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中小企業経営と支援の新たなステージへ 年頭あいさつ

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。
　中央会会員の皆さ
ま、中央会の運営にご
理解ご協力をいただい

ている関係の皆さまには、新年を迎えご健勝のこ
ととお慶び申し上げます。
　昨年は、我が国のみならず世界中が新型コロナ
ウイルス感染症に翻弄された 1 年でした。
　外出や国内外の移動、経済活動への制限によ
り、観光業や旅客運輸業、飲食業や対人サービス
業などで企業の存続を危うくするほどの経営危機
が、世界規模で発生しました。また、多くの業種
の様々な企業で、経済活動の制限による影響が波
及したことで、予期していなかった形で経営状況
の悪化を招きました。我が国では、国・地方公共
団体が補助金や融資など様々な施策ツールを動員
して支援を展開してきましたが、影響があまりに
も広範囲で甚大であるため、その効果が隅々まで
届いていはいないのが実情です。
　昨年末には、国外でワクチンの提供が始まりま
した。その効果が表れ、世界経済の循環ができる
だけ早く旧に復すること、１年延期された東京オ
リンピック・パラリンピックが成功裡に開催され
ることを願っています。

　図らずも、昨年、社会や経済の様々な場面に現
れた事象は、私たち中小企業の将来のあり方を先
見的に示したのではないかと思います。経済活動
にかかったブレーキによる需要後退は、少子高齢
化と人口減少により消費需要が減少した時に経営
をどのように成り立たせるのか、また、テレワー
クやインターネットを通じたコミュニケーション
などの拡大は、新たな働き方やビジネススタイル
への移行が急激に進むことを予見させます。
　こうした将来の日本の社会や経済の変化を見越
して、中小企業でも早急に経営体制の再構築に取
り組み始めるべき時かと思います。また、これら
の中小企業の取り組みをサポートするために、中
小企業組合などの組織の役割がますます重要に
なってくると思います。
　中央会では、大きな環境変化の中にあって、中
小企業組合や連携組織を通じた中小企業の経営の
支援強化に積極的に取り組んでまいります。会員
及び関係者の皆さまには、引き続きご理解とご協
力をお願いいたします。
　「新たな年が希望に満ちて」とはいい難い状況
ですが、本年が、皆さまにとりまして新たな挑戦
と飛躍につながる年となることを祈念し、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 会 長 栗山直樹

１０大ニュース
新型コロナウイルス感染拡大

緊急事態宣言発令
安倍首相辞任

　　　　　菅新内閣が発足

ＧｏＴｏキャンペーン開始 東京五輪・パラリンピック延期

４～６月期実質ＧＤＰの年率換算２８.１％減
戦後最大の下落

小惑星探査機「はやぶさ２」
のカプセル、地球帰還

スパコン「富岳」
　　　　　計算速度で世界一

第5世代移動通信システム（5G）
サービス開始

レジ袋有料化スタート 劇場版「鬼滅の刃」興行収入
１００億円突破、国内最速

昨年の出来事

副会長

千野　進
副会長

渡辺教一
副会長

滝田雅彦

副会長

上原重樹
専務理事
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中小企業経営と支援の新たなステージへ 年頭あいさつ

　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
体中央会会員の皆様
には、令和３年の輝

かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げま
す。
　さて、昨年は、新型コロナウイルスという未知
の感染症が世界中で猛威を振るい、本県にも甚大
な影響を及ぼしました。そして、本感染症は、今
もなお、県民生活や本県の経済活動に大きな制約
をもたらしております。
　こうした中、本県では、県民の皆様の命を感染
症から守るために、これまで先手対応・事前主義
の基本姿勢のもと、スピード感を持って、感染拡
大防止と医療提供体制の整備に取り組んで参りま
した。
　また、「超感染症社会」への移行戦略である「や
まなしグリーン・ゾーン構想」を策定し、全国に
先駆けて、感染拡大防止と経済活動を両立させる
ための取り組みを強力に推進しているところであ

ります。
　一方、県内経済は、新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、引き続き厳しい状況にあります
が、経済活動が徐々に再開される中で、生産・個
人消費の両面において、持ち直しに転じる動きが
出てきております。
　今後、こうした動向も注視しながら、引き続き、
中小・小規模事業者の資金繰りの円滑化に向けた
支援や、雇用を維持し、失業を防止するための人
材シェアマッチング事業などの取り組みを進め、
産業全体の底上げを図り、本県経済の維持・発展
に全力で取り組んで参ります。
　県におきましては、新型コロナウイルス感染症
を理由として、決して後退することなく、いかな
る状況にあっても、山梨県を半歩でも一歩でも先
へと前進させていく所存でありますので、この難
局を打開していくため、本年も引き続き、皆様の
御理解と御協力を賜りますようお願い致します。
　結びに、新しい年が会員の皆様にとりまして、
明るく希望に満ちあふれたものとなりますようお
祈り申し上げ、新年のあいさつと致します。

