
資料１ 

今年度の活動について 

１．運営委員会及び総会 

 第１回運営委員会 

日時：５月 23 日（火）15:00～17:00 

場所：三田共用会議所 第三特別会議室 

議題：①新共同委員長の選任について 

②今年度の各ＷＧの活動方針について 

③今年度の活動計画について 

    ― 自走化スケジュールと具体的業務内容の再確認 

― グッドプラクティスの取り扱い運営規程改定（案）について 

④運営規程改定（案）について 

⑤その他 

 

 平成 29 年度臨時総会（電子メール開催） 

日時：９月 25 日（月） 

議案：運営規程の改定 

 

 第２回運営委員会 

日時：11 月 20 日（月）15:00～17:00 

場所：三田共用会議所 ３階 大会議室 

議題：①今年度の活動等について 

②21 世紀金融行動原則の自走化について 

③第３回運営委員会及び平成 29 年度定時総会について 

 

 第３回運営委員会 

日時：２月 15 日（木）15:00～17:00 

場所：三田共用会議所 ３階 第三特別会議室 

議題： ①今年度の活動等について 

 ②最優良取組事例（環境大臣賞）の選定について 

 ③第７回定時総会・意見交換会について 

 ④21 世紀金融行動原則の自走化について 

 ⑤来年度の活動について 

 

 第７回定時総会・意見交換会 

日時：３月７日（水）13:30～17：000 

場所：都道府県会館 １階大会議室、４階 401 会議室、402 会議室 

プログラム（予定）： 

  13:30～14:50（１階大会議室） 

 ① ご来賓挨拶（金融庁） 

 ② 決議事項（役職の選任、来期予算等） 



 

 

 ③ 最優良取組事例（環境大臣賞）発表 

 ④ 活動報告と今後の運営について（運営委員会活動、ＷＧ活動、新ＨＰ発表等） 

  14:50～16:45 

 ⑤ 意見交換会 

テーマ１「地方創生」 （４階 401 会議室） 

テーマ２「ＥＳＧ投資」（４階 402 会議室） 

  16:45～17:00 

⑥意見交換会総括 

⑦閉会 

 

 

 

２．各ワーキンググループ 

 運用・証券・投資銀行業務ワーキンググループ 

 第１回ＷＧ 

日時：11 月 30 日（木）15：00～17：00（三田共用会議所） 

テーマ：ESG 情報と企業価値 「投資家の視点・企業の視点」に関する意見交換会 

プログラム： 

【基調講演】 

「情報開示と企業価値向上に関する一考察」 

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 教授 

   環境省主催「環境情報と企業価値に関する検討会」座長  北川 哲雄 氏 

【意見交換会】 

「ESG 情報と企業価値：『投資家の視点・企業の視点』を探る～対話の進化に向けて～」 

 

 第２回ＷＧ 

日時：平成 30 年１月 31 日（水）14：00～17：00（中央合同庁舎第５号館 ２階講堂） 

テーマ：「社会的共通資本と持続可能な社会・経済・環境 ―確かな未来を創る座標軸―」 

プログラム： 

【ご挨拶】 

「父・宇沢弘文 ―社会的共通資本と、未来への希望―」 

宇沢国際学館 代表取締役、医師  占部 まり 氏 

【基調講演１】 

「社会的共通資本を踏まえた市場経済の見方・考え方」 

日本社会事業大学学長、東京大学名誉教授  神野 直彦 氏 

【基調講演２】 

「確かな未来を創る座標軸 ― 持続可能な社会を実現するための金融とは―」 

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI） 特別顧問  末吉 竹二郎 氏 

【パネルディスカッション】 

「まちづくり、ひとづくり、くにづくり ―「新たな成長」に向けた視点を探る―」 

 

 



 

 

 保険業務ワーキンググループ 

 第１回ＷＧ 

日時：７月 28 日（金）13:30～16：00（三田共用会議所） 

テーマ：FSB気候関連財務情報開示タスクフォース最終報告書の概要と日本企業に求められる対

応 

プログラム： 

【報告】 

「TCFD 最終報告書の概要」 

東京海上ホールディングス（株）事業戦略部部長 兼 CSR 室長  長村 政明 氏 

【プレゼン及びパネルディスカッション】 

「TCFD 最終報告書と日本企業に求められる対応」 

 

