
 

平成２９年２月 

 

環境省「持続可能性を巡る課題を考慮した投資に関する検討会」（ＥＳＧ検討会） 

最終事業報告会のご案内 

 

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

環境省では、“ＥＳＧ投資”に関する近年の我が国の動向を踏まえ、「持続可能性を巡る課題を考慮

した投資に関する検討会」（ＥＳＧ検討会）を平成２７年１０月に立ち上げました。その後、平成２８年１０

月までの計９回にわたる会合を経て、本年１月、ＥＳＧ投資に関する基礎的な理解の向上に資すること

を目指した解説書（ＥＳＧ解説書）1を公表し、その成果報告会を開催いたしました。 

今般、ＥＳＧ検討会は、２１世紀金融行動原則2運用・証券・投資銀行ワーキンググループ（運用WG）

との共催で、この２カ年度事業の最終報告を行うべく、これまでの取組や成果等を幅広く関係者の皆様

と共有し、かかる理解を深める場としてシンポジウムを開催することとしましたのでご案内申し上げます

（プログラムは別添１、会場へのアクセスは別添２、ＥＳＧ検討会参加者一覧は別添３）。 

年度末に向けたお忙しい折柄ではございますが、ご都合等よろしければ是非ご参加くださいますよ

うお願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．日 時   平成２９年３月２日（木） １４：３０～１７：００ （１３：５０受付開始） 

２．会 場   三田共用会議所１階 講堂 （東京都港区三田２－１－８） 

― １階特設受付にてご所属、お名前をお伝えください。 

３．参 加 費   無料 

４．テ ー マ   「ESG 投資の適切な普及・定着に向けて ―時代認識と求められる行動力―」 

５．定 員   ２５０名程度 

６．申 込 先   ＥＳＧ検討会事務局（ esg-inv@tohmatsu.co.jp ）宛に、メールの件名を「ＥＳＧ事業

報告会参加希望」としていただいた上、お名前、ご所属、お役職をご連絡ください。 

７．申込期限   平成２９年２月２８日（火） １２：００ 

― 恐れ入りますが、定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

以  上 

 

 

 

 

                                                   
1 本解説書は環境省ホームページに掲載されており、URL は次のとおり。
http://www.env.go.jp/policy/esg/index.html  
2 環境大臣の諮問を受けた中央環境審議会の総合政策部会小委員会（環境と金融に関する専門委員会）
が、平成 22年 6月に取り纏めた報告書の提言を受けたもの。詳細は環境省ホームページに紹介されており、
URL は次のとおり。http://www.env.go.jp/policy/keiei_portal/kinyu/gensoku.html  

＜連絡先＞ 

ESG 検討会事務局 <有限責任監査法人トーマツ> 

E-mail：esg-inv@tohmatsu.co.jp ／ TEL：03-6213-1163 ／ FAX：03-6213-1186 

mailto:esg-inv@tohmatsu.co.jp
http://www.env.go.jp/policy/esg/index.html
http://www.env.go.jp/policy/keiei_portal/kinyu/gensoku.html
mailto:esg-inv@tohmatsu.co.jp


 

 

ＥＳＧ検討会 最終事業報告会プログラム 

 

日時： 平成２９年３月２日（木） １４：３０～１７：００ （１３：５０受付開始） 

会場： 三田共用会議所１階 講堂 （東京都港区三田２－１－８） 

～プログラム～ 

<進行> 

・東京海上アセットマネジメント(株)（運用 WG 共同座長機関） 

株式運用部投資調査グループ兼責任投資グループ ESG スペシャリスト 徳田 展子 氏 

【開会挨拶】１４：３０～１４：３５ 

・環境事務次官  小林 正明 

【事業報告】１４：３５～１４：４５ 

「ESG 検討会 ２カ年度事業の振り返り」 

・有限責任監査法人トーマツ パートナー  山本 御稔 

【基調講演】１４：４５～１５：１５ 

「環境金融のさらなる発展に向けて（仮）」 

・日本銀行金融機構局 金融高度化センター長 

【パネルディスカッション】１５：２０～１６：４０ 

「企業の持続的成長と ESG 投資 ―“ESG 解説書”を考える―」 

<パネリスト> 

・オムロン(株) 執行役員常務 

グローバル IR・コーポレートコミュニケーション本部長   

・東京海上アセットマネジメント(株) 代表取締役社長   

・企業年金連合会 参与・コンプライアンスオフィサー 

・青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 教授（ESG 検討会座長） 

 

<モデレーター> 

   ・(株)りそな銀行（運用 WG 共同座長機関） 

信託財産運用部 企画・モニタリンググループリーダー  

【国際動向紹介】１６：４０～１６：５５ 

「金融安定理事会 気候関連財務ディスクロージャー タスクフォース 報告書について」 

・東京海上ホールディングス(株) 経営企画部部長兼 CSR 室長 

    金融安定理事会 気候関連財務ディスクロージャー タスクフォース メンバー 

【閉会挨拶】１６：５５～１７：００ 

・環境省 総合環境政策局長  奥主 喜美 

（別添１） 

家田  明 氏 

安藤  聡 氏 

大庭 雅志 氏 

桂  照男 氏 

北川 哲雄 氏 

長村 政明 氏 

松原  稔 氏 



 

 

 

三田共用会議所へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最寄駅のご案内） 

東京メトロ南北線  麻布十番駅下車（２番出口） 徒歩５分  

都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅下車（２番出口） 徒歩９分   

（別添２） 



 

 

ＥＳＧ検討会 参加者一覧 

 

（座長） 

北川 哲雄 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 教授 

（委員） 

浅野 昌夫 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー3 

足立 直樹 ㈱レスポンスアビリティ 代表取締役 

荒井  勝 NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）会長 

井口 譲二 ニッセイアセットマネジメント㈱ チーフ・コーポレート・ガバナンス・オ

フィサー、株式運用部担当部長 

近江 静子 アムンディ・ジャパン㈱ 運用本部リサーチ・グループ ESG リサーチ部長 

小熊  栄 日本労働組合総連合会 総合政策局 社会政策局長 

貝沼 直之 有限責任監査法人トーマツ ESG・統合報告アドバイザリー統合報告チーム

リーダー4 

金井  司 三井住友信託銀行㈱ 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 

 竹ケ原啓介 ㈱日本政策投資銀行 産業調査部長 

棚橋 俊介 アーク東短オルタナティブ㈱ 取締役5 

徳田 展子 東京海上アセットマネジメント㈱ 株式運用部 投資調査グループ 兼 責任

投資グループ ESG スペシャリスト 

飛田 公治 タクティカル・アセット・コンサルティング㈱ 代表取締役社長 兼 年金投

資研究所長 

中川 博貴 ㈱フィスコ IR 取締役 チーフ・オペレーティング・オフィサー 

松原  稔 ㈱りそな銀行 信託財産運用部 企画・モニタリンググループリーダー 

水口  剛 高崎経済大学経済学部 教授 

 

（オブザーバー） 

 経済産業省 経済産業政策局 企業会計室、産業資金課 

 金融庁 総務企画局 企業開示課 

 ㈱東京証券取引所 上場部 企画グループ 

 

（事務局） 

 環境省 総合環境政策局 環境経済課 

 有限責任監査法人トーマツ 

                                                   
3 平成 27 年度まで本検討会委員として参加。 
4 平成 28 年度から本検討会委員として参加。 
5 所属等は平成 28 年 11 月末現在。 

（別添３） 


