
首都圏甲府会2021年度

オンライン総会・講演会

2021年11月19日午後5時～7時半

協賛：山梨中央銀行 山日ＹＢＳグループ ㈱テレビ山梨 ㈱早野組

講演会後援：甲府市



首都圏甲府会オンライン総会・講演会次第

第 １ 部 総 会(17:00～17:55) 司会 千須和 厚至

１、 首都圏甲府会会長挨拶 島田 敏男

２、 議 案（１）20年度活動報告・決算報告
（２）21年度中間 活動報告・決算報告
（３）20年度会計監査報告 望月 吉彦

３、 首都圏甲府会役員代表挨拶
名誉顧問 甲府市長 樋口 雄 一



【 首都圏甲府会 2021年度体制 】

＊ 名誉顧問： 樋口雄一（甲府市長）
＊ 名誉会長： 中村和男
＊ 会長： 島田敏男
＊ 会長代行： 飯田冨美子・朱宮明美
＊ 副会長： 荒井恵凰・武田邦信・山下昌彦
＊ 理事： 海沼弘忠(財務局長)・石井孝明(総務局長・会計)

・千須和厚至(書記)・山本秀彦(IT)・赤須玲子・小川朗
・清水まり子・中込元伸・望月眞弓

＊ 監事： 望月吉彦
＊ 相談役： 新津修（県人会連合会事務局長）
＊ 甲府市： 情報発信課



2020年度 活動報告
自：2020年1月1日　至：2020年12月31日

実施月日 主要な事業および参加行事　（抜粋）

2月28日 第1回役員会（於：シミックHD）

5月9日 第1回山梨県人会連合会常任理事・理事合同会議（於：上野精養軒）出席

5月26日 第1回山梨県人会連合会常任理事会（書面評決方式）

7月14日 第2回役員会（於：シミックHD）

8月31日 第3回役員会（於：シミックHD）

10月1日 第2回山梨県人会連合会常任理事・理事合同会議（於：上野精養軒）出席

10月5日 第4回役員会（於：シミックHD）

11月5日 第71回山梨県人会連合会臨時総会（於：京王プラザホテル）参加

11月5日 知事とやまなしの未来を語る会（於：京王プラザホテル)参加

11月10日 第5回実行委員会・役員会（於：シミックHD）

11月27日 第11回首都圏甲府会総会講演会

12月24日 第3回山梨県人会連合会常任理事・理事合同会議（書面評決方式）



2021年度 中間活動報告
自：2021年1月1日　至：2021年12月31日

実施月日 主要な事業および参加行事

1月25日 甲州金まんじゅう（商標登録）甲府ブランド認定

4月24日 第1回役員会（於：シミックHD）

5月25日 第2回役員会（於：シミックHD）

7月20日 第1回山梨県人会連合会常任理事会（アルカディア市ヶ谷）

7月21日 第3回役員会（於：シミックHD）

10月6日 第4回役員会（於：シミックHD）

10月29日 総会講演会実行委員会（於：シミックHD）

11月2日 第72回山梨県人会総会（於：京王プラザホテル)

11月2日 知事とやまなしの未来を語る会（於：京王プラザホテル)

11月9日 第5回役員会（於：シミックHD）

11月12日 総会講演会事前打ち合わせ（於：甲府市役所）

11月19日 第12回首都圏甲府会総会講演会

12月16日 予定）第３回山梨県人会連合会常任理事会単位団体代表者会議（於：上野精養軒）



４、健康セミナー「コロナ禍で見えてきたこと」 名誉会長 中村 和男

5、首都圏甲府会賞表彰
甲府山城小学校 ４年 望 月 美 玖 様
駿台甲府中学校 ２年 角 田 繭 璃 様
駿台甲府高校 ３年 菊地原 小弥汰 様
甲府城西高校 ３年 五 味 虹 登 様
駿台甲府高校 ３年 矢ヶ崎 来 瞳 様

団体賞 アイズアカデミー チーム FIRST FUJISAN 様
団体賞 山梨学院高校 サッカー部 様

6、 閉会の挨拶 会長代行 飯田 富美子

休 憩（17：55～18：00）



甲府市出身。1965年甲府一高卒業 1969京都大学薬学部
卒業、2008年金沢大学自然科学研究科博士課程修了、薬
学博士、1969年三共(株)入社、1992年シミック(株)代表
取締役就任、現在シミックホールディングス(株)代表取締
役CEO、首都圏甲府会発足2010年より昨年まで会長を務
める。

