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明けましておめでとうございます

２０１８年の日本の１０大ニュース
●働き方改革関連法が成立
●豊洲市場が開場
●日産・ゴーン会長逮捕
●�西日本豪雨、大阪北部地震、北
海道胆振東部地震など甚大な災
害が相次ぐ

●�ノーベル生理学・医学賞に本庶
佑氏

●�「潜伏キリシタン関連遺産」世
界遺産に

●２０２５年万博�大阪で開催決定
●�平昌五輪で日本メダルラッシュ
●�テニス・大坂なおみが日本人初
の全米オープン優勝

●�将棋・羽生善治、囲碁・井山裕
太の両氏に国民栄誉賞授与�

今月の見どころ
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明けましておめでとうございます。平成３１年の年頭に当たり、謹んで新年
のご挨拶を申し上げます。

　本年は平成の最後の年、そして新たな元号の幕開けの年となります。平成を
締め括り、改元となる新年を迎え、大変身の引き締まる思いであります。
　昨年は、都道府県中央会とともに「つながる　ひろげる　連携の架け橋」の
スローガンの下、「平成３０年度中央会の基本活動方針」に基づき、次のように
①から⑤の５つの重点活動に取り組みました。本年は、数値目標を含めその成
果を取りまとめ、見直すべき点は見直し、改善を図っていきます。①「組合の
今日的意義の確認・発信」は、新たに森下正 明治大学教授を委員長とする「中
小企業組合のあり方研究会」を設置し、組合の新たな方向性・可能性を提示し
ながら、中央会による組合支援のあり方を検討してきました。本年は、先行事
例を豊富に盛り込み中央会の伴走型支援に役立つ手引きとしても活用できる報
告書に取りまとめます。②「事業承継の推進」は、組合員の廃業・脱退に歯止
めをかけるべく組合を起点とした取組みを進めてきましたが、本年は、会社に
加えて個人事業者の事業承継も推進していきます。③「働き方改革への対応」は、
ものづくり分野でのレディース中央会の誕生など女性の活躍が各地で見られま
した。本年は、同一労働同一賃金に関するガイドラインや対応のための取組手
順書などの周知・広報を図っていきます。④「生産性向上の実現」は、ものづ
くり補助金を中心に設備投資を支援してきました。本年も引き続き税制措置を
組み合わせたＩＴ・設備投資の推進を行っていきます。⑤「被災地支援、地方
創生」については、昨年発生した西日本豪雨、台風１９～２１号、北海道胆振
東部地震の被災中小企業への対策支援を政府に要望してきましたが、自然災害
については事前の対策が極めて重要であると考え、本年は、自家発電機等の災
害関連設備の減税措置や、実効を図るためのＢＣＰ認定制度や損害保険の推進
を図ってまいります。
　本年１０月には、消費税の税率引上げと複数税率の導入が行われます。消費
税率引上げ後の反動減対策は、特に組合組織を上げての対策が極めて重要です。
政府には万全の対策を求めてまいりますが、経営資源に乏しい中小企業・小規
模事業者が頼るのは組合です。
　また、本年は、ラグビーワールドカップが開催され、来年はいよいよ東京オ
リンピック・パラリンピックが開催されます。世界に日本の中小企業の魅力を
発信する絶好の機会であります。
　組合関係者にとりまして、本年が実り多き良き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。

