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2021年4月吉日

一般社団法人G1 代表理事
グロービス経営大学院 学長

グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

堀 義人

第12回G1サミットへのご参加、感謝です。お陰さまで、大成功でした！
本当に良かったです。今回は「予想外」が多かったのでとても心配でしたが、大きな問題が無く最後まで成功裏に終えられてとて
も嬉しいです。（＾＾）

予想外に首都圏の緊急事態宣言がG1サミット当日まで延長となり、前日に宮城県で独自の緊急事態宣言が発令されました。急遽
PCR検査を全員必須として、前日のオプショナルプログラムやサロン・レセプションを中止として、アクリル板を各会場に設けて
コロナ対策を徹底しました。さらに、当日震度5強の地震が仙台市を襲い会場が一部破損しエレベーターが止まりました。津波
警報が出されG1シアターの演者でもある松永貴志さんが仙台上空まで来られながらも引き返す事もありました。二日目には暴風
警報が出て、帰路に影響が出ました。でも、G1は過去にも猛吹雪など様々な自然現象に負けずに開催してきましたので、仲間の
ご理解やボードのご支援もあり最後まで無事に終えることできました。感謝です！

今回は、リアル234名（ご家族含）、オンライン136名、延べ370名の皆さんにご参加いただきました。簡単に冒頭の挨拶で紹介
した4つの目玉の観点から、G1サミットを振り返ってみたいと思います。

一つ目がテーマです。「コロナショックを機につくる日本の未来～100の行動2.0～」を統一テーマにしました。「100の行動」は、
2011年7月から2015年7月まで4年の歳月をかけてweb上で執筆し、2016年2月22日に本の形で出版しました。安倍政権が多くを実現
し時代も変わったので最新版を作る必要があり、2019年にG1政策研究会2.0を発足させて「100の行動2.0」を執筆しました。
昨年2月にコロナショックが発生し、世界は大きく変わりました。「このコロナをチャンスと捉えるべき」と考えて、今回の統一
テーマとしました。この「コロナを機につくる」と「100の行動2.0」をG1サミットの全てのセッションで議論できたのがとても良
かったと思っています。批判より提案、思想から行動へ、リーダーとしての自覚を持ち、ガンガンに行動に繋げていきましょう。
（＾＾）/

二つ目が、過去最多の40のセッションです。しかも、G1サミットでは初となる「ハイブリッド形式」で開催しました。大きな通信
障害がなく実行できたのも、ご参加の皆様のご協力のお陰と心より御礼申し上げます。4つの全体会、2つのランチセッション。
分科会は政治（P）、経済（E）、テクノロジー（T）、社会（S）、カルチャー・スポーツ（C）と色分けして、7x5の35セッショ
ン実施しました。
自民党大会が21日に重なり、緊急事態宣言発令も延長された結果多くの政治家はオンラインとなってしまいましたが、世耕さんを
はじめ、河野さん、西村さん、小泉さんなど多くの政治家リーダーにご登壇いただき「日本を良くする」ための行動に繋がる議論
ができたことが嬉しいです。

三つ目が、あれから10年です。残念ながら福島原発ツアーと石巻＆女川へのオプショナルツアーは中止となりましたが、初日の
朝に慈眼寺を訪問し、塩沼大阿闍梨と共に護摩祈祷を行いました。G1イニシアティブであるKIBOWリーダーが集うランチ「あれか
ら10年～KIBOW各リーダーの歩み～」は、節目の年のG1サミット@仙台開催にふさわしい内容で胸が熱くなりました。KIBOW理事
でもある秋山さん、辰巳さんのご協力に感謝です。復興の全体セッションでも汚染水や廃炉の問題などがあり、さらなるコミット
メントが必要であることを痛感させられました。

