
平成２７年２月２０日 

株式会社七十七銀行 
 

第３回国連防災世界会議パブリック・フォーラム 

「レジリエントな社会を実現する金融イニシアティブ」の共催について 

 

 株式会社七十七銀行（頭取 氏家 照彦）は、震災復興に関する情報発信の一環  

として、株式会社日本政策投資銀行および内閣府と、第３回国連防災世界会議パブリ

ック・フォーラム「レジリエントな社会を実現する金融イニシアティブ」を共催いた

しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

本フォーラムにおいて当行は、東日本大震災の被災地における地域金融機関の立場

から、震災対応の経験・教訓や復興に向けた取組みについて情報発信いたします。 

 当行は、今後とも地域の復興に向けた支援に積極的に取り組んでまいります。 

 

記 

 

１．名   称  レジリエントな社会を実現する金融イニシアティブ 

         ～災害リスク管理や災害発生後の復興における金融の役割～ 

２．日   時  平成２７年３月１６日（月） １４：３０～１８：００ 

３．場   所  ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台 ホール１ 

         （仙台市青葉区国分町３－６－１ 仙台パークビル２階） 

４．主   催  株式会社日本政策投資銀行 

５．共   催  当行、内閣府 

６．後   援  復興庁、公益財団法人地域創造基金さなぶり、 

ミュージックセキュリティーズ株式会社 

７．内   容  別紙をご参照ください。 

８．当行参加者  ○共催者挨拶 

取締役頭取 氏家 照彦 

         ○取組事例発表・パネリスト 

専務取締役 神部 光崇 

９．定   員  １８０名（先着順） 

10．参 加 費  無 料 

11．申 込 方 法  平成２７年３月６日（金）までに、別紙の申込書に必要事項を記

入のうえ、ＦＡＸにてお申込みください。 

以 上 

 

 



第3回 国連防災世界会議パブリック・フォーラム
The 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction Public Forum

レジリエントな
社会を実現する
金融イニシアティブ
～災害リスク管理や災害発生後の復興における金融の役割～

Financial initiatives for building the resilient society
Financial sector’s roles for pre and post disaster response and revival of Tohoku

　株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：橋本徹、以下「DBJ」という。）は、第3回国連防災
世界会議パブリック・フォーラムにおいて、東日本大震災等近年の災害事例を踏まえて、レジリエン
トな社会の実現のために金融機関が果たすべき役割を議論するシンポジウムを開催致します。
　民間事業者の参加と事前の予防投資を促す市場機能を活用したBCM格付融資の専門技術の
紹介や、復旧・復興フェーズにおける金融の役割について事例を共有し、災害マネジメントサイク
ルの各フェーズで金融が果たすべき役割について金融機関の立場からの情報発信を行います。

The Great East Japan Earthquake of 2011 and other recent natural or man‐made disasters tell us the 

importance to manage various risks by the whole of government. Private sector also participates in social 

disaster risk reduction capacity and building its resilience.

In Japan, several financial institutions, including DBJ, will serve as innovative financial solutions (ex; BCM 

rating, reconstruction’s funds more). In this forum, we will discuss about financial initiatives for building the 

resilient society.

平成27年3月16日（月） 
14：30～18：00 （開場14：00）

TKPガーデンシティ仙台勾当台ホール１
仙台市青葉区国分町３-６-１ 仙台パークビル２Ｆ

14:30-18:00 March 16, 2015 (open14:00) 

TKP Garden City Sendai Kotodai Hall 1
6‐1, Kokubuncho 3‐chome, Aoba‐ku, Sendai, Japan (Sendai Park Building 2nd Floor)

Date

日時

Venue

会場

主 　 催  株式会社日本政策投資銀行 共 催 株式会社七十七銀行、内閣府 後　援 復興庁、公益財団法人地域創造基金さなぶり、
ミュージックセキュリティーズ株式会社

Hosted by DBJ
Supported by The 77 Bank, Ltd.
 Cabinet Office, Goverment of Japan Supported by Reconstruction Agency, The Sanaburi Foundation,

 Music Securities, Inc  

日英同時通訳あり
With Simultaneous Translation

in Japanese and in English

first come, first-served

Entry fee

180定　員

参加費
先着順

名Fixed
Number

無料 FREE

勾当台公園

宮城県庁仙台市役所
Sendai City Hall
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仙台三越

仙台第一生命ビル

定禅寺通

Sendai Daiichi-Life Buld.

Jozenji-Dori Ave.