山梨県知事 長崎 幸太郎

１０大ニュース
新型コロナウイルス感染拡大

緊急事態宣言発令
安倍首相辞任

　　　　　菅新内閣が発足

ＧｏＴｏキャンペーン開始 東京五輪・パラリンピック延期

４～６月期実質ＧＤＰの年率換算２８.１％減
戦後最大の下落

小惑星探査機「はやぶさ２」
のカプセル、地球帰還

スパコン「富岳」
　　　　　計算速度で世界一

第5世代移動通信システム（5G）
サービス開始

レジ袋有料化スタート 劇場版「鬼滅の刃」興行収入
１００億円突破、国内最速

昨年の出来事
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年頭に当たって 新年のご挨拶

　明けましておめでとうご
ざいます。令和３年の年
頭に当たり、謹んで新年
のご挨拶を申し上げます。
　昨年を振り返りますと、
全世界を通じて新型コロ

ナウイルス感染症という未知のウイルスの発生に苦悩する１
年となりました。加えて、豪雨災害の発生、人材不足、
事業承継問題、働き方改革への対応等も相俟って、中
小・小規模事業者は、事業存続の危機的状態に直面し
ました。また、昨年９月に「自助・共助・公助、そして
絆」を政策理念に掲げる菅新政権が誕生しました。菅政
権の下、新型コロナウイルスの収束に向けて、効果的な
感染拡大防止対策と経済の回復を両立させる政策を実
行していただいており、足腰の強い中小・小規模事業者
の実現に向けた政策推進が期待される一方、ＤＸをはじ
めとする改革実行により、中小・小規模事業者自身の経
営変革が迫られています。
　このような状況の中、中小・小規模事業者は、デジタ
ル化による生産性向上が急務であり、個々の自助努力に
加えて、中小企業組合等による企業間の連携強化、共
同化・協業化、経営資源の集約化を通じた取組みが重
要になっています。
　昨年１０月２２日に茨城県のザ・ヒロサワ・シティ会館
にて開催した第７２回中小企業団体全国大会では、全
国各地から中小企業団体の関係者３８０名に加え、オン

ライン配信での多数の参加を得て、新型コロナウイルス感
染症及び多発する自然災害からの復興支援を図るととも
に、ものづくり支援、取引力の強化や経営基盤の強化
支援等の拡充等を決議し、政府・与党、関係機関等に
要望をいたしました。
　全国中小企業団体中央会は、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、組合が持っている企業同士の「連携力」を大い
に発揮し、サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連
携を構築すべく活動してまいります。
　新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立、
とりわけ、需要の縮小とそれに伴う倒産と廃業の増加を
克服すべく、新分野進出、業態転換、事業転換、事業
承継、デジタル化など様々な課題に果敢に挑戦する中小・
小規模事業者を全力で応援してまいります。
　また、本年は、東日本大震災から１０年が経過する節
目の年であります。我が国が一丸となって新型コロナウイ
ルス感染症を克服し、東京オリンピック・パラリンピックの
開催を通じて、世界に、災害からの復興と日本の中小・
小規模事業者の魅力を発信する絶好の機会となることを
願っております。
　結びに、本年が中小企業組合と中小・小規模事業者
の皆様にとりまして、安心して事業活動を行う環境が整
い、新たな成長への道筋をつける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。

全国中小企業団体中央会 会 長 森 洋
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㈱商工組合中央金庫
甲府支店

支店長　森下　昌典
外　職員一同

甲府市丸の内2-2-1
CROSS 500 2階

ＴＥＬ：055-233-1161
ＦＡＸ：055-220-1366

㈱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

土橋　勝利

甲府市丸の内2-26-2

ＴＥＬ：055-224-5366

㈱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

迎 　 春

都留信用組合

理事長　渡邊　和彦
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

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 迎 　 春

甲府信用金庫
理事長　小田切　繁
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

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

明けまして
おめでとうございます



年頭に当たって 新年のご挨拶

　新春を迎え、謹んで
ご挨拶申し上げます。
　昨年は、新型コロナ
ウイルス感染症によ
り、経済・社会は大き

な打撃を受けました。多くの尊い命が失われたほ
か、観光・飲食業などの対面型サービス業を中心
に、厳しい状況を強いられました。
　この間、感染症の最前線で対応された医療機
関・保健所など、経済・社会を支えた方への敬意
と感謝が絶えない１年でもありました。
　今年も、しばらくは辛抱の時期が続くと思われ
ますが、英国でワクチンの接種開始という朗報も
あります。先行き、感染症の影響が徐々に和らい
でいくもとで、緩和的な金融環境や政府の経済対
策の効果にも支えられて、緩やかな改善基調を辿
るとみられます。また、当地では、武田信玄公生
誕５００年の記念の年で、地域の活性化が期待さ
れるほか、中部横断自動車道の下部温泉早川ＩＣ
と南部ＩＣ間の開通により、山梨・静岡の連携・

