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　2017年の日本の10大ニュース
●「プレミアムフライデー」開始
●森友学園、加計学園問題
●衆院選 自民党が圧勝
●天皇退位特例法が成立 19年5月改元へ
●九州北部で記録的豪雨
●「沖ノ島」世界遺産に
●上野動物園でパンダ誕生

　「シャンシャン」と命名
●地質時代名に「チバニアン」命名
●稀勢の里 第72代横綱に

　横綱日馬富士 暴行問題で引退
●将棋・藤井四段が29連勝

　羽生善治 史上初の永世7冠に

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　最近の我が国の経済状況は、大都市と大企業がけん引役となり、高度経済成
長期の「いざなぎ景気」の長さを超え、景気判断も「回復基調が継続している」と
されています。そして、これまで政府により進めてられてきた4年間の経済政策の
効果が、地方の中小企業にも、徐々にですがその効果が感じられるようにもなりま
した。
　しかし一方で、人口減少社会の到来により、私たち中小企業を取り巻く経営環
境はこれまでとは違った様相を呈しており、人手不足や人材不足、従業員の高齢
化、後継者難による事業承継問題など企業の存続を揺るがしかねない重要な経
営課題に直面しています。加えて、来年10月に予定されている消費税率10％へ
のアップや東京オリンピック・パラリンピック後の経済状況など、先行きの不透明感
が払拭できない状況にあります。 
　こうした中にあって、中小企業の経営者には、以前にも増して経済の先行きを見
据えた判断と素早い行動が求められています。そのためには、将来に備えて、自社
の強みや弱みを把握し経営環境の変化に対応するアクションプランづくりを始め
る必要があります。また、中小企業が直面している様々な経営課題の中には、後継
者や従業員の育成による企業体質の強化、企業経営の安定を図る事業承継や事
業継続計画の策定など、組織を通じて共同で取り組むことによりその解決に高い
効果を上げることができるものが多くあると考えております。
　そこで、中央会では、中小企業の新たな取り組みのための事業計画の策定、経営
資源の核である人材の確保と定着、企業経営を安定的に継続していくための事業
承継への取り組みなどに対して組合等の組織を通じた将来の変化に対応するため
の支援を強化し、中小企業の持続と発展の実現に努めてまいります。
　結びに、本年が皆様にとりまして、希望に向けての新たな飛躍の年となりますよ
うご祈念申し上げ、年頭のあいさつとさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　山梨県中小企業団体中央会会員の皆様におかれましては、輝かしい平成30年
の新春を迎えられ、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　さて、国内経済は緩やかに拡大しているとされておりますが、中小企業・小規模
企業の多くは、先行きに不安を抱えるなど、依然として厳しい状況が続いていると
ころです。
　こうした中、昨年、公表された平成28年の経済センサスにおいて、本県の製造
品出荷額等の伸び率が全国第1位、事業所数の伸び率も全国第2位となったとこ
ろであり、一部の産業においては、改善の兆しが現れているところであります。
　この景気回復への歩みを産業界全体に広げ、より力強く着実なものとし、2年後
の東京オリンピック・パラリンピックや2027年のリニア中央新幹線開業などによっ
て見込まれる経済効果を最大限に活かせるよう、「ダイナミックやまなし総合計
画」に基づく施策を強力に推進して参ります。
　本県は、高い技術を誇る機械電子産業の集積に加え、将来の成長産業として
期待される医療機器や水素・燃料電池分野等への企業の参入が進むなど、更な
る発展につながる大きなポテンシャルを有しております。
　一方で、経済のグローバル化に伴い激しさを増す企業間競争や、ＩｏＴ、ＡＩなど
の新たな技術への対応など、県内企業を取り巻く環境は変化を続けております。
　そこで、こうした環境の変化に適切に対応し、県内企業が引き続き競争力を維
持・向上できるよう、企業が新たな発想に基づいたイノベーションを進めていくため
の羅針盤となる産業振興の方針を策定して参りたいと考えております。
　県では、策定する方針により県内企業の成長を加速させ、中小企業・小規模企
業振興条例に基づく支援と連動させることで、本県経済の活性化に積極的に取り
組んで参ります。
　結びに、新しい年が会員の皆様にとりまして、希望に満ちあふれたものになりま
すようお祈り申し上げ、新年のあいさつとさせていただきます。
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全国中小企業団体中央会

会長　大村　功作

日本銀行 甲府支店

支店長　竹内　　淳

謹　賀　新　年

株式会社 商工組合中央金庫
甲府支店

支店長　福谷　英慈

年頭のご挨拶

原点回帰

　明けましておめでとうございます。
　平成30年の新春を迎え、年頭に当たりまして、謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
　昨年も全国各地で自然災害が多発しました。被災された皆様に、謹んでお見
舞い申し上げます。
　我が国経済は、これまでのアベノミクスの効果により経済の好循環が確実に
回りはじめ、景気回復基調にあると言われていますが、地域や業種、事業者の規
模によって景況感のばらつきがあり、中小企業・小規模事業者の多くはその実感
を得られておりません。加えて、深刻化する人手不足や後継者難、地域の疲弊、
頻発する自然災害など、厳しい事業環境にあり、その対応に苦慮しております。
　このような状況の中で、地域の経済・雇用を支える我々中小企業・小規模事
業者は、経営基盤を強化し持続的な成長に向けて、更なる生産性の向上が求
められていますが、そのためには個々の努力とともに、連携・組織化による取組

みが一層肝要であると考えます。
　こうした中、昨年10月26日に長野県松本市で開催しました第69回中小企業
団体全国大会には、全国各地から中小企業団体の関係者2,500名が参集し、
「団結は力　見せよう組合の底力！　～地方創成は連携による地域力アップと
強力な発信～」をスローガンに、約27,000の中小企業組合等の総意を取りまと
め、その実現に向けて、共に取り組むことを決議しました。
　全国中小企業団体中央会としましては、中小企業組合等連携組織の専門
支援機関として、組合等の連携組織が持っている企業同士の「つながる力」を
大いに発揮し、IT利活用、人手不足と事業承継を見据えた人材育成などをはじ
めとする積極的かつ多面的な支援により、我が国経済及び中小企業・小規模
事業者に持続的な成長に寄与すべく活動を展開してまいります。特に、経営力
強化・生産性向上、事業承継、働き方改革、消費増税、災害復旧・復興などの
重要テーマにつきましては、皆様のより一層のご支援ご協力を賜りながら適切
に対応してまいりたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
　結びに、本年が中小企業組合と中小企業・小規模事業者の皆様にとって、更
なる飛躍の1年となりますことを心よりご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

