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特集

山梨県中小企業団体青年中央会が創立５０周年を迎える
記念式典を開催し、歴代会長に感謝状を贈呈

今た 山 梨 県 中 小 企 業 団
年、創立 50 年を迎え

体青年中央会（川崎太会長
会員 22 青年部）は、「創立
50 周 年 記 念 事 業（ 記 念 講
演会・記念式典・祝賀会）」
を企画・実施した。記念事
業は昨年立ち上げた 50 周
年記念事業プロジェクト実
式辞を述べる川崎会長
行委員会のメンバーが中心
となり、これまでの青年中央会の活動と歴史を振り
返るとともに、青年中央会を築き上げてきた歴代会
長に感謝の意を表する機会として、準備を進めてき
た。
青年中央会は、山梨県中央会の青年部組織として、
昭和 47 年に組合に所属する企業の若手経営者や後
継者を会員とした組織として発足。創立 20 周年を
迎えた平成４年を期に、会員資格を個人制から組合
青年部を会員とする青年部等組織制に移行し、旧青
年中央会から数えて 21 代目の会長となる永井慶喜
氏のもと、新生「山梨県中小企業団体青年中央会」
として出発した。
記念式典は、11 月５日にベルクラシック甲府に
おいて来賓や歴代会長、会員青年部など約 80 名が
出席し開催された。開催の数カ月前まで新型コロナ
ウイルス感染症が猛威を振るっており、延期や縮小
等を含め様々な開催シナリオを検討していたが、式
典が近づくにつれ感染者数が徐々に減少傾向となっ
たことから、当初の計画通り実施できる運びとなっ
た。
式典の記念公演では、㈱はくばくの代表取締役社
長の長澤重俊氏により「経営の本質はどこにあるの
か？」をテーマに、自社の取り組み事例を取り上げ
ながら①利益が見
える組織に ②価
値を創造する＝粗
利を上げる ③変
化するのは当たり
前 ④人こそ全て
の４つのポイント
から話がされた。
講演会講師の㈱はくばく 長澤社長
続いて記念式典
が執り行われ、川崎会長の式辞の後、来賓として渡
邊和彦副知事、樋口雄一甲府市長、戸島健雅全青中
副会長が祝辞を述べた。また、歴代会長への感謝状
贈呈に先立ち、青年中央会がこれまで歩んできた歴
史と歩みを写真で振り返るスライドショーが上映さ
れると、多くの出席者が当時を懐かしみ歓声をあげ
るなどして感慨深げに鑑賞していた。上映終了後、
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第 21 代会長から直前会長となる第 35 代会長の 15
名に川崎会長が感謝状を贈呈し、代表して故永井慶
喜氏（第 21 代会長）のご子息である永井学氏が登
壇し感謝状を受け取った。
祝賀会では、中央会の上原重樹副会長と商工中金
の森下昌典甲府支店長から祝辞があり、第 27 代会
長の齋藤義一氏の乾杯により祝宴に入った。祝賀会
の合間にはアトラクションが催され、世界大会での
優勝実績や全国高総文祭の最高位の受賞歴がある甲
府商業高校ソングリーダー部による演技披露、県内
出身のシンガーソングライターのサノケンがギター
の弾き語りで会場を大いに盛り上げた。
最後に須田猛実行委員会委員長が参加者に感謝の
意を述べ、創立 50 周年記念事業は盛会裏に終了し
た。
式典当日には、参加者への記念品として青年中央
会の焼き印マークの入った鈴木製菓㈱（第 32 代会
長 鈴木浩文氏）のお菓子セットと「創立 50 周年記
念誌」が配付された。