明けましておめでとうございます。
会員の皆様をはじめ、本会の運営にご理解とご協力をいただいて

いる関係の皆さまにおかれましては、輝かしい新春を迎えられ、ますま
す御健勝のこととお慶び申し上げます。
　最近の我が国の経済状況は、景気回復の波が地方の中小企業にも及び
はじめました。しかし同時に、深刻な人手不足や最低賃金の大幅アップ
による人件費の高騰が企業経営に大きな影響を与えています。また、
今年４月からの「働き方改革」への取り組み、１０月からの消費税率
の１０％アップと軽減税率への対応も急務となっており、あわせて、
２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック後の景気動向を見据え
た経営判断も必要になっています。本年は、それぞれの中小企業の経営
の方向を左右する大きな変化の年となると思われます。
　企業に必要な経営資源に「ヒト・モノ・カネ」があります。その中で、
現在、人手不足、人材育成、後継者問題など「ヒト」にかかわる課題が
多くの中小企業の経営基盤を揺るがしかねない重大な課題として早急な
対応が求められています。
　中小企業は、雇用や地域の経済活動の基盤を支える重要な役割を果た
しています。そのため、中小企業の経営の継続や発展をどのように支援
していくのかが、中央会にとっても重要な課題となっています。中小企
業組合は、１社では対応の難しい課題を共同の力で解決していくという
機能を持っています。そこで、中央会では、県内中小企業の「ヒト」に
かかわる課題の解決や経営力向上について、組合等への支援を通じて効
果的に取り組んでいこうと考えています。その意味でも、本年は中央会
にとっても重要な年となると思いますので、引き続き中央会の活動に対
しましてご理解とご協力をお願いいたします。
　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
なりますようお祈り申し上げ、新年のあいさつといたします。

山梨県中小企業団体中央会 全国中小企業団体中央会

会 長 会 長細田幸次 大村功作
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　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。
　旧年中は日本公庫の業務に格別のご理解とご協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。
　また、当公庫は平成 20 年に国民生活金融公庫、農林
漁業金融公庫、中小企業金融公庫が統合し発足しました
が、昨年10月に設立 10 周年を迎えることができました。
これもひとえに貴会をはじめ関係機関の皆さまからのご支
援の賜物であり、重ねて厚く御礼申し上げます。
　さて、経済は緩やかに成長が続いておりますが、一方で
中小企業・小規模事業者の方々からその実感に乏しいとの
声も寄せられております。また少子高齢化による人口減少
への対応が急がれますが、県下においても人手不足や経営
者の高齢化による事業承継が大きな課題となっています。

　公庫では次の10 年を見据え、中小企業・小規模事業者
の「事業承継」をご支援するとともに、過去10 年間取り
組んできた「成長戦略分野」をさらに深化させていく必要
があると考えています。
　事業承継については、経営者の意識を高め対策に着手
していただくことを目的に、昨秋セミナーと税制説明会をそ
れぞれ開催しましたが、今後もお役に立てる情報や気付き
をご提供できるよう支援機関の皆さまとの連携を図ってい
きます。
　成長戦略分野では、若者、女性、シニア等の「創業」
支援を積極的に行い地域の雇用と活力の創出を図るほか、
国内市場の縮小による「海外展開」への挑戦や、少子高齢
化による介護・福祉や子育て支援、環境保護など社会的
課題を解決する「ソーシャルビジネス」へのご支援も政策金
融機関の重要な役割として積極的に取組んでまいります。
　そして地域の金融機関の皆さまとの連携・協調を推進し、
山梨県の中小企業・小規模事業者の成長・発展と地域活
性化に貢献していく所存です。
　結びに、山梨県中小企業団体中央会の会員皆さまの益々
のご繁栄とご健勝を心より祈念いたしまして、年頭のご挨
拶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の会員の皆様におかれまし
ては新春を迎えられ気持ちも新たに益 ご々清祥のこととお
慶び申し上げます。
　商工中金は昨年10月に新たな経営改革プログラムを発
表いたしました。そこには今後 10 年程度の経営環境の変
化を見据え、困難な経営課題を抱えている中小企業者・
組合の皆様の企業価値向上に貢献させていただく各種施
策が盛り込まれています。商工中金の特性（①景気に左右
されない金融スタンス、②中小企業組合等を通じた面的
な支援機能、③全国・海外ネットワーク、④幅広い金融機
能、⑤中立性を活かしたコーディネーター機能）を活かし
た経営支援総合金融サービス事業として、地域金融機関

や外部機関と連携を取りながら、今後も当地山梨の地域
活性化に精一杯頑張って参ります。
　中小企業組合は商工中金の最も重要なステークホルダー
です。団地組合などでは組合施設等の再整備や共同事業
の充実など時代とともに新たな課題も生まれ、人手不足対
策や経営基盤強化・業務効率化を通じた組合事業の活性
化は、共通した組合の課題とも言えます。商工中金は皆様
と一緒に課題解決を目指す金融機関として一層の努力を続
けて参りますので引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいた
します。
　今年の干支は『己亥（つちのとい）』。「己」は、成長した
植物が整然とした状態の意味を持ち、「亥」には種子の中
に閉じこもっている状態をさすことから今年は組織や個人
が次なるステップに向けて力を蓄える年とも言えます。本年
が皆様にとりまして、力を蓄え、次なるステップに大きく飛
躍できる年となることを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。