　中小企業団体中央会の会員の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎
えのこととお慶び申し上げます。
　昨年、海外では米国でトランプ政権が誕生し、「米国第一主義」を掲げて
TPPやパリ協定からの離脱を決定したほか、北朝鮮やアラブ諸国との対立姿
勢を強めました。欧州では、フランスで、EU離脱を掲げた極右政党、国民戦線
のルペン党首を破ってマクロン大統領が誕生した一方、前倒しとなった英国の
総選挙では、メイ首相率いる保守党がまさかの過半数割れに陥り、EU離脱交
渉の行方が不透明となっています。
　国内では、衆議院解散総選挙が実施され、自民党が大勝を収めて第4次安
倍政権が誕生しました。相場の格言では、昨年の干支、「酉」は「申酉騒ぐ」と
言いますが、まさに激動の一年だったと言えるのではないでしょうか。

　そうした中でも、世界経済は順調に回復を続けており、わが国にも輸出の拡
大という恩恵がもたらされています。山梨県の「ものづくり」の技術は、世界中か
ら高く評価されており、半導体製造装置や工作機械などでは、受注に生産が追
いついていません。製造業の好調は、雇用・所得環境の改善を通じて、緩やかな
がらも非製造業に波及しており、例えば大型小売店売上高は3月から8カ月連
続で前年を上回りました。12月公表の短観では、県内企業の業況判断がバブ
ル崩壊後の最高値を更新しています。
　こうした前向きな動きは、本年も続くでしょう。会員企業の皆様におかれまして
は、10年先を見据えた戦略を策定し、必要な施策を果断に実行していただけれ
ばと存じます。日本銀行は、皆様の取り組みを金融面から支援して参ります。同
時に、私としても、山梨の活性化に向けて、どうすべきか知恵を絞りたいと思い
ます。
　相場の格言では、「戌笑い」と言います。新しい年が会員の皆様にとって、笑
顔をもたらす飛躍の年になりますよう、ご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶と
させていただきます。

　謹んで年始のご挨拶を申し上げます。会員の皆様におかれましては新春を迎
えられて気持ちも新たに益 ご々清祥のこととお慶び申し上げます。
　旧年中は当金庫業務に関し、多大なるご迷惑ご心配をおかけしましたこと、
改めて深くお詫び申し上げます。
　また、そのような中、当金庫に対し、種 ご々高配ご指導を賜り、厚く御礼申し上
げます。
　平成29年の国内経済は実質GDPが7四半期連続してプラス成長となる等、
総じて安定した推移となりました。個人消費におきましてもパート・アルバイト等、
非正規社員を中心に賃金が上昇したことから持ち直しの動きとなりました。今
年、平成30年も個人消費は緩やかな増加が続くものとみられ、企業部門につき
ましても、海外経済の持ち直しを受け、輸出は増加が続くものとみられます。個

人消費や輸出が増加する中で、鉱工業生産や設備投資が増加することが見込
まれます。
　当地、山梨県におきましても景気は緩やか拡大していますが、原材料費の高
騰や安定調達への不安、そして人材確保への不安を抱く声も聞こえています。
景気拡大の流れを止めないためにも、このような課題の克服が重要と考えま
す。中小企業の皆様が限りある経営資源を有効に活用するためには、働き方改
革やIT化を進め、生産性を向上させる取り組みが必要になってきます。中小企
業がその真髄である俊敏で柔軟な対応力を発揮し、地域経済、さらに日本経済
の発展にその力を十分に発揮できるように、私ども商工中金は山梨県中小企
業団体中央会様はじめ関係機関との連携を一層強化し、中小企業金融のさら
なる円滑化と中小企業の成長・発展に貢献するという原点に立ち返り、その責
務を果たすべく、全力で努力を続けて参ります。なにとぞ、相変わりませぬご支
援とご愛顧のほどお願い申し上げます。
　結びに皆様の益々のご繁栄とご健勝を祈念いたしまして新年のご挨拶とさ
せていただきます。　

日本政策金融公庫 甲府支店

支店長 兼 国民生活事業統轄

江口　朋之

若者の無限大の創造力で
地域に活力を

　新年明けましておめでとうございます。
　山梨県中小企業団体中央会の会員の皆様におかれましては、輝かしい新年
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて、日本政策金融公庫は、起業支援が雇用の創出や地域活性化に非常に
重要であることから、女性、若者、シニアなど、幅広い層の起業家支援を行って
おります。
　そして、活力ある日本を創り、地域を活性化するためには次世代を担う若者
の力が必要であり、実社会で求められる“自ら考え、行動する力”を養うことので
きる起業教育の推進を目的とし、「高校生ビジネスプラン・グランプリ」を5年前
から開催しています。

　参加高校、応募プランは年々増加し、第5回となる本年度は、全国で385校、
3,247件のエントリーをいただきました。プランの作成を授業に取り入れていた
だいている高校もあれば、公庫職員が高校を訪問し、「出張授業」によりプラン
の作成をサポートする取組みも行っています。
　毎年1月の最終審査会では、ファイナリスト10校が発表を行い、厳正な審査
のもと、頂点に立つグランプリ1校が選ばれます。
　プランの内容は様々ですが、地域の課題を解決するものや人々の生活をより
良いものに変えるものなど、まさに高校生が自ら考え、行動して作られたもので
あり、情熱や思いが伝わってくるものばかりです。ホームページに過去の発表の
様子を動画で掲載しておりますので、是非一度ご覧いただければ幸いです。
　今年度は、山梨県では4校、29プランの応募がありました。創造性溢れる高
校生に起業教育を行うことで、「いつかは自分も起業してみたい」との思いを抱
き、将来この山梨で起業し、山梨の地域活性化のために貢献してくれる若者が
誕生してくれれば、私どもにとりましてもこの上ない喜びです。日本公庫は、引き
続き起業支援、起業教育を推進してまいります。
　結びに、本年の山梨県中小企業団体中央会の皆様の益々のご繁栄とご健
勝を心より祈念いたしまして、新春のご挨拶とさせていただきます。

2018年

年頭に当たって

― 高校生ビジネスプラン・グランプリを通じて―― 高校生ビジネスプラン・グランプリを通じて―
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戌
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明けまして
おめでとうございます

