
主　催 アライアンス・フォーラム財団
（国連経済社会理事会の特別協議資格を持つ合衆国非政府機関）

開催日時 2022年 11月 8日 (火) 13:00 - 18:00

参加費 無料招待　＊登録必須

HP

https://www.waftokyo.com/

登壇者の略歴、イベントプログラム、視聴方法に関しては、
以下のWAF東京公式Webサイトをご確認ください。

場所 オンライン配信
https://allianceforum.info/イベント参加登録

アライアンス・フォーラム財団　会長
原　丈人

Photo by 北山宏一

 公益資本主義
世界変革の原動力
揺るぎない国民生活を創出する
エコシステムの真の姿

World
Alliance
Forum

2022

東京円卓会議



※内容は2022年10月17日時点のものです。内容は変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

お問い合わせ

＜お申し込みや視聴方法等に関するお問い合せ先＞
email: waf2022@allianceforum.org

＜プログラム内容等に関するお問い合せ先＞
email: waf-contact@allianceforum.org

EVENT TIMETABLE
プログラム

17:50 - 18:00 閉会の挨拶

15:00 - 15:25

13:00 - 13:05 開会の挨拶

15:25 - 15:45 休憩

13:05 - 13:15 来賓挨拶
公益社団法人 日本医師会　会長　      松本　吉郎

13:45- 15:00
―公益資本主義が導く新たな未来図

議長  アライアンス・フォーラム財団　理事　    丹治　幹雄

パネリスト 全日本自動車産業労働組合総連合会　会長　   金子　晃浩
  株式会社東京ドーム　代表取締役会長 CEO　   北原　義一
  全労済協会理事長・連合顧問　     神津　里季生
  蛭田経営研究所　代表　     蛭田　史郎

セッション 1 対立か協力か？経営者と労働者のあるべき協力関係

―公益資本主義によるエコシステムの深化

15:45 - 17:00

議長  デフタ パートナーズ　パートナー　    神永　晉

パネリスト 塩野義製薬株式会社　取締役副会長　    澤田　拓子
  株式会社バッカス・バイオイノベーション　代表取締役社長　 丹治　幹雄
  住友商事株式会社　代表取締役 副社長執行役員 CDO　   南部　智一
  国立大学法人東海国立大学機構　機構長　    松尾　清一

セッション 2　競争か共存か？共存に向けてリスクキャピタルが果たすべき役割

13:15 - 13:45 基調講演
アライアンス・フォーラム財団　会長　      原　　丈人

17:00 - 17:50 総括講演     公益資本主義　世界変革の原動力

アライアンス・フォーラム財団　会長　      原　　丈人

各登壇者の略歴に関しては、WAF東京公式Webサイト（https://www.waftokyo.com/) をご確認ください。

※（敬称略）

特別セッション



金子 晃浩
全日本自動車産業労働組合総連合会 会長
1992 年 4月  トヨタ自動車（株）入社
2002 年 9月  全トヨタ労働組合連合会 常任執行委員
2004 年 9月  全トヨタ労働組合連合会 中央執行委員
2006 年 9月  トヨタ自動車労働組合 局長
2008 年 9月  全トヨタ労働組合連合会 副事務局長
2010 年 9月  自動車総連 副事務局長
2012 年 9月  全トヨタ労働組合連合会 事務局長
2017 年 9月  自動車総連 事務局長
2021 年 9月  自動車総連 会長（現職）
2021 年 9月  金属労協 議長（現職）
2021 年 10月 連合 副会長（現職）

北原 義一
株式会社東京ドーム　代表取締役会長 CEO

1957 年生まれ
早稲田大学政治経済学部　卒業
1980 年 4月　三井不動産株式会社入社
2007 年 4月　同社　執行役員 ビルディング本部
 　　ビルディング事業企画部長
2017 年 6月　同社　代表取締役 副社長執行役員
2021 年 4月　株式会社東京ドーム　取締役
2022 年 4月　同社　代表取締役会長 CEO（現任）

神津 里季生
全労済協会理事長・連合顧問

1956 年生、東京都出身、東京大学教養学部卒。新日
本製鐵労働組合連合会会長、日本基幹産業労働組合
連合会中央執行委員長、連合事務局長などを経て、
2015 年 10 月から2021 年 10 月まで連合会長。2017
年 8 月より全労済協会理事長。著書に『神津式労働問
題のレッスン』（毎日新聞出版）、『日本人の給料 平均
年収は韓国以下の衝撃』( 共著・宝島社新書 )。