 第２回ＷＧ（第１回持続可能な地域支援ＷＧと合同） 

第１回持続可能な地域支援ＷＧと合同開催につき、内容は同ＷＧに関する記載箇所参照 

 

 第３回ＷＧ（UNEP FI 25 周年記念 APAC ラウンドテーブル共催） 

日時：12 月 12 日（火）10：30～16：00 

会場：国連大学 ５階エリザベス・ローズ国際会議場 

プログラム：持続可能な保険原則（PSI）マーケットイベント 

【挨拶】 

 UNEP FI PSI 保険部門 主席  Butch Bacani 氏 

【セッション１】「都市のための保険開発目標の創出」 

【セッション２】「環境・社会・ガバナンス課題の保険ビジネスへの統合」 

【セッション３】「持続可能な保険の考察と実践を通じた共通価値の創出」 

 

 

 預金・貸出・リース業務ワーキンググループ 

 第１回ＷＧ 

日時：10 月３日（火）13：30～16：00（三田共用会議所） 

プログラム：リース業務を主体とするＷＧ開催 

【講演①】「脱炭素社会と地方創生の鍵を握るのは、リース会社」  

三菱 UFJ リース（株） 環境・エネルギー事業部 シニアエキスパート 

永野 敏隆 氏 

【講演②】「環境分野への対応とその意義」 

リコーリース（株） CSR 推進室長  大塚 武志 氏 

【講演③】「エコリース促進事業について」 

（一社）ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 事業部長  岡野 明浩 氏 

【報 告】「エコリース促進事業の実績及び展望について」 

環境省 大臣官房 環境経済課  

【ディスカッション】 

「リース業の可能性 ～リースにおける環境分野へのビジネスチャンス～」 



 

 

 第２回ＷＧ（UNEP FI 25 周年記念 APAC ラウンドテーブル共催） 

日時：12 月 12 日（火）14:00～14:55（国連大学） 

プログラム：環境・社会リスク分析：プロジェクト・ファイナンスと赤道原則、今後の展開とは？ 

【報告①】 （株）みずほ銀行 グローバルプロジェクトファイナンス営業部 グローバル環境

室  殖田 亮介 氏 

【報告②】 （株）三菱東京 UFJ 銀行 ストラクチャーファイナンス部 プロジェクト環境室 

山崎 周 氏 

【報告③】 （株）三井住友銀行 国際与信管理部 国際環境室  島 健治 氏 

 

 第３回ＷＧ（長野県飯田市） 

日時：１月 26 日（金）10:00～12:00（飯田信用金庫本店） 

プログラム： 預貸ＷＧ地方開催 

【挨拶】   飯田信用金庫 理事長  森山 和幸 氏 

【基調講演①】「持続可能な地域づくりの取り組み～求められる共創の場づくり～」 

       飯田市長  牧野 光朗 氏 

【基調講演②】「南信州でのおひさま進歩エネルギーの取り組み」 

       おひさま進歩エネルギー（株） 代表取締役  原 亮弘 氏 

【基調講演③】 「飯田信用金庫の取組み～自治体等との連携について～」 

       飯田信用金庫 理事（融資部長）  片桐 善浩 氏 

【パネルディスカッション】 

「持続可能な地域社会の形成のための地域金融機関の役割（環境・まちづくりの観点から）」 

 

 

 環境不動産ワーキンググループ   

 第１回ＷＧ 

日時：11 月 29 日（水）15:00～17：00（三田共用会議所） 

テーマ：持続可能な働き方へとつながるワークプレイスの変容 

プログラム： 

【識者からの講演と話題提供】「働き方を変えるオフィス投資戦略」 

ジョーンズラングラサール株式会社（JLL）執行役員 コーポレート営業本部長、 

明治大学 専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 兼任講師 佐藤 俊朗 氏 

「先進事例にみる働き方の進化とワークプレイス」 

コクヨ株式会社 WORKSIGHT LAB. 主幹研究員、一般社団法人フューチャー 

センター・アライアンス・ジャパン（FCAJ） 理事  齋藤 敦子 氏 

「神山サテライトオフィスから ～どこで、だれと、どのように働くか～」 

株式会社プラットイーズ 取締役会長、株式会社神山神領（施設名：WEEK 神山） 

代表取締役  隅田 徹 氏 

【会場との意見交換】「働き方改革を実現するワークプレイスとは ～その最先端～」 

 