山梨県生コンクリート工業組合

理事長　滝田　雅彦
外　役員　組合員　職員一同

甲府市高畑1-10-18
TEL/055-228-5619 
FAX/055-228-5663

株式会社　山梨中央銀行

頭取　関　　光良
外　役員　職員一同
甲府市丸の内1-20-8
TEL/055-224-1501
FAX/055-233-2490

山梨生コンクリート㈿
理事長　滝田　雅彦

外　役員　組合員　職員一同
甲府市高畑1-10-18

TEL/055-228-6511
FAX/055-228-6515

山梨県コンクリート
技術センター共同試験場

甲府市高畑1-10-18
TEL/055-228-5680
FAX/055-228-5682

山梨県木材製品
流通センター㈿

理事長　戸栗　　敏
南アルプス市上今諏訪850-1

TEL/055-284-8888
FAX/055-284-8890

迎　　春

株式会社　山梨中央銀行

会長　進藤　　中
外　役員　職員一同
甲府市丸の内1-20-8
TEL/055-224-1501
FAX/055-233-2490

謹 賀 新 年

山梨県信用保証協会

会長　山下　　誠
外　役員　職員一同
甲府市飯田2-2-1

TEL/055-235-9700
FAX/055-232-0160

株式会社  商工組合中央金庫
甲府支店

支店長　福谷　英慈
外　職員一同

甲府市中央1-6-16
TEL/055-233-1161
FAX/055-220-1366

三井住友海上火災保険㈱
山梨支店

山梨支店長　安藤　将之
外　社員一同

甲府市相生2-3-16
TEL/055-235-2700
FAX/055-235-6928

関東自動車共済㈿山梨県支部
支部長　峰　　孝之

外　職員一同
甲府市飯田4-4-2自動車共済ビル

TEL/055-237-8331
FAX/055-237-8332

迎　　春迎　　春

甲府信用金庫
理事長　坂本　　力
甲府市丸の内2-33-1
TEL/055-222-0231

山梨信用金庫
理事長　五味　節夫
甲府市中央1-12-36

TEL/055-235-0311

謹 賀 新 年

皆様のベストパートナーをめざして

山梨県民信用組合
理事長　廣瀬　正文
外　役員　職員一同
甲府市相生1-2-34

TEL/055-228-5151
FAX/055-228-5106

富士川中流砂利㈿

理事長　石森　公夫
外　役員　組合員　職員一同
南巨摩郡南部町内船4677

TEL/0556-64-2316
FAX/0556-64-2359

明けまして
おめでとうございます

山梨県砂利㈿
理事長　井上聰一郎

外　役員　組合員一同
甲府市宝1-21-20

NOSAI会館内
TEL/055-228-8141
FAX/055-228-8225

早川砂利㈿

理事長　井上聰一郎

南巨摩郡早川町小縄26

TEL/0556-45-2450

FAX/0556-45-2373

山梨県造園建設業㈿

理事長　帯金　岩夫
外　役員　組合員　職員一同

甲斐市篠原2456-4
TEL/055-279-1311
FAX/055-279-1312

迎　　春 明けまして
おめでとうございます

山梨県板金工業組合

理 事 長　功刀　　平

副理事長　岡村　三男

副理事長　田中　　仁

副理事長　㓛刀　豊彦

専務理事　飯島　　一

外　役員　組合員一同

笛吹市石和町東高橋192

TEL/055-261-7727

FAX/055-261-7728

豊かな暮らしと
安心安全を支える採石業

山梨県山砕石事業㈿
理 事 長　千野　　進
副理事長　織戸　一郎
副理事長　渡辺　文美
専務理事　仲田　　隆
理　　事　滝田　雅彦
理　　事　荒井　義信
理　　事　井上　光由
理　　事　田中日出穂

外　組合員一同
中巨摩郡昭和町西条5279

TEL/055-240-7311
FAX/055-240-7312

欽明事業㈿

理事長　早野　　潔
甲府市東光寺1-4-10

㈱早野組内
TEL/055-235-1111
FAX/055-235-1109

謹 賀 新 年

謹 賀 新 年

山梨中央建設㈿

理事長　宮川　　武

山梨県甲府市徳行1-6-24

TEL/055-225-6944

FAX/055-225-6945

〒400-0845 
山梨県甲府市上今井町740-4
㈱萩原ボーリング内
TEL.055-243-4777
FAX.055-243-4722
URL  http://www.ygca.or.jp

山梨県地質調査事業協同組合
Yamanashi Geotechnical Consultant Association

理事長　萩原　利男　　外　役員　組合員一同

明けましておめでとうございます

迎　　春

山梨県建設業㈿

理事長　浅野　正一
外　役員一同

甲府市丸の内1-14-19
TEL/055-235-0608
FAX/055-235-0671

三井生命保険㈱山梨営業支社
営業支社長　山崎　正美

外　職員一同
甲府市丸の内1-17-10

東武穴水ビル3F
TEL/055-224-3173
FAX/055-231-2856

山梨県火災共済㈿

理事長　中村己喜雄
外　役員　職員一同

甲府市中央1-12-37 IRIXビル3F
TEL/055-235-7564
FAX/055-235-7538

謹 賀 新 年

東京海上日動火災保険㈱山梨支店
山梨支店長　坂田　純恵

外　社員一同
甲府市中央1-12-28
甲府東京海上日動ビル
TEL/055-237-6269
FAX/055-237-6213

身延砂利㈿

理事長　黒川　一夫
外　役員一同

南巨摩郡身延町帯金2804-2
TEL/0556-62-3510
FAX/0556-62-3510

謹 賀 新 年

明けましておめでとうございます
謹 賀 新 年

日本政策金融公庫
甲府支店

国民生活事業

支店長 兼 国民生活事業統轄

江口　朋之

甲府市丸の内2-26-2

TEL/055-224-5366
FAX/055-226-1681

謹 賀 新 年

都留信用組合

理 事 長　細田　幸次

専務理事　天野　一則

常務理事　萱沼　幾男

常務理事　渡辺　　優

外　役員　職員一同

富士吉田市下吉田2-19-11

TEL/0555-22-2131

FAX/0555-22-2624

謹 賀 新 年
ＩＳＯ14001認証取得

山梨県塗装㈿
理 事 長　太田　丈三
専務理事　山縣　正道
会計理事　髙野芳太郎
理　　事　渡辺　　潮
理　　事　平井　　修
監　　事　小田切重夫
監　　事　加藤　　修

