金融プロアクティブ人材フォーラムｉｎ 大阪

自己変革できる
組織と人材への道を拓く
日

時

場

所

受講料

4 9

2019年 月 日
（火）14：30-17：30

梅田スカイビルタワーイースト36階 スカイルーム2
※地図詳細は裏面をご確認下さい。

無料

日本の金融業界は、同質的な行動が多い日本社会の中
でも横並び意識が強いといわれています。しかし、様々
な変化に直面する時代において、“脱標準化”して個性あ

プログラム

14:30 -15:20

オープニングセッション

は、いままでの受動的（リアクティブ）な体質を、どのよう

金融庁における自己変革できる
組織と人材への取組み

にして主体的（プロアクティブ）な行動が生まれてくるよう

●金融庁

総合政策局

に変えていけばよいのでしょうか。

●金融庁

総合政策局

東京で開催して好評をいただいたフォーラムを、今回は

15:20 -16:00

る金融を実現していくことが期待されています。それで

大阪で開催し、金融庁における自己変革できる組織と人
材への取組みを共有する場を設けることといたしまし
た。同時に、個を活かす組織論やモチベーション術に関
して多数のご著書がある太田肇教授のお話をうかがいま
す。後半のラウンドテーブルでは、これからの時代のプ
ロアクティブな人材について、また多様性や働き方につ
いても考えていきます。
個人が組織に埋没しない仕組みとは、組織文化の耕しや
社内外でのコミュニケーションをどのように進めていく
のか、組織で働く役職員一人ひとりが自ら考え行動して
いくためには、
− ご参加される会場のみなさんとの対話
も交えて、進行していきます。
地域での産学官金の連携を支援するNPO法人ちいきみらいと、
新たな大学経営のあり方を提言するNPO法人大学の明日を考え
る会では、
「地域づくりと人財づくり」のコーディネートに取り組
んでいます。

お申し込み方法

新発田 龍史 氏
組織戦略監理官室 主査 山本 ひかる 氏
組織戦略監理官

キーノートスピーチ

組織を変えないと、
日本はよくならない
●同志社大学 教授 太田 肇 氏

16:00 -16:10

休憩

16:10 -17:30

ラウンドテーブル

組織の中でのプロアクティブな
思考と行動の実践に向けて

三田 祥弘 氏
副事業統轄 澤田かおり 氏
新発田 龍史 氏

●日本政策金融公庫 国民生活事業本部 南近畿地区統轄
●日本政策金融公庫 大阪南支店 国民生活事業
●金融庁

総合政策局

●同志社大学

教授

組織戦略監理官

太田 肇 氏

●NPO法人ちいきみらい

理事／NPO法人大学の明日を考える会

理事

森本 紀行

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
●［コーディネーター］
NPO法人 ちいきみらい 理事長／NPO法人 大学の明日を考える会
地域共創ネットワーク株式会社

17:30 -18:00

代表取締役

坂本 忠弘

理事長

交流タイム

セミナー終了後に、登壇者・参加者との交流の場として情報交換や名刺
交換の時間を設けております。

お申し込みは、特定非営利活動法人ちいきみらいにて承っております。
下記のいずれかの方法でお申し込み願います。
お手数ですが、参加される方のご法人名・部署／役職・お名前・メールアドレスをお書きください。

① メール: info@chiikimirai.org

② FAX 03-6684-1009

主催：特定非営利活動法人 ちいきみらい
共催：特定非営利活動法人 大学の明日を考える会
協賛：HC アセットマネジメント株式会社 地域共創ネットワーク株式会社
協力：株式会社きんざい大阪支社

ゲストスピーカー
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新発田 龍史 氏

山本 ひかる 氏

金融庁 総合政策局 組織戦略監理官室 主査
2013年金融庁入庁。金融庁総務企画局市
場課、厚生労働省年金局企業年金・個人年
金課で店頭デリバティブやiDeCo等の制
度 改 正 を 担 当 し、2018年 ７ 月 よ り 現 職。
現在、庁内情報誌「FSA FUTURE」共同編集
長を務める。東京大学大学院法学政治学
研究科修了。

金融庁 総合政策局 組織戦略監理官
金融庁の組織文化・人事の改革とともに、開発研修室長を兼務し人材育成を担当。
1993年大蔵省
（現財務省）
入省。大臣官房、銀行局、金融企画局、主税局、金融庁監
督局、金融担当副大臣秘書官、金融庁総務企画局等の勤務を経て、2009年金融庁総
務企画局総務課人事企画室長、2011年同政策課総括企画官、2012年国際協力銀行
ロンドン駐在員事務所上席駐在員、2015年財務省主税局主税企画官を歴任し、2017
年7月より現職。
1993年東京大学法学部卒業、1997年コロンビア大学国際関係・公共政策大学院修了。
おお