感謝状を読み上げる川崎会長と総代の永井学氏

歴代会長（感謝状贈呈者）
歴代

氏名

第21代 永井

敬称略

所属団体

慶喜 山梨県中小企業団体青年中央会青中倶楽部

第22代 梅本

実 山梨県パン協同組合青年部会

第23代 中西

正次 山梨県電気工事工業組合青年部

第24代 長田

達機 山梨県中小企業団体青年中央会青中倶楽部

第25代 中澤

一浩 山梨県電気工事工業組合青年部

第26代 上原

重樹 協同組合ファッションシティ甲府アリア研究会

第27代 齋藤

義一 甲府食肉三水会

第28代 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青年部

第29代 小林

育也 協同組合山梨異業種交流青中倶楽部青年部会

第30代 小澤

浩 協同組合山梨異業種交流青中倶楽部青年部会

第31代 山縣

正道 山梨県塗装協同組合青年部甲塗会

第32代 鈴木

浩文 山梨県食品工業団地協同組合青年部

第33代 須田

猛 山梨県自動車整備商工組合AMS山梨青年部

第34代 矢部

兵衛 協同組合山梨異業種交流青中倶楽部青年部会

第35代 河野

嘉孝 協同組合山梨異業種交流青中倶楽部青年部会

県内経済の先行きは？各業界の今後の見通しについて情報交換
情報連絡員会議を開催

上の減少など、今後への影響が懸念されるとの報
告が多く聞かれた。
央会では、11 月 12 日（金）ベルクラシッ
座長の栗山会長は、「特に燃料の高騰は、影響
ク甲府で情報連絡員会議を開催、新型コロ を受ける業界が多いことから先行きが見通せない
ナウイルスの影響で経済活動に制限を受ける各業 状況は続くのではないか。中小企業は、これまで
界の売上や収益の状況と今後の見通しなどについ も様々な困難を経営努力や創意工夫で乗り越えて
て情報交換を行った。
きた。各社、各業界で様々な課題を抱えていると
情報連絡員制度は、県内の各業界を代表する組 思うが、中央会等の支援を活用していただき一緒
合の役職員 50 名に「情報連絡員」として毎月の に乗り越えていきましょう。」と締めくくった。
業界の景気動向や中小企業の経営に関する意見や
また、会議終了後には甲府税務署の廣地將史氏
要望等を聞き取り、全国中央会を通じて政府の経 より、令和５年 10 月 1 日より導入される「イ
済政策や支援施策の展開に活用している。また、 ンボイス制度」について導入までの準備や
中央会の重要な業界情報として、マスコミへの県 運用についての説明がされ、参加者から
内経済の動向の情報提供、中央会機関紙への掲載 は、組合の賦課金の会計処理方法など、組
担
当：
今井
を行なっている。
合会計に特有の質問がされた。
会議では、新型コロナウイルスの感
染者数が減少し経済が動き出している
と実感している事業者は多いものの、
木材や鋼材、燃料などあらゆる原材料
の価格が上昇し、価格の上昇分を販売
価格に転嫁できず収益が圧迫され、収
益の悪化や消費者の買い控えによる売

中

事業活動を通じたSDGsから業界の向上につなげる
令和３年度視察研修事業を開催

山梨県中小企業組合等事務連絡協議会

組合の役職員で構成される山梨県中小企業組
合等事務連絡協議会（坂本義博会長、会員

対する先進的な事例を組合等事務局が理解し情報
を組合員企業に提供することが業界の向上に役立
数 40 団体）は、11 月 17 日に約 20 名が参加し、 てるという視点から、今回の視察研修を企画した。
長野県伊那市の「伊那食品工業株式会社」の視察
視察先企業である伊那食品工業は、寒天の製造
研修を行った。
販売で国内シェアの約８割を占める。長野県伊那
本協議会では例年視察研修を行ってきたが、新 市の工場周辺一帯の緑地は「かんてんぱぱガーデ
型コロナウイルス感染症の影響で 2 年ぶりの実 ン」と呼ばれ、働く社員はもちろん、地域の人や
施となった。コロナ禍により経済環境や働き方の 観光客が安心して過ごせる空間づくりに取り組ん
変化が進み、組合員企業でもこうした変化に対応 でいる。美しい街づくりは防犯面でも効果が高く
し解決していくことが求められている。加えて、 警察署から感謝状が贈られ、地域に密着した施設
昨今話題に挙げられているSDGｓの取り組みも企 運営を行っている。当日は、職員による企業の概
業の存続のための重要課題に今後はなっていくと 要説明をはじめ、SDGｓを目標にあげて積極的な
思われる。そこで、こうした課題への取り組みに 取り組みを展開する企業の理念に触れることがで
きた。また工場見学では、最新技術の導入により
人と機械の両方の確認作業による生産性の向上や
安全衛生管理の取り組みも学んだ。
視察研修事業は、会員同士の交流と情報交換か
ら組合間連携につなげるものとして定着してお
り、坂本会長は「組合等運営の中枢とも言
える事務局の強化のために今後も魅力的な
たくさんのご参加ありがとうございました
事業・情報を提供していきたい」と語った。 担 当 ： 神 山
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A C T I V E

活 動 あ れ これ

業界が一丸となって
山梨県産ワインをＰＲ

県

産ブドウの甲州やマスカット・ベーリー
Ａでつくられた新酒ワインによる「山梨
ヌーボー」の解禁日の 11 月３日にあわせ、山
梨県ワイン酒造組合（安蔵光弘会長）は、イトー
ヨーカドー甲府昭和店で県内 33 ワイナリーに
よる試飲 • 販売会を開催した。
例年、東京・日比谷公園などで「山梨ヌー
ボーまつり」を大規模に開いていたが、新型
コロナウイルス感染拡大に伴い東京でのイベ
ントは２年にわたり中止していた。首都圏で
の緊急事態宣言の解除、飲食店への営業時間
短縮とアルコール提供の停止がおよそ 11 カ月
ぶりに解除され、秋の行楽シーズンも重なっ
たことか
ら今回の
企画開催
となった。
セレモ
ニーでは、
山梨県の
ワイン県
ワインと料理をテーマにしたトークショー
副知事に