外　組合員一同
甲府市蓬沢町1146

TEL/055-225-5085
FAX/055-225-5085

山梨県型枠工事㈿

理事長　中込　明彦
外　役員　組合員一同

甲府市富竹1-8-17 中込建設工業㈱内
TEL/055-228-7653
FAX/055-228-7601

謹 賀 新 年

（緑の普及啓発事業 業務委託）（緑の普及啓発事業 業務委託）

武田の杜 指定管理者
緑の相談所

武田の杜 指定管理者
緑の相談所

明けまして
おめでとうございます

迎　　春
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よろしくお願い申し上げます

戌

戌

迎　　春

官公需適格組合

山梨県学校給食㈿
理事長　有野　義人

外　役員　組合員　職員一同
甲斐市玉川1300-1

TEL/055-260-7210
FAX/055-260-7211

謹 賀 新 年

上野原機械器具工業㈿

理 事 長　鈴木　誠一
専務理事　富田　光男
理　　事　堀内　祐雄
理　　事　八木　秀文
理　　事　萩原　　裕
理　　事　堀口　　豊
理　　事　尾形　　直

外　役員　組合員　職員一同
上野原市上野原1658
TEL/0554-62-4252
FAX/0554-63-2435

山梨県食品工業団地㈿

理事長　武田　信彦
外　役員　組合員　職員一同

甲府市下曽根町3440-3
TEL/055-266-2211
FAX/055-266-2409

迎　　春

官公需適格組合
甲府市管工事㈿

理事長　齊藤　鉄也
外　役員　組合員一同
甲府市下石田2-30-25
TEL/055-228-8851
FAX/055-228-8842

山梨県印刷工業組合

理事長　佐野　龍一
外　役員　組合員　職員一同
甲府市丸の内1-17-5 舞鶴ビル4F

TEL/055-222-1048
FAX/055-227-6216

明けまして
おめでとうございます

甲西家具工業団地㈿

理事長　小沢　昭二
外　役員　組合員　職員一同

南アルプス市戸田279-2
TEL/055-284-2931
FAX/055-284-2932

迎　　春

山梨県アパレル工業組合

理事長　辻　　洋一
外　役員　組合員一同

甲府市元紺屋町48
TEL/055-254-7474
FAX/055-254-7475

山梨県ワイン酒造㈿

理事長　木田　茂樹
外　役員　組合員　職員一同

甲府市東光寺3-13-25
山梨県ワイン酒造組合内
TEL/055-233-7306
FAX/055-233-7394

明けまして
おめでとうございます

明けまして
おめでとうございます

山梨県石材加工業㈿

理事長　望月　　晃
甲府市中央4-12-21

甲府法人会館内
TEL/055-227-1483
FAX/055-227-1482

甲府ハイヤー事業㈿

理事長　大木　　政
外　役員　組合員　職員一同

甲府市相生2-4-7
TEL/055-232-2525
FAX/055-232-2690

山梨県鍍金工業組合
理事長　佐野　晶仁

外　組合員一同
甲府市落合町817
佐野鍍金工業所内

TEL/055-241-6455
FAX/055-243-2338

山梨県機械金属工業団地㈿

理事長　赤野　玉明
外　役員　組合員　職員一同

甲府市落合町817
TEL/055-241-6588
FAX/055-241-6519

謹 賀 新 年

謹 賀 新 年
甲斐市管工事㈿

理 事 長　佐藤　一彦
副理事長　戸栗　林哉
副理事長　山野　洋人
専務理事　椿　　　仁
理　　事　田野倉博義
理　　事　長田　　晃
理　　事　田中　啓治
理　　事　吉澤　茂樹
理　　事　横内　　博
監　　事　長田　伸二
監　　事　中嶋　卓司
外　組合員　職員一同

甲斐市篠原2180
TEL/055-279-6326
FAX/055-279-6326

明けまして
おめでとうございます

山梨県絹人繊織物工業組合

理 事 長　渡辺　教一
副理事長　槙田　則夫
副理事長　高部　駿三
副理事長　蔦木　利男
副理事長　一ノ宮久士

外　役員　組合員　職員一同
富士吉田市下吉田6-1-2
TEL/0555-22-4193
FAX/0555-24-7181

明けまして
おめでとうございます

山梨県冷凍空調設備事業㈿

理 事 長　山下　喜幸

副理事長　鶴田　勇雄

外　役員　組合員一同

笛吹市境川町藤垈6865

㈲岩間冷設工業内

TEL/055-266-5644

FAX/055-266-2935

明けまして
おめでとうございます

山梨県電気工事工業組合

理 事 長　金丸　正幸

副理事長　中山　和行

副理事長　滝田　慎司

副理事長　中村　正一

外　役員　組合員　職員一同

甲府市住吉1-1-11

TEL/055-222-5711

FAX/055-222-5712

謹 賀 新 年

南アルプス市管工事㈿

理 事 長　深澤　幸春

副理事長　塩谷宇多和

副理事長　金丸　裕一

専務理事　常盤　久幸

理　　事　清水　　亨

外　組合員　職員一同

南アルプス市飯野3292-3

TEL/055-284-5991

FAX/055-284-5998

明けまして
おめでとうございます

一般社団法人 山梨県トラック協会
会　長　坂本　政彦

山梨県トラック事業㈿
理事長　坂本　幸晴

笛吹市石和町唐柏1000-7
TEL/055-262-5561
FAX/055-263-2036

謹 賀 新 年

山梨県重機・建設解体工事業㈿

理事長　小田切　昭
外　役員　組合員一同
甲府市上阿原町310-2
TEL/055-298-4433
FAX/055-232-1413

㈿山梨県流通センター

理事長　栗山　直樹
外　役員　組合員　職員一同
中央市山之神流通団地2-6-1

TEL/055-273-4711
FAX/055-273-4713

謹 賀 新 年明けまして
おめでとうございます

謹 賀 新 年

山梨県菓子工業組合

理 事 長　内田　長久
副理事長　鈴木　浩文
副理事長　石井　　勲
副理事長　溝口　秀男
副理事長　名執　栄一
専務理事　市川　悦郎
常務理事　八巻　一夫

外　役員一同
甲府市太田町3-10

TEL/055-233-3383
FAX/055-233-3383

謹 賀 新 年

㈿物流ネットワーク山梨

理事長　植松　　徹

理　事　山寺　法和

理　事　堀内　　信

理　事　石原　建二

理　事　中村　一郎

外　組合員一同

南アルプス市桃園1502-1

TEL/055-282-3250

FAX/055-282-3202

謹 賀 新 年

一般社団法人
山梨県鉄構溶接協会

会　長　清水　一彦

副会長　三井　陸大

副会長　仲山　一仁

副会長　土屋　真一

外　会員　職員一同

甲府市大津町317-2

TEL/055-241-9141

FAX/055-243-2781

迎　　春

一般社団法人
山梨県情報通信業協会

会　長　飯室　元邦

副会長　中込　　裕

副会長　長坂　正彦

外　役員一同

甲府市大津町2192-8

TEL/055-243-2046

FAX/055-206-0351

山梨県酒造組合

理事長　北原　兵庫
外　組合員一同

甲府市国母4-15-5
TEL/055-224-4368
FAX/055-224-4369

謹 賀 新 年

甲州市管工事㈿

理事長　平間　　實

外　役員　組合員一同

甲州市塩山下於曽668-3

TEL/0553-33-2919

迎　　春

㈱YSKe-com

代表取締役社長　飯室　元邦

甲府市湯田1-13-2

TEL/055-236-1111

FAX/055-236-1166

インテリジェント
コミュニケーション事業㈿

理事長　初鹿　武仁
外　役員　組合員一同

甲府市国母8-4-40 初鹿会計事務所内
TEL/055-220-6885
FAX/055-220-6887

迎　　春

謹 賀 新 年

山梨県トラックターミナル㈿

理事長　石澤啓一郎
外　役員　組合員一同

中央市山之神流通団地3162-15
TEL/055-273-5621
FAX/055-273-8497

謹 賀 新 年

山梨県バス事業㈿

理 事 長　大木　俊隆

副理事長　雨宮　義一

副理事長　広瀬　建志

外　役員　組合員一同

甲府市飯田2-2-1

山梨県中小企業団体中央会内

TEL/055-237-3215

FAX/055-237-3216
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今年も皆さまと共に、精一杯がんばります

