
セッション 地域とSDGs～アパレル産業に学ぶ～セッション 地方創生に向けた共通価値の創造
　　　 ～地域金融機関と自治体との新たな連携のカタチ～

セッション 地域銀行の魅力発信委員会
　　　 ～組織活性化に向けたアンダー35の主張～

セッション 大企業からの新しい人の流れ
　　　 ～人材マッチングで地域の未来を拓く～

セッション 金融リテラシー向上の意義と地域連携について

Regional Banking Summit（Re:ing/SUM） 日経地方創生フォーラム

13:50

～

オープニングリマークス
内閣府特命担当大臣（金融）　鈴木 俊一

【パネリスト】
北國フィナンシャルホールディングス 代表取締役社長　杖村 修司氏
名古屋銀行 取締役頭取　藤原 一朗氏
【モデレーター】 金融庁監督局 銀行第二課長　新発田 龍史

14:00

～

【パネリスト】
全国地域生活支援機構 理事　尾川 宏豪氏
マネーフォワード 執行役員 CoPA Fintech研究所長　瀧 俊雄氏　
みなと銀行 地域戦略部 部長　楡井 義丈氏
京都信用金庫 理事　廣瀬 朱実氏
【モデレーター】 日本総合研究所  理事長　翁 百合氏

17:00
～

セッション 子供の貧困問題解消に向けて
　　　 地域金融機関が出来る7つのこと【前半】

セッション 子供の貧困問題解消に向けて
　　　 地域金融機関が出来る7つのこと【後半】

18:00

～

【パネリスト】
日本証券業協会 SDGs推進本部 SDGs推進室 室長　森川 怜子氏
鹿児島銀行 経営企画部 サステナビリティ推進室 室長　徳留 寛氏
沖縄銀行 総合企画部 経営企画グループ 調査役　鈴木 涼子氏
東京スター銀行 経営企画部 アシスタントヴァイスプレジデント　牛堂 望美氏
【モデレーター】 金融庁総合政策局 総合政策課 課長補佐　平林 高明

【パネリスト】
弁護士（五十嵐綜合法律事務所）　五十嵐 裕美子氏
三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング 経済政策部 主任研究員 兼
行動科学チームリーダー　小林 庸平氏
認定 NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長　湯浅 誠氏
全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 副代表理事　渡辺 由美子氏
【モデレーター】 金融庁総合政策局 総合政策課 課長補佐　上大谷 起一

【パネリスト】
ファイナンシャルプランナー・金融教育実務家　キャサリン＆ナンシー
名古屋大学教育学部附属中・高等学校 特任教諭 前副校長　原 順子氏
北國銀行 マーケティング部長 兼 ライフプラン部長　今井 豊氏
十八親和銀行 執行役員 営業推進部長　山川 信彦氏
【モデレーター】 関西学院大学 教授／ジャパン・プラットフォーム顧問　村尾 信尚氏

15:30

～

セッション 顧客・地域とに付加価値をもたらすような
　　　 金融仲介の実現に向けた組織運営のあり方

14:00

～

【パネリスト】
長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点 長崎県統括マネージャー　渋谷 厚氏
キャリアコンサルティング振興協会 理事長／人材ドック 代表　須田 万里子氏
ONE JAPAN 共同発起人・共同代表　濱松 誠氏
池田泉州銀行 ソリューション営業部 HRグループ 次長　阪井 邦匡氏
北海道共創パートナーズ マネージングディレクター　松橋 敬司氏
【モデレーター】 
金融庁監督局 銀行第二課 地域金融企画室長
兼 総務課 人材マッチング推進室長　今泉 宣親

15:30

～

16:00

～

16:50

17:00

～

【パネリスト】
日本電鍍工業 代表取締役　伊藤 麻美氏
野村総合研究所 金融 ITイノベーション事業本部 金融デジタルビジネスリサーチ部
上級研究員　川橋 仁美氏
大垣共立銀行 審査部審査企画グループ 審査役　服部 洋氏
北門信用金庫 営業第二本部企業支援室  室長　伊藤 貢作氏
日本政策金融公庫 中小企業事業本部 北陸信越地区統轄　島本 さゆり氏
【モデレーター】
金融庁監督局 銀行第二課 地域金融企画室 室長補佐　渡辺 茂紀