四つ目の目玉であるG1ソーシャルディスタンス・シアターは、感動的でした。地震の影響で松永貴志さんのご参加が叶わず残念で
したが、平原綾香さんのJupiter、Save Your Lifeと圧巻の歌声と心温まるステージに心が震えました。そして、最大の見どころは、
G1サミットご参加者がご出演された香西さんのサプライズショートムービーです。「100の幸せ」の脚本に加え、撮影・編集を
一日で終えられた香西さんの才能に改めて驚かされました。そして最後は、クレイ勇輝さん&タップダンサーのスペシャルステー
ジ。締めのLIFEではマスクをしながらも思いっきり盛り上がりました。司会の高島市長と鈴木さんのトークも素晴らしかったです。
最高に楽しかったー 。(＾＾)/

今回のG1サミットは、PCR検査、部屋食やソーシャルディスタンスを保った食事とエンタメ、そしてオンラインを活用することで、
政府方針よりも厳しい独自のガイドラインで感染症対策を万全にハイブリッド形式で開催しました。
PCR検査にご協力いただいた大久保さん、ソーシャルディスタンスシアターにご協力いただいた小佐野さん、G1 Juniorプログラム
にご協力いただいた高濱さん、託児サービスにご協力いただいた轟さんのお陰で、ご家族を含め2日間、充実したプログラムを
実現することができました。

そして何より、スポンサーいただいた皆さんに深く御礼申し上げます。皆さんのご協賛のお陰で、二つの旅館を貸し切り、ハイブ
リッド形式で感染症対策も万全に開催することができました。今後とも継続的なご支援・ご協力をよろしくお願いします。



堀 義人

グロービス経営大学院 学長
グロービス・キャピタル・パートナーズ

代表パートナー

アドバイザリー・ボード

3

秋山 咲恵 氏

株式会社サキコーポレーション
ファウンダー

井上 英明 氏

株式会社パーク・コーポレーション
代表取締役

翁 百合 氏

株式会社日本総合研究所
理事長

Jesper Koll 氏

WisdomTree Asset Management, Inc. 
Senior Advisor

世耕 弘成 氏

参議院議員

髙島 宗一郎 氏

福岡市長

為末 大 氏

一般社団法人アスリートソサエティ
代表理事

星野 佳路 氏

星野リゾート
代表

御立 尚資 氏

ボストン コンサルティング グループ
シニア・アドバイザー

麻生 巖 氏

株式会社麻生
代表取締役社長

有働 由美子 氏

アナウンサー
ジャーナリスト

川邊 健太郎 氏

Ｚホールディングス株式会社代表取締役社長CEO
ヤフー株式会社 代表取締役社長CEO
ソフトバンク株式会社取締役
株式会社ZOZO 取締役

小林 りん 氏

学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジ
ISAKジャパン
代表理事

髙島 宏平 氏

オイシックス・ラ・大地株式会社
代表取締役社長

辰巳 琢郎 氏

俳優

古川 元久 氏

衆議院議員

柳川 範之 氏

東京大学
大学院経済学研究科・経済学部教授



第12回G1サミット 開催概要

■開催日

2021年3月20日（土）～3月21日（日）

■開催場所

宮城県秋保温泉「伝承千年の宿 佐勘」/「ホテルニュー水戸屋」

■参加者数

370名

（リアル234名（ご家族含）、オンライン136名）

■主催

一般社団法人G1

4



慈眼寺
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3月20日（土）

※撮影時のみマスクを外しました



オープニング・セッション／第1部全体会
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【オープニングセッション】
堀 義人 グロービス経営大学院 学長／グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

【第1部全体会】
コロナを機につくる100の行動2.0～新時代を切り拓く規制改革・デジタル改革～

＜パネリスト＞

河野 太郎 氏 衆議院議員 規制改革担当大臣

鈴木 健 氏 スマートニュース株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO

柳川 範之 氏 東京大学 大学院経済学研究科・経済学部教授

＜モデレーター＞

竹中 平蔵 氏 慶應義塾大学 名誉教授

3月20日（土）

※登壇時のみマスクを外しました



第2部全体会
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【第2部全体会】
コロナショックと100の行動2.0 ～コロナ対策と経済再生の両輪を回す戦略とは～
＜パネリスト＞
世耕 弘成 氏 参議院議員 参議院自由民主党幹事長
武田 洋子 氏 株式会社三菱総合研究所 シンクタンク部門副部門長（兼）政策・経済研究センター長 チーフエコノミスト
西村 康稔 氏 衆議院議員 経済再生担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣
宮田 裕章 氏 慶應義塾大学 教授
＜モデレーター＞

堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

3月20日（土）

※登壇時のみマスクを外しました



第3部G1新世代リーダー・アワード
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◆政治の部
＜受賞者＞ 鈴木 直道 氏 北海道知事
＜プレゼンター＞ 髙島 宗一郎 氏 福岡市長

3月20日（土）

◆経済の部
＜受賞者＞ 小泉 文明 氏 株式会社メルカリ 取締役会長
＜プレゼンター＞ 髙島 宏平 氏 オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長

◆社会・文化の部
＜受賞者＞ 駒崎 弘樹 氏 認定NPO法人フローレンス 代表理事
＜プレゼンター＞ 為末 大 氏 一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事

※撮影時と登壇時のみマスクを外しました



第4部分科会
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3月20日（土）

【政治】
コロナを機に動かす日本社会のDXとデジタル庁の行方

＜パネリスト＞
時田 隆仁 氏 富士通株式会社 代表取締役社長 兼 CDXO 

(Chief Digital Transformation Officer)

南 壮一郎 氏 ビジョナル株式会社 代表取締役社長

村井 英樹 氏 衆議院議員

山口 明夫 氏 日本アイ・ビー・エム 代表取締役社長執行役員

＜モデレーター＞

平 将明 氏 衆議院議員

【グローバル・経済】
コロナを機に考える資本主義の未来
～持続可能な経済・社会をどうつくっていくのか？～

＜パネリスト＞

鈴木 馨祐 氏 衆議院議員

竹中 平蔵 氏 慶應義塾大学 名誉教授

田代 桂子 氏 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼

執行役副社長

成田 悠輔 氏 イェール大学 助教授／

半熟仮想株式会社 代表取締役

＜モデレーター＞

Jesper Koll 氏 WisdomTree Asset Management, Inc. 
Senior Advisor

【テクノロジー】
コロナを機に加速するグリーンテクノロジーと
日本の新たなエネルギー戦略

＜パネリスト＞

阿部 守一 氏 長野県知事

木南 陽介 氏 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO

三宅 伸吾 氏 参議院議員 参議院外交防衛委員会 筆頭理事

＜モデレーター＞

竹内 純子 氏 国際環境経済研究所 理事／

U3innovations合同会社 代表取締役

P

E

T

※登壇時のみマスクを外しました



第4部分科会
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3月20日（土）

【ソーシャル】
誰もが活躍できる社会へ
～コロナ禍におけるしょうがい者の現状とこれからの社会～

＜パネリスト＞

髙島 宏平 氏 オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長

毛利 公一 氏 社会福祉法人ラーフ 理事長／

全国脊髄損傷者連合会香川県支部 支部長

＜モデレーター＞

民秋 清史 氏 株式会社モルテン 代表取締役社長

最高経営責任者

【文化スポーツ】
コロナ時代・プロスポーツビジネスが取るべき戦略とは

＜パネリスト＞

小泉 文明 氏 株式会社メルカリ 取締役会長

髙田 旭人 氏 株式会社ジャパネットホールディングス

代表取締役社長 兼 CEO

松下 浩二 氏 株式会社VICTAS 代表取締役社長

＜モデレーター＞

為末 大 氏 一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事

S

C

※登壇時のみマスクを外しました



第5部分科会
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3月20日（土）

【政治】
コロナを機に考える社会保障制度改革
～財政的に持続可能な社会保障政策とは～

＜パネリスト＞

小黒 一正 氏 法政大学経済学部 教授

佐藤 啓 氏 参議院議員 経済産業大臣政務官／

内閣府大臣政務官／復興大臣政務官

古川 元久 氏 衆議院議員

堀 真奈美 氏 東海大学 健康学部健康マネジメント学科

