環境省

CDP共催

サプライチェーン・アジアサミット・2019
3月 4日（月） 13:30-16:50

日 時

平成31年

会 場

イイノホールカンファレンスセンター

東京都千代田区内幸町２－１－１飯野ビルディング４Ｆ
協 賛

共 催

プログラム

司会：ＣＤＰシニアマネージャー 吉岡 剛

※登壇者敬称略

時間
13:30 -13:35
13:35 -13:45
13:45 -14:25

14:25 -14:45

15:20 -15:40

協力

内容
開会挨拶
➢ 環境省

環境大臣政務官

主催者挨拶
➢ CDPジャパンチェアマン

勝俣

孝明

末吉

竹二郎

サプライチェーン・レポート2018/2019
～サプライチェーンマネージメントの潮流～
➢
CDP サプライチェーン ディレクター ソニア ボンスル
➢
カーボントラスト アソシエイトディレクター アレン スミス
WMBとサプライチェーン
➢
WMB ポリシーディレクター

14:45 -15:00
15:00 -15:20

12：45～受付開始予定
17:０0より懇親会

ジェン

ギレスピー

オースティン

休憩
我が国における脱炭素経営の動き
➢
環境省 地球環境局長 森下

哲

サプライチェーンにおける投資家の着眼点
➢
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
執行役員 スチュワードシップ推進部長 チーフ・スチュワードシップ・オフィサー

堀井

15:40 -16:40

サプライチェーン・メンバーパネル
➢
味の素株式会社 常務執行役員 グローバルコーポレート本部副本部長 兼
コーポレートサービス本部副本部長 吉宮 由真
➢
シーザーズエンターテイメント 調達部 ヴァイスプレジデント ジェシカ ロスマン
➢
環境省 地球環境局地球温暖化対策課長 奥山 祐矢
➢
モデレーター CDP シニアマネージャー 山口 健一郎

16:40 -16:50

閉会挨拶
➢
CDPジャパンディレクター

17:00 -18:00

２０１９年

ドリンクレセプション

森澤

浩之

充世

於：ホワイエ

サプライチェーンメンバー

気候変動
◼ テイラードメンバー
本田技研工業株式会社
◼ コーポレートメンバー
花王株式会社、日産自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社、
株式会社ブリヂストン、味の素株式会社、富士通株式会社、
三菱自動車工業株式会社、積水化学工業株式会社、環境省

ウオーター
■コーポレートメンバー
花王株式会社、日産自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社、
味の素株式会社、富士通株式会社、本田技研工業株式会社、
三菱自動車工業株式会社

フォレスト
◼ コーポレートメンバー
花王株式会社

登壇者プロフィール
環境省 環境大臣政務官

勝俣

※敬称略
開会挨拶

孝明

2012年に衆議院議員に初当選し、衆議院経済産業委員会
委員、衆議院内閣委員会委員をつとめる。以来、2014年
に自民党環境部会長代理、2017年に自民党水産部会副部
会長 等を歴任。2018年から環境大臣政務官に就任。

CDPジャパン チェアマン

末吉

主催者挨拶

竹二郎

東京大学を卒業後、1967年に三菱銀行（現 三菱東京UFJ
銀行）に入行。1998年まで勤務した。 日興アセットマネ
ジメントに勤務中、UNEP金融イニシアチブの運営委員メ
ンバーに任命された。現在、アジア太平洋地区の特別顧問
としてUNEP金融イニシアチブの活動を支援する傍ら、政
府や地方自治体の審議会委員などを務める。公益財団法人
世界自然保護基金ジャパン会長、自然エネルギー財団副理
事長も務める。CDPジャパンチェアマン。この他、セミ
ナーや講演会、大学での授業などを通じて環境問題や社会
的責任（CSR）、社会的責任 投資（SRI）についての講演
等を行う。

講演

講演
CDP サプライチェーン ディレクター

ソニヤ

アレン

ボンスル

CDPサプライチェーンプログラムの責任者としてCDPサ
プライチェーンプログラムの全体統括を行い、法人のサ
プライチェーンマネージメントに精通。CDP以前は英国
政府の持続可能な発展に関するチームと世界の炭素市場
に関するチームに所属しており、その後、環境にフォー
カスしたコンサルティングファームにてビジネスと環境
に関するコンサルティングを行う。ノッティンガム大学
出身。