　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、輝かしい新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年、国内では自然災害が相次ぎ、海外では米国トラン
プ政権の外交・通商政策が多くの国に様々な影響を及ぼ
しました。このように 2018 年は、国内外で不確実性が一
段と高まった年であったと言えるのではないでしょうか。
　そうしたもとで山梨県経済は、製造業で高水準の生産
が続くなか、企業の設備投資や個人消費が増加し、緩や
かな拡大が続きました。年後半には、工作機械や半導体
関連の企業から米中貿易摩擦の影響等による受注減少の
声が聞かれるようになりましたが、昨年12月公表の短観
では業況判断ＤＩが良好な水準を維持するなど、県内経済
が拡大基調にあることが確認されました。

　今年の県内経済を展望すると、基本的にはこれまでの
緩やかな拡大が続くことが期待されます。もっとも、米中
貿易摩擦の影響の広がりや10月の消費増税に伴う駆け込
み需要と反動など、リスク要因が少なくないのも事実です。
さらに、深刻化する人手不足、世界規模での情報化社会
の進展など、企業にとって対応すべき課題が山積している
状況でもあります。
　このような厳しい環境が想定される時こそ、各企業が将
来を見据え、生産性の向上や新たな付加価値の創造に向
けて、設備投資や研究開発、時代の変化に即した形での
経営体制の見直しなどに取り組むことが求められます。日
本銀行としても、企業の方々の取り組みを強力な金融緩和
で支援する所存です。
　今年は平成の時代が終わり、新たな時代が始まる記念
すべき年です。新しい年が会員の皆様にとりまして更なる
飛躍の年になりますよう祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさ
せていただきます。

新しい年とこれからの
　　　　　 10年を見据えて

課題解決型金融機関を
　　　　　　　　目指して

年頭のご挨拶

日本銀行 甲府支店

2 山梨県中小企業団体中央会／第三種郵便物認可　平成 31 年 1月 1日平成 30 年度中小企業組合活性化情報

日本政策金融公庫 甲府支店

株式会社 商工組合中央金庫
　　　 甲府支店

支店長  江口 朋之

支店長  福谷 英慈

支店長  長江 敬
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㈱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

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

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

謹 賀 新 年

㈱山梨中央銀行 ㈱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

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

理事長　南　　邦男
外　役員　職員一同
甲府市相生 1-2-34

ＴＥＬ：055-228-5151
ＦＡＸ：055-228-5106

謹 賀 新 年

都留信用組合

理  事  長　 田　幸次
専務理事　天野　一則
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

迎 　 春

甲府信用金庫

山梨信用金庫

理事長　小田切　繁
甲府市丸の内 2-33-1

ＴＥＬ：055-222-0231

理事長　五味　節夫
甲府市中央1-12-36

ＴＥＬ：055-235-0311

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

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 3-20-7
甲府フロントビル 3F

ＴＥＬ：055-224-3173
ＦＡＸ：055-231-2856

謹 賀 新 年

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

東京海上日動火災保険㈱山梨支店　

理事 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

損害保険ジャパン日本興亜㈱
山梨支店

山梨支店長　後藤　正英
外　社員一同

甲府市相生 1-4-23
ＴＥＬ：055-233-7821
ＦＡＸ：055-233-2076

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

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

山梨中央建設㈿

理事長　宮川　　武
山梨県甲府市徳行 1-6-24

㈱甲斐延内
ＴＥＬ：055-225-6944
ＦＡＸ：055-225-6945

明けまして
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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

迎 　 春

山梨生コンクリート㈿

山梨県コンクリート
技術センター共同試験場

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

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

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

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

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

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

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

豊かな暮らしと
安心安全を支える採石業

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

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

笛吹市石和町四日市場 1849-1
レジデンスミユキ 2-C

ＴＥＬ：055-231-5507
ＦＡＸ：055-231-5508

明けまして
おめでとうございます

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　髙野芳太朗
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