首都圏甲府会名誉会長 中村 和男

健康セミナー
『コロナ禍で見えてきたこと』



甲府市立山城小学校

4年生 望月 美玖様

▶2020年11月明るい選挙啓発
ポスターコンクール」
文部科学/総務大臣賞

もちづき みく

Miku Mochizuki



駿台甲府中学校２年 角田 繭璃 様

▶第59回伊勢神宮奉納書道展
毎日新聞社賞(特別賞)受賞

つのだ まゆり

Mayuri Tsunoda



駿台甲府高校 ３年 菊地原 小弥汰 様

▶中学2年生でプロ資格取得
▶ 2020/2021シーズン

プロアマオープン戦
Freestyle Session in X-JAM

優勝

きくちはら こやた

Koyata Kikuchiｈara



甲府城西高校３年 五味 虹登 様

▶ 第37回全国高校生
グレコローマンスタイル選手権

60kg級 優勝

ごみ こうと

Gomi  Kouto



駿台甲府高校３年 矢ヶ崎 来瞳 様

▶ 全国高等学校定時制通信制
陸上競技大会

100ｍ優勝
200ｍ優勝(大会新)

やがさき くるみ

Kurumi Yagasaki



▶FLL（ファースト レゴ リーグ）
2020-2021 日本大会 総合優勝

▶2021 世界大会（アメリカ）
Virtual Open Invitational 総合優勝

アイズアカデミー FIRST FUJISAN 様
ファースト フジサン

Aiz Academy

Team FIRST FUJISAN



山梨学院高校 サッカー部 様

▶ 第99回全国高等学校サッカー選手権
優勝

Yamanashi Gakuin High School

Soccer Club



休 憩（18：00まで）



第 ２ 部 オンライン講演会(18:00～) 司会 山形 由紀子

１、 ふるさと応援セミナー
テーマ： リモート時代の「景色」の変化とは

～地方の「空間」と「都市」の可能性～
講 師： 箕浦 龍一 様 元総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

２、 パネルディスカッション 進行 島田 敏男
テーマ：「ワーケーション」
パネリスト：箕浦様、桐山祐輔(ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ「CROSS BE」企画運営)様、

戸田達昭(Mt.Fujiｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾝ理事)様、網野淳也(甲府市産業
立地課長)様、窪田司(会社経営)様、安出光伸(NHK甲府放送局長)様

３、 まとめの言葉 会長 島田 敏男
終 了（19：15）



1991年4月～93年3月 総理府(当時)採用 沖縄開発庁に配属

1997年3月～99年3月 福井県警察本部へ出向

1999年3月～2001年4月 総務庁人事局（後に総務省人事・恩給局）

2002年5月～08年9月 総務省行政管理局

2008年9月～09年9月 総務大臣秘書官

2015年7月～18年7月 総務省行政管理局企画調整課長
2018年7月～20年7月 総務省行政評価局総務課長

2020年7月～2021年7月 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

▶現在は・・・
・公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹
・一般財団法人地域活性化センター 人材開発シニアフェロー
・一般社団法人官民共創未来コンソーシアム理事
・一般社団法人日本スポーツ・ヘルスケア・デザイン推進機構理事
・一般社団法人日本ワーケーション協会特別顧問

Minoura Ryuichi
https://profiee.com/i/rmino



▶甲府駅前に2020年5月にオープンしたｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ
「CROSS BE」の運営をしている。

▶これまでに数々の地方都市でコワーキングスペースを
立ち上げた経験からCROSS BEの企画・運営に参画。

▶静岡県に住みながら毎週山梨に通い続け、
2020年10月に山梨に移住する。

Kiriyama Yusuke https://crossbe.co.jp/



▶山梨大学大学院在学中に起業した山梨県初の学生起業
家

▶卒業後にバイオベンチャー企業
「シナプティック株式会社」を設立し、代表取締役に就任。

▶一方で、産学官民協働による地域づくりに取り組み、
教育関係機関や地域市民団体の代表や委員を務める。

▶また、起業・創業の分野に力を注いでおり、
アクセラレーターとしても活躍中

Toda Tatsuaki https://www.sterra.jp/



▶平成5年度 甲府市役所入庁

▶令和2年度 まちづくり部施設整備室
公共施設保全担当課長

▶令和3年度まちづくり部まち開発室
産業立地課長

Amino Junya https://www.city.kofu.yamanashi.jp/



https://www.rpglabo.co.jp
Kubota Tsukasa

本籍地：山梨県甲府市丸の内 昭和34年年1月1日生まれ
現住所：山梨県中巨摩郡昭和町
勤務地：東京都品川区五反田

昭和62年：現在の会社を起業。
石油業界・人材派遣業界向けにシステムを構築・提供
起業後数年間は自宅山梨のまま東京で勤務
結婚を機に土日山梨、平日東京の形態にシフト
コロナ蔓延を機に昨年4月より在宅リモートワークに移行
現在は山梨在宅7割東京出社3割程度



https://www.nhk.or.jp/kofu/

1963年6月5日生まれ
本籍地：山梨県北杜市白州町
北海道美幌町生まれ、長野県松本市育ち

1987年NHK入局、報道番組など番組制作に従事。
2012年以降は、NHKエンタープライズ、編成局、広報局で
委託番組制作や広報制作に携わり、2020年8月から現職。
地方局勤務は札幌局、仙台局、長野局、甲府局と4度目。

NHK甲府放送局
〒400-8552甲府市丸の内1-1-20

Yasude Terunobu