交流が一層高まることと思います。
　長い目では、地域経済を取り巻く環境は、
SDGsに対する社会的要請の高まり、デジタル・
トランスフォーメーションや働き方改革の加速な
どにより、大きく変化しつつあり、これらへの対
応も重要です。
　既に、県主導で、水素・燃料電池分野の研究機
関の集積地としての準備が進められています。ま
た、２拠点居住、移住の支援を県が強化する中、
首都圏に近く、交通の利便性が高い立地上の利点
から、自然豊かな場所でのワーケーションの動き
も見られ始めています。何れも、変化がチャンス
になる可能性を秘めています。
　最後に、新技術の発明、ヒット商品の開発、新
規事業への転換などの成功の裏には、難しい課題
を乗り越えた人々の知恵、挑戦、不断の努力があ
ります。厳しい今だからこそ、課題克服の先には
飛躍があると信じます。
　皆様にとって、２０２１年が飛躍の年になるこ
とを祈念して、年頭のご挨拶とさせて頂きます。

日本銀行  甲府支店 支店長 水野裕央
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関東自動車共済㈿山梨県支部

支部長　渡辺美智夫
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

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

大樹生命保険㈱
山梨営業支社

営業支社長　坂元　千秋
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　浅妻　和範
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
山梨支店長  川口　裕司

外　社員一同
甲府市中央1-12-28
甲府東京海上日動ビル
ＴＥＬ：055-237-6211
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　佐々木　剛
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3階
ＴＥＬ：055-235-7564
ＦＡＸ：055-235-7538

迎 　 春

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　職員一同

甲府市丸の内1-14-19

ＴＥＬ：055-235-0608

ＦＡＸ：055-235-0671



アフターコロナの世界に向けて地域経済の回復に向けて

　明けましておめでとう
ございます。
　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々

ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルス感染拡大により、地域
経済は大きな影響を受けました。商工中金が全国
の中小企業を対象に実施している景況調査では、
コロナの影響が長引いていること等から、景況感
は底入れの兆しがあるも依然厳しい見通しです。ま
た、約 6 割の企業がコロナ発生以前よりも需要見通
しや売上規模が減ると見ています。このような中で、
商工中金は今年も引き続き中小企業組合及び組合
員の皆様への資金繰り支援に万全を期します。
　一方でウィズコロナを見据えて新常態への対応に
取り組まれている企業も多く、販売方法の多様化や
事業のデジタル化といった課題に対しても国内及び
海外ビジネスマッチング等各種ソリューション支援に
より本業支援にも幅広く取り組んでまいります。

　また、昨年 8 月より新サービス「幸せデザインサー
ベイ」の取り扱いを開始しました。これは個人の生
産性や創造性と密接な関連がある「幸せ」に着目
し、企業の従業員へのＷｅｂアンケートにより、従
業員の幸せ、企業と従業員の関係を定量的に把握
し、企業全体の幸せを可視化したレポートをお届け
する商工中金独自のサービスです。ウィズコロナ時
代における従業員の心のケア、エンゲージメントの
向上等にも貢献してまいりたいと思います。
　今年の干支は「辛丑（かのと・うし）」。「辛」は植
物が枯れて新しい世代が生まれようとする状態を指
し、「丑」は芽を出そうとしている状態を表している
とのことから、今年は変化が生まれる状態であり、
「転換期」となると言えそうです。コロナに負けず
に、上に向かって伸ばす、前向きに挑戦して新しい
時代に対応していくことが求められていると思いま
す。
　本年が皆様にとりまして、新たな飛躍の年となる
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。

株式会社 商工組合中央金庫  甲府支店 支店長  森下昌典
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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

明けまして
おめでとうございます

謹 賀 新 年

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
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

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　福島　宏治
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