謹 賀 新 年

理事長　萩原　利男　　外　役員　組合員一同

〒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

明けましておめでとうございます

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

山梨県建設業㈿

理  事  長　浅野　正一

副理事長　平出　　亘

専務理事　遠藤　一夫

外　役員　組合員　職員一同

甲府市丸の内 1-14-19

ＴＥＬ：055-235-0608

ＦＡＸ：055-235-0671

迎 　 春
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よろしくお願し申し上げます

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

謹 賀 新 年

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

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

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

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

謹 賀 新 年

甲州市管工事㈿

理事長　小田切祐生
外　役員　組合員一同

甲州市塩山下於曽 668-3
ＴＥＬ：0553-32-2101
ＦＡＸ：0553-32-1891

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

官公需適格組合
甲斐市管工事㈿

理  事  長　佐藤　一彦
副理事長　山野　洋人
副理事長　田中　啓治
専務理事　椿　　　仁
理　　事　戸栗　林哉
理　　事　長田　　晃
理　　事　中嶋　卓司
理　　事　清水　剛仁
理　　事　横内　　博
監　　事　中嶋　常志
監　　事　長田　伸二
外　組合員　職員一同

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

謹 賀 新 年

山梨県冷凍空調設備事業㈿

理  事  長　鶴田　勇雄

副理事長　齊藤　鉄也

専務理事　保阪　　修

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：055-234-5918

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　板橋　明好

外　会員　職員一同

甲府市大津町 317-2

ＴＥＬ：055-241-9141

ＦＡＸ：055-243-2781

謹 賀 新 年 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

㈱ YSK e-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

明けまして
おめでとうございます

㈿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

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

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

山梨県ワイン酒造㈿

理事長　三澤　茂計
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

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

明けまして
おめでとうございます

山梨県印刷工業組合

理事長　山内　幸雄
外　役員　組合員　職員一同

甲府市中央1-12-29 入戸野中央ビル２Ｆ
ＴＥＬ：055-222-1048
ＦＡＸ：055-227-6216

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　和田　廣行

外　役員　組合員　職員一同

富士吉田市上吉田 2-5-1

ＴＥＬ：0555-22-4193

ＦＡＸ：0555-24-7181

明けまして
おめでとうございます

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

迎 　 春

山梨県石材加工業㈿

理事長　望月　勝二
甲府市国玉町 13-5

メゾン磯部 105
ＴＥＬ：055-227-1483
ＦＡＸ：055-227-1482

明けまして
おめでとうございます

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

謹 賀 新 年

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

明けまして
おめでとうございます

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

謹 賀 新 年

一般社団法人 山梨県トラック協会

山梨県トラック事業㈿

会　長　坂本　政彦

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

明けまして
おめでとうございます

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
㈿物流ネットワーク山梨

理  事  長　植松　　徹

副理事長　山寺　法和

副理事長　堀内　　信

理　　事　石原　建二

理　　事　中村　一郎

監　　事　福井　康隆

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

甲府ハイヤー事業㈿

理事長　田中政比己
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

迎 　 春
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

謹 賀 新 年

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

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
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今年も皆さまと共に、精一杯がんばります

山梨県印判用品卸商工業㈿

http://hanko.or.jp

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

謹 賀 新 年

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

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

山梨県農業機械商業㈿

理  事  長　齊藤　謙二

副理事長　齊籐　俊一

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

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

明けまして
おめでとうございます

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

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

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

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

謹 賀 新 年

山梨県自動車整備商工組合

理事長　小林　達也

笛吹市石和町唐柏 790

ＴＥＬ：055-262-4422

ＦＡＸ：055-263-4420

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

迎 　 春

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

謹 賀 新 年

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

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

迎 　 春

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

謹 賀 新 年

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

北杜市環境事業㈿

理事長　篠原　　充
外　役員　組合員　職員一同
北杜市須玉町若神子1500-1

ＴＥＬ：0551-42-5371
ＦＡＸ：0551-42-5374

迎 　 春

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

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

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

明けまして
おめでとうございます

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 なでしこ工房Ｂ棟内
ＴＥＬ：055-243-4881
ＦＡＸ：055-225-4780