健康学部長／教授
＜モデレーター＞

堀 義人 グロービス経営大学院 学長／

グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

【グローバル・経済】
コロナを機に考える医療体制と病院経営の在り方

＜パネリスト＞

稲垣 精二 氏 第一生命ホールディングス株式会社

代表取締役社長

鈴木 英敬 氏 三重県知事

高木 邦彰 氏 国際医療福祉大学・高邦会グループ 専務理事

古川 俊治 氏 参議院議員／慶應義塾大学大学院法務研究科
（法科大学院）教授・医学部外科教授（兼担）/
弁護士

＜モデレーター＞

麻生 巖 氏 株式会社麻生 代表取締役社長

【テクノロジー】
完全オフレコで議論するGAFAM・BATの本当の脅威

＜パネリスト＞

鈴木 健 氏 スマートニュース株式会社

代表取締役会長兼社長 CEO

藤田 晋 氏 株式会社サイバーエージェント

代表執行役員 社長

山田 進太郎 氏 株式会社メルカリ 代表取締役CEO

＜モデレーター＞

北川 拓也 氏 楽天株式会社 常務執行役員 CDO

P

E

T

※登壇時のみマスクを外しました



第5部分科会
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3月20日（土）

【ソーシャル】
コロナ時代・社会的弱者をどう自立へ導くのか？
～ホームレス・生活保護・引きこもり等の支援のリアル～

＜パネリスト＞

川口 加奈 氏 認定NPO法人Homedoor 理事長

工藤 啓 氏 認定特定非営利活動法人育て上げネット 理事長

﨑田 恭平 氏 日南市長

鈴木 隼人 氏 衆議院議員 外務大臣政務官

＜モデレーター＞

今村 久美 氏 認定NPO法人カタリバ 代表理事

【文化・スポーツ】
日本の食文化のグローバルな可能性

＜パネリスト＞

辻 芳樹 氏 辻調理師専門学校 校長

徳岡 邦夫 氏 株式会社京都吉兆 代表取締役社長 総料理長

米田 肇 氏 HAJIME オーナーシェフ／株式会社
HAJIME&ARTISTES 代表取締役

＜モデレーター＞

西 経子 氏 農林水産省 国際政策課長

S

C

※登壇時のみマスクを外しました



第6部分科会
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3月20日（土）

【政治】
コロナを機に実現するDXとAIによる新時代の教育

＜パネリスト＞

伊原木 隆太 氏 岡山県知事

國領 二郎 氏 慶應義塾 常任理事／

慶應義塾大学総合政策学部 教授

柴山 昌彦 氏 衆議院議員

水野 雄介 氏 ライフイズテック株式会社 代表取締役CEO

＜モデレーター＞

漆 紫穂子 氏 品川女子学院 理事長

【テクノロジー】
コロナ時代、キャッシュレスの次の世界はどうなるのか？

＜パネリスト＞

小澤 隆生 氏 Zホールディングス株式会社 取締役専務執行役員

ヤフー株式会社 取締役 専務執行役員COO

越智 隆雄 氏 衆議院議員 衆議院財務金融委員長

高家 正行 氏 株式会社カインズ 代表取締役社長

＜モデレーター＞

辻 庸介 氏 株式会社マネーフォワード 代表取締役社長CEO

P

E

T

【グローバル・経済】
コロナ時代の観光・インバウンド～ポストコロナの展望とは～

＜パネリスト＞

上月 良祐 氏 参議院議員 農林水産委員長

長野 恭紘 氏 別府市長

山野 智久 氏 アソビュー株式会社 代表取締役CEO

＜モデレーター＞

東 良和 氏 沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役

※登壇時のみマスクを外しました



第6部分科会
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3月20日（土）

【ソーシャル】
コロナ禍における子どもたちの危機をどう救うか？

＜パネリスト＞

白井 智子 氏 NPO法人新公益連盟 代表理事

中室 牧子 氏 慶應義塾大学総合政策学部 教授

森 まさこ 氏 参議院議員

＜モデレーター＞

駒崎 弘樹 氏 認定NPO法人フローレンス 代表理事

【文化・スポーツ】
どうする東京オリパラ～どう実現し、どう盛り上げるか？～

＜パネリスト＞

朝日 健太郎 氏 参議院議員 国土交通大臣政務官

太田 雄貴 氏 国際フェンシング連盟 副会長／
公益社団法人 日本フェンシング協会 会長

澤邊 芳明 氏 株式会社ワントゥーテン 代表取締役社長

＜モデレーター＞

髙島 宏平 氏 オイシックス・ラ・大地株式会社