戌

戌

戌

戌

明けまして
おめでとうございます

韮崎市環境事業㈿

理 事 長　向山陽一郎

専務理事　篠原　　充

外　役員　組合員一同

韮崎市栄2-1-1

TEL/0551-30-0057

FAX/0551-30-0056

山梨県理容生活衛生同業組合

理事長　齊藤　信善
外　役員　組合員　職員一同

甲府市南口町4-8
TEL/055-233-8778
FAX/055-237-4490

山梨県自動車整備商工組合

理事長　荻原　公明

笛吹市石和町唐柏790

TEL/055-262-4422

FAX/055-263-4420

迎　　春

謹 賀 新 年

石和温泉旅館㈿

理事長　河野佳一郎
外　役員　組合員　職員一同

笛吹市石和町市部822
TEL/055-262-3626
FAX/055-263-4812

官公需適格組合
山梨県ビルメンテナンス㈿

理事長　坂本　哲司
外　組合員一同

甲府市大里町1928 第三くぬぎハイツ201号
TEL/055-241-6676
FAX/055-241-6679

迎　　春明けまして
おめでとうございます

山梨県美容業
生活衛生同業組合

理 事 長　深澤　　仁

副理事長　橋本　光隆

副理事長　渡邉　拓也

副理事長　澤登れい子

外　役員　組合員　職員一同

甲府市緑が丘2-13-36

TEL/055-253-5667

FAX/055-251-7141

峡北自動車整備協業組合

理事長　末木　基治
外　役員一同

北杜市長坂町長坂上条38-1
TEL/0551-32-3723
FAX/0551-32-3116

謹 賀 新 年

甲府市廃棄物事業㈿

理事長　三枝　由則
外　役員　組合員　職員一同

甲府市上町601-4
TEL/055-243-4881
FAX/055-243-4881

甲府市資源回収㈿

理事長　若尾　明彦
外　役員　組合員　職員一同

甲府市上町601-4
TEL/055-243-6900
FAX/055-243-2388

甲府市環境事業協業組合

理事長　丹澤　純一
外　役員　組合員　職員一同

甲府市上町601-4
TEL/055-243-6820
FAX/055-243-6821

謹 賀 新 年迎　　春謹 賀 新 年

北杜市環境事業㈿

理事長　篠原　　充

北杜市須玉町若神子1500-1

TEL/0551-42-5371

FAX/0551-42-5374

山梨県警備業㈿

理事長　久保島　敏

外　役員　組合員　職員一同

甲府市宝1-21-20 山梨県農業共済会館内

TEL/055-225-1681

FAX/055-228-2569

山梨県石油協同組合
山梨県石油商業組合

理事長　西川　一也
外　役員　組合員　職員一同
甲府市中央4-12-21 甲府法人会館内

TEL/055-233-5850
FAX/055-232-5044

明けまして
おめでとうございます

山梨中央青果商業㈿

理 事 長　日向　勝男

副理事長　柳澤　輝仁

副理事長　市川　繁夫

専務理事　河崎　一巳

外　理事　組合員　職員一同

甲府市国母6-4-1

TEL/055-228-1758

FAX/055-228-1549

明けまして
おめでとうございます

山梨県電機商業組合

理 事 長　天野　一光
副理事長　堀内　和夫
副理事長　梅津　　誠
副理事長　望月　良廣
副理事長　村松　優樹
顧　　問　輿石　和泉
外　役員　組合員一同

中巨摩郡昭和町築地新居1592-1
TEL/055-275-6470
FAX/055-275-6470

謹 賀 新 年

山梨県化粧品小売㈿
理事長　田中　征史

外　役員一同
甲府市千塚1-9-14
湯村SC NISHIKI

TEL/055-254-2424
FAX/055-254-2424

山梨県水産物商業㈿

理事長　中川　直明
外　役員　組合員　職員一同

甲府市国母6-6-4
TEL/055-228-1755
FAX/055-268-3211

迎　　春

山梨県青果商業㈿

理事長　末木　　泰
外　役員　組合員　職員一同

甲府市国母6-4-1
TEL/055-226-0404
FAX/055-226-0453

迎　　春

謹 賀 新 年

甲府印伝商工業㈿
理事長　上原　勇七

外　役員一同
甲府市川田町アリア201

㈱印傳屋上原勇七内
TEL/055-220-1660
FAX/055-220-1666

謹 賀 新 年

http://hanko.or.jp

山梨県印判用品卸商工業㈿

理 事 長　鈴木　高明

専務理事　小林　三元

外　役員　組合員一同

西八代郡市川三郷町岩間1975

鈴木屋印材店内

TEL/0556-32-2171

FAX/0556-32-2173

明けまして
おめでとうございます

官公需適格組合

山梨総合管財事業㈿

理 事 長　三神　浩太

専務理事　小澤　一昭

理　　事　石川　勝秀

理　　事　田邊　　茂

外　役員　組合員　職員一同

甲府市蓬沢1-16-40

TEL/055-235-2808

FAX/055-225-6394

明けまして
おめでとうございます

山梨県農業機械商業㈿

理 事 長　伊奈善一郎

副理事長　内川　和彦

外　役員　組合員一同

甲府市飯田2-2-1

山梨県中小企業団体中央会内

TEL/055-232-8634

FAX/055-232-8637

甲府市廃棄物協業組合
理 事 長　三枝　政義

外　役員一同
甲府市上町601-4

甲府市環境センター（なでしこ工房2F）
TEL/055-267-5353
FAX/055-267-5354

謹 賀 新 年

官公需適格組合
山梨・甲州環境㈿
理事長　土橋　千昭

外　役員　組合員一同
山梨市上石森1100

TEL/0553-20-1512
FAX/0553-20-1513

迎　　春

山梨県自動車車体整備㈿
理 事 長　市川　　清
副理事長　星野　　隆
副理事長　市村　　智

外　組合員一同
甲斐市篠原3044-5

TEL/055-276-7005
FAX/055-276-7445

謹 賀 新 年

山梨県カーリサイクル㈿

理事長　田中　健藏
外　役員　組合員一同
中央市一町畑1017

TEL/055-273-5442
FAX/055-273-5474

迎　　春

山梨県水晶宝飾㈿

理事長　小玉　　実
外　役員　組合員　職員一同

甲府市若松町4-5