迎 　 春

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

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

迎 　 春 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

外　組合員一同

富士吉田市富士見 6-17-15

ＴＥＬ：0555-22-6116

ＦＡＸ：0555-29-2058

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：0555-24-0225

謹 賀 新 年

山梨県印章店㈿

理  事  長　望月　一宏

副理事長　川崎　昌弘

副理事長　小宮山貴彦

常務理事　鈴木　高明

外　役員　組合員一同

笛吹市石和町四日市場 1569

ＴＥＬ：055-263-7240

ＦＡＸ：055-263-7240

迎 　 春

山梨県自動車
電装品整備商工組合

理事長　開森　秀昭
甲府市緑が丘1-3-2

甲信ＧＳ電池内
ＴＥＬ：055-252-3125
ＦＡＸ：055-252-3127

迎 　 春



日々心掛けていること

今年の抱負

　ここ数年、地震や台風、豪雨など大規模災害が頻発しています。業界
では東日本大震災時に石油製品の供給に支障が生じたことから、行政と
連携し、災害時における石油の安定供給を確立するため、地域の石油製
品供給拠点となる自家発電設備や大型タンク等を備えた「中核ＳＳ（サー
ビス・ステーション）」や地域住民への燃料供給拠点となる「住民拠点ＳＳ」
の整備を進め、災害時の石油製品の供給体制強化に取り組んでいます。
組合でも組合員を対象に、災害時の対応研修会や実地訓練などを開催し、
災害時に迅速・的確に行動できるよう努めています。

　5月に業界のPR 拠点「ハタオリマチ案内所」を富士山駅にオープンし、
外国人観光客を含め多くの方が立ち寄ってくれています。
　富士東部地域の織物産業は、問屋からの注文で生地を織り納品すると
いう下請業態でしたが、近年、傘やネクタイなど自社製品をつくり直接小
売店や消費者に販売する若い経営者が増えています。
　SNSを利用し多くの県外客が来場した「ハタフェス」の開催、毎月第 3
土曜日に工場見学と製品購入ができる「ファクトリーショップ」の実施、ミ
ラノやニューヨークでの展示会への出展を行うとともに、10 年目となった「ふ
じやまテキスタイルプロジェクト」では東京造形大学の学生の発案で多くの
商品が生まれ、卒業生が組合員企業で働くまでになっています。

　当社では、住宅やビルなどの外壁塗装、発電所の鉄管や橋梁、鉄塔な
どの大型構造物の塗装まで「塗装」に関わる全ての業務を請け負っていま
す。
　我が国全体の課題である人手不足は当社でも例外ではなく、現在主力
で働いている職人の定年退職を見据え、数年前より新規採用に力を入れ
ています。昨年度は２人の新入社員を迎え、社内にも新風を吹き込むこと
ができ、新人教育を通じた社内の活性化も図ることができました。
　そうした中、新たな受注獲得に向けて営業、現場管理、経営にと奔走
する1年でした。社外でも所属組合の青年部会長や青年中央会役員など
活動の場が広がり、以前よりも忙しくなる半面、様々な方と交流する中か
らの学びもあり、充実した1年でした。

　仕事に取り組む上で常に考えているのは「安全と信用」です。建設現場は
危険と隣り合わせのです。だからこそ、私は「出社した社員が元気に自宅に
帰ることができる」環境を作りたいと考えています。それが従業員からの信

頼に繋がり、顧客からの信頼に繋がるのだと考え、これからも「安全と信用」
を胸に、真摯に仕事に取り組んでいきたいと思います。

　今年は消費増税後の受注減が予想されますが、仕事の付加価値を高め、
顧客への積極的な提案により信用を勝ち取り、「景気に左右されない強い企
業づくり」を進めたいと思います。４月からの「働き方改革」でも、従業員
が意欲的に働くことができる職場環境を築き上げていきたいと考えています。