経営改善支援に取り組める金融機関の組織・
営業体制における運用上の工夫～米国実務との比較～

セッション

セッション 超高齢社会の金融サービス

Day

1
211金

Re:ing/SUM
［カテゴリー］ 地域銀行のビジネスモデル

Day

2
212土

Re:ing/SUM
［カテゴリー］ 金融教育、金融リテラシー

【パネリスト】
スパイバー Head of Sustainability Strategy　青木 ユリシーズ氏
山梨中央銀行 コンサルティング営業部 コンサルティング営業室 室長代理

野々川 輝一氏
筑邦銀行 営業本部ソリューション事業グループ調査役　髙田 幸輔氏 
仙台銀行 総務部長　奥平 壮史氏
【モデレーター】 鎌倉サステナビリティ研究所 代表理事　青沼 愛氏

15:30

～

14:00

～

セッション 地域の脱炭素産業エネルギーシステム
　　　 構築に向けて
【パネリスト】
国立環境研究所 社会システム領域 システムイノベーション研究室 室長
藤井 実氏
滋賀銀行 総合企画部 サステナブル戦略室長兼サステナブル推進グループ長
嶋﨑 良伸氏
中国銀行 ソリューション営業部 兼 総合企画部新規事業開発センター 調査役
堀 憲太氏
北洋銀行 経営企画部広報室兼サステナビリティ推進室 室長　岸波 光弘氏
栃木銀行 法人営業部 地域創生室 調査役　大塚 潤氏
【モデレーター】 PwCあらた有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・
コンプライアンス・アドバイザリー部 ディレクター　西原 立氏

【パネリスト】
山形県 みらい企画創造部長　小林 剛也氏
山形銀行 営業支援部 地域振興推進室 調査役　髙橋 宏輔氏
愛媛県 西条市 市民生活部 地域振興課地域振興係 副主査　安永 佐和子氏
愛媛銀行 ソリューション営業部 経営サポート室 次長　河渕 仁史氏
鹿児島県 薩摩川内市 企画政策部長　古川 英利氏
鹿児島銀行 地域支援部 地域開発室長　飯森 利徳氏
【モデレーター】 金融庁監督局 総務課 地域金融支援室 主査　笠井 泰士

【パネリスト】
リクルート Division統括本部 HR本部 HRエージェントDivision
ビジネスグロース部 サンカクグループ 事業責任者　古賀 敏幹氏
ふじのくに物産 代表取締役　西村 やす子氏
南都銀行 人事総務部 主任　鈴木 友彦氏
鳥取銀行 法人コンサルティング部 調査役／まるにわ 代表取締役　齋藤 浩文氏
【モデレーター】 
金融庁監督局 銀行第二課地域金融企画室 地域生産性向上支援専門官
山田 彰太郎

14:00

～

15:30

～

Day

3
218金

Re:ing/SUM
［カテゴリー］ 組織運営・活性化

Day

4
219 Re:ing/SUM

［カテゴリー］ SDGs、ベンチャー

セッション 社外取締役の役割発揮に向けて
【パネリスト】
地域共創ネットワーク 代表取締役　坂本 忠弘氏
みさき投資 代表取締役社長　中神 康議氏
カルティベイト 代表取締役　比嘉 梨香氏
日比谷パーク法律事務所 パートナー　松山 遙氏
【モデレーター】 シンクタンク・ソフィアバンク 代表　藤沢 久美氏

セッション ベンチャー育成を通じた日本企業・経済の
　　　 活性化と地域金融機関との連携
【パネリスト】
ユーグレナ 代表取締役社長　出雲 充氏
フォース・マーケティングアンドマネージメント 代表取締役CEO　岩田 彰一郎氏
リバネス 代表取締役グループCEO　丸 幸弘氏
地域経済活性化支援機構 代表取締役専務　渡邊 准氏
大垣共立銀行 常務取締役　土屋 諭氏
浜松磐田信用金庫 代表理事 専務　平井 正大氏
【モデレーター】 金融庁企画市場局 市場課長　島崎 征夫