迎 　 春

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

迎 　 春 謹 賀 新 年

早川砂利㈿

理事長　網野　重光
外　役員　組合員一同
南巨摩郡早川町小縄 26
ＴＥＬ：0556-45-2450
ＦＡＸ：0556-45-2373

峡南生コンクリート㈿

理  事  長　柳澤　晋平
副理事長　山口　喜彦
外　役員　組合員一同

南巨摩郡南部町十島 356-3
ＴＥＬ：0556-22-3155
ＦＡＸ：0556-22-1823

明けまして
おめでとうございます



アフターコロナの世界に向けて地域経済の回復に向けて

　令和３年の年頭にあ
たり、謹んで新年のご
挨拶を申し上げます。
　山梨県中小企業団体
中央会並びに会員の皆

様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。また、旧年中は日本政
策金融公庫の業務に格別のご理解とご協力を賜
り、厚く御礼を申し上げます。
　昨年を顧みますと、新型コロナウィルス感染拡
大による緊急事態宣言、東京オリンピック・パラ
リンピックの延期、令和２年７月豪雨による自然
災害、Go To キャンペーンの実施など、企業経
営者の皆様におかれましては、世の中が変わっ
た、そして非常に厳しい１年であったかと存じま
す。
　昨年の日本政策金融公庫におきましては、新型
コロナウィルス感染症という目に見えない脅威に
よる経済・社会の危機に直面し、経営面に深刻な
影響を受けられた企業経営者の皆様をご支援すべ

く、新型コロナウィルス感染症特別貸付等の融資
制度を用意し、県内の民間金融機関、関係機関の
皆様と連携して、資金繰りのご支援に取り組みま
した。
　新たな年については先行きが見通しづらい中で
はありますが、コロナと共にいきていくウィズコ
ロナ時代において、新しい生活様式に対応しなが
ら、新事業の展開や業態転換などに取組まれる企
業経営者の皆様へのご支援に引き続き取り組む所
存でございます。
　さらに、金融面からのご支援はもとより、コロ
ナ禍における皆様の経営課題の解決のお役に立て
るよう、経営工夫事例のご紹介やオンラインによ
るセミナーの開催などを通じて、コンサルティン
グ機能の充実も図ってまいりたいと考えておりま
す。また、日本経済の喫緊の課題である事業承継
の推進にも引き続き取り組んでまいります。
　新しい年が山梨県中小企業団体中央会と会員の
皆様にとりまして素晴らしい年になるようご祈念
申し上げ、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  土橋勝利
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迎 　 春

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　三觜　陽一
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

謹 賀 新 年
山梨県板金工業組合

理  事  長　田中　　仁

副理事長　㓛刀　豊彦

副理事長　飯島　　一

副理事長　小池　一信

専務理事　長田　重冶

外　役員　組合員一同

甲斐市西八幡3246-2

ＴＥＬ：055-231-5507

ＦＡＸ：055-231-5508

迎 　 春

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

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
㈱ハギ・ボー内
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

山梨県電気工事工業組合

理  事  長　金丸　正幸

副理事長　滝田　慎司

副理事長　土屋　清博

副理事長　加賀美良弘

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

迎 　 春

ISO14001認証取得
山梨県塗装㈿

理事長　太田　丈三
外　役員　組合員一同
甲府市蓬沢町1146

ＴＥＬ：055-225-5085
ＦＡＸ：055-225-5085

謹 賀 新 年



年男
年女

　当業界は、製造業のように「何かを生み出す」ものではありません。当業界は取引先
の皆さまの事業活動により成り立っていることから、常に「取引先との信用・信頼」を大
切にしています。信用・信頼を得るためには、日々の努力を怠らない姿勢で仕事に取り
組むことが重要です。これからも、「真面目に、地道に」事業を続けていきたいと考えて
います。

日々心掛けていること（座右の銘）

　時代が進むにつれ人々の環境意識は高まり、「資源循環社会」の実現に向けて廃棄
物処理も新たな方法が生み出され変化していくことでしょう。当業界は、複雑化する処
理方法の中でも適正な処理や有価物化に寄与できる業界でありたいと考えています。
　私どもは「企業の事業活動」と「循環型社会」との橋渡し役として「循環型社会の実
現」のための重要な役割を担っているという自覚を胸に、これからも日々の業務に邁進し
ていきたいと思います。

今年の抱負

　当協会の会員は、企業の事業活動により生じる汚泥・廃油・金属くずなど法令で定
められた２０種類の「産業廃棄物」の処理を行っています。廃棄物の排出事業者には廃
棄物を適正に処理する責任がありますが、処理方法は法令等で厳しく管理されるなど
専門性が高いことから、当業界が廃棄物処理の委託を受け適正処理を行っています。
　ご存じのとおり、昨年度は新型コロナウイルス感染症の拡大で様々な業界で事業活
動が停滞、排出される廃棄物量も減少し当業界全体の仕事量は約３０％低下しました。
当業界には金属加工業などを兼業する事業者も多くいますので、その事業者は産業廃
棄物処理業での減収を兼業する他事業で補うことで経営を維持してきました。

仕事の内容・昨年を振り返って

有限会社 菱和産商
代表取締役

（一社）山梨県産業資源循環協会
会長

山梨県中小企業団体中央会
理事

真面目に、地道に

東原 記守 さん

二
〇
二
一
年
新
春
特
別
企
画
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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