TEL/055-232-7571
FAX/055-232-8935

迎　　春

赤帽山梨県軽自動車運送㈿
理事長　矢ヶ崎正之

外　役員　組合員　職員一同
甲府市徳行1-1-21

TEL/055-228-0028
FAX/055-222-7226

明けまして
おめでとうございます

笛吹青果物輸送㈿
理事長　中島　紀夫

外　役員　組合員一同
笛吹市石和町上平井1028

㈲森沢運送内
TEL/055-262-4190
FAX/055-263-4700

迎　　春

迎　　春

甲斐市一般廃棄物㈿

理 事 長　小椋　重光

副理事長　武川　　訓

理事・相談役　堀内満喜子

監　　事　柳本　武彦

甲斐市西八幡3483

TEL/055-269-8598

FAX/055-269-8598
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仕事の内容・昨年を振り返って
　当社では、企業の労働関係法令に関する相談や、助成
金の申請、就業規則の作成支援、給与計算などを行って
います。
　働き方改革により国や労働基準監督署の規制が厳
しくなってきたことで、長時間労働や残業代未払い等
の相談が増えています。また、人材不足や人材採用に

関する相談も多く、採用したけれどすぐに辞めてしま
うなど人手不足に悩む企業が多いことが感じられま
した。

日々心がけていること
　経営者の立場に立ち、働く人と経営者のより良い関係
を構築するためのお手伝いをすることです。労働基準監
督署や労働組合など働く人の権利を守る組織は多くあ
りますが、事業を続けていくために長時間働いている経
営者を守る組織はありません。責任の重い中小小規模

企業の経営者に社労士としてより良い助言をすること
で企業経営が安定して継続して欲しいと考えています。
経営が安定し継続することが、そこで働いている人を守
ることにつながると考えています。

今年の豊富
　昨年設立したコンサル会社（総務サポート株式会社）
で「ホネリク」という求人サイトを立ち上げる予定です。
社会保険労務士が労務監査を行い、長時間労働が行わ
れていないか、適切な残業代を出しているか等の項目の
チェックにより労務基準等が整った会社の求人サイト
です。このサイトに掲載される企業は、労務監査を通過
した健全な会社であることを求職者にPRし、求職者が
ハローワークの情報だけでは見えない部分もチェック
して安心して求職活動を行うことができます。この取り
組みをはじめ、今年は求人の相談対応や人材採用支援
に力を入れ、それに助成金活用を絡めて中小企業の皆
様へ提案をしていきたいと考えています。

不 易流 行の
経営

経営者と労働者を守る

年男・年女年男・年女特 別 企 画新 春

仕事の内容・昨年を振り返って
　都留信用組合は、富士東部地域において山梨県で最初に認可された信用協同組合で
あり、昭和27年に創業し昨年65周年を迎えました。地域経済を支える中小小規模企業
をサポートし、地元の活性化に寄与すべく活動しています。
　昨年、全国信用組合新聞が発表した「地域信組の本店所在地における取引シェア」に
おいて、全国に約150組合ある信組の中で、「貸出金シェア」57.42％、「年金シェア」
79.25％と2部門でトップとなり、「預積金シェア」も42.68％で2位となりました。地域
に根差した金融機関として地道に取り組んできた成果であると同時に、地元の皆様に
「つるしん」をご愛顧いただいていることを改めて実感しました。
　また、山梨県中央会の会長をはじめ様々な団体の要職に就く機会にも恵まれました
が、周囲のサポートのおかげでその職責に専念できています。環境に恵まれ、人に支えら
れていることに感謝をした1年でした。

座右の銘
　「不易流行」です。いつまでも変化しない「不易」と、時代に応じて変化する「流行」とい
う考え方が私の経営理念です。創業以来の意志である「地域密着の経営」は、代々引き継
がれるDNAとも言うべき本質的な部分です。一方で、刻々と変化していく市場の中で
柔軟に対応できなければ生き残ることはできません。経営にはこの両面を兼ね備えてい
ることが大切だと考えています。

今年の抱負
　金融業界を取り巻く経営環境は、マイナス金利政策による影響が今年も続き、収益環
境が一段と厳しくなると予想されます。また、地方に支店を持つ大手銀行が個人客にも
取引対象を広げており、金融機関同士の競争が過熱すると思います。
　難しい舵取りを迫られますが、経営者として確固とした経営戦略を確立するととも
に、信組を支える職員一人ひとりがその実現に向け着実に実行していくことで、この難
局を乗り切っていきます。

仕事の内容・昨年を振り返って
　印刷業界は、リーマンショック以降、仕事量の減少が顕著です。PCや市販のプリンタ
ー技術の進歩、ネット注文等、「印刷」の選択肢が広がっていることに加え、企業などで印
刷物の内製化や電子化が進展していることが原因と考えられます。
　こうした中、印刷業界では、いかに「付加価値」を上げるかが課題となっています。印刷
物の作成だけでなくその企画段階から関わり、印刷物を活用するイベント等の支援な
ど、印刷物が関わる関連事業の支援も必要となります。
　印刷物を中心に、川上から川下までを印刷業界のドメインと位置づけ、様々なシーン
でお客さまの課題解決や改善提案ができる企業となる必要があります。現在は印刷業界
の可能性を様々な方向で探っている状況です。

日々心掛けていること・座右の銘
　仕事をする上で常に心掛けていることは、「誠実に、真面目に」ということです。私たち
の仕事は、印刷物を通して「お客さまのイメージをカタチにする」ことです。お客様がど
のようなイメージを持ち、どのような効果を期待しているのかを知るために、常にお客
様に「誠実に、真面目に」向き合う姿勢が必要だと感じています。

今年の抱負
　印刷物は、作成する印刷業者に著作権が発生します。これまで、発注者側は著作権が
発生していることを知らず、納入された印刷データを他に流用するという「著作権トラ
ブル」が発生するケースがありました。そのため、知的財産権の取り扱いについて新たな
指針が、昨年国から示されました。現在、国等では発注者・受注者双方が、納入する印刷
物に係る著作権について発注書等で一層明確にすることより、こうしたトラブルを未然
に防ぐ取り組みを進めています。
　本年は、この取り組みを周知するとともに発注者側への理解も求め、適正な印刷業の
発展に貢献していきたいと考えています。

