金融プロアクティブ人材フォーラムｉｎ 東京

自己変革できる組織と
人材への道を拓く
日

時

12月9日（月）

2019年

13：30−17：00
場

所

受講料

JAビル カンファレンスセンター
4階 401A ※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
る金融を実現していくことが期待されています。それで
は、いままでの受動的（リアクティブ）な体質を、
どのよう
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
に変えていけばよいのでしょうか。
昨年より東京と大阪で開催して好評をいただいた
フォーラムを、今回は再び東京で開催し、金融庁における
自己変革できる組織と人材への取組みの進展を共有す
る場を設けることといたしました。同時に、自らが問題を
解決し自らを変革し続ける人づくりを数多く手がけられ、
企業を人材育成の観点から変えていく
「変革屋」
として実
践的に活動されている、チェンジウェーブの佐々木裕子

プログラム

13:30 -14:00

オープニングセッション

14:00 -14:40

キーノートスピーチ

14:50 -16:30

ラウンドテーブル

金融庁における自己変革できる組織と
人材への取組み
●金融庁 組織戦略監理官 渡辺 公徳 氏

これからのリーダー人材の「変革する力」
●株式会社チェンジウェーブ 代表取締役社長 佐々木 裕子 氏

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
●【特別ゲスト】 第一勧業信用組合 理事長 新田 信行 氏
●金融庁 組織戦略監理官 渡辺 公徳 氏
●株式会社チェンジウェーブ 代表取締役社長 佐々木 裕子 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
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 理事長
地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役

氏のお話をうかがいます。後半のラウンドテーブルでは、
特別ゲストとして第一勧業信用組合の新田信行理事長
にご参加いただき、
これからの時代のプロアクティブな

16:30 -17:00

森本 紀行

坂本 忠弘

交流タイム

人材について、また、組織の中での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、
まずなにより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。

お申し込み方法

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
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渡辺 公徳 氏

金融庁総合政策局組織戦略監理官

1994年大蔵省（当時）入省。内閣官房まち・ひと・しごと創生
本部事務局（内閣参事官）を経て、2016年から検査・監督の見
直しを、2018年は地域金融監理官として地域銀行のモニタリ
ングを担当。2019年7月より現職。現在、金融庁の組織活性化、
人材育成（研修を含む）
を担当。あわせて、融資に関する検査・
監督の見直しも担当。スタンフォード大学ビジネス・スクール
修了。
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佐々木 裕子

氏
株式会社チェンジウェーブ代表取締役社長
日本銀行を経て、マッキンゼーアンドカンパニー
（以下、マッキ
ンゼー）入社。シカゴオフィス勤務の後、同社アソシエイトパー
トナー。約9年間、金融、小売、通信、公的機関など数多くの企
業の経営変革プロジェクトに従事。マッキンゼー退職後、企業
の「変 革」デ ザイナーとしての 活 動 を 開 始。2009年 チェンジ
ウェーブを創立し、変革実現のサポートや変革リーダー育成な
ど、個人や組織、社会変革を担いつつ、複数大手企業のダイバー
シティ推進委員会の有識者委員にも就任。東京大学法学部卒。

のぶ ゆき

新田 信行 氏
第一勧業信用組合

理事長
金融プロアクティブ人材フォーラムｉｎ 東京

1981年4月第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行。2002年４月み
ずほ銀行与信企画部次長、
2005年4月みずほフィナンシャルグループ与信企画部長、2006
年３月みずほ銀行銀座通支店長、2008年4月コンプライアンス
統括部長を歴任し、2011年４月常務執行役員に就任。2013年
４月みずほ銀行を退職、同年、第一勧業信用組合の理事長に
就任、現在に至る。一橋大学法学部卒業。

森本 紀行

自己変革できる組織と
人材への道を拓く

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（現大樹生命）のファンドマネジャーを経て、1990年1
月ワイアット
（現ウィリス･タワーズワトソン）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
至 霞が関

JAビル カンファレンスセンター 4階 401A
東京都千代田区大手町1-3-1
TEL:03-3212-1912（代）

JAビル

至 飯田橋
皇居

4番出口■

竹橋駅

丸の内
消防署

内堀通り

日経ビル

JAビル★

大手町ビル

読売新聞社

至 御茶ノ水

丸の内線 東京駅

大手町
ビル

KDDI

首都高速

新丸の内ビル

半蔵門線 大手町駅

大手町
ファースト
スクエア

至 有楽町

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

三井生命
経団連
ビル
会館
千代田線 大手町駅 ■C2b出口

大手センタービル
三田線 大手町駅
東西線 大手町駅

●お車でのアクセス
首都高速道路：神田橋インターチェンジをご利用ください

至 内幸町

●電車でのアクセス
◎地下鉄千代田線・半蔵門線・三田線・ 東西線・丸の内線（東京メトロ）
大手町駅下車 C2b出口
◎地下鉄東西線（東京メトロ） 竹橋駅下車 4番出口

丸の内線 大手町駅

至 淡路町

TEL：03-6684-1008 FAX：03-6684-1009 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：03-6680-8988 FAX：03-6680-8989 http://www.daigakunoasu.org/