代表取締役社長

S

C

※登壇時のみマスクを外しました



ソーシャルディスタンスシアター
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3月20日（土）

※登壇時のみマスクを外しました



第7部分科会
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3月21日（日）

【政治】
G1海洋・環境研究会の挑戦2021
～日本の水産改革の課題とは？～

＜パネリスト＞

臼井 壯太朗 氏 株式会社臼福本店 代表取締役社長

鈴木 寛 氏 東京大学・慶應義塾大学 教授

津田 祐樹 氏 株式会社フィッシャーマン・ジャパン・

マーケティング COO

＜モデレーター＞

井植 美奈子 氏 一般社団法人セイラーズフォーザシー

日本支局 理事長

【グローバル・経済】
コロナを機に考えるローカルメディアの成長戦略
～コロナ禍にローカルメディアだからこそ提供できる価値とは～

＜パネリスト＞

阿部 重典 氏 株式会社茨城放送 代表取締役社長

佐藤 吉雄 氏 株式会社東日本放送 代表取締役社長

竹内 弘一 氏 株式会社京都放送 キャスター

＜モデレーター＞

髙島 宗一郎 氏 福岡市長

【テクノロジー】
AI・ロボット・5Gが変える医療の最前線
～日本の現在地と世界の潮流～

＜パネリスト＞

澤 芳樹 氏 大阪大学 心臓血管外科 教授

髙橋 政代 氏 株式会社ビジョンケア 代表取締役社長

津川 友介 氏 UCLA医学部 助教授

渡辺 その子 氏 内閣官房 健康・医療戦略室次長

内閣審議官

＜モデレーター＞

平手 晴彦 氏 Hirate & associates株式会社

代表取締役社長

P

E

T

※登壇時のみマスクを外しました



第7部分科会
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3月21日（日）

【ソーシャル】
コロナによって激変する外国人人材活用
～コロナ禍の現状と今後の展望～

＜パネリスト＞

伊藤 順朗 氏 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

取締役常務執行役員

鈴木 康友 氏 浜松市長

田村 拓 氏 EDAS 理事長

＜モデレーター＞

藤沢 久美 氏 シンクタンク・ソフィアバンク 代表

【文化・スポーツ】
コロナ時代・5G時代、実は危機的状況にある
日本のゲーム・エンタメ産業～現状・解決の芽・今後～

＜パネリスト＞

赤川 隼一 氏 株式会社ミラティブ 代表取締役

國光 宏尚 氏 株式会社gumi 取締役会長

田中 良和 氏 グリー株式会社 代表取締役会長兼社長

＜モデレーター＞

内藤 裕紀 氏 株式会社ドリコム 代表取締役社長

S

C

※登壇時のみマスクを外しました



第8部分科会
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3月21日（日）

【政治】
コロナ時代に求められる世界への発信力
～新たな時代に必要なリーダーの姿勢とは～

＜パネリスト＞

末松 弥奈子 氏 株式会社ジャパンタイムズ

代表取締役会長 兼 社長

本田 桂子 氏 コロンビア大学 Adjunct Professor／

三菱UFJファイナンシャルグループ 取締役

マシオカ(岡 政偉)氏Mobius Productions 俳優・プロデューサー

キャシー 松井 氏 ゴールドマンサックス証券会社 元副会長

＜モデレーター＞

高野 真 氏 リンクタイズ株式会社 代表取締役CEO

（Forbes JAPAN ファウンダー）

【グローバル・経済】
デザイン経営の最前線
～ビジネスとクリエイティブの壁を崩す方法～

＜パネリスト＞

小濱 英之 氏 株式会社 ワークマン 代表取締役社長

田川 欣哉 氏 株式会社Takram 代表取締役／

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート 名誉フェロー

吉松 徹郎 氏 株式会社アイスタイル

代表取締役社長 兼 CEO

＜モデレーター＞

井上 英明 氏 株式会社パーク・コーポレーション 代表取締役

【テクノロジー】
動き出す宇宙産業～夢からビジネスへ～

＜パネリスト＞

岡島 礼奈 氏 株式会社ALE 代表取締役社長

中村 友哉 氏 株式会社アクセルスペース 代表取締役CEO

袴田 武史 氏 株式会社ispace Founder & CEO

＜モデレーター＞

平 将明 氏 衆議院議員

P