官公需適格組合

甲府市管工事㈿
理事長　雨宮　　正
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　田中　啓治
副理事長　山野　洋人
副理事長　清水　剛仁
専務理事　長田　　晃
理　　事　戸栗　林哉
理　　事　佐藤　一彦
理　　事　椿　　　仁
理　　事　小澤　　伸
理　　事　横内　　博
監　　事　中村　　修
監　　事　長井　光義
外　組合員　職員一同
甲斐市篠原 2180

ＴＥＬ：055-279-6326
ＦＡＸ：055-279-6326

迎 　 春

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

ＴＥＬ：055-266-5644

ＴＥＬ：055-234-5917

ＦＡＸ：055-234-5918

一般社団法人
山梨県鉄構溶接協会

会　長　仲山　一仁

副会長　三井　陸大

副会長　板橋　明好

副会長　飯田　康雄

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

理事  鈴木  新一　清水  　久
　　  宿沢  一六　井上  清美
　　  中村  一政　中尾  　均
　　  吾妻  幸彦　清水  　宏
　　  丸茂  正樹
監事  渡邉  良樹　深澤  和宏
甲府市大津町2192-8
ＴＥＬ：055-243-2046
ＦＡＸ：055-206-0351

㈿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

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　新津　　潔

理　　事　常盤　久幸

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



　「熟慮断行」を常に心がけています。物事をよく考え、正しいと思ったことは思
い切って実行するようにしています。今年も常にポジティブな考えを持ち、楽しく
明るく前向きな気持ちで仕事や組合活動に励んでいきたいと考えています。

日々心がけていること

　新型コロナウイルスが一日も早く収束し組合員が安心して商売を続けていける環
境になって欲しいと思います。
　毎年、社会貢献活動の一環として、高齢者宅無料点検訪問活動や県内消費者団体
との意見交換会を行っています。今年は、地域の皆様の安全を守る活動をさらに拡
充し、意見交換会で得た情報を地域ごとの実情に即したサービスが提供できるよう
組合員にフィードバックし、地域に根差した電気店として地域の信頼を得て事業を
続けていくために、今後も創意工夫を凝らした事業に尽力していきたいと思います。
　今年は山梨県電機商業組合の理事長として１３年経過しますので、１３７名いる
組合員をまとめる後任の理事長候補も探していきたいと思っています。

今年の抱負

　昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、家電店では売上が減少し、厳
しい状況が続いた一年でした。しかし現在は、「やまなしグリーン・ゾーン構想」
が始まり、事業所や店舗での感染予防対策として空気清浄機や空気清浄機能が付い
たエアコンなどの需要が増えました。また、一般家庭でも外出せず自宅で過ごす人
が増え、国からの定額給付金を利用してテレビやオーブンレンジなどの家電を購入
される方も増えたことから、新型コロナウイルス感染拡大前よりも売上が増加して
いる事業者もあり、少しずつですが業界において回復の兆しが見えてきたと感じて
います。

仕事の内容・昨年を振り返って

山梨県電機商業組合
理事長

有限会社 アマノデンキ
代表取締役社長

山梨県中小企業団体中央会
理事

熟慮断行

天野 一光 さん

二
〇
二
一
年
新
春
特
別
企
画

9山梨県中小企業団体中央会  第三種郵便物認可　2021年 1 月1日

山梨県食品工業団地㈿

理事長　武田　信彦
外　役員　職員一同

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

迎 　 春

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　時田　　晃
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

会長　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

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　渡邊　教一
外　役員一同

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

謹 賀 新 年

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



年男
年女

　首都圏の大規模建築の鉄骨工事には他県の同業者も複数関わりますので、他社の
製品を良く見て自社製品の品質を再確認しています。首都圏の厳しい競争条件の下
でも通用する質の高い仕事を誇りをもってやることで仕事が継続し、受注価格も維
持できると考えます。また、全国や海外も競争相手となる鉄構業界において、県内
の業界を守るために、首都圏の大きな仕事を受注して会員が分担して加工を行い納
品するという協力体制を取っているのが当協会の強みだと考えます。

日々心掛けていること

　これまで青年部で続けてきた「正直に腹を割って話す」という交流活動が、実を
結んできたと感じています。会員の横のつながりの強さは、他県の同業者からも羨
望の目で見られています。業界の次代を担う人材の登用や育成も進んでいます。昨
年５月に会長に就任しましたが、小規模の会社が多い当県の協会では実際に顔を合
わせての情報共有や意見交換が最も大事であると考え、コロナ禍の中でしたが理事
会と委員会を毎月開催し会員の連携が弱体化しないように努めてきました。歴史あ
る溶接競技大会は残念ながら中止としましたが、今年はコロナとうまく付き合いな
がら、知恵をしぼり工夫して業界を盛り上げていきたいと思います。