WMB ボリシーディレクター

ジェン

講演

オースティン

企業や投資家の温暖化対策を推進している国際機関やシ
ンクタンク、NGO等が構成機関となって運営しているプ
ラットフォームの「We Mean Business」にてグローバ
ル戦略を担う。We Mean Business以前は米国国務省の
気候変動特別特使室にて首席補佐官及び上級政策顧問と
して勤務。プリンストン大学にて学士号を取得後、ハー
バードケネディースクールにて国際開発の行政学修士を
取得。

講演
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
執行役員 スチュワードシップ推進部長 チーフ・
スチュワードシップ・オフィサー

堀井

浩之

山一證券、三井住友信託銀行を経て、2018年10月より現職。
証券会社・運用会社合計で30年に及ぶアナリスト経験、及
びリサーチマネジメント経験を活かし、ESG評価・非財務
情報評価の体系化・高度化に注力。

パネル
味の素株式会社
常務執行役員 グローバルコーポレート本部副本
部長 兼 コーポレートサービス本部副本部長

吉宮

由真

山口

スミス

ギレスピー

持続可能なビジネスモデルとそれに付随するシステムイ
ノベーション創出に取り組む「カーボントラスト」にて、
企業のサプライチェーンエンゲージメント戦略などを担
当し、担当する産業は製造や通信、消費財、小売、製薬、
建築と多岐に亘る。カーボントラスト以前は戦略コンサ
ルティングファームの「ブーズ・アンド・カンパニー」
にて企業の戦略策定に携わる。ケンブリッジ大学にてリ
ベラルアーツの学士号を取得後、マサチューセッツ工科
大学にて都市開発と科学修士号を取得。

環境省 地球環境局長

森下

講演

哲

1986年に環境庁(当時)入庁。2010年にリサイクル推進室長、
2012年に自動車環境対策課長、2014年に環境安全課長、
2016年に大臣官房審議官を歴任する等、長年にわたり環境
行政の推進に携わる。2017年より現職。

パネル
環境省 地球環境局地球温暖化対策課長

奥山

祐矢

1993年に環境庁(当時)入庁。2012年に市場メカニズム室
長、2013年に原子力規制庁広報室長、2015年に環境経済
課長を歴任する等、長年にわたり環境政策の立案と調整に
従事。2018年７月より現職。

パネル
シーザーズエンターテイメント社
調達部 ヴァイスプレジデント

ジェシカ

ロスマン

米国最大級のリゾートホテルチェーン「シザーズ・エン
ターテイメント」にて200を超えるサプラヤーのマネージメ
ントを担う。カリフォルニア大学にて国際協力の学士号を
取得後、コーネル大学ジョンソン・スクール・オブ・マ
ネージメントにてブランドマネージメント&アントレプレ
ナーシップの修士号を取得。修士号取得に際し、メキシコ
自治工科大学にて留学。

CDPジャパン ディレクター

1983年味の素株式会社入社。
生産部門労務担当を経て甘味料事業部。中国広州事務所
長、上海事務所長、味の素中国副董事長として事業管理
担当。東京支社次長、人事部労務グループ長、人事グ
ループ長、インドネシア味の素社長、グローバル人事部
長を経て、現在、CSR、グローバル広報、総務・リスク
マネジメント部門を管掌。

CDP シニアマネージャー

カーボントラスト アソシエート ディレクター

森澤

閉会挨拶

充世

CDP事務局ジャパンデイレクター、PRIグローバルネッ
トワーク＆アウトリーチ ジャパンヘッドを兼務。シ
ティバンク等で金融機関間決済リスク削減業務に従事後、
2006年CDPの世界的拡大に伴い、日本担当としてCDP
に参加する。2010年PRIの日本ネットワーク創設にあた
り、日本の責任者として参加する。東京大学大学院新領
域創成科学研究科博士課程修了、博士（環境学）

モデレーター

健一郎

慶應義塾大学卒、東京銀行(当時)入社後、1991年JPモ
ルガンVP、1998年東京三菱インター社(当時)
Executive Director、2003年三菱商事英現法ペトロダ
イアモンドRM社社長、2010年ドイツ銀行Director。
2016年ロンドン大学環境修士取得。2016年より現職。
再生可能エネルギー資産トレーデイング・プラット
フォーム：Megawatt-X社パートナー。

CDP シニアマネージャー

吉岡

司会

剛

大阪大学基礎工学部機械工学科卒業、東京大学大学院新
領域創成科学研究科博士課程（環境システム学）修了、
博士（環境学）。建設コンサルタント会社等を経て、
2018年より現職。これまで、自然エネルギー・省エネル
ギーに関する調査・研究とともに、地域における自然エ
ネルギー事業の立ち上げ・開発支援、市民出資の企画・
組成等に従事