E

T

※登壇時のみマスクを外しました



第8部分科会
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3月21日（日）

【ソーシャル】
コロナショックを機に考えるサステイナビリティ
～脱炭素・サーキュラーエコノミーの行方～

＜パネリスト＞

小泉 進次郎 氏 衆議院議員 環境大臣／

内閣府特命担当大臣（原子力防災担当）

竹内 純子 氏 国際環境経済研究所 理事／
U3innovations合同会社 代表取締役

水野 弘道 氏 国連事務総長 特使

＜モデレーター＞

翁 百合 氏 株式会社日本総合研究所 理事長

【文化・スポーツ】
SNS時代のより良い意思決定システムの構築
～自由意志から人間の本質を考える～

＜パネリスト＞

安部 敏樹 氏 一般社団法人リディラバ 代表理事

スプツニ子 氏 東京藝術大学デザイン科 准教授

若新 雄純 氏 慶應義塾大学 特任准教授

＜モデレーター＞

為末 大 氏 一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事

S

C

※登壇時のみマスクを外しました



KIBOWランチ「あれから10年～KIBOW各リーダーの歩み～」

20

3月21日（日）

※撮影時のみマスクを外しました



第9部分科会
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3月21日（日）

【政治】
コロナ時代に求められる都市のかたち
～コロナが変えた新たな時代の都市を議論する～

＜パネリスト＞

五十嵐 立青 氏 つくば市長

須田 善明 氏 女川町長

森 俊子 氏 Toshiko Mori Architect PLLC建築事務所
創立者CEO／ハーバード大学院 教授

森 浩生 氏 森ビル株式会社 取締役副社長執行役員

＜モデレーター＞

秋山 咲恵 氏 株式会社サキコーポレーション ファウンダー

【グローバル・経済】
コロナ時代、今だからこそ求められるWell-being経営

＜パネリスト＞

塩田 元規 氏 株式会社アカツキ 共同創業者

塩沼 亮潤 氏 慈眼寺 住職

古川 康 氏 衆議院議員 総務大臣政務官

矢野 和男 氏 株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO／

株式会社日立製作所 フェロー

＜モデレーター＞

岡島 悦子 氏 株式会社プロノバ 代表取締役社長

【テクノロジー】
スタートアップエコシステム
～グローバルNo1企業を輩出し続ける方策を議論する～

＜パネリスト＞

各務 茂夫 氏 東京大学 大学院工学系研究科 教授

産学協創推進本部 副本部長（兼務）

亀山 敬司 氏 合同会社DMM.com 会長

高宮 慎一 氏 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

松尾 豊 氏 東京大学大学院工学系研究科 教授

＜モデレーター＞

松本 恭攝 氏 ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO

P

E

T

※登壇時のみマスクを外しました



第9部分科会
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3月21日（日）

【ソーシャル】
コロナが変えるソーシャルビジネスの新たな潮流

＜パネリスト＞

佐藤 大吾 氏 一般財団法人ジャパンギビング 代表理事／

NPO法人ドットジェイピー 理事長

杉山 文野 氏 特定非営利活動法人東京レインボープライド

共同代表理事
米良 はるか 氏 READYFOR株式会社 代表取締役CEO

安渕 聖司 氏 アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

代表取締役社長兼CEO

＜モデレーター＞

宮城 治男 氏 NPO法人 ETIC. 代表理事

【文化・スポーツ】
日本文化のアップデート
～日本文化の可能性と世界への発信戦略を考える～

＜パネリスト＞

大原 あかね 氏 公益財団法人大原美術館 理事長

椿 昇 氏 京都芸術大学 教授

西高辻 信宏 氏 太宰府天満宮 宮司

＜モデレーター＞

御立 尚資 氏 ボストン コンサルティング グループ

シニア・アドバイザー

S

C

※登壇時のみマスクを外しました



第10部分科会
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3月21日（日）