今年の抱負

　仕事では、建物の構造材となる鉄骨を加工して建設現場に納品しています。技術
者を含め労働力不足が課題ですが、機械化を進め性能をフルに引き出せるよう工夫
しています。今までオリンピック優先で止まっていた建設工事が昨年から動き出し
始めました。県内の建設工事は小規模で件数も減少しているため、5 年ほど前から
首都圏の工事の受注にシフトしています。

仕事の内容・昨年を振り返って

人と人とのつながりを大事に

株式会社 丸建ナカヤマ
代表取締役

（一社）山梨県鉄構溶接協会
会長

山梨県中小企業団体中央会
理事

仲山 一仁 さん
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迎 　 春

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

山梨県鍍金工業組合

理  事  長　佐野　晶仁

副理事長　小沢純一郎

専務理事　田代　政明

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㈿
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

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　職員一同
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　佐々木和幸

外　組合員一同

南アルプス市桃園1502-1

ＴＥＬ：055-282-3250

ＦＡＸ：055-282-3202

甲府ハイヤー事業㈿

理事長　田中政比己

甲府市相生 2-4-7

ＴＥＬ：055-232-2525

ＦＡＸ：055-232-2690

甲西家具工業団地㈿

理事長　内藤大二朗
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

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

迎 　 春

会　長　坂本　幸晴



　介護サービスは「人による人へのサービス」です。働く職員の質の高さがサービスの質に
直結するため、職員には専門的な学習や研修を積み重ねてもらいながら、利用者に満足さ
れ信頼される介護サービスの提供と会社作りを目指しています。
　また、介護業界は将来的な人材不足への課題がありますので、これからも介護業界の魅
力を発信し、働きがいのある業界づくり、働きやすい会社づくりを目指していきたいと思います。

日々心掛けていること

　今年４月には３年ごとの介護報酬の改正があります。これからは重度化しない取り組みや
自立支援へのサポート、そして、要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしく生活が
出来るよう、介護・医療・予防・住まい・生活支援の分野が連携して在宅生活を支援する「地
域包括ケアシステム」を目指していきます。
　この新型コロナウイルス感染症の影響で、世の中のＩＴ化は一気に進んだといわれています。
業界を取り巻く環境の変化も加速していくため、介護サービスの方向性をしっかり把握しなが
ら、「人」にしかできない気遣いや思いやりを大事に、安心して満足して喜んでもらえるよう
努めていきます。

今年の抱負

　当社は、介護保険制度施行の前年 1999 年に設立、在宅介護サービスを中心に事業を
展開してきました。昨年は新型コロナウイルス感染症に振り回された１年でした。介護サービス
は高齢者や要介護者だけでなくその家族の生活も支える上で欠かせないものであり、感染予
防対策を徹底しながら事業を行ってきました。
　重症化しやすい高齢者への介護サービス継続のため、春先にはマスクやアルコール消毒
液の備品確保に大変苦労しましたが、国や県・各市町村から支給もあり、感謝しております。
　また、甲府市介護サービス事業者連絡協議会では、不足していた防護ガウンの代用品と
して、会員から雨合羽を集め必要に応じて配布を行うなど、緊急時の協力体制を確認するこ
とができました。

仕事の内容・昨年を振り返って

株式会社 やさしい手甲府
代表取締役社長

甲府市介護サービス事業者連絡協議会
代表幹事

山梨県中小企業団体中央会
理事

高齢者が住みやすい山梨づくり
～介護保険制度とともに歩み、より成長する企業へ～

根津 宏次 さん
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理事長　三井　正隆

北杜市大泉町谷戸2815

TEL/FAX：0551-38-8181

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

謹 賀 新 年

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

山梨県水晶宝飾㈿

理事長　松本　一雄
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　重樹
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

迎 　 春 謹 賀 新 年

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

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

農事組合法人た・から

理事長　塚田　譲治
外　役員　組合員　職員一同
中央市臼井阿原102-1
ＴＥＬ：055-274-0831
ＦＡＸ：055-278-5880

一般社団法人・農事組合法人

いずみそば組合
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　コロナの収束は未だに見通せませんが、コロナ禍で在宅勤務や外出を自粛する人
が増え、生活様式や消費者行動が一変しました。椅子やテーブルなどの「脚物家具」
では一定の「巣ごもり需要」があった反面、オフィス家具のニーズは減少しており、
ウィズコロナ時代にマッチした家具の需要動向が伺われました。
　これまで当社では、収納家具などの「箱物」を中心に取り扱ってきましたが、今
後は「脚物」家具の製品開発を強化することで、「ARUNAi」のポテンシャルをさ
らに引き出したいと考えています。住空間のトータルコーディネートやお客様のラ
イフスタイルに調和したインテリアの提案など、「想像力×創造力」で家具業界に
変化をもたらしていきます。