17:00

～

土

13:50

～

18:30

14:00

～

18:30

14:00

～

19:30

14:00

～

18:30

17:00

～



木村情報技術 代表取締役　木村 隆夫氏

講　演 全国の地方銀行から地方創生を実現する
　　  「LoBaMaS」構想

商工組合中央金庫 専務執行役員 ファイナンス本部長　小野木 哲也氏

講　演 商工中金の経営改善・事業再生支援の取り組み

Regional Banking Summit（Re:ing/SUM） 日経地方創生フォーラム

チームボックス 代表取締役　中竹 竜二氏
ジンテック チーフイノベーションオフィサー　日下 智晴氏

キーエンス データアナリティクス事業グループ コンサルティングセールス　
水上 拓也氏
キーエンス データアナリティクス事業グループ コンサルティング
データサイエンティスト　齋藤 亜蘭氏

SBIホールディングス 代表取締役社長　北尾 吉孝氏

講　演 データ活用で金融機関を変える！
　　  キーエンス流データ活用術

日経金融工学研究所 グローバル事業部 主任研究員　山下 悦史氏

講　演 地域金融における有価証券運用の未来
　　  ～オルタナティブデータを用いた
                                  資産運用DX・投資判断の事例～

格付投資情報センター 執行役員 ESG推進室長　小林 茂氏

講　演 ESGファイナンス評価と地域金融
　　  ～グリーン、トランジション、インパクトの最新事情～

講　演 地方創生に向けた新次元の
　　  SBIグループの取り組み

セッション これからの地域と事業者支援

対　談 問いの力
14:00

～

14:00

～

15:00

～

15:00

～

ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部 部長代理　宮里 大氏
SAS Institute Japan ソリューション統括本部 部長　原島 淳 氏

対　談 銀行リテール変革と地方創生に向けた
　　  FFG×SASの取り組み

16:00

～

16:00

～

16:00

～

16:50

Day

5
Day

6
2 2

木 金
日経地方創生フォーラム
［カテゴリー］ 地方創生フォーラム

日経地方創生フォーラム
［カテゴリー］ 地方創生フォーラム

●ノウハウ共有とAIの可能性（14:00～）
【パネリスト】
経済産業省経済産業政策局 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課長
荒木 太郎氏
エルテス 取締役 /JAPANDX 取締役 /AIK 取締役　三川 剛氏
山形県信用保証協会 企業支援部 部長　東海林 充志氏
八十二銀行 融資部 企業支援グループ 主任審査役　髙松 泰彰氏
名古屋銀行 執行役員 金融投資部 部長　近藤 和氏
【モデレーター】 
金融庁監督局 銀行第二課 地域金融企画室長
兼 総務課 人材マッチング推進室長　今泉 宣親14:00

～

Day

7
Re:ing/SUM
［カテゴリー］ 事業者支援

24

2
土26

25

17:20

～

●地域経済と事業再生の現場から（15:30～）
【パネリスト】
PwCアドバイザリー パートナー　奥 総一郎氏
地域経済活性化支援機構 地域活性化支援本部マネージング・ディレクター
ヘルスケアチームリーダー　羽田 雅史氏
山形銀行 常務取締役　藤山 豊氏
東邦銀行 常務執行役員 /とうほう地域総合研究所 理事長　矢吹 光一氏

●まとめ（17:00～）
金融庁監督局 銀行第二課長　新発田 龍史

【モデレーター】 
金融庁監督局 銀行第二課 地域金融企画室 室長補佐　渡辺 茂紀

クロージングリマークス
内閣府大臣政務官　宗清 皇一

地方で暮らす、日本が変わる

地方で暮らす、日本が変わる

地 方 創 生
日 経

フ ォ ー ラ ム

地 方 創 生
フ ォ ー ラ ム

地 方 創 生
フ ォ ー ラ ム

地 方 創 生
フ ォ ー ラ ム

ロゴ案_B

日 経

日 経

日 経

14:00

～

17:00

14:00

～

17:35

14:00

～

17:30

16:30

～

17:00

～