ハタオリマチフェスタ
３年ぶりの開催！

K U M I A I

山梨県ワイン酒造組合
山梨県ワイン酒造協同組合
就任している日本ソムリエ協会の田崎真也会
長と安蔵光弘会長によるトークショーが行わ
れ、料理とワインの合わせ方など、ワインの
楽しみ方について語られた。
ま た、 国 の 地 理 的 表 示（GI） 制 度 に よ り
「山梨」と表示できる 20 種類の山梨県産ワイ
ンを一同に集め、山梨県ワイン酒造協同組合
（三澤茂計理事長）が「YAMANASHI WINE
FESTA2021」を常磐ホテルと連携して 11 月
５ 日 か ら 約 １ ヶ 月 開 催 し た。 金・ 土 曜 に は
「Special Day」を設け、ワイナリー 8 社が蔵自
慢の逸品を振る舞った。期間中に常盤ホテルに
滞在したお客様に山梨県産のワインを知って
もらうための試飲サービスも併せて行われた。
県外から訪れた女性客は、
「思いがけずに山梨
県産ワインを楽しめて感激した。甲州種のワ
インは飲みやすいので、お土産に購入したい。
」
とコメントが寄せられた。
２つのイベントとも、待ちかねた愛飲家
らが味や香りを確かめながら、それぞれお
気に入りのワインを楽しむ華やかなものと
担
当：
なった。
笠井

山梨県絹人繊織物工業組合

山梨県絹人繊織物工業組合（渡辺教一理事
長 組合員 265 社）では、10 月 30 日～

31 日の２日に渡り開催された『ハタオリマチ
フェスティバル』に、組合員の有志の「ハタオ
リマチトラベル」のメンバー（15 社）が参加
した。
このイベントは、富士吉田市の市街地活性化
事業の一環として、『ハタオリマチフェスタ実
行委員会』の主催で行われたもので、2016 年
から毎年開催されてきた。しかし 2019 年は直
前の台風の影響、2020 年は新型コロナウイル
スの感染拡大により中止され、今回３年ぶり４
回目の開催となった。
富士北麓地域は古くから織物産地として栄え
てきたが、全国的に産地としての知名度は低く、
約 1000 年から続く歴史ある織物産地を全国へ
発信したいという想いから富士吉田市の協力に
より 2015 年にハタオリマチフェスタ実行委員
会が立ち上がりイベントが始まった。
イベントには木工業者、雑貨小売業、飲食業
なども参加し、小室浅間神社ほか 15 箇所で行
4
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会場の一つ小室浅間神社の様子

われた。織物に触れる機会を提供しようと、富
士吉田市内の繊維業者だけでなく群馬県桐生市
や静岡県浜松市などからも参加があり、約 80
業者が参加した。
イベントでは富士北麓地域の織物製品の特徴
について語るトークショーや音楽ライブなども
行われ、２日間で県内外から延べ１万人が訪れ、
各所では賑わいを見せた。
渡辺教一理事長は、
「確かな技術に裏付けさ
れた富士北麓地域の織物を少しでも身近に感
じていただけるようにイベントを企画した。
これからも富士北麓地域の織物の品質の高
担
当：
さを積極的にＰＲしていきたい」と話した。
保坂

やまなし素材生産事業協同組合

新 設 組 合 紹 介

森林県山梨の木材業界の中核的な役割を果たす

生育する樹木を伐採して丸太として加工出荷す
ることを
「素材生産」という。減少している県

業 界 としての 維
持が難しくなるこ
内の素材生産業者の課題を連携して克服・改善し とから全 国 的 に
ていくために、素材生産事業者５社がやまなし素 事 業者間 連 携や
材生産事業協同組合（河野 東理事長）を今年８月 組 合 組 織 化 の 必
に設立した。
要性が高まって
我 が 国 の 素 材 生 産 量 は、1960 年 代 中 頃 の い る 中、 い ち 早
5,200 万㎥をピークに徐々に減少、安価な外材 く 設 立 を し た の
に圧され国産木材の価格は低迷し、2000 年前後 が本組合である。
には約 1,600 万㎥を割り込むまで減少した。一
組 合 で は、 組 木材は搬出しやすいように伐採現場
方でプラスティックの代替素材や木質バイオマス 合 員 の 取 り 扱 う で加工、最新の設備も欠かせない
エネルギーへの注目の高まり、低層および中高層 良質な県産材を合板メーカーをはじめ需要家に安
建築物の木造化の動きも活発化し、ここ数年では 定的に供給するための共同販売事業、組合員の事
2,200 万㎥を維持するまでに回復した。しかし、 業継続と事業承継を進める後継者育成などを中心
素材生産関連事業者数は高齢化により減少、最新 に活動をすすめることとしている。
の調査では、林業経営体は全国で約 34,000 件、
総面積 77.8% を森林が占める山梨県では、森
10 年前の 140,000 件から 76% 減少、県内で 林の整備や保全、木材利用による炭素の貯蔵や省
も 2020 年調査で 5 年前から 67% 減少しわず エネ、化石燃料の代替等による気候変動対策を、
か 150 件余りとなっていた。
他県に率先して取り組むことが求められている。
素材生産業者は、森林所有者と木材製品等製造 河野理事長は、「組合事業を通じて積極
者をつなぎ木材を安定的に供給し、伐採後の再造 的に地域経済の活性化と環境づくりにも
林を推進する担い手として木材業界の中核的な役 貢献していきたい」と今後の意気込みを 担
当：
堀内
割を担っている。事業者が減少し続けると業種・ 語る。