今年の抱負

　当社は、永年住宅メーカー向けのキャビネットなどのビルトイン収納家具を材料
調達―設計―製造―施工まで一貫生産で手掛けてきました。2010 年からは高級収
納家具のオリジナルブランド「ARUNAi（アルナイ）」を立ち上げ、品質、デザイン、
素材、機能性など付加価値の高いセミオーダー収納家具の販売を始めました。
　新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい昨年は住宅着工の落ち込みにより
住宅市場が減速したことで、ビルトイン収納家具の受注が減少しました。また、
ARUNAi のショールームでは、事前予約や人数制限などを設けたことで対面での
接客が思うように出来ませんでした。そこでネットを利用した「バーチャルショー
ルーム」の開設や Zoom によるオンライン商談などを取り入れ、新たなお客様の開
拓に注力しました。
　コロナの感染拡大を防ぐため、事務所内のソーシャルディスタンスの徹底やリ
モートワークの導入など、従業員の安全と事業の継続の両立が必要とされ、経営者
として難しいかじ取りを迫られた１年となりました。

仕事の内容・昨年を振り返って

”想像力×創造力 ” で世界を変える

甲西家具工業団地協同組合
理事長

内藤家具インテリア工業（株）
代表取締役社長

山梨県中小企業団体中央会
理事

内藤 大二朗さん
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迎 　 春

山梨県化粧品小売㈿

理事長　渡辺　真弓
外　役員一同

南都留郡西桂町小沼1968-3
ＴＥＬ：0555-25-2726
ＦＡＸ：0555-25-2726

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：055-244-2080

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

甲府ホテル旅館㈿
理事長　青柳　文人

外　役員　組合員　職員一同
甲府市丸の内2-30-5
ＴＥＬ：055-222-9733
ＦＡＸ：055-222-9736
http://www.kofu-tabi.jp/

明けまして
おめでとうございます

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

迎 　 春

湯村温泉旅館㈿

理事長　笹本　健次
外　役員　組合員　職員一同

甲府市湯村 3-10-5
ＴＥＬ：055-252-2261
ＦＡＸ：055-252-2269
https://yumura.org/

レンタサイクル甲府
ホテルニューステーション
ビジネス旅館末広
ホテル談露館
古名屋ホテル

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
新興繊維株式会社内
ＴＥＬ：055-235-1265
ＦＡＸ：055-237-9147

謹 賀 新 年
山梨県水産物商業㈿

理  事  長　中川　直明

副理事長　小野　忠男

専務理事　塩島　史彦

常務理事　小池　要一

常務理事　青柳　俊史

常務理事　石川　　徹

外　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



曽根：�お客様に気持ちよく利用して頂けるよう、来店した時とお帰りの際にはお客様を
見て挨拶することを心がけています。感染予防からマスク着用での業務ですが、
お客様にマスク越しでも感謝の気持ちをお伝えしたいと考えています。 

武藤：�窓口は直接お客様と接するため「ありがとう」の言葉が直接いただけて、やりが
いにつながっています。ただし、対応を間違えるとお客様の信用を失うことにつ
ながりかねませんので、お客様の声の「傾聴力」、支店全体を見て行動する「観
察力」、お客様への細やかな「気遣い」を心がけ、お客様の笑顔が絶えない支店
にしていきたいと考えています。

日々心掛けていること

曽根：�諸先輩方から教えていただいたことのメモが増え知識が増えることが、やりがいと感
謝の気持ちにつながっています。４月には後輩ができ自分が教える立場にもなります
ので、様々な体験をして一緒に学んでいけるように頑張っていきたいと思っています。

　　   県外での生活していた学生時代から、地元に役立つ仕事に就きたいと思ってたので、
この仕事は、地域に密着し地域を元気にできるものと感じています。お客様に信頼
され、地域の皆様のお役に立てるよう成長していきたいです。

武藤：�社会人１年目は、職場環境になれることが精一杯でしたが、今後は「仕事に優先順
位をつけ、できることはすぐに実行する」をモットーに業務に励んでいきます。

今年の抱負

曽根：�仕事は端末への入金・出金データの打ち込み業務を行っています。入組した頃は慣
れない業務にミスが多く落ち込んでばかりでしたが、徐々にミスも減り、業務が早く
行えること、できる業務が日々増えていくことが達成感につながっています。

武藤：�昨年４月の入組から９月まで出納業務を担当し、現在は来店されたお客様と接する
窓口業務を担当しています。窓口業務は「支店の顔」となる係です。お客様ごとに対
応がそれぞれ異なり戸惑う毎日ですが、充実した１年となりました。

仕事の内容・昨年を振り返って

都留信用組合　本店営業部

都留信用組合　山中湖支店

学ぶ楽しさを！ 七転八起
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曽根 さやか さん

武藤 亜衣 さん

曽根さん 武藤さん
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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