蛭田　史郎
蛭田経営研究所　代表

1941 年旭化成工業（株）現旭化成に入社。長く工場
勤務した後で、新規事業立ち上げに従事。2003 年旭
化成の代表取締役社長に就任。7 年間の在任中に、
石油化学工業協会の会長や化学繊維工業協会の副会
長を務める。その後に日本経済新聞社の監査役、オリ
ンパスの取締役会議長、立命館大学客員教授。現在、
ニコンの社外取締役、技術同友会の代表幹事等を務
めている。

丹治 幹雄

1977 年に東京大学法学部卒業後、日本長期信用銀行に入行。1980 年通産省産業政策局企業行動課へ出向し、エネルギー
対策促進税制創設に参画。1984年より米国に駐在し、1991年帰国後、営業企画部副参事役、アジア部副参事役などを歴任。
1997 年、構想日本に参加し、以降政策委員として各種政策立案に関与（現在理事）。以後、新銀行東京代表補佐、縄文
アソシエイツ株式会社（エグゼクティブサーチ）、株式会社セールスジャパン取締役会長、ゲーミング・キャピタル・マネジ
メント会長、株式会社デフタ・キャピタル取締役などを歴任。法務博士。2017 年よりアライアンス・フォーラム財団理事。
2021 年 3月よりバッカス・バイオイノベーション取締役、同年 12月に代表取締役社長に就任。

アライアンス・フォーラム財団　理事
株式会社バッカス・バイオイノベーション 代表取締役社長

―公益資本主義が導く新たな未来図
対立か協力か？経営者と労働者のあるべき協力関係セッション 1

セッション 1 議長



澤田 拓子
塩野義製薬株式会社　取締役副会長

京都大学農学部卒業後、塩野義製薬株式会社に 1977
年入社、以来 30 年以上にわたり医薬品開発や経営戦
略に携わる。グローバル医薬開発本部長、経営戦略
本部長、取締役などの要職を歴任。2018 年取締役副
社長に就任、2020 年よりヘルスケア戦略本部長兼務
を経て、2022 年取締役副会長就任。

南部 智一
住友商事株式会社　

代表取締役 副社長執行役員 CDO

1982 年 4月　住友商事株式会社　入社
 　　鋼管貿易第一部長、油井管事業部長
 　　ヒューストン店長等を経て
2012 年 4月　執行役員　鋼管本部長
 　　米州総支配人補佐　
 　　米州住友商事グループ EVP 兼 CFO　
 　　米州住友商事会社 副社長兼 CFOを経て
2015 年 4月　常務執行役員　
 　　米州総支配人　米州住友商事グループ
 　　CEO　米州住友商事会社 社長
2017 年 4月　専務執行役員　
 　　メディア・生活関連事業部門長
2019 年 6月　代表取締役 専務執行役員
 　　メディア・デジタル事業部門長　CDO
2020 年 4月　代表取締役 副社長執行役員
 　　メディア・デジタル事業部門長　CDO
2022 年 4月　代表取締役 副社長執行役員　CDO

松尾 清一
国立大学法人東海国立大学機構　機構長

名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了。医学博
士。
専門分野は腎臓内科学。医学系研究科教授、医学部
附属病院長、副総長などを経て、2015 年より名古屋
大学総長。2017 年、人生 100 年時代構想会議議員、
2018 年、総合科学技術・イノベーション会議議員（非
常勤）、2020 年、初代東海国立大学機構長に就任。
2022 年、東海国立大学機構長に再任。

神永 晉

1969 年東京大学工学部機械工学科卒業、住友精密工業株式会社入社。1981-1987 年在独、1995-1999 年在英を経て、
2004-2012 年代表取締役社長。種々の分野で、新規技術の研究開発から事業化、産業化を主導。業界、学界、政府関係、
国際会議等において、産学官連携や企業経営に関わる各種活動に関与。経済財政諮問会議専門調査会委員 (2013 年 )。
ＳＫグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役、東レ株式会社社外取締役。オリンパス株式会社前社外取締役。

デフタ パートナーズ　パートナー

―公益資本主義によるエコシステムの深化
競争か共存か？共存に向けてリスクキャピタルが果たすべき役割セッション 2

セッション 2 議長

https://www.waftokyo.com/

以下のURLよりイベント参加登録ください：イベント
参加登録