情報ＢＯＸ１

栄誉

情報ＢＯＸ２

中央会･会員団体関係者

秋の叙勲・褒章
旭日小綬章

北原 兵庫 氏
山梨県中小企業団体中央会 副会長
山梨県酒造組合 会長

黄綬褒章

大寄 芳朗 氏
山梨県水晶美術彫刻協同組合 副理事長

藍綬褒章

金丸 正幸 氏
山梨県中小企業団体中央会 常任理事
山梨県電気工事工業組合 理事長

県政功績者

小玉

実氏

山梨県中小企業団体中央会 前理事
山梨県水晶宝飾協同組合 前理事長

天野

勝氏

山梨県食肉事業協同組合連合会 会長

加々美 好 氏

富士吉田織物協同組合 専務理事
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やまなし
ものづく
り最前線！

中央会では、国が行う「ものづくり補助金」
の山梨県地域事務局として、試作開発等に
取り組む事業者への補助金交付や事業推進
の支援に取り組んでいます。このコーナー
では、「ものづくり補助金」を活用し、新た
な事業展開のための試作開発に取り組んで
いる事業者を紹介します。

若杉歯科クリニック

地域に密着した高精度な
口腔外科治療の実現
医院長

40 年を迎える若杉歯科クリニック（山
開 業から
梨市）は、山梨市駅徒歩１分の立地にあり、高
齢者から子供連れの親子、学生など、長く地域に
根差した歯科治療を行ってきた。また、歯科治療
だけでなく、様々な専用機器による口腔外科分野
の高度な治療ができる地域でも少ない歯科医院で
もあった。
歯科医療は、歯科医師が患者の治療歴を把握し
医師と患者が理解し合って治療を進めることが必
要で、長く診療をしている患者であればあるほど、
その重要性が増してくる。そのため、高度な歯科
治療が必要になり転院する場合に患者は詳しい症
状がわかる紹介状や再度の初診が必要となり、遠
方から通院する場合には時間や交通費など負担が
かかることや紹介から治療まで時間がかかり症状
が悪化するケースもある。
当院では、大学病院や総合病院と同等の技術を
持ち、患者の立場に立った高い成功率を上げるこ
とができる高度な治療を初診から一貫して完結で
きる治療こそが、地域歯科医療の最も望まれる最
終形と考えきた。
当院でも、根尖性歯周炎（炎症が歯の根の先まで
進む歯周病）の歯根端切除治療やインプラント治療
などの高度な治療がより適切に行えるようになる
ために、高度な医療設備の導入が必要となってい
た。
口腔外科の高精度口腔外科治療例である「根尖性
歯周炎治療の歯根端切除術」で大きな膿胞切除手術
の際にわかりやすいレントゲン立体画像で正確な
診断を可能とする『歯科用３次元ＣＴ』
、0.2mm 以
下の病変の取り残しや歯根の亀裂などを拡大した

歯根端切除術
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若杉 好文 氏 副医院長 若杉 好彦 氏

視野で捉える『マイクロスコープ』、また、「インプ
ラント治療」の際のインプラントポジションを固定
するマウスピース
型装置のサージカ
ルガイドを作成す
るためのＣＡＤ－
Ｃ Ａ Ｍ 機『 Ａ Ｃ オ
ム二カム』、『ミリ
ン グ マ シ ン 』他、
各種の高度な機器
データをチェックしながら
を導入した。
患者とも打ち合わせが可能
３次元レントゲ
ン画像による歯科
用ＣＴネットワー
クで患者 1 人ひ
とりに丁寧に治療
計画を説明し手術
できる環境が整
い、院内ですべて
サージカルガイド
の治療が完結でき
インプラント治療の一翼
ることで治療にか
かる時間が短縮さ
れ患者の負担も大
きく軽減した。
若 杉 医 院 長 は、
「 型 を と る、 仕 上
げる、具合を見る、
調整する等々、治
療時間を含めてあ
３次元レントゲン画像
らゆることが時間
短縮できました。ＣＡＤにより 360°方向の立体的
画像で型を取り寸分の狂いもない義歯を造ること
ができ、技工も自院内で完結できるので、場合に
よっては少々待っていただくだけで仕上がるとい
う凄技もできるようになりました。より多くの患
者への高精度な口腔外科治療を安定して提供でき
る機会を増やすことで、地域の歯科医療の高度化
にこれからも努めていきたい。」と語った。

１

山梨県中小企業団体中央会

コロナ禍における外国人技能実習生の受け入れ

外国人技能実習制度適正化講習会を開催

山梨県中小企業団体中央会
つな

むす

つむ

人を「絆ぐ」・組織を「結ぶ」・地域を「紡ぐ」
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～ポストコロナは変革の時代、連携と革新で躍進する中小企業へ！～
一、万全な資金繰り対策、消費喚起対策による早期景
気回復
一、デジタル化・事業再構築等の投資支援策の拡充・
強化
一、震災復興・豪雨風水害対策の拡充
一、実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進
一、安価・安定なエネルギー・原材料供給体制の確立
一、中小企業組合等連携組織対策の拡充

