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山梨県総合計画審議会 第６期委員名簿 

令和元年７月１０日現在（五十音順） 

氏名 役 職 等 

青木 茂樹 NPO法人やまなしサイクルプロジェクト 理事長 

赤岡 勝廣 一般社団法人山梨県農業会議 会長 

浅野 俊成 ナルデロ・アンド・カンパニー合同会社 日本代表 

芦澤 公子 NPO法人みどりの学校 理事長 

芦澤 敏久 社会福祉法人山梨県社会福祉協議会 会長 

安藤 滋 SOMPOケア株式会社 取締役執行役員 

飯窪 光隆 株式会社アセッツアールアンドディー 代表取締役 

飯田 忠子 公益財団法人山梨県スポーツ協会 理事 

飯室 元邦 一般社団法人山梨県情報通信業協会 会長 

飯山 明裕 山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター長・特任教授 

石川 美穂 m-house有限会社ミュージック・ハウス石川 主宰 

石川 百合子 山梨県地球温暖化防止活動推進員 

石原 初江 山梨県ＰＴＡ協議会 会長 

一木 芳惠 山梨県民生委員児童委員協議会 理事 

市村 未央 公募 

今井 克次 社会福祉法人山梨県障害者福祉協会 副理事長 

今井 立史 一般社団法人山梨県医師会 会長 

入倉 要 山梨経済同友会 代表幹事 

岩垂 とき葉 山梨大学医学部附属病院 看護師 

内田 孝 在京山梨政経懇話会 副会長 

海野 聖子 都留市立病院 助産師・看護師 

大山 勲 山梨大学大学院総合研究部（生命環境学域） 教授 

長田 満 公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 会長 

長田 由布紀 元 山梨県教育委員会 委員長 

風間 ふたば 山梨大学 副学長・生命環境学部環境科学科 教授 

糟谷 理恵子 山梨英和高等学校 教頭 

加藤 香 NPO法人 bond place 理事 

金丸 康信 山梨県商工会議所連合会 会長 

軽部 妙子 NPO法人あんふぁんねっと 代表 

川手 佳彦 公益社団法人山梨県私学教育振興会 理事長 
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氏名 役 職 等 

窪田 真弓 公募 

弦間 明 山梨県人会連合会 会長 

小玉 実 山梨県水晶宝飾協同組合 監事 

小林 央 富国生命保険相互会社 総合営業推進部 部長 

小林 公成 株式会社ＫＫホールディングス 代表取締役社長 

小林 誠吾 株式会社三井住友銀行 池袋エリア支店長 

小林 強 株式会社セブン・ペイ 代表取締役社長 

小林 真理子 山梨英和大学人間文化学部 教授 

小林 美香 一般社団法人ウーマンズ・スポーツプロモーション・サポート 理事長 

三枝 寛 三井不動産株式会社 ライフサイエンス・イノベーション推進部長 

斎藤 和真 公募 

齊藤 基樹 一般社団法人山梨県機械電子工業会 副会長 

坂田 純恵 東京海上日動火災保険株式会社 理事・山梨支店長 

坂本 政彦 一般財団法人山梨県交通安全協会 会長 

佐々木 幸一 一般社団法人山梨県建設業協会 副会長 

佐藤 文昭 NPO法人大学コンソーシアムやまなし事務局 コーディネータ 

佐藤 百合 日本貿易振興機構 理事 

佐野 いずみ 野菜ソムリエプロ 

佐野 和広 山梨県町村会 会長 

佐野 ひかる 公募 

澤井 實 山梨県農業協同組合中央会 会長 

繁尾 明彦 NTT東日本山梨支店 支店長 

清水 晟大 公募 

清水 一彦 公立大学法人山梨県立大学 理事長・学長 

清水 洋子 なでしこガーディアン 副代表 

清水 喜彦 SMBC日興証券株式会社 代表取締役社長 

志村 宏司 山梨県生活協同組合連合会 専務理事 

白澤 卓二 白澤抗加齢医学研究所株式会社 所長 

進藤 中 一般社団法人山梨県銀行協会 相談役 

新藤 恵 人権擁護委員 

杉本 かおる 公募 

杉本 安史 株式会社クレセル・リサーチ 取締役 

杉山 弘子 公募 
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鷲見 よしみ 一般社団法人山梨県介護支援専門員協会 会長 

互井 恭子 上野原市男女共同参画推進委員会 委員 

髙橋 義雄 筑波大学体育系 准教授 

但田 孝子 公募 

立石 貴子 山梨学院大学経営学部経営学科 教授 

田中 久雄 山梨県市長会 理事 

田中 道昭 立教大学ビジネススクール 教授 

塚川 哲 OPEN INNOVATION PARTNERS FOUNDER CEO 

辻 一幸 一般社団法人山梨県森林協会 会長 

鶴田 一杳 山梨県文化協会連合会 会長 

鳥海 順子 静岡産業大学経営学部 教授 

内藤 貴夫 一般社団法人山梨県薬剤師会 会長 

中澤 勝也 山梨県消防長会 会長 

中村 己喜雄 山梨県商工会連合会 会長 

奈良 美緒 コワーキングコミュニティ teraco マネージャー 

萩原 雄二 日本労働組合総連合会山梨県連合会 会長 

早川 静 株式会社プロネクサス 開示・教育支援事業部長 

林 真理子 作家 

孕石 泰丈 山梨大学大学院総合研究部（工学域） 准教授 

平口 暢子 株式会社ドコモ CS 山梨支店長 

廣瀬 集一 山梨県保育協議会 会長 

福田 一夫 国際交流基金 理事 

藤井 公房 野村證券株式会社 経営役 

豊前 貴子 豊前医化株式会社代表取締役 社長 

古屋 玉枝 公益社団法人山梨県看護協会 会長 

古屋 力 東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部 教授 

保坂 岳深 NECプラットフォームズ株式会社 顧問 

細田 幸次 山梨県中小企業団体中央会 会長 

堀内 光一郎 富士吉田商工会議所 会頭 

堀内 直美 公募 

前嶋 世津子 山梨県建設業協会「けんせつ小町甲斐」リーダー 

松本 恵子 NPO法人河原部社 顧問 

丸茂 紀彦 公益財団法人山梨県防犯協会 会長 
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三木 徹 日本銀行甲府支店 支店長 

水口 保子 甲府市消防団春日分団 所属 

三森 中 株式会社クア・アンド・ホテル 代表取締役社長 

三森 幹夫 一般社団法人山梨県歯科医師会 会長 

宮下 珠樹 宮下織物株式会社 デザイナー 

武藤 慎一 山梨大学山梨大学大学院総合研究部（工学域） 准教授 

矢崎 弘直 ＥＹ新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 

安留 紀久子 山梨県愛育連合会 会長 

柳沢 啓一 第一環境株式会社 専務取締役 

山﨑 豪敏 株式会社東洋経済新報社 取締役編集局長 

吉田 均 山梨県立大学国際政策学部 教授 

吉永 憲 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 監事 

依田 郁乃 公募 

依田 由有子 下部温泉おかみの会 会長 

代長 一雄 社会福祉法人いきいき倶楽部 理事長 

若狭 美穂子 株式会社わかさ建築工房 監理建築士 

渡辺 郁 株式会社アンサーノックス 代表取締役 

渡辺 和子 公文・月江寺教室 主宰 

渡辺 玉彦 一般社団法人山梨県サッカー協会 会長 

渡辺 光美 リズムオブラブ 主宰 

 


