東京金融賞2019
都民ニーズ・課題の募集にかかる募集要項

東京金融賞2019

1. はじめに
⚫ 本募集要項は、「金融イノベーション部門」における都民の皆さまのニーズ・課題の募集、および、「ESG投資部門」におけるアンケート実施の両取組にかか
る募集要項とします。
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2. 都民ニーズ・課題の募集に応募いただける方
⚫ 東京都内に在住・通勤・通学する満18歳以上の方
3. 応募にあたってご留意いただきたいこと
⚫ 特定の第三者に対する誹謗中傷、企業の案内や営業活動等は受け付け出来ません。
⚫ 同一もしくは同様の趣旨のものを、大量または頻繁に送信することは御遠慮ください。
⚫ ご応募いただく方ご本人以外の方が作成された著作物（例 新聞、雑誌、書籍、ウェブサイト、SMS等に掲載された記事、文章等）から無断利用等さ
れたものはご遠慮ください。
4. 応募方法
⚫ ウェブサイトの場合
QRコードを読み込みの上、インターネットの応募用紙からご応募ください。
⚫ 郵送の場合
本チラシの応募用紙に記入の上、下記の宛先まで郵送ください。
※なお、応募用紙以外の資料等（CD-RやUSBメモリ等の記憶媒体等）は情報セキュリティ対策のため、お受けできませんので御了承ください。
〒107-8672 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR アクセンチュア（株）東京金融賞 事務局宛
⚫ ファックスの場合
本チラシの応募用紙に記入の上、下記の宛先までファックスください。
ファックス：03-3588-3001 東京金融賞 事務局宛
5. 応募期間
2019年5月10日（金）から2019年6月10日（月）23時59分まで〖日本時間〗
6. お問い合わせについて
⚫ ウェブサイトの場合
QRコードを読み込みの上、インターネットのお問合せフォームからご応募ください。
⚫ Eメールの場合
事務局メールアドレス（finaward@access2tokyo.com）宛に送信ください。
⚫ 郵送の場合
下記の宛先まで郵送ください。
〒107-8672 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR アクセンチュア（株）東京金融賞 事務局宛
⚫ ファックスの場合
下記の宛先までファックスください。
ファックス：03-3588-3001 東京金融賞 事務局宛

7. 個人情報の取り扱いについて
⚫ 提言・要望等に応募された皆さまの個人情報については、「東京都個人情報の保護に関する条例（平成2年12月21日条例第113号）」に基づき適
正に管理を行います。
⚫ 個人が特定できないように配慮した上で、いただいた要望・意見等を東京金融賞のホームページに掲載させていただく場合があります。
⚫ 応募の際は、応募される方ご本人の意思により以下に同意いただける場合のみ、応募される方ご本人の個人情報をご提供ください。
• 応募の際に記入する個人情報は、東京金融賞にかかる取組の範囲内でのみ利用されること
• 記入した個人情報が上記の利用目的の範囲内で、東京都および東京都からの委託を受けた事務局ならびに本取組に関わる企業で利用されること
• 応募の際に日本語以外の言語で記入いただいた情報の一部情報については、Google翻訳ツールにて日本語に翻訳するため、Cloud Translation
APIにアクセス（※）すること
※Cloud Translation APIへのアクセス
- 応募の際の記入情報の一部に関してGoogle翻訳を実行し、翻訳結果を返すために、Googleに送信されたテキストをGoogleのサーバにて短期
間保存されます。
- 保存されたテキストは一般に数時間で削除されますが、システムの都合により、長く保持される場合があります。
- その他のGoogle のデータ セキュリティの基本対策について詳しくはこちらをご覧ください。
(https://www.google.com/about/datacenters/inside/data-security/index.html?hl=ja）
⚫ EU域内に在住する応募者の方は、応募される方ご本人の意思により、上記に加えて以下について確認・同意いただける場合のみ、応募される方ご本人
の個人情報をご提供ください。
• 記入いただいた個人情報は、東京都および日本国内の事務局ならびに本取組に関わる企業に保存されること。日本は、欧州委員会からデータ保護の
十分制の決定を受けていませんが、応募者の個人情報を適切に管理します。
• 応募者は、ご自身の個人情報へのアクセス、不正確な個人情報の修正、個人情報のデータ加工に係る制限を要求できます。
• 東京都の個人データの取扱いに不満がある場合には、EEA加盟国の監督機関に苦情申し立てをすることができます。
⚫ 東京金融賞では、このウェブサイトの利便性および品質維持・向上を目的に、クッキー（cookie）を取得いたします。このウェブサイトにて使用されるクッ
キー（cookie）は、上記以外の目的では使用されません。 また、クッキー（cookie）により収集した情報から、個人が識別されることはありません。
8. その他、応募いただく際のご注意・お願い
⚫ 応募いただく際にかかる、通信費、郵送料（切手代等）は、応募者様負担となります。
⚫ ドメイン受信の設定をされている方は [@access2tokyo.com] ドメインからのメールを受信可能な状態に設定いただきますようお願いいたします。
⚫ インターネットの途中経路の障害や、ご利用のPCや携帯機器に上記ドメインからのメールを受信可能な状態に設定がされていないこと、 またご利用されて
いるサーバの問題等による遅配・未配その他のトラブルにつきましては、東京都および事務局はその責を一切追いません。
⚫ お送りいただいた応募用紙の返送は致しませんのでご留意ください。

