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会   　長 松　葉　　　惇 協同組合ファッションシティ甲府 理　　事 篠　原　　充　 一社）山梨県一般廃棄物協会

副 会 長 細　田　幸　次 都留信用組合 理　　事 志　村　武　彦 山梨県菓子工業組合

副 会 長 栗　山　直　樹 協同組合山梨県流通センター 理　　事 新　藤　　進　 山梨報徳機工協同組合

副 会 長 飯　室　元　邦 一社)山梨県情報通信業協会 理　　事 末　木　　　泰 山梨県青果商業協同組合

副 会 長 坂　本　政　彦 一社）山梨県トラック協会 理　　事 杉　山　一　美 山梨県水産物商業協同組合

副 会 長 千　野　　進　 山梨県山砕石事業協同組合 理　　事 須　田　　猛　 山梨県中小企業団体青年中央会

副 会 長 渡　辺　教　一 山梨県絹人繊織物工業組合 理　　事 高　野　芳　造 山梨県塗装協同組合

専務理事 中　込　　雅　 山梨県中小企業団体中央会 理　　事 武　田　信　彦 山梨県食品工業団地協同組合

理　　事 赤　野　玉　明 山梨県機械金属工業団地協同組合 理　　事 戸　栗　　敏　 山梨県木材製品流通センター協同組合

理　　事 浅　野　正　一 山梨県建設業協同組合 理　　事 中　込　　健　 山梨県水晶宝飾協同組合

理　　事 天　野　一　光 山梨県電機商業組合 理　　事 中　込　正　明 山梨県型枠工事協同組合

理　　事 井　上　敬　一 都留機械金属工業協同組合 理　　事 長　澤　重　俊 山梨県精麦事業協同組合

理　　事 井　上　聰一郎 山梨県砂利協同組合 理　　事 中　出　英　三 一社)山梨県鉄構溶接協会

理　　事 上　原　重　樹 甲府印伝商工業協同組合 理　　事 西　川　一　也 山梨県石油商業組合

理　　事 梅　本　　実　 山梨県パン協同組合 理　　事 根　津　宏　次 協同組合山梨安心サービス

理　　事 大　木　  政　 甲府ハイヤー事業協同組合 理　　事 初　鹿　武　仁 インテリジェントコミュニケーション事業協同組合

理　　事 大　谷　秀　樹 山梨県事務機文具商協同組合 理　　事 早　野　正　泰 欽明事業協同組合

理　　事 大宮山　　磐　 山梨県中小企業労務改善団体連合会 理　　事 東　原　記　守 協同組合山梨県総合環境クリーンセンター

理　　事 岡　村　　満　 山梨県生花商業協同組合 理　　事 広　瀬　正　文 山梨県民信用組合

理　　事 荻　原　公　明 山梨県自動車整備商工組合 理　　事 深　澤　紗世子 山梨県中小企業団体中央会女性部会

理　　事 沖　山　　猛　 山梨県トラックターミナル協同組合 理　　事 深　澤　　仁　 山梨県美容業生活衛生同業組合

理　　事 小　沢　昭　二 甲西家具工業団地協同組合 理　　事 丸　山　光　則 山梨県蒟蒻原料商工業協同組合

理　　事 金　丸　正　幸 山梨県電気工事工業組合 理　　事 山　下　　　茂 河口湖温泉旅館協同組合

理　　事 川　手　正　紀 山梨県アパレル工業組合 理　　事 山　下　安　廣 石和温泉旅館協同組合

理　　事 木　田　茂　樹 山梨県ワイン酒造協同組合 理　　事 山　下　喜　幸 山梨県冷凍空調設備事業協同組合

理　　事 北　原　兵　庫 山梨県酒造協同組合 監　　事 天　野　太　文 大月商店街協同組合

理　　事 小　松　義　文 山梨中央青果商業協同組合 監　　事 帯　金　岩　夫 山梨県造園建設業協同組合

理　　事 五　味　節　夫 山梨県信用金庫協会 監　　事 佐　野　正　秀 山梨建築設計監理事業協同組合　

理　　事 坂　本　 　一 上野原工業団地事業協同組合 監　　事 篠　原　　元　 山梨県広告美術業協同組合

理　　事 坂　本　義　博 山梨県中小企業組合等事務連絡協議会 監　　事 武　内　有　二 銀座通り商店街協同組合

理　　事 佐　野　龍　一 山梨県印刷工業組合 監　　事 長谷川　正一郎 山梨県漬物協同組合
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嘱　　託 米山　敦子

嘱　　託 西　純一郎

嘱　　託 日高あき子

嘱　　託 保延　　勝

嘱　　託 桜井　　修 嘱　　託 山田　昭宏

嘱　　託 杉山真理子

嘱　　託 風間小百合 嘱　　託 中村　一美

嘱　　託 窪田　一秋 嘱　　託 村松和香子

嘱　　託 芦澤紀恵子 嘱　　託 清水　栄司

嘱　　託 伊藤　達美 嘱　　託 清水　晃一

嘱　　託 今村　正彦

嘱　　託 浅川かおり 嘱　　託 桐山　富久

(兼)主事 神山　佳之 嘱　　託 向山　公夫 主　　事 千野　哲宏

主　　任 齊藤　寛之 嘱　　託 深沢知佐都 嘱　　託 秋山　正博主    事 神山　佳之 主　　事 清水　　翔 嘱　　託 安部　　梢

課長補佐 輿水　一篤 (兼)課長補佐 臼田あけみ 主　　事 仲澤　秀樹課長補佐 臼田あけみ 課長補佐 笠井　靖子 主　　事 鈴木　範行

課　　長 古屋　孝明 センター長 小佐野時雄 支 所 長 保坂　　淳

ものづくり支援センター 郡　内　支　所

課　　長 三井　成志 課　　長 堀内　　修 課　　長 古屋　浩昭 課　　長 山本　良一

山梨県中小企業団体中央会事務局組織・機構図（平成２７年１２月１日）

専務理事 中込　　雅

事務局長 知見寺好幸

総　　務　　課 連　携　組　織　課 地　域　開　発　課 労　働　対　策　課 業　務　管　理　課