山梨県中小企業団体中央会　理事
山梨県印刷工業組合　理事長
株式会社 佐野印刷

代表取締役　佐 野 龍 一 さん

誠 実に、
  真 面目に

山梨県中小企業団体中央会　会長
都留信用組合
理事長　細 田 幸 次 さん

協同組合山梨異業種交流青中倶楽部
　総務サポート　社労士事務所
　　　　　　　　代表　田 中 和 博 さん
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シルバー人材センターのご案内シルバー人材センターのご案内 企業・公共団体等のみなさま 
シルバー人材センターを活用ください！
企業・公共団体等のみなさま 
シルバー人材センターを活用ください！

庭木の剪定、障子・ふすま
の張替え、大工仕事など

技能分野
除草、草刈り

屋内外清掃など

一般作業分野
施設受付

駐輪場整理など

管理分野
文章整理事務、毛筆筆耕

あて名書き
受付事務、経理事務など

事務分野
福祉・家事援助
サービスなど

サービス分野

地域の清掃活動など

ボランティア
社会活動分野

請負・委任事業とシルバー派遣事業を行っています。山梨労働局より委託を受けて各技能講習を実施しています（高齢者活躍人材育成事業）

甲府市相生2-17-1  ☎055（222）9488甲 府 市

塩山事務所　甲州市塩山下於曽1704　☎0553(32)4110
山梨事務所　山梨市小原西955　☎0553（22）4150 

東山梨地区
広 域

東部事務所　富士吉田市小明見3-11-32   ☎0555(22)9241
西部事務所　南都留郡富士河口湖町船津890　☎0555（72）3548

富士五湖
広 域

大月事務所　大月市大月町花咲10　☎0554(22)2900
都留事務所　都留市田野倉1330　☎0554（45）3500
上野原事務所　上野原市上野原3757　☎0554（62）4700

東 部 広 域

韮崎市中田町中条1795　☎0551（25）6300峡 北 広 域

甲斐市篠原2644-3　☎055（279）6626峡 中 広 域

南アルプス市飯野2806-1　☎055（282）6633南アルプス市
笛吹市石和町小石和751　☎055（225）6703笛 吹 市

鰍沢事務所　南巨摩郡富士川町鰍沢655-8　☎0556(22)8701
身延事務所　南巨摩郡身延町梅平2483-36　☎0556（62）1165峡 南 広 域

公益社団法人  山梨県シルバー人材センター連合会 ☎055-228-8383　FAX055-228-8389　甲府市飯田三丁目３番28号 スカイハイツ１階　 URL http://www.sjc.ne.jp/y-rengo/

2018.1.1

戌抱負を語る

一期一会を初心
大切に忘れるべからず

仕事の内容・昨年を振り返って
秋山：入庫2年目で昨年6月から窓口業務を行っていま

す。窓口には様々な目的のお客様が訪れ、急な対応を
求められ戸惑うこともありましたが、周囲の方々に支
えられ助けられた1年でした。教えてもらったこと、経
験から学んだことを身につけ、日々の業務に活かして
いきたいと実感しています。

輿石：学生から社会人となり、覚えなければいけないこと
が多い中で先輩のアドバイスにより成長できた1年で
した。営業担当として一般家庭や企業の方などと接す
る機会が多く、相手との信頼関係を良好にするために、

約束や時間を守ることを意識して仕事に取り組んでい
ます。

日々心掛けていること・座右の銘
秋山：正確・迅速な事務処理を心掛け、お客様をお待たせ

しないよう努めています。また、窓口でのお客様との
出会いを誠意をもって大切にしていきたいと思い
ます。

輿石：「明るく元気よく」を心掛けたことで、前向きになり
業務の実績につながりました。さらに自分だけでなく
周囲の人にも元気にすることができます。また仕事は
慣れてきた頃にミスが起こりやすくなることから、初

心を忘れず積極的、意欲的に取り組んでいきたいと思
います。

今年の抱負
秋山：これまでの経験や知識を活かし自分一人で出来る

ことを増やしたいと思います。お客様ひとりひとりに
対する心配りを徹底し、笑顔で気持ちよい対応に取り
組んでいきたいと思います。

輿石：「お客様第一」「基本に忠実に」を念頭に、知識を増
やし業務の幅を広げ、自分自身をステップアップさせ
ながら、何事にも積極的に挑戦し成長していきたいと
思います。

仕事の内容・昨年を振り返って
　私は高校2年生の時に担任の先生の結婚式でピアノを
弾いて感動したことがきっかけで、結婚式の仕事をした
いと思い続け、いつかその場を持ちたいという夢を描き
ました。現在は、180名の社員に支えられ、ブライダルを
中心に一般企業の社員食堂の受託など、「関わった全て
の人が幸せになる」ように考えた仕事をしています。

　最初の夢が叶えられた今、次のステップは魅力的な会
社にすることです。私の夢を共有したいと思う人との出
逢いを期待しています。
　また昨年は、将来を見据え、更なる飛躍のため事業部門
の整理をするという大きな決断もしました。 

日々心掛けていること・座右の銘　
　言葉は神様が私たちにくださった人と人を結ぶ大切な
手段です。ですから、元気になる、楽しくなる言葉をでき

るだけ大きな声で話すように心がけています。いい声は
いい言葉を生み、いい表情になると第一印象も良くなる
と信じて、話し方美人を目指します。
　座右の銘は「ノーと言わない」ことです。毎年の初詣で
は、神様への祈願ではなく誓いを立てています。そして、
最初に誓った言葉が「ノーと言わない」でした。
　その時から仕事も役割も人間関係も広がっています。
現在、中央会の女性部会長というご縁をいただけたこと
も、この座右の銘があるからこそと確信しています。

今年の抱負
　お客様の満足度が利益の尺度になると思い、価格では
なく価値で勝負します。なぜなら結婚式という人生最良
の日はやり直しができませんので、すべての人が出逢え
てよかったといえる仕事をしていきたいと思います。
　素敵な出会いのために、「おせっ甲斐の会」を発足しま
した。協力していただける方を随時募集いたします。幸
せの種まきをたくさんして大きな花を咲かせたいと思い
ます。

結 ぶ
山梨県中小企業団体中央会女性部会　会長
　株式会社 GEN　代表取締役

　有限会社 ぱるプランニングシステム
　　　　代表取締役　星　ち え 子 さん

山梨信用金庫　南支店

輿 石 　 海 さん
か い

山梨信用金庫　本店

秋 山 絹 葉 さん
き ぬ　　　は
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この印刷物は、ベジタブルオイルインクを使用しております。