 第２回ＷＧ 

日時：２月 26 日（月）13：00～15：00（東京ウィメンズプラザ ホール） 

テーマ： 既存ビルへのLEED O+M認証適用によるエネルギー性能とワークプレイスの快適性向

上の両立持続可能な働き方へとつながるワークプレイスの変容 



 

 

プログラム： 

【講演】 

「既存ビルにおける LEED 認証の実務的応用とその効果」 

（株）ヴォンエルフ 取締役 COO  安原 紀子 氏 

「横浜銀行本店ビル LEED 認証取得とビル運用改善について」 

（株）横浜銀行 総合企画部 副グループ長  佐野 達也 氏 

（株）NTT ファシリティーズ（横浜銀行 FM センター）主査  大澤 正芳 氏 

「横浜銀行本店ビルにおけるエネルギー運用改善事例と、類似事例における 

     RPA を活用した効果継続プラン」 

アビームコンサルティング（株） 金融社会インフラビジネスユニット 

社会インフラ・サービスセクター マネージャー  石岡  諭 氏 

【会場との意見交換】「既存ビルの運用改善の今後の可能性と波及効果」 

 

 

 持続可能な地域支援ワーキンググループ 

 第１回ＷＧ（保険業務ＷＧと合同開催） 

日時：９月７日（木）13:00～16:30（日比谷図書文化館 日比谷コンベンションホール） 

テーマ：認知症など高齢社会問題が深刻化する中で持続可能な地域作りに金融機関はどう 

対応していくのか 

プログラム： 

【基調講演】たかせクリニック 理事長  髙瀬 義昌 

【パネルディスカッション】 

その１「金融機関は認知症顧客とどのように関わっていくのか」 

その２「認知症 700 万人時代の地域における金融機関の役割」 

 

 第２回ＷＧ（UNEP FI 25 周年記念 APAC ラウンドテーブル共催） 

日時：12 月 12 日（火）11:50～13:00（国連大学） 

プログラム： 環境に対する新しい技術～金融レジリエンス～（自然資本と金融） 

【報告①】 三井住友トラスト・ホールディングス（株）  

 チーフ・サステナビリティ・オフィサー  金井 司 氏 

【報告②】イエメ銀行（インド） ヴィスプレジデント、銀行取引責任者 

 UNEP FI インドネットワーク調整官  Rakesh Shejwal 氏 

【報告③】 （株）インターリスク総研 環境・CSR グループ マネージャー 

 原口 真 氏 

【報告④】 中央財経大学/CUFE（中国） グリーンファイナンス国際研究所 グリーンファ

イナンスイノベーション研究室 主任教授・代表  Yi-Chen Shi 氏 

 
 第３回ＷＧ 

日時：２月 22 日（木）11:50～13:00（TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター） 

プログラム： 勉強会「今から学ぶ SDGs～金融機関にとってのビジネスチャンス！」 

【イントロダクション】 

 三井住友信託銀行（株） 経営企画部 理事・ＣＳＲ担当部長  

 チーフ・サステナビリティ・オフィサー  金井 司 氏 

【講演】 



 

 

「ＳＤＧｓがなぜ重要なのか」 

 （株）日本総合研究所 理事  足達 英一郎 氏 

【意見交換会】 

「金融機関としてのＳＤＧｓ」 

 
 

 

３．取組事例集 

２月９日現在、254 機関中 242 機関より取組事例を提出。未提出の 12 機関には、引き続き提出を

依頼中。 

 

提出された事例については、HP 上に事例集として掲載することとし、印刷物の配布は行わない。 

 

 

以  上 