　高齢化や人口減少、低燃費車の普及などによりＳＳ数は減少傾向にあり
ます。現在、全国に約 30,000カ所のＳＳがありますが、すべてのＳＳが生
き残れる万能な方策はなく、各ＳＳ経営者がそれぞれ創意工夫を凝らし実
行するほかありません。
　ガソリンや灯油などの石油製品は、電気・ガス・水道などと同様に経済
活動や地域住民の生活を支える重要なライフラインです。これからも地域
のエネルギー供給の安心と安全を受け持つ使命感を持ち、関係機関や組
合員と連携を図りながら、ＳＳが担う社会的責任を全うすべく活動していき
ます。

　毎年国内外の数々の展示会に出展していますが、産地を直接肌で感じ
てもらうため、山梨での開催も検討したいと考えています。また、多様化す
る消費者ニーズに対応するため、学生などの新しい考えを取り入れながら、
消費者が見て、知って、買うという流れを確立したいと思います。産学官の
連携を深め、地域一体となって、ハタオリのマチ富士東部地域を盛り上げ
る取り組みをさらに発展させたいと思います。

　普段からにこやかな表情でいることを心掛けています。しかめっ面をして
いては、社員も近寄りがたく周囲の雰囲気も悪くなりますので、笑顔を絶
やさないでいることは大切なことだと思っています。　インターネットで何でも買える時代ですが、実際に体験して買うという購

買行動はまだ強いと感じています。現在の取り組みも、先人たちの歴史の
上に成り立っていること理解し、若い考えを取り入れつつ組合員を前面に出
しての産地活性化を心がけています。

業界 ・ 組合の活動仕事の内容 ・ 昨年を振り返って

仕事の内容 ・ 昨年を振り返って

今年の抱負
日々心掛けていること

日々心掛けていること

今年の抱負

新 春 特 別 企 画
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山梨県石油協同組合 ・
山梨県石油商業組合　理事長

山梨県中小企業団体中央会　理事

山梨県絹人繊織物工業組合　理事長

富士吉田織物協同組合　　　　理事長

山梨県中小企業団体中央会　副会長
穴水株式会社

取締役会長 西川 一也 さん渡邊 教一 さん

山梨県塗装協同組合青年部　甲塗会　会長

山梨県中小企業団体青年中央会　理事

株式会社 髙野塗装店 代表取締役

髙野 芳太朗 さん

地域のエネルギー
供給に安心・安全を！

ハタオリのマチを
　　盛り上げたい

安全と信用



　私たちの仕事は、ご来店されたお客様が見違えるくらい美しくなっていただくことで
す。お客様から笑顔で「ありがとう」「お店に行くと元気が出る」と感謝の言葉をいた
だけることが、とても嬉しく、やり甲斐です。
　昨年はカットを中心にパーマ、カラー、着付けなどにも積極的に取り組み、仕事を
通じてお客様をかわいく美しくするための勉強を日々いたしました。また、美容組合の
常任理事として、組合の総会から美容選手権、美容祭り、着物ショーなど様々な行
事を手伝い、時には司会をすることもあり、今まで経験したことのない様々な経験を
通じて成長できた１年だと実感しています。

　お店を出して31年になります。毎日、お客様がご来店される時は、
最大の笑顔で「いらっしゃいませ」と感謝の気持ちを忘れず接してい
ます。永年来て下さっているお客様の中には高齢の方もいますので、
お客様が少しでも来店しやすいように送迎サービスも行っています。
　まだまだ元気に仕事を続け、少しでもお客様に恩返しができるよう
今後も頑張ります。

　お客様に喜んでいただくことが私の元気の源です。美容師としての
これまでの経験や技術を活かし、これからも向上心と感謝の気持ち
を忘れずに、お客様に笑顔と感謝を届けていきたいと思います。
　美容組合の活動でも、組合事業や美容師免許の大切さを県内の
美容業界に携わる方々に伝えていきたいと考えています。

本：信組の窓口には様々な目的のお客様が訪れま
す。また、急な対応が求められ戸惑うこともありま
したが、上司や先輩方の優しく丁寧な指導のもと、
たくさんの経験を積み成長できた一年でした。
林：窓口に定期的にご来店されるお客様の顔や処
理内容を把握し素早い処理ができるように努めて
きました。信組はお客様との距離が近く、直接お
話しする機会が多いため、お客様の視点に立ち、
私に何ができるのかを考えて行動することに日々や
りがいを感じています。