山梨県中古自動車販売
商工組合

理事長　日向　東宏
外　役員　組合員　職員一同

甲斐市篠原3042
ＴＥＬ：055-279-2552
ＦＡＸ：055-279-2550

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

明けまして
おめでとうございます

山梨県カーリサイクル㈿

理事長　山口　弘茂
外　役員　組合員一同
都留市夏狩1620-2

ＴＥＬ：0554-45-0061
ＦＡＸ：0554-45-3344

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　橋本　光隆
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
https://www.biyou-
yamanashi.net/

ＢＡやまなし

謹 賀 新 年

官公需適格組合

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

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
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山梨県甲府市相生 2-17-1  ☎055(222)9488甲 府 市

笛吹市石和町小石和751  ☎055(225)6703笛 吹 市

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

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

甲斐市篠原2644-3  ☎055(279)6626峡中広域

塩山事務所 甲州市塩山上於曽1833  ☎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

富士吉田市松山1248  ☎0555(22)9241富士五湖広域

南アルプス市飯野2806-1  ☎055(282)6633南アルプス市

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 
環境センター内（なでしこ工房2階）
ＴＥＬ：055-243-4881
ＦＡＸ：055-225-4780

明けまして
おめでとうございます

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

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

甲府市環境事業協業組合

理事長　滝口　郷樹
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

官公需適格組合

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
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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

迎 　 春

㈿ハイコープ

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

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

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

迎 　 春

迎 　 春謹 賀 新 年

山梨県不動産業㈿

理事長　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
http://y-land.biz/

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　日高　泰明
外　組合員一同

甲府市丸の内3-31-4
サイトウ看板店内

ＴＥＬ：055-222-1824
ＦＡＸ：055-235-0288

山梨飲食業㈿
理事長  芹沢　譲次
副理事長  久保寺将登 
副理事長  松口　正哉 
専務理事  佐藤　　進 
理　事  辻　　和夫
理　事  河田　　優
理　事  樽井　　晃
理　事  清水　勝一
理　事  大木　浩幸
理　事  鈴木耕太郎
理　事  名取　秀宣
理　事  岡部　　亮
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

（せ り ざ わ）
（勝   の   家）
（CoCo 壱番屋）
（季節DiningSIN）
（郷土料理棡原）
（寿し割烹つばめ）
（升　　  亭）
（勝　　  花）
（鳥   む   ら）
（と ん 兵 衛）
（中華Dining桃李）
（にぎわい処拍手）

謹 賀 新 年

山梨県葬祭事業㈿

理事長　坂本　秀直
外　役員　組合員一同
甲府市中央 5-7-21

ＴＥＬ：055-235-5000
ＦＡＸ：055-237-1336

謹 賀 新 年

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

企業組合
温泉市場・しんせんやまなし

会長　石川　　弘
外　役員一同

山梨市矢坪1669-18
ＴＥＬ：0553-22-4826
ＦＡＸ：0553-22-8926

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

山梨人材教育㈿

理事長　齊藤　勇介
外　役員　組合員一同
中央市布施 2106-1

ＴＥＬ：055-225-3577
ＦＡＸ：055-274-8177

迎 　 春

謹 賀 新 年

明けまして
おめでとうございます

異業種交流会

謹 賀 新 年

ＹＳＣ事業㈿

理  事  長　山形　　光

専務理事　小俣　政英

常務理事　鈴木　雅俊

理　　事　佐藤　哲也

外　役員一同

甲府市国母 8-5-11

宿沢ビル201

ＴＥＬ：055-268-3878

ＦＡＸ：055-268-3887

山梨相互振興㈿

理事長　栗山　直樹
外　役員一同

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

山梨県農業機械商業㈿

理  事  長　竹井　一雄

副理事長　畑谷　　忠

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
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迎 　 春

㈱やさしい手甲府

代表取締役社長　根津　宏次
外　役員　職員一同
甲府市上石田1-7-14
ＴＥＬ：055-236-6210
ＦＡＸ：055-236-6211
http://www.yasashiite-kofu.

co.jp/company/

迎 　 春

公益財団法人産業雇用安定センター
山梨事務所

所長　古屋　哲彦
外　職員一同

甲府市丸の内2-16-4 丸栄ビル5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

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　会員　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
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

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

㈲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

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　間邊　　誠

副会長　仲田　　隆

外　役員　会員一同

山梨県中小企業団体青年中央会
会　長　河野　嘉孝
副会長　渡辺　重也
副会長　髙野芳太朗
副会長　金丸　哲也
外　役員一同

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

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　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

謹 賀 新 年

山梨県中小企業
労務改善団体連合会
会長　小林　清哲
外　役員一同

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

公益社団法人山梨県シルバー
人材センター連合会
会長　小林　信保
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

令和２年度環境標語最優秀作品

雇用を守る出向支援
プログラム2020実施中