大会にあわせて行われた表彰式では、全国か
ら 35 優良組合、76 名の組合功労者、20 名の
中央会優秀専従者が表彰された。本県からは、
優良組合として韮崎市環境事業協同組合（向山
陽一郎理事長）、組合功労者として北原兵庫会
長（山梨県酒造組合）が受賞の栄に浴した。
第 74 回大会は、来年 11 月 10 日（木）に長
崎市で開催することが決定、全国中央会の
森洋会長から長崎県中央会の石丸忠重会長
に大会旗の引き渡しが行われ、閉会した。
当
担

月 25 日、 横 浜 市 の「 パ シ フ ィ コ 横 浜
国立大ホール」で全国中央会と神奈川県
中央会主催の第 73 回中小企業団体全国大会
が開催され、全国の中企業組合等の関係者約
1,700 名が参加、本県からは栗山会長をはじめ、
組合関係者など 19 名が出席した。
全国大会は、中小企業・小規模事業者の振興
施策を通じて持続的な成長と豊かな地域社会の
実現を中小企業組合等の総意として内外に広く
表明することを目的に開催している。
大会宣言では、中小企業・小規模事業者、と
りわけ、飲食・宿泊・サービス業等の事業者や
関連事業者が新型コロナウイルス感染症対策を
必死に受け止め耐え忍んできたことから、その
努力が一刻も早く報われるよう、国等に対して
効果的なコロナ対策と医療体制の整備を引き続
き要望する
と と も に、
次のスロー
ガンのもと
本大会の各
決議事項の
早期実現を
第73回中小企業団体全国大会（神奈川県）参加者
強く求めた。

優良組合

組合功労者

韮崎市環境事業協同組合
（向山陽一郎理事長）

北原兵庫会長
（山梨県酒造組合）

山梨県中小企業団体中央会 第三種郵便物認可

：古

浩

２

担

化講習会を開催、県内で外国人材の活用と受入体
制の整備に取り組んでいる組合や企業などの関係
者 24 名が出席した。
講習会では、「外国人技能実習制度の現状とコ
ロナ禍における留意点」をテーマに外国人技能実
習機構（OTIT）東京事務所の沼本光江次長の講演
が行われた。
沼本次長からは、今年 6 月末の技能実習生の数
は約 35 万人で、コロナ禍により前年末に比べ約
24,000 人減少、受入人数の多い国はベトナム、
中国、インドネシア、受け入れ業種は建設関係、
食品製造関係、機
械・ 金 属 関 係 が
最も多いとの説
明 が あ っ た。 ま
た、 新 型 コ ロ ナ
ウイルス感染症
の感染拡大等で、
講師の沼本光江氏
技能実習の継続

が困難になった
ことや出入国が
できないなど課
熱心に説明を聞く参加者
題が発生して
いる。それに対して雇用調整助成金等を活用して
技能実習の継続を検討することや休業や解雇にあ
たって技能実習生にも日本人労働者と同様の労働
関係法令が適用されるので施策を活用し技能実習
生が安心して実習が行えるよう取り組んでもらい
たいとの説明があった。機構では、技能実習生の
感染防止のため技能実習生向けに感染予防の注意
事項をまとめたリーフレット、ホームページやＳ
ＮＳで情報発信しているので利用してほしいとの
依頼もあった。
質疑応答では、「技能実習制度」では技能実習２
号終了後に３号に在留資格を変更する場合に実習
生は一時帰国しなければならないが、「特定技能
制度」では技能実習２号終了後に一時帰国す
ることなく特定技能１号に変更ができるた
め、特定技能制度と同様に一時帰国の条件を
当
：古 屋
廃止してほしいとの要望があった。

