
 

 

２０１９年１０月１日 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 

 

 

ＥＳＧコミュニケーションセミナー開催 

 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社（社長：西澤 敬二、以下：損保ジャパン日本興亜）と、 

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社（社長：布施 康、以下：ＳＯＭＰＯリスクマネジメント）は

10 月 15 日(火)、損保ジャパン日本興亜日本橋ビルにて、ＥＳＧコミュニケーションセミナー 

「ＳＤＧｓ時代の企業戦略」を共催します。 

本セミナーは、企業のサステナビリティ戦略について、投資家・企業・官庁の有識者による講演や 

議論を聞くことができる無料セミナーです。なお、参加申込みは、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント社の

ホームページで受け付けております。 

 

１．セミナーの概要 

  

2015 年 9 月に国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、世界の企業の経営戦略に 

大きな影響を与えています。なかでも、欧州主導で進められているサステナブル金融の動向や日本で

も大きな盛り上がりを見せているＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）投資に対し、多くの日本企業が

対応を迫られています。 

 本セミナーでは、投資家・企業・官庁の有識者を招き、企業のサステナビリティ戦略について、 

さまざまな角度からの講演やパネルディスカッションを行います。また、企業のＳＤＧｓ戦略を 

サポートするＳＯＭＰＯホールディングスグループのサービスもご紹介いたします。         

 

テーマ 登壇者 

【基調講演】 
サステナブル金融の最新動向 

NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）会長
荒井 勝 氏 

【パネルディスカッション】 
SDGs 時代のサステナビリティ戦略 

エーザイ株式会社 
専務執行役 CFO（最高財務責任者） 

早稲田大学大学院会計研究科客員教授 
柳 良平 氏 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 
戦略企画部 サステナビリティ推進室 室長 

森西 徹氏 

環境省 大臣官房 
環境経済課 環境金融推進室 室長補佐 

田辺 敬章 氏 

（モデレーター） 
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 
 運用企画部 責任投資推進室 ESG スペシャリスト 

長束 裕子 氏 

SOMPO ホールディングスグループの
ESG 支援サービスのご紹介 

SOMPO リスクマネジメント株式会社 
リスクマネジメント事業本部 

コーポレート・リスクコンサルティング部 
ESG グループ グループリーダー 

米倉 寛人 氏 

 

 



 

２．セミナー開催要領   

  

■開催日時 

2019 年 10 月 15 日（火）14：00～16：30 

  

 ■会場 

損保ジャパン日本興亜 日本橋ビル 2 階大会議室 

  〒103-8255 東京都中央区日本橋 2-2-10  

 

 ■定員 

150 名 

  ＊定員に達し次第、受付を終了させていただきます 

 

 ■参加費 

無料（事前登録制／下記の申込方法 URL からご登録ください） 

 

 ■対象 

企業の経営企画、企画・戦略部門、IR 部門、サステナビリティ部門等の責任者、ご担当者 

 

 ■申込方法 

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント社のホームページの「セミナー情報」からお申し込みください。 

  https://sjnk-rm.smartseminar.jp/public/seminar/view/336    

  

 ■申込締め切り 

  2019 年 10 月 10 日（木）17：00 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 企業マーケット推進室 営業支援グループ 

 担当：下村・若林 

 TEL：03‐3231‐3693（平日 9：00～17：00） 

 

以上 

 

 



2019年10⽉15⽇(⽕) 開催

プログラム時間

開会のご挨拶14:00 ‐

（5分）

ＮＰＯ法⼈⽇本サステナブル
投資フォーラム（JSIF）会⻑

荒井 勝 ⽒

開場13:30 ‐

15:05 ‐

16:15

（70分）

16:15 ‐
16:30

(15分)

SOMPOホールディングスグループのESG⽀援サービスのご紹介

閉会のご挨拶／閉会16:30‐

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント㈱
リスクマネジメント事業本部

コーポレート・リスクコンサルティング部
ＥＳＧグループ グループリーダー

⽶倉 寛⼈

プロフィール

NPO法⼈⽇本サステナブル投資フォーラム（JSIF）会⻑、Hermes EOS 上級顧問、早稲⽥⼤学⼤学
院経営管理研究科⾮常勤講師。FTSE Russell サステナブル･インベストメント･アドバイザリー・コミッ
ティー委員、CDP Japan アドバイザリーグループ委員、Global Sustainable Investment Alliance委
員。責任投資原則（PRI）持続可能な⾦融システムアドバイザリーグループ元委員、責任投資原則元
理事、ビジネスと⼈権に関する国別⾏動計画に係る諮問委員会委員

講演者

2015年9⽉に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発⽬標）は、世界の企業の経営戦略に⼤きな影響を与えています。
なかでも、欧州主導で進められているサステナブル⾦融の動向や⽇本でも⼤きな盛り上がりを⾒せているESG（環境・社会・ガバ
ナンス）投資に対し、多くのグローバル⽇本企業が対応を迫られています。
本セミナーでは、投資家、企業、官庁から有識者を招き、企業のサステナビリティ戦略について、さまざまな⾓度から講演、議論