【政治】
ポストコロナ時代の日本の外交戦略
～米中の新たなパワーバランスの下、2020年代の国際関係を
展望し、日本外交のアジェンダを議論する～

＜パネリスト＞

小原 凡司 氏 笹川平和財団 上席研究員

四方 敬之 氏 外務省 経済局長

神保 謙 氏 慶應義塾大学総合政策学部 教授

田村 耕太郎 氏 ミルケンインスティテュート アジアフェロー／

国立シンガポール大学リークワンユー

公共政策大学院 兼任教授

＜モデレーター＞

堀 義人 グロービス経営大学院 学長／

グロービス・キャピタル・パートナーズ

代表パートナー

【グローバル・経済】
パンデミックにより加速するESGの新潮流
～経営に取り入れるべき視点と課題～

＜パネリスト＞

青井 浩 氏 株式会社丸井グループ 代表取締役社長

水野 弘道 氏 国連事務総長 特使

重富 隆介 氏 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

常務執行役員

キャシー 松井 氏 ゴールドマンサックス証券会社 元副会長

＜モデレーター＞

出雲 充 氏 株式会社ユーグレナ 代表取締役社長

【テクノロジー】
コロナを機に考えるAI・ロボットの最前線
～私たちの社会をどこまで変えていくのか～

＜パネリスト＞

上野山 勝也 氏 株式会社PKSHA Technology 代表取締役
工学博士

川田 忠裕 氏 川田工業株式会社 代表取締役社長

西川 徹 氏 株式会社Preferred Networks 代表取締役
最高経営責任者

＜モデレーター＞

村田 大介 氏 村田機械株式会社 代表取締役社長

P

E

T

※登壇時のみマスクを外しました



第10部分科会
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3月21日（日）

【ソーシャル】
コロナ時代における地方都市の新たな戦略
～都市集中型の未来に対するオルタナティブを創る～

＜パネリスト＞

安宅 和人 氏 慶應義塾大学環境情報学部 教授／

ヤフー株式会社CSO (チーフストラテジーオフィサー)

田中 仁 氏 株式会社ジンズホールディングス 代表取締役CEO

仲川 げん 氏 奈良市長

＜モデレーター＞

朝比奈 一郎 氏 NPO法人地域から国を変える会 理事長／

青山社中株式会社 筆頭代表（CEO）

＜コントリビューター＞

川崎 篤之 氏 株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント

代表取締役社長

【文化スポーツ】
コロナ・5G時代、コンテンツ・エンタメ産業は
どう進化していくのか？

＜パネリスト＞

鎌田 和樹 氏 UUUM株式会社 代表取締役社長CEO

里見 治紀 氏 セガサミーホールディングス株式会社

代表取締役社長 グループCOO／

株式会社セガグループ 代表取締役社長CEO／

サミー株式会社 代表取締役社長CEO

中川 悠介 氏 アソビシステム株式会社 代表取締役

＜モデレーター＞

梅澤 高明 氏 A.T.カーニー株式会社 日本法人会長／

CIC Japan 会長

S

C

※登壇時のみマスクを外しました



【第11部全体会】
あれから10年～東北の復興の姿とこれからの日本～

＜パネリスト＞

内堀 雅雄 氏 福島県知事

佐藤 勘三郎 氏 仙台秋保温泉 佐勘 代表取締役

須田 善明 氏 女川町長

細野 豪志 氏 衆議院議員

＜モデレーター＞

藤沢 烈 氏 一般社団法人RCF 代表理事

第11部全体会／第12部全体会
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3月21日（日）

【第12部全体会】
コロナショックを機につくる日本の未来～100の行動2.0 ～

＜パネリスト＞

秋山 咲恵 氏 株式会社サキコーポレーション ファウンダー

翁 百合 氏 株式会社日本総合研究所 理事長

世耕 弘成 氏 参議院議員

為末 大 氏 一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事

＜モデレーター＞

堀 義人 グロービス経営大学院 学長／グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

※登壇時のみマスクを外しました



クロージング・セッション
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【クロージング・セッション】
アドバイザリーボードメンバー