謹　　賀　　新　　年

戌

戌

公益財団法人
産業雇用安定センター

所長　井手　俊彦
外　職員一同

甲府市丸の内2-14-13｠ダイタビル2階
TEL/055-235-6236
FAX/055-235-6252

迎　　春

雨宮労務管理事務所

特定社会保険労務士
雨宮　隆浩

甲州市塩山赤尾455-17
TEL/0553-33-8168
FAX/0553-33-8169

公益社団法人山梨県シルバー
人材センター連合会
会長　⻆田　義一

外　職員一同
甲府市飯田3-3-28

TEL/055-228-8383
FAX/055-228-8389

花関所の郷・南清里
フラワーパーク企業組合

理事長　長田　正彦
外　役員　組合員一同
北杜市高根町長沢760
TEL/0551-20-7222
FAX/0551-20-7225

謹 賀 新 年

㈿山梨安心サービス

理事長　根津　宏次
外　役員　組合員　職員一同

甲府市上石田1-7-14
TEL/055-236-6210
FAX/055-236-6211

高根クラインガルテン企業組合

理事長　小池　良幸
外　役員　組合員　職員一同

北杜市高根町蔵原1655
TEL/0551-20-7211
FAX/0551-20-7212

迎　　春明けまして
おめでとうございます

山梨県葬祭事業㈿

理 事 長　上田　孝二
副理事長　保坂　孝夫
副理事長　坂本　秀直
専務理事　佐藤　正幸
外　役員　組合員一同
大月市猿橋町殿上15

さとう葬祭㈱内
TEL/0554-22-3612
FAX/0554-23-1133

企業組合ふるさと旬菜森樹

理事長　田中　洋子
北杜市小淵沢町2968-1

スパティオ小淵沢内
TEL/0551-36-3340
FAX/0551-36-3340

山梨県広告美術業㈿

理事長　篠原　　元
外　組合員一同

甲府市武田3-8-1 ㈲中川看板店内
TEL/055-252-2913
FAX/055-252-2914

迎　　春

明けまして
おめでとうございます

山梨県不動産業㈿

理 事 長　志村　法幸

副理事長　名取　恭介

専務理事　山田　政仁

外　役員　組合員一同

甲府市高畑2-19-6

TEL/055-227-1172

FAX/055-227-1173

山梨県財形住宅㈿

理事長　渡辺　栄一
外　役員　組合員一同
甲府市相生3-6-31

TEL/055-231-2111
FAX/055-231-2800

明けまして
おめでとうございます

山梨県弁護士㈿

理事長　小澤　義彦

理　事　東條　正人

理　事　小野　正毅

外　組合員一同

甲府市中央1-8-7

山梨県弁護士会内

TEL/055-235-7202

FAX/055-235-7204

謹 賀 新 年

山梨飲食業㈿
理事長　辻　　和夫（郷土料理棡原）
副理事長　河田　　優（寿し割烹つばめ）
副理事長　芹沢　譲次（せりざわ）
理　事　久保寺将登（勝 の 家）
理　事　依田　辰男（うなぎの竜由）
理　事　松口　正哉（COCO一番屋）
理　事　佐藤　　進（季節DiningSIN）
理　事　樽井　　晃（升　　亭）
理　事　清水　勝一（勝　　花）

外　役員　組合員一同
中巨摩郡昭和町河東中島1152-1 郷土料理棡原内

TEL/055-275-6633
FAX/055-288-1167

一般社団法人
山梨県一般廃棄物協会

会長　篠原　　充
外　役員一同

甲府市飯田2-2-1
TEL/055-237-3215
FAX/055-237-3216

謹 賀 新 年

山梨県中小企業団体
中央会女性部会

名誉会長　深澤紗世子
会　　長　星　ちえ子
副 会 長　小田切禎子
副 会 長　田中　良子
副 会 長　藤本　泰子
副 会 長　小澤　珠美

外　役員一同
甲府市飯田2-2-1

TEL/055-237-3215
FAX/055-237-3216

http://www.lady-chuokai
-yamanashi.com/

迎　　春

山梨県中小企業
労務改善団体連合会

会長　松吉　寛冶
外　役員一同

甲府市飯田2-2-1
TEL/055-237-3215
FAX/055-237-3216

山梨相互振興協同組合

理事長　飯室　元邦
外　役員一同

甲府市飯田2-2-1
TEL/055-237-3215
FAX/055-237-3216

迎　　春

山梨県中小企業団体青年中央会
会　長　矢部　兵衛
副会長　渡辺　重也
副会長　今村　尚人

外　役員一同
甲府市飯田2-2-1

TEL/055-237-3215
FAX/055-237-3216

迎　　春

山梨県中小企業組合等
事務連絡協議会

会　長　坂本　義博
副会長　斉木　重夫
副会長　間邊　　誠
外　役員　会員一同
甲府市飯田2-2-1

TEL/055-237-3215
FAX/055-237-3216

謹 賀 新 年

一般社団法人
山梨県木造住宅協会
　理事長　中村　伊伯

外　役員　組合員　職員一同
　甲斐市篠原2935-4

　TEL/055-298-4141
　FAX/055-298-4142

謹 賀 新 年

富士吉田市環境事業㈿

理事長　松浦　真吾
外　組合員一同

富士吉田市上吉田4824-8
TEL/0555-24-0225
FAX/0555-30-1354

謹 賀 新 年

㈲松山保険

代表取締役　松山　　修

甲府市住吉5-7-12

TEL/055-232-0511

FAX/055-232-0512

謹 賀 新 年

山梨県不動産鑑定㈿

理事長　窪田　　修
外　役員一同

甲府市中央2-13-20 川上ビル2F
TEL/055-231-7011
FAX/055-231-7012

迎　　春

㈿ハイコープ

理　事　長　石井　猛雄
山梨地区本部長　太田　丈三

甲府市蓬沢町1146
TEL/055-233-6588
FAX/055-235-4809

謹 賀 新 年

一般社団法人
山梨県河川防災センター

代表理事　望月　誠一
外　役員　職員一同
甲府市湯村1-8-23

TEL/055-251-6153
FAX/055-251-6153

謹 賀 新 年

山梨県環境整備事業㈿

理 事 長　阿南　敬典

副理事長　廣瀬　　勉

副理事長　勝俣　正弘

副理事長　山本　英樹

富士吉田市富士見6-17-15

TEL/0555-22-6116

FAX/0555-29-2058

平成29年度環境標語最優秀作品

（一社）山梨県トラック協会・（公社）全日本トラック協会・後援／山梨県　関東運輸局山梨運輸支局

輝く未来 綺麗な環境 
走れトラック 希望を乗せて

賀　正賀　正


