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2021 年 12 月 21 日 

一般社団法人東京国際金融機構 

 

報道機関 各位 

（配布先：日銀記者クラブ、兜クラブ） 

 

 

取材のご案内 

「FinCity Global Forum～グリーン国際金融都市・東京の未来～」 

の開催について（2022年 2月 2日(水)） 

 

この度、一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo：フィンシティ・トーキョー）は、2022

年 2 月 2 日（水）に国際シンポジウム「FinCity Global Forum ～グリーン国際金融都市・東京の

未来～」を開催いたします。 

本イベントは、東京都の「国際金融都市・東京」構想を契機に 2019 年 4 月に発足した官民連携

プロモーション組織「FinCity.Tokyo」による、本年で第 3 回目となる国際シンポジウムです。 

世界的なグリーン競争が激化していく中で、日本は 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実

現を目指していきます。また、日本・東京が今後どのようにリーダーシップを発揮してグリーン国際金融都

市を目指していくのか。関係当局・投資家・運用会社・上場企業・FinCity.Tokyo 会員企業等、オピ

ニオンリーダーをお招きし、最新情報をご紹介するとともに今後の展望について議論します。 

当日は、報道機関各社による取材が可能ですので、ご希望される報道機関におかれましては、下記

要領をご確認の上、記載の窓口までお申し込みください。 

 

記 

 

【取材要領】 

名称：FinCity Global Forum ～グリーン国際金融都市・東京の未来～ 

 

日時・場所： 

2022 年 2 月 2 日（火）午前 11 時 30 分～ 

日経ホール（東京都千代田区大手町１丁目３−７ 日経ビル）  

 

注意事項： 

      報道機関向け会場オープン：午前 11 時 00 分 

      取材対象時間：午前１1 時 30 分～18 時 10 分 

※ 入場の際には報道機関であることを表す腕章・記者証等を佩用ください。 
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※ 歓談時間の取材についても可能ですが、個人に対する取材を行う場合は、個別に了

解を得て行ってください。 

※ TV カメラ、スチールカメラでの取材場所は当日案内する報道機関エリアにて行ってくだ

さい。 

※ 登壇者の囲み取材は行いません 

 

申込方法： 

1月 26日（水）午後３時までに取材申込書を以下の送付先までお送りください。 

送付先： contact@fincity.tokyo （FinCity.Tokyo 事務局） 

 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo）事務局 

担当：四柳 

電話：03-5614-0063 
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FinCity Global Forum概要 

 

１．名称 

「FinCity Global Forum～グリーン国際金融都市・東京の未来～」 

 

２．主催 

一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo） 

代表理事：中曽 宏（元日銀副総裁） 

住所：東京都中央区日本橋兜町６－５ FinGATE KABUTO 

 

3．共催 

株式会社日本経済新聞社 

 

４．日時・場所 

2022 年 2 月 2 日（火）午前 11 時 30 分～ 

日経ホール（東京都千代田区大手町１丁目３−７ 日経ビル） 

 

５．参加対象 

金融機関・運用会社、上場会社（財務／経営企画関係者）、フィンテック企業、行政機関、弁

護士／会計士、報道機関、学生、その他 

 