いただきます。 また、企業のSDGs戦略をサポートする当社グループのサービスをご紹介いたします。

SDGs時代の企業戦略
~サステナブル⾦融・ＥＳＧ投資の最新動向から⾒るグローバル企業の進路~

Presented by  損害保険ジャパン⽇本興亜
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント

14:05 ‐

14:55
（50分）

基調講演 「サステナブル⾦融の最新動向」

（10分） 休憩

パネルディスカッション 「 SDGs時代のサステナビリティ戦略」

セミナーのお申込み⽅法：ウェブ事前登録制（裏⾯をご覧ください。）

エーザイ株式会社
専務執行役 CFO（最高財務責任者）

早稲田大学大学院会計研究科客員教授

柳良平 氏

登壇者 登壇者
株式会社みずほフィナンシャルグループ
戦略企画部 サステナビリティ推進室

室長

森西 徹 氏

登壇者
環境省 大臣官房

環境経済課 環境金融推進室
室長補佐

田辺 敬章 氏

モデレーター

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ 運用企画部 責任投資推進室 ESGスペシャリスト 長束 裕子 氏

ＥＳＧコミュニケーションセミナー（無料）

登壇者 プロフィール

2007年 SOMPOリスクマネジメント⼊社、現職。
ISO14001コンサルティング、環境・安全衛⽣法令対応調査、CSR/SDGsコンサルティング、ESG監査、
CSR報告書/環境報告書作成⽀援、環境分野の官公庁受託調査（環境報告書作成ガイドライン、
地球温暖化対策推進実⾏計画策定等）等のコンサルティング・調査業務に従事



2019年10⽉15⽇(⽕)  14:00〜
※ 13:30〜受付開始

⽇ 時

損保ジャパン⽇本興亜 ⽇本橋ビル 2F⼤会議室
〒103-8255 東京都中央区⽇本橋2-2-10

会 場

150名
※ 定員に達し次第、受付を終了させていただきます

定 員

ESGコミュニケーション セミナー

無料（事前登録制）参加費

企業の経営企画、企画・戦略部⾨、IR部⾨、サステナビリティ部⾨ 等
※１企業３名様まで

対 象

申込⽅法

※ 申込システムには、必ず１名ずつご登録をお願いします。
※ セミナー受講票は、ご登録いただいたメールアドレス宛にお送りいたします。
※ 当⽇はセミナー受講票を印刷の上、会場受付までご持参ください。
※ 講演内容・プログラムは、都合により追加・変更させていただくことがございます。
※ 参加申込み会社情報について、セミナー登壇者に事前共有させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください

電⾞でのアクセス
地下鉄⽇本橋駅B０出⼝より徒歩1分

名刺、受講票持 物

http://www.sjnk-rm.co.jp/

お申込み締切 ： 2019年10⽉10⽇（⽊）17：00

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント社のホームページの「セミナー情報」からお申し込みください。

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 検 索
【ＱＲコード】

G D ３ ０
お申込みにあたり右記4桁の「紹介者コード」をご⼊⼒ください。
紹介者コードが不明の場合、右下の損保ジャパン⽇本興亜（担当者）までお問い合わせください。

紹介者コード(部担コード)

企業マーケット推進室 営業⽀援グループ
担当 下村・若林
〒103-8255 東京都中央区⽇本橋2－2－10
TEL:03-3231-3693
https://www.sjnk.co.jp/

【セミナー全般に関するお問合せ】

〈個⼈情報の取扱いについて〉
本セミナーにお申込をいただくに際し、必要な個⼈情報を提供していただく必要がございます。お⼿数をおかけいたしますが、以下の個⼈情報の取扱いをご確認のうえ、ご同意いただける場合に、
上記ホームページよりお申し込みをお願いいたします。
１．損保ジャパン⽇本興亜・SOMPOリスクマネジメントがお預かりします個⼈情報は、本セミナーに関するご連絡および商品・サービス情報等のご提供に利⽤いたします。
２．損保ジャパン⽇本興亜・SOMPOリスクマネジメントは、お申込者のご同意無く、その他の第三者にお申込者の個⼈情報を提供することはございません。ただし、法令により開⽰を要求され

た場合、⼈の⽣命、⾝体または財産の保護のために必要がある場合であってお申込者本⼈の同意を得ることが困難な場合は、この限りではございません。
詳細につきましては、損保ジャパン⽇本興亜のホームページ（http://www.sjnk.co.jp/） および SOMPOリスクマネジメントのホームページ（https://sompo-rc.co.jp/）に掲載の個⼈
情報保護⽅針をご覧いただくか、損保ジャパン⽇本興亜営業店まで、お問い合わせ願います。
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