本：いつも笑顔を心掛けています。笑顔でいること
で気分が明るくなり、さらに周囲の人も元気にする
ことができます。また、何事も目標を達成するため
には最初の一歩が大事なので、小さいことでも積
極的、意欲的に取り組むことを大切にしています。
林：一人ひとりのお客様と近い距離で接するため、
お客様の気持ちに寄り添い、心をこめた応対をし
たいと考えています。また、誰に対しても素直でい
ることを心掛けています。

本：これまでの経験や知識を活かし、毎日少しず
つでも成長できる一年にしていきたいと思います。
また、資格取得に挑戦し、さらに成長していきた
いと考えています。
林：先輩の良さを吸収し、多くのお客様に接する中
で成長していきたいと思います。社会人 2 年目で、
覚えなければならないことはたくさんありますが、
いつも相談に乗ってくれている先輩方のような職員
になることを目標に頑張ります。

日々心掛けていること

今年の抱負

仕事の内容 ・ 昨年を振り返って

仕事の内容 ・ 昨年を振り返って

日々心掛けていること 今年の抱負

藤 藤 藤

小 小
小
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山梨県民信用組合 竜南支店 山梨県民信用組合 山梨支店

山梨県美容業生活衛生同業組合　常任理事

びようしつ かぐやひめN 代表

名取 洋子 さん

小林  志帆奈 さん 藤本  那保美 さん

笑顔と感謝

千里の道も
　　 一歩から素　直



謹　　賀　　新　　年
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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

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

山梨県広告美術業㈿

理事長　伊藤　敏司
外　組合員一同

甲斐市名取 676-3
ＴＥＬ：055-206-0353
ＦＡＸ：055-276-3638

迎 　 春

山梨飲食業㈿

理事長 辻　　和夫
副理事長 河田　　優
副理事長 芹沢　譲次
理　事 久保寺将登
理　事 依田　辰男
理　事 松口　正哉
理　事 佐藤　　進
理　事 樽井　　晃
理　事 清水　勝一

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

（郷土料理棡原）

（寿し割烹つばめ）

（せ り ざ わ）

（勝  の  家）

（うなぎの竜由）

（COCO 一番屋）

（季節 DiningSIN）

（升　　 亭）

（勝　　 花）

謹 賀 新 年

山梨県葬祭事業㈿

理事長　坂本　秀直
外　組合員一同

甲府市中央 5-7-21
ＴＥＬ：055-235-5000
ＦＡＸ：055-237-1336

明けまして
おめでとうございます

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

山梨県わた寝具商工組合

理事長　山崎　幸明
外　役員　組合員一同
甲府市伊勢1-7-28

ＴＥＬ：055-235-1265
ＦＡＸ：055-237-9147

謹 賀 新 年

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

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 スカイハイツ１階
ＴＥＬ：055-228-8383
ＦＡＸ：055-228-8389

迎 　 春

公益財団法人
産業雇用安定センター

所長　古屋　哲彦
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

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

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

一般社団法人
山梨県木造住宅協会
代表理事　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

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

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

迎 　 春

㈲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

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/

謹 賀 新 年 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

賀　正賀　正

やまなしアパレルＡＣＦ事業㈿

理事長　松吉　寛冶
外　役員　組合員一同
甲府市元紺屋町 48

ＴＥＬ：055-254-7474
ＦＡＸ：055-252-0964

山梨相互振興㈿

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

謹 賀 新 年

謹 賀 新 年

㈿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

一般社団法人
富士地域商社

代表理事　新海　一男
外　役員一同

甲府市青沼 1-12-27
ＴＥＬ：050-5327-3607
ＦＡＸ：055-233-1636

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

謹 賀 新 年

富士川漁業㈿

理事長　望月　啓自
外　役員　組合員　職員一同
南巨摩郡身延町上八木沢 521

ＴＥＬ：0556-62-2000
ＦＡＸ：0556-64-8422

迎 　 春