青葉区役所

株式会社日本政策投資銀行は第３回国連防災世界会議を支援しています。

（予定）

（Planned）



Program

プログラム

Application

参加申込書
開催日.3月16日

Reference

お問い合せ

第Ⅰ部 The 1st 
Section

第Ⅱ部 The 2nd 
Section

ご挨拶 Greeting

レジリエンス構築のためのリスク・ファイナンス
The roles of the finance in building a resilient society

震災対応における金融の役割（ロス／クライシス　ファイナンス）
The roles of finance in disaster response and recovery

渡辺 研司氏 名古屋工業大学大学院教授
Kenji Watanabe Professor, Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology

（仮）災害リスクの多様化と企業レジリエンス構築に求められるファイナンスの役割
Diversification of disaster risks and roles of finance in corporate resilience building

地方銀行、クラウドファンディング事業者、財団法人からパネリストを招き、DBJを加えた多
様な金融関係者により震災対応における金融の役割について議論を行います。
This panel discussion will focus on the roles of finance in disaster response and recovery. Panelists will represent 
three financial institutions based in the affected areas and elsewhere.

host主催者

keynote
speech基調講演

speech講　演

speech講　演

パネルディスカッション

※プログラムの詳細
は、今後変更になる
可能性があります。

Please note that the
details of this program
is subject to change
without notice.

下記に必要事項を明記の上、FAXにてお申し込みください。
Please enter the required information and fax your application to the number printed above.

Registration Dates

March 6, 2015

022-227-6709
2015年3月6日（金）

貴社（団体・学校）名
Company, Group, School 

TEL
Phone number

FAX
Fax number

部署
Section

担当者名
Person in charge

参加者 Participant

役　職
Post

氏　名
Name 

役　職
Post

氏　名
Name 

役　職
Post

氏　名
Name 

個人情報の利用目的について：本申込書にご記入いただく個人情報は、厳正な管理下でお取り扱いし、原則として本フォーラムに関係する目的にのみ使用いたします。他の目的に利
用する際は、改めてその使用目的を連絡いたします。
Use of personal Information: The personal information included in this form will be strictly protected. In principle, it will be used only for purposes concerning this forum. The applicant shall be notified in 
the event that it is used for any other purpose. 

送信先 申込締切
Transmission Number

株式会社日本政策投資銀行 東北支店 東北復興支援室
Tel.022-227-8182   Fax.022-227-6709   E-mail: tohoku@dbj.jp

Phone.+81-22-227-6709   Facsimile.+81-22-227-6709   E-mail: tohoku@dbj.jpDevelopment Bank of Japan Inc.

蛭間 芳樹 DBJ環境･CSR部BCM格付主幹
Yoshiki Hiruma Director, Enterprise Resilience Rated Loan Program（BCM Rating）, DBJ
 Environmental Initiative & Corporate Social Responsibility ‐ Support Department

（仮）金融力で災害レジリエンスの高い社会をデザインします－BCM格付融資、金融と保険の融合事例など－
Applying financial expertise to design the resilient society. – the solution of BCM rating, finance- insurance partnership.

海津 尚夫 DBJ東北支店長
Takao Kaizu General Manager, Tohoku Branch, DBJ

（仮）震災復興の課題と金融の役割
Challenges of reconstruction from the Great East Japan Earthquake and the roles of finance

橋本 　徹 DBJ代表取締役社長
Toru Hashimoto President and Chief Executive Officer, DBJ

support共催者 氏家 照彦氏 株式会社七十七銀行取締役頭取
Teruhiko Ujiie President, The 77 Bank, Ltd.

内閣府
Cabinet Office, Goverment of Japan

guest来　賓 北村 　信氏 復興庁審議官
Makoto Kitamura Deputy Director General, Reconstruction Agency

大滝 精一氏 公益財団法人地域創造基金さなぶり理事長　
Seiichi Ohtaki Chairperson, The Sanaburi Foundation

神部 光崇氏 株式会社七十七銀行専務取締役　
Mitsutaka Kambe Senior Managing Director, The 77 Bank, Ltd.

小松 真実氏 ミュージックセキュリティーズ株式会社代表取締役社長　
Masami Komatsu President and Chief Executive Officer, Music Securities, Inc

橋本 哲実 DBJ常務執行役員
Tetsumi Hashimoto　Managing Executive Officer, DBJ

panel discussion

パネリスト
panelist

ファシリテーター
facilitator

Date. March 16
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