3月21日（日）



会場の様子

27
※登壇時のみマスクを外しました



会場の様子

28



Double Gold Sponsor
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江崎グリコ株式会社



Double Gold Sponsor

30

株式会社カインズ



Double Gold Sponsor

31

住友不動産株式会社



Double Gold Sponsor
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株式会社三井住友銀行



Double Gold Sponsor
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株式会社
リクルートホールディングス



Gold Sponsors
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麻生グループ

EY新日本有限責任監査法人



Gold Sponsors

35

株式会社ウィルグループ

Sansan



Gold Sponsors

36

Eight

スマートニュース株式会社



Gold Sponsors
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通訳吹替.com（株式会社ビジョン）

合同会社DMM.com



Gold Sponsors
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株式会社ネオキャリア

株式会社マネーフォワード



Gold Sponsors
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ヤフー株式会社

株式会社ヤマシタ



Gold Sponsors
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リークワンユースクール
アジア地政学プログラム



Silver Sponsors
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株式会社SS Dnaform 株式会社ギークピクチュアズ

KLab株式会社 グリー株式会社



Silver Sponsors

42

株式会社経営共創基盤 The Miner Foundation

鈴与株式会社 セガサミーグループ



Silver Sponsors
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株式会社
セプテーニ・ホールディングス

株式会社
ポピンズホールディングス

株式会社丸井グループ 森ビル株式会社



Silver Sponsors

44

レバレジーズ株式会社 ロート製薬株式会社



Bronze Sponsors
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株式会社アイスタイル 株式会社アカツキ 株式会社アルビオン

株式会社エアウィーヴ 株式会社エフピコ オタフクソース株式会社

カフェ・カンパニー株式会社 株式会社こうゆう
花まる学習会

株式会社再春館製薬所

桜十字グループ サンヨー食品株式会社 株式会社
ジャパネットホールディングス



Bronze Sponsors

46

武田薬品工業株式会社 株式会社パーク・コーポレーション 株式会社Preferred Networks

株式会社メルカリ 株式会社モルテン 株式会社ワーク・ライフバランス

麻生 巖 様

田村耕太郎様

安渕聖司 様

柳沢正和様



個人協賛
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青井 浩 様
麻生 巖 様
石川 康晴 様
石坂 茂 様
伊藤 順朗 様
井上 高志 様
井上 英明 様
岩田 進 様
上田 祐司 様
上野山 勝也 様
内山 幸樹 様
大塚 太郎 様
亀山 敬司 様
川邊 健太郎 様
木村 尚敬 様
窪田 良 様
小泉 文明 様
坂本 大地 様
佐々木 直義 様

塩田 元規 様
重富 隆介 様
杉元 崇将 様
妹尾 正仁 様
高岡 本州 様
高野 真 様
田口 義隆 様
田中 仁 様
谷家 衛 様
辻 庸介 様
寺田 航平 様
中村 慎市郎 様
中村 壮秀 様
程 近智 様
間下 直晃 様
増島 雅和 様
松本 恭攝 様
村田 大介 様



会場提供

48

株式会社ホテル佐勘 ホテルニュー水戸屋



株式会社こうゆう
花まる学習会

株式会社
ポピンズホールディングス

運営協力／特別協力
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株式会社ギークピクチュアズ

◆運営協力

株式会社伊藤園 株式会社47PLANNING株式会社GRA

◆特別協力



50

多くのご支援に
心より感謝申し上げます。

一般社団法人G1