東京金融賞に関するお問い合わせは「東京金融賞事務局」まで
finaward@access2tokyo.com
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【課題募集期間】
5月10日(金)

～6月10日(月)
【表彰式】
2020年２月頃

東京都は「国際金融都市・東京」構想の取組の一つとして
「東京金融賞」を2018年に創設しました。
賞の実施に当たり、皆さまが日ごろ感じる金融サービスや、
ESG投資に関するニーズ・課題を募集しますので、ぜひ、お声をお寄せください。
東京金融賞は2つの部門から成り立っています。

都民・都内企業の皆様が、日々の生活の
中や、企業運営の中で感じられている金融
サービスに係る課題やニーズを伺い、これら
の解決策を金融事業者から募集します。

都民・都内企業の皆様からESG投資に係
るニーズや関心等を伺い、これらに合致した
ESG投資の普及に積極的な金融事業者
を募集します。

※昨年度の都民ニーズ解決部門から名称変更しました。

「東京金融賞」に係るウェブサイト(https://finaward.metro.tokyo.jp)は右記の
QRコードを読み取ってください。
応募に係る詳細や、お問合せについては募集要項をご参照ください。

応募用紙
• 応募に際しては裏面の募集要項をご一読の上、ご応募ください。
• また、応募いただいた皆様の中から抽選で50名程度、「東京金融賞」表彰式にご招待いたします。
当選した方には、招待状を送付致しますので、出席をご希望の方は住所、氏名等を記載してください。
• □のボックスには「✔」をご記入ください。
• *は回答必須項目です。

「金融イノベーション部門」では、都民・都内企業の皆様が日々接しておられる金融サー
ビスについて、不満や要望、利用できたら嬉しいサービスなどを伺い、東京都として解決す
べきテーマを設定し、解決策を国内外の金融事業者から募集します。応募頂いた解決
策の中から優れたものを選定し、3者を表彰します。
皆様の金融サービスに係る課題やニーズをぜひお聞かせください。
昨年度課題・ニーズ例
決済