孝

月 26 日
（火）に甲府市「ベルク
中 央会では、10
ラシック甲府」で、外国人技能実習制度適正

屋

2021 年 12 月 1 日
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令和３年

データから見た

10 業界の動き
月

１０月報告のポイント

売上高 D.I 値は再びプラスを示すが・・・・
原材料・燃料の高騰、中小企業者の事業継続に大きな課題

10 月の県内景況の D.I 値は、全体で売上高＋４ポイント（前年同月比＋38）、収益状況▲20 ポ
イント
（前年同月比＋14）、景況感▲10 ポイント（前年同月比＋36）となり、売上高 D.I 値が２ヶ月
概況
ぶりに再びプラスを示した。
業種別では、製造業は売上高▲５（前年同月比＋40）、収益状況▲25（前年同月比＋30）、景況
感▲20（前年同月比＋40）となった。新型コロナウイルスの感染者数が減少し事業活動がしやすくなったと
感じる（水産物加工業、紙製造業）、大規模な展示会や商談会の開催に期待が持てる（織物業）などの報告があっ
た。
酒類製造業は、昨年同時期の「GoTo トラベルキャンペーン」期間中の売り上げと比較すると売り上げは減
少したが、今後は酒類の消費が拡大していくと予想している。
一方、家具製造、印刷、業務用機械器具製造、電気機械器具製造などには、需要の回復感はあるものの、木材、
紙、鋼材などの価格が高騰していることから、売価等への価格転嫁が進まなければ、今後も厳しい経営状況
が続くと考える事業者もあった。
非製造業では、売上高＋10（前年同月比＋37）、収益状況▲17（前年同月比＋３）、景況感▲３
（前年同月
比＋34）となった。ジュエリー製品卸売業、食肉小売業、宿泊業では人出の増加を感じており、事業活動が
好転することを期待しているとの報告がされた。
道路貨物運送業も荷動きが少しずつ感染症拡大前の状況に戻りつつあるとする反面、燃料価格が高騰し続
けているが荷主の経営状況を鑑み価格転嫁が難しいと報告、またガソリンスタンドからも原油の高騰が止ま
らず、販売価格への転嫁がしきれず収益が悪化しているとの報告があった。
D.I 値を前月と比べると、全業種で売上高はプラスを示し回復傾向は顕著だが、収益状況、景況感はマイ
ナスのまま、ほぼ横ばいの状況となっている。新型コロナウイルスの感染者数が減少し経済が動き出してい
ると実感している事業者は多いが、製造業・非製造業共に、原材料・燃料の高騰により収益が圧迫されてい
るとの声が多く聞かれ、原価高騰分を価格転嫁し販売・発注元へ請求することが難しく、事業者は動向を注
視するほかないのが実情と言える。今後の事業継続に大きな影響を与える可能性が高く、注視が必要である。

業界からのコメント
●製造業
食料品（水産物加工業）

業務用食材の売り上げが好調。全体の売り上げが前年同月比 112％となり、新型コロナウイル
ス感染拡大前の売り上げの 70％ほどに回復してきた。感染者数が減少し経済活動が活発になっ
てきたと感じている。

食料品（ワイン製造業）

ＧｏＴｏトラベルキャンペーンのあった前年同月と比較すると、売り上げ、収益状況ともに悪化
した。10 月は人流が増加していると感じたが、酒類の需要は高まっていない。11 月には消費
が拡大することを期待している。
また、８月の天候不良がぶどうの品質に影響していたが、９月に入り天候が回復したことで良
質なワインに仕込むことができた。

繊維･同製品（織物）

裏地部門は全体として依然厳しい状況にあるが、輸出用の胴裏地にわずかな動きがある。イン
テリア部門では、今まで止まっていた住宅関連商品に注文が入るようになってきている。

木材・木製品製造

例年この時期は繁忙期になるが、新型コロナウイルスやウッドショックの影響により少し落ち
込んでいるように感じる。木材の価格が上昇している反面、売り上げがさほど伸びていないこ
とから、前年より仕事量が減少しているといえる。

家具製造

新型コロナウイルスの影響によりマレーシアでの生産がストップし、海外生産品の欠品が出て
いることから、国内で補完生産が開始されたが原価は高騰、販売価格に転嫁できず収益が悪化
した。

紙製造業

前年同月と比べ売り上げ、収益状況ともに▲30％となった。しかし、新型コロナウイルス感染
者数が減少したことで、経営の影響が少なくなったように感じている。

印刷・同関連業

インキ、用紙、ガソリンなど、様々な原材料が大幅に値上がりしている。販売価格に転嫁できず、
前年同月と比べ売り上げは増加したが、収益は悪化した。

窯業・土石（山砕石）

公共工事の減少とリニア新幹線関連工事の遅れが大きく影響し、 前年同月と比べ売り上げ ・
収益ともに▲20％となった。出水期間にあたるため河川関連工事の施工が進まないことも要因
ではあるが、工事量減少の影響が大きすぎる。

一般機器
業界全体では受注量は回復傾向にあるが、半導体関連部品を含め部品不足が影響し減産傾向に
（業務用機械器具製造業） ある。材料費などあらゆる面で物価が高騰し収益を圧迫、厳しい経営状況が続くと考えている。
電気機器①
前年同月と比べ、売り上げ、収益ともに悪化した。半導体の供給不足や部材の納品が遅れてい
（電気機械部品加工業） ることから、半完成品の在庫が増えている。
8
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次ページにつづく

半導体製造関連の受注は依然順調に推移している。アルミ、ステンレス、銅などの鋼材価格が値
電気機器②
上がりしているが製品価格に転嫁できず、売り上げが増加しても収益は悪化している。11 月と１
（電気機械部品加工業） 月にアルミが再び値上がりすることから、発注元との交渉が必要だと考えている。

宝飾（研磨）

10 月 27 日（水）～29 日（金）にかけて毎年恒例の国際宝飾展が開催された。来場者は前年より増加
したが、売上金額は前年と変わらず、10 月期の売り上げも前年同月と比べて変化はなかった。

宝飾（貴金属）

前年同月と比べ売り上げが▲30％となった。新型コロナウイルスの影響により、各組合員が営業
活動を充分に行えないことが理由だと考えている。

●非製造業
前年同月に比べて各素材の相場は非常に良いが、新車の納期遅延を受けて廃車の発生台数が減少

卸売（自動車中古部品） している。10 月の新車販売台数も前年同月比で 30％以上減少している。現状では改善の見込み
はない。

小売（青果）

やまなしグリーン・ゾーン認証を受けていない飲食店等への休業要請は解除されたが、来客数が
伸びていないのか消費の動きは鈍い。行楽、外食等での人流の増加を期待している。