た

はじ め

太田 肇 氏

同志社大学 政策学部・大学院総合政策科学研究科 教授
日本労務学会 常任理事
神戸大学大学院経営学研究科修了。経済学博士。専門は組織論、モチベーション論。著書として『「承認欲求」の呪縛』（新潮新書、
2019 年 2 月刊 ) のほか、
『
「ネコ型」人間の時代』
（平凡社新書）、
『ムダな仕事が多い職場』
（ちくま新書）『
、なぜ日本企業は勝てなくなっ
たのか ―個を活かす「分化」の組織論―』
（新潮選書）など。1500 回以上の講演のほか、マスコミでの発言も多い。
み
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三田 祥弘

だ

澤田 かおり

氏
日本政策金融公庫 国民生活事業本部 南近畿地区統轄
昭和58年 4月 国民金融公庫(現(株)日本政策金融公庫) 入庫
平成19年 7月 福山支店 支店長 兼 国民生活事業統轄
平成21年 4月 国民生活事業本部 情報システムセンター副所長
平成23年 4月 大阪南支店 支店長 兼 国民生活事業統轄
平成27年 4月 国民生活事業本部 営業推進部長 国民生活
事業の営業活動方針の策定に従事
平成29年 4月 現職

氏
日本政策金融公庫 大阪南支店 国民生活事業 副事業統轄
平成 8年 4月 国民金融公庫
（現（株）
日本政策金融公庫）
入庫
平成12年 9月 人事部
平成15年 7月 秘書室
平成19年 4月 福岡創業支援センター 九州地区の創業・ベ
ンチャー 企業の支援に従事
平成25年 4月 福岡西支店 融資第三課長
平成28年 4月 国民生活事業本部 事業企画部 秘書グループ
リーダー
平成30年 4月 現職

森本 紀行

コーディネーター

特定非営利活動法人ちいきみらい 理事
特定非営利活動法人大学の明日を考える会 理事
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
三井生命のファンドマネジャーを経て、1990年1月当時のワイ
アットに入社。日本初の事業として、年金基金等の機関投資家
向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。2002年11月、HC
アセットマネジメントを設立。全世界の投資機会を発掘し、専門
家に運用委託するという、新しいタイプの資産運用事業を始め
る。東京大学文学部哲学科卒。

坂本 忠弘

特定非営利活動法人 ちいきみらい 理事長
特定非営利活動法人 大学の明日を考える会 理事長
地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役
1990年に大蔵省入省後、主計局、金融庁監督局、金融副大臣
秘書官等を経て退官し、2007年に地域共創ネットワーク
（株）
を
設立。金融機関の新たなビジネスモデルづくりや成長企業の経
営事業支援等に取り組む。最近は金融機関の組織変革に関わ
ることが多く、ファシリテーションについても多数の実績。金融
機関や上場事業会社等の社外役員を複数兼務。

会場のご案内

梅田スカイビル タワーイースト36階 スカイルーム2
大阪府大阪市北区大淀中1丁目

新梅田シティ

ユニバーサルシティより ……JRユニバーサルシティ 約13分
新大阪より ……………………JR新大阪〜大阪 約4分

アクセス

京都より ………………………JR新快速 京都〜大阪 約29分
阪急特急 河原町〜梅田 約43分
神戸より ………………………JR新快速 三宮〜大阪 約21分
阪急特急 三宮〜梅田 約27分

JR大阪駅
徒歩
地下鉄梅田駅
9分
阪急梅田駅
阪神梅田駅

梅田
スカイビル

徒歩
13分

奈良より ………………………近鉄特急 難波〜地下鉄なんば〜梅田 約45分
JR新快速 奈良〜天王寺〜地下鉄天王寺〜梅田 約45分
伊丹空港より …………………阪急普通 蛍池〜梅田 約28分
阪急高速池田線梅田出口 約25分
関西国際空港より ……………関西国際空港〜梅田シティ
（直行リムジンバス）約70分
関空快速 関西空港〜大阪 約67分
特定非営利活動法人 ちいきみらい 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町二丁目11番地 住友商事神保町ビル4F

TEL：03-6680-8988 FAX：03-6680-8989 https://www.chiikimirai.org/

特定非営利活動法人 大学の明日を考える会 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町二丁目11番地 住友商事神保町ビル4F

TEL：03-6684-1008 FAX：03-6684-1009 http://www.daigakunoasu.org/