資産運用

• 店舗での本人確認等
の手続きが煩わしい
• オンラインバンキングの
操作が分かりづらい
• 現金を出し入れする際
の手数料が高い

• 電子マネーの種類が多
すぎて使いづらい
• カード・スマートフォンの
盗難や不正利用に備
えてセキュリティーを強
化してほしい

• 少額から資産運用でき
るサービス・商品が少な
い
• 投資未経験者でも金
融について学べるツー
ルがほしい

保険

融資

その他

• 保険金請求の手続き
が煩わしい
• 保険の加入状況等の
把握がしづらい
• 自分に合ったアドバイス
がほしい

• 各種ローンの手続きや
審査をもっと簡素化し
てほしい
• 信用力が低いスタート
アップ企業等でも受け
られる融資がほしい

• 銀行口座、保険、証
券、相続など、自身の
金融資産を一括で管
理できるサービスがほし
い

昨年度課題・ニーズ例
1位 気候変動

2位 TORANOTEC株式会社
5円から自動的に投資できる「おつりで
投資」サービスを提供

5. 現在存在していない金融サービスや海外で既に導入されている金融サービスで、東京にあったらいいなと思う金融サー
ビスは何ですか。（自由記述）

3位 グローリー株式会社
「本人認証プラットフォーム」を開発

•

例：地球温暖化、異常気象
例：労働管理、女性活躍推進

3. 金融サービス（下記6テーマ）を利用する中で、不便、面倒、課題と感じることや、ニーズ等に関するテーマをお選びく
ださい。（複数可）＊ ※前頁の課題・ニーズ例もご参考にしてください。
□出入金 □保険 □融資（住宅ローン等） □資産運用 □決済 □その他
4. 具体的に記載してください。（自由記述）

保険申込から保険金請求までをアプリ
内で完結させるサービスを実現

昨年度受賞企業(アルファベット順）

2位 人的資本

金融イノベーション部門

1位 株式会社justInCase

ESGとは環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の
英語の頭文字を合わせた言葉で、ESG投資とは、環境・社会・ガバナンスに配慮している
企業への投資の総称です。
「ESG投資部門」では、都民・都内企業の皆様にESGに係る社会課題へのご関心を広く
伺うとともに、ESG投資の普及に積極的な金融事業者を募集します。応募頂いた事業者
の内、特に優れた3者程度を選定し、表彰します。
皆様のESG投資に関するニーズやご意見をぜひお聞かせください。

例：自然破壊、水資源

1. 東京金融賞を知っていましたか。＊
□はい
□いいえ
2. 表彰式に期待していることを記載ください。例：受賞者のスピーチ、新しい金融サービスの紹介（自由記述）

昨年度受賞企業

出入金

3位 自然資源

東京金融賞について

•
•
•

Neuberger Berman East Asia
LTD.
Robeco Japan Company LTD.
SOMPOホールディングス株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株
式会社
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ESG投資部門
6. ESG投資がどのような投資手法なのか、ご存知でしたか。＊
□はい
□いいえ
7. 環境・社会・ガバナンスの各分野において、関心があるもの、解決してほしいと思う社会課題を、前頁のESG投資例
(ア)~(ク)から3つ選択のうえ、1位から3位まで順位を付けてご記入ください。＊
１位（
） 2位（
） 3位（
）
8. 上記の順位をつけた理由や、ESG投資に関するご意見などありましたら、記載ください。（自由記述）

9. ご自身が投資家であると仮定した場合、環境・社会・ガバナンスのどの分野に注力している企業へ投資したいですか。
ひとつお選びください。＊
□環境
□社会
□ガバナンス
10.上記分野を選択した理由についてご記載ください。（自由記述）

◼ 「東京金融賞」表彰式への出席を希望されますか。＊

(ア) 気候変動（地球温暖化軽減等）
(イ) 自然資源（生物の多様性等）
(ウ) 環境（再生可能エネルギー等）

社会(Social)
(エ) 人的資本（女性活躍推進等）
(オ) 健康・人権（データセキュリティ等）
(カ) 他者への配慮（サプライヤー配慮等）

ガバナンス(Governance)
(キ) コーポレートガバナンス
（社外取締役の活用等）
(ク) 企業行動（社会貢献等）

□いいえ

◼ 年齢＊
（
才） ■性別 □男性 □女性 ■金融機関への勤務経験＊ □あり □なし
◼ 職業＊
□会社員 □経営者/起業家 □学生 □主婦 □公務員 □その他（
）
◼ お住まいの区市町村＊

「東京金融賞」表彰式への出席を希望される方は、以下もご記入ください。
◼ お名前
◼ ご住所
〒
◼ 電話番号
■メールアドレス

ESG投資例
環境(Environment)

□はい

応募
方法

2019年6月10日(月)までにウェブ、郵送、ファックスのいずれかでお送りください。
《ウェブの場合》 右記のQRコードを読み込んでください。（本応募用紙の記載は必要ありません）
《郵送・ファックスの場合》 本応募用紙で以下にご送付ください。
【郵送】
〒107-8672 港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR
アクセンチュア（株）東京金融賞 事務局宛
【ファックス】 03-3588-3001 東京金融賞 事務局宛