小売（食肉）

ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンのあった前年に比べると売り上げがやや減少した。人流が増加してき
ていると感じているが、各種飲食店の動きは不安定。11 月は、県や市で実施されている宿泊割引
を活用する県民や県外からの旅行、修学旅行などに動きが見られ予約状況は好調なようで、商品
が動き始めている。

前年同月の山梨県グリーンゾーン助成制度により、空調関連商品への需要が拡大していた地域店
小売
で 150％近く売り上げが増加していた頃から比較すると大幅に減少した。量販店における前年の
（電気機械器具小売業） 特需による伸び率は大きくなかったが、全体で見ても前年同月比▲43％となった。

小売（ガソリン）

原油の高騰が止まらない。市場価格に完全転嫁することができず、売り上げは増加したが、収益
は悪化。

宿泊業

まん延防止等重点措置が全県で解除されたが、いまだ資金繰りに厳しい状況が続いている。少し
ずつ人の流れが出てきているように感じることから、11 月以降はイベント等の開催や観光客の増
加により、状況が好転することを期待している。

警備業

土木建築部門の警備業務は、工事発注量が増え天候にも恵まれたことから前年同月と比べ売り上
げが増加した。加えて、新型コロナウイルスの感染者数が減少し、イベント等の警備業務も小規
模ながら再開し、景況が好転してきたと感じている。しかし、下期に入り工事関連の警備業務の
需要は更に増大するものの、深刻な警備員不足が続き、既に年内は受注ができない状態にある。

建設業（総合）

公共工事は前年同月と比べ件数は 18％減少、請負金額も 11％減少した。10 月末累計では件数は
1.6％減少したものの、請負金額では９％の増加となっている。建設業関連の保証会社が実施して
いる「建設業景況調査」によると、７～９月に比べ 10 ～ 12 月の動向は「悪い傾向がやや強まる見
通し」とされており、今後の動きを注視したい。

建設業（型枠）

夏以降、公共工事やリニア新幹線関連施設の建設、アフターコロナを見据えた民間の設備投資が
増えた。しかし、コンパネや金物類の材料代の高騰に加え職人が不足、受注は多いが収益が上が
らない状況。

建設業（鉄構）

鋼材、副資材の価格高騰や工期の延期や長期化により、受注価格及び納期の面から契約に結びつ
かないケースが出てきている。受注後も材料の価格が上昇し続けているため、収益が圧迫される
状況が続いている。

設備工事（管設備）

売り上げが前年同月比 38％程増加した。しかし、月単位で工事量が変動していることや資材が高
騰していることから、今後の見通しが難しい。

運輸（タクシー）

休日前の夜間タクシーの利用は増加傾向にあるが、それ以外の日は利用客が減少したままで変化
を感じられない。11 月に行われる「やまなし観光ＭａａＳ」（スマートフォンを使い、バスやタク
シーなど複数の交通手段を組み合わせて目的地まで移動する次世代交通サービス）の実証実験が、
良い結果を残しその後に活かせることを期待している。

運輸（トラック）

荷動きが少しずつ感染症拡大前の状況に戻りつつあるが、燃料価格が高騰し続けているため収益
状況を悪化させている。荷主企業も新型コロナウイルスの影響を受け減収・減益となっているこ
とから、燃料高騰分を価格に転嫁し請求することが難しい。今後の燃料の価格変動を注視したい。

好転

悪化

46%

12%
不変

悪化

24% 28%

＋４（前年同月比＋38）
●業種別ＤＩ値
製造業 ▲５（前年同月比＋40）
（前年同月比＋37）
非製造業＋10
●前月比ＤＩ値
製造業 ＋20
非製造業＋20

（

ＤＩ値＝

良数値−悪数値
調査対象組合数

）

不変

46%

令和２年10月

●ＤＩ値

32%

製造業 ＋５
非製造業±０

悪化

50%

不変

56%
令和３年10月

▲20
（前年同月比＋14）
●業種別ＤＩ値
（前年同月比＋30）
製造業 ▲25
（前年同月比＋３）
非製造業▲17

●前月比ＤＩ値

好転

好転
悪化 12%

（前年同月比）

●ＤＩ値

10%

景況感

令和３年10月

（前年同月比）

売上高 （前年同月比）

48%

悪化

44%

収益状況

不変

42%

令和２年10月

好転

好転

4%

不変

悪化

24%

不変

46%

令和２年10月

好転

14%

62%
令和３年10月

●ＤＩ値

▲10
（前年同月比＋36）

●業種別ＤＩ値

（前年同月比＋40）
製造業 ▲20
非製造業▲３（前年同月比＋34）

●前月比ＤＩ値
製造業 ▲５
非製造業＋４
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官公需法に基づく