６．式次第 

時間 内容 備考 

11時30分 主催者挨拶 「グリーン国際金融都市・東京の未来」 

一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo） 

会長 中曽 宏 

11時45分 講演 「サステナブル資本主義を推進するための国際金融都市」 

内閣官房副長官 木原 誠二 氏 

12時05分 パネル・ 

セッション 

「国内における高度金融人材の採用活性化と金融業の魅力」 

モデレーター：株式会社リクルート HR エージェント Division  

ハイキャリア・グローバルコンサルティング マネジャー 柳澤 誉之 氏 

登壇者： 

・Symphonyアジアパシフィック地域戦略・企画担当     

上原 玄之 氏 等 
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12時55分 パネル・ 

セッション 

「文化芸術≒金融（仮）」 

モデレーター：Tokyo Financial Street キャスター     

鈴木 ともみ 氏 

・ＫＰＭＧジャパンフィンテックイノベーションパートナー 東海林 正賢 氏 

・洗足学園音楽大学教授 ジャズコース代表、JAZZ EMP音楽 監督  

原 朋直 氏 

・観世流シテ方 武田 文志 氏 

13時40分 休憩  

14時00分 講演 「資産運用業に対する期待と資産運用高度化に向けた金融庁の取り組

み（仮）」 

内閣府 副大臣（金融担当副大臣）黄川田 仁志 氏 

14時20分 パネル・ 

セッション 

「脱炭素社会の実現に向けたグリーンファイナンスの推進（仮）」 

モデレーター：日本経済新聞 論説委員兼編集委員      

小平 龍四郎 氏 

登壇者： 

・日本生命保険相互会社 取締役執行役員 大澤 晶子 氏  

・東急不動産株式会社 執行役員 西村 和浩 氏 等 

15時05分 パネル・ 

セッション 

「サプライチェーンファイナンスの高度化による中小企業の強靭化」 

モデレーター：日本経済新聞社 金融エディター 玉木 淳 氏 

登壇者： 

・マネーフォワードケッサイ株式会社 取締役会長 家田 明 氏 

・中小企業庁 事業環境部金融課長 神崎 忠彦 氏 

・SBI R3 Japan 株式会社 代表取締役 藤森 守 氏 

16時00分 講演 「国際金融センター東京と JPX」 

株式会社東京証券取引所代表取締役 社長 山道 裕己 氏 

＊英語によるスピーチ 
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16時20分 パネル・ 

セッション 

「国際金融都市としての未来～FinCity.Tokyoアンバサダーが語る～」 

モデレーター：一般社団法人国際銀行協会 事務局長 

ギャリー・スタントン 氏     

登壇者： 

・Japan Digital Design株式会社 代表取締役 CEO  河合 祐子 氏  

・カタリスト投資顧問 シニア・グローバル・アドバイザー 

イェスパー・コール 氏 

・三井住友トラストアセットマネジメント 代表取締役会長     

デービッド・セマイヤ 氏 

・株式会社 SMBC信託銀行 取締役 ローラン・デュプス 氏  

＊英語によるパネル・セッション 

17時10分 パネル・ 

セッション 

「コロナ後の国際金融都市間の連携について」 

モデレーター：Toronto Finance International,President & 

CEO,Jennifer Reynolds氏 

登壇者： 

・FinCity.Tokyo専務理事 有友 圭一   

・Paris Europlace, CEO, Arnaud de BRESSON氏 

・Luxembourg for Finance, CEO, Nicolas Mackel 氏  

・Abu Dhabi Global Market (ADGM), INTERNATIONAL 

AFFAIRS FINANCIAL SERVICES REGULATORY 

AUTHORITY, EXECUTIVE DIRECTOR, Philippe Richard氏 

＊英語によるパネル・セッション 

18時00分 閉会挨拶  

 

 

７．申し込み方法 

以下の申し込み専用サイトからお申し込みください。 

参加費無料 URL：https://events.nikkei.co.jp/44541/ 
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一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo）概要 

 

名称 

一般社団法人東京国際金融機構 

The Organization of Global Financial City Tokyo 

略称：FinCity.Tokyo（フィンシティー・トーキョー） 

目的 東京の金融市場としての魅力を高め、世界トップクラスの国際金融都市とすること 

設立年月日 2019 年 4 月 1 日 

代表理事／会長 中曽 宏 

所在地 東京都中央区日本橋兜町 6-5 FinGATE KABUTO 

事業内容 

① 国際金融都市としての東京に関連する情報発信 

② 会員相互間の意見の交換、連絡及び連携 

③ 金融に関係する団体、業界等との意見の交換、交流及び連携 

④ 海外の金融プロモーション組織、金融に関係する団体、 業界等との意見の交

換、交流及び連携 

⑤ 海外金融機関等の誘致 

⑥ 関係官庁、関係機関その他に対する意見表明及び提言 

⑦ その他法人の目的を達成するために必要な事業 

会員 

（2021 年 12 月 21 日現在）※会員種別ごとに五十音順に記載 

 

正会員：16 

株式会社 QUICK 

一般社団法人国際銀行協会 

株式会社大和証券グループ本社 

東京都 

日本証券業協会 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社日本取引所グループ 

ニューホライズンキャピタル株式会社 

野村ホールディングス株式会社 

平和不動産株式会社 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三井住友銀行 

三井住友信託銀行株式会社 

株式会社三菱 UFJ 銀行 

モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社 

リフィニティブ・ジャパン株式会社 
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賛助会員：21 

ⅰホールディングス株式会社 

アクセンチュア株式会社 

アセットマネジメント One 

アフラック生命保険株式会社 

渥美坂井法律事務所弁護士法人 

EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 

クレアブ株式会社 

KPMG コンサルティング株式会社 

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 

短資協会 

一般社団法人投資信託協会 

日本生命保険相互会社 

ヌビーン・ジャパン株式会社 

農林中央金庫 

株式会社野村総合研究所 

PwC Japan 合同会社 

三井不動産株式会社 

三菱地所株式会社 

森ビル株式会社 

株式会社リクルートキャリア  

株式会社ロバートハーフジャパン 

新興企業会員：10 

株式会社Ａｌｐｈａｒｅｖｏ 

おカネ学株式会社 

カタリスト投資顧問株式会社 

Zanders トレジャリー・アンド・ファイナンス・ソリューションズ 

Shift Technology Japan 株式会社 

シンフォニーコミュニケーションサービシーズジャパン合同会社 

株式会社日本資産運用基盤グループ 

株式会社 FINOLAB 

株式会社みんせつ 

ロボット投信株式会社 

特別会員：2 

  東京大学 

  首都大学東京 

連絡先 電話：03-5614-0063   メール：contact@fincity.tokyo 
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2022年 2月 2日 FinCity Global Forum取材申込書 

 

FinCity.Tokyo事務局宛 ： contact@fincity.tokyo 

 

申込日 

 

202__年      月      日 

 

会社名 

 

 

 

 

連絡先 

担当者氏名： 

 

 

電話番号： 

 

 

メールアドレス： 

 

 

取材方法 

ペン記者、スチールカメラ、TV カメラの別及び数を記載ください。 

TV カメラは１系列局１台でお願いいたします。 

 

記者： 

 

 

スチールカメラ： 

 

 

TV カメラ有無： 

 

 

 

2022年 1月 2６日（水）午後３時締切 

 