施策
情報

令和３年度中小企業者に関する
国等の 契 約 の 基 本 方 針 について

9 月 24 日､ 官公需※における新規中小企業者を含む中小企業・小規模事業者の受注機会の
増大を図るため、
「令和３年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました。
※官公需とは
国や独立行政法人、地方公共団体等が、物品を購入する、サービスの提供を受ける、工事を発
注することを『官公需』といいます。
国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注
の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を
内容とする『中小企業者に関する国等の契約の基本方針』を毎年度閣議決定し、
公表しています。
また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格
組合』としての証明書を発行し、受注機会の増大を図っています。
今年度の基本方針では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み、中小企業・小規模事業者に
対してこれまで以上に配慮する観点から、中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として
61%、新規中小企業者向け契約目標は、引き続き 3% と設定しました。
また、最低賃金額の大幅な引上げが予定されていることから、受注者である中小企業・小規模事業
者が最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図ることができるよう柔軟に契約額の変更に応じること、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する配慮を強化するため、
入札参加機会の確保のための柔軟な対応を行うこと等を明記しました。

令和３年度に新たに講ずる主な措置
（１）最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し
①国等は、契約前において、年度途中の最低賃金額の改定を踏まえた予算を確保し契約時点で反
映しておくことや、人件費単価が改定後の最低賃金額を下回った際は適切な価格での単価の見
直しを行う旨の条項を予め契約に入れることなどにより、年度途中で最低賃金額の改定があっ
たとしても、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう配
慮するものとする。
②国等は、契約後において、最低賃金額の改定があった場合には契約金額を変更する必要がある
か否かについて受注者に対し確認し、最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図るため契約金額
を変更するなど、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよ
う配慮するものとする。

（２）入札参加機会の確保のための柔軟な対応
国等は、入札の公正性、透明性及び競争性に留意しつつ、案件ごとの事情を勘案した上で、新
型コロナウイルス感染症の拡大を防止しつつ中小企業・小規模事業者の入札参加機会の確保が図
られるよう、入札手続等において意見聴取等が必要な場合にはオンラインでの会議等を最大限活
用することや、入札参加者等と資料のやりとりをする際はメールや郵送等でも対応するなど、柔
軟かつ適切な対応に努めるものとする。
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情報ＢＯＸ３

中小・小規模事業者
に向けた個別経営相談会
甲府市

相談 事前
無料 予約制

甲府市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上
の減少や創業に係る不安など、中小・小規模事業者の皆さまが
抱える経営問題等の悩みを解決するために、よろず支援拠点専
門相談員による個別経営相談会を開催します。

日時

情報ＢＯＸ４

山梨労働局
からのお知らせ

令和３年 ①１２月３日
（金） ②１２月１４日（火）
午前９時から午後４時

令和３年１０月１日から、山梨
県最低賃金が改正されました。
改正後の金額は、

※ 1 事業者あたり 1 時間程度とさせていただきます。

①甲府市役所 本庁舎7階 会議室7-1

会場 ②甲府市役所 本庁舎8階 会議室8-2
（甲府市丸の内 1 丁目 18-1）

■対象：甲府市内に事業所がある中小企業者・小規模事業者
■相談無料です。
■申込方法：事前予約制となります
申込用紙をホームページからダウンロードしてご記入
いただき、ＦＡＸでお申し込みいただくか、申込書の
内容をメールに記載または添付し、お申し込みくださ
い。電話でも受付します。
※希望者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

■相談内容（下記以外の相談も受付けます）
・経営全般
・各種給付金、補助金等の申請手続き方法、融資について
・創業支援関係など
主催 : 甲府市

協力 : 山梨県よろず支援拠点

・甲府市産業部商工課
お問い合わせ

甲府市丸の内１丁目１８－１

時間額

866円
です。

詳しくは
山梨労働局

賃金室（055-225-2854）

甲府労働基準監督署（055-224-5616）
都留労働基準監督署（0554-43-2195）
鰍沢労働基準監督署（0556-22-3181）
まで

TEL：055-237-5695 FAX：055-227-8065
メール：syoukous@city.kofu.lg.jp

情報ＢＯＸ５
県
山梨 の

法人様
限定！

富士山静岡空港

ＦＤＡ路線モニター

搭乗キャンペーン

キャンペーン内容

先着100社様

富士山静岡空港を発着するＦＤＡ（フジドリーム
エアラインズ）便のモニター搭乗にご招待！
対

象

山梨県内の法人様

先着 100 社様（１社３名まで）

キャンペーン期間

令和３年11月26日～令和４年３月26日の任意の日

（申込時に、搭乗希望日・便を確認させていただきます。ただし、
空席状況によりご希望に添えない場合があります。）

申込方法
①キャンペーン参加希望であること、②法人名・担当者名、
③連絡先（E-mail）を記載の上、静岡県空港振興課（airportshinkou@pref.shizuoka.lg.jp）へ御連絡ください。事務局
より申込書をお送りします。

【お問合せ先】富士山静岡空港利用促進協議会
ＴＥＬ：０５４－２５２－８１６１
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高齢者活躍人材確保育成事業

令和３年度環境標語最優秀作品

１.６６

令和３年５月６日現在
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