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共同の力で新たな課題に 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。
　新型コロナウイルス感染症により世界全体が
大きな影響を被ってから、ほぼ２年が経過しま
した。我が国でも、この間に感染の拡大と収束
が繰り返され、企業経営はその度に翻弄されて
きました。
　昨秋に国内の感染拡大も止まり社会・経済活
動が動き始めましたが、新たな変異株により再
び世界全体の人流が止まり、先行きの不透明感
はいまだ払拭できません。また、半導体不足や
原油を始めとした原材料の高騰、物流の停滞な
どが、アフターコロナに向けて再始動した世界
全体の経済活動の足かせとなっています。
　一方、国連が２０１５年に採択した持続可能
な発展を目指すＳＤＧｓへの取り組みが、ここ
のところ注目され始めています。注目の背景に
は、これまで自明だと思っていた社会経済環境

がコロナ禍で大きく揺らぎ、顕在化した様々な
人類共通の課題解決の必要性が認識されたこと
があります。
　ＳＤＧｓが掲げる目標の１７番目は「パート
ナーシップで目標を達成」となっており、課題
達成のための連携や協力の必要性が大きく謳わ
れています。中小企業組合を始めとした各種の
連携組織は、ＳＤＧｓに限らず、構成員の様々
な経営課題に力を合わせて効果的に解決してい
くための仕組みです。
　これからの大きな環境変化に対して、中小企
業組合をはじめとした連携組織には、構成員企
業の経営課題に共同して対応する役割が求めら
れています。そして、中央会も、組織支援を通
じた中小企業の経営の支援に積極的に取り組ん
でまいります。会員と関係者の皆様には、積極
的にご提案をいただくとともに、引き続きご理
解とご協力をお願いいたします。
　安心・安全で平穏な世界が取り戻せるように
なるためには、今しばらく時間がかかると思わ
れますが、本年が、皆さまにとりまして安定と
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

１０１０大ニュース
秋篠宮家の長女眞子さん結婚

菅内閣が総辞職、
岸田文雄氏が第100代首相に

東京五輪・パラリンピックが無観客で開催、
史上最多の計58個のメダル獲得

新型コロナウイルスワクチン
の接種始まる

「奄美・沖縄」「北海道・北東北」が
世界遺産に登録される

静岡県熱海市で
大規模土砂災害が発生

大谷翔平が二刀流で歴史的な活躍、
アメリカンリーグMVPなど受賞ラッシュ

衆議院が解散、
総選挙が行われる

新５００円硬貨発行開始

日本の民間人で初めて
前澤友作さんが宇宙へ

昨年の出来事

副会長
北原兵庫

副会長
上原重樹

副会長
坂本幸晴

副会長
滝田雅彦

副会長
星 ちえ子

副会長
渡辺教一

専務理事
前嶋健佐
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共同の力で新たな課題に 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４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、本県では、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の防止に向けて、昨年もグリーン ･ゾー
ン認証制度や大規模接種センターの開設をはじめ
とした様々な防御措置を講じて参りました。デル
タ株をはじめとする変異株の猛威により、本県に
おいても「まん延防止等重点措置」が適用される
など厳しい局面もありましたが、多くの県民の皆
様の御努力により、感染者数の減少につなげるこ
とができました。
　しかし、県では警戒を緩めることなく、ＰＣＲ
検査の大幅な強化など、検査体制の更なる充実を
図っているところであり、本年におきましても、
これまでどおり「医療提供体制の確保」を大前提
として、感染症対策と経済を両立させるべく最大

限の取り組みを行って参ります。
　一方、県内経済は全体の基調としては持ち直し
ておりますが、飲食や宿泊などサービス消費を中
心に、引き続き厳しい状態にあります。
　現在、県では、県内経済の再生と反転攻勢に向
けて、「飲食業とその関連産業の再生」、「冬に向
けた観光需要の創出」、「文化芸術活動や地域の賑
わいの復興」を柱とした総額２６億円余の需要喚
起策を強力に推し進めているところであり、こう
した施策により、県内経済の再生を図りながら、
山梨県の将来の跳躍に向けて本年も全力で取り組
んで参ります。
　県におきましては、この度の災害とも称される
国難の中にあっても、持ちうる限りの資源と知恵
を投入し、最善を尽くして参る所存でありますの
で、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

１０１０大ニュース
秋篠宮家の長女眞子さん結婚

菅内閣が総辞職、
岸田文雄氏が第100代首相に

東京五輪・パラリンピックが無観客で開催、
史上最多の計58個のメダル獲得

新型コロナウイルスワクチン
の接種始まる

「奄美・沖縄」「北海道・北東北」が
世界遺産に登録される

静岡県熱海市で
大規模土砂災害が発生

大谷翔平が二刀流で歴史的な活躍、
アメリカンリーグMVPなど受賞ラッシュ

衆議院が解散、
総選挙が行われる

新５００円硬貨発行開始

日本の民間人で初めて
前澤友作さんが宇宙へ

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４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６月に会長として再
任頂き、１１月には本会創立

６５周年記念式典を開催することができました。これもひとえ
に会員皆様方の日頃のご支援やご協力のお陰であると深く感
謝申し上げます。
　昨年は、長引く新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
る行動制限等の影響を強く受けて実に苦しい１年でした。世
界的な半導体不足や原油、金属、食料原材料等の価格高
騰、豪雨・台風等の自然災害の発生、深刻化するデジタル
人材不足、事業承継問題等により、中小・小規模事業者を
取り巻く経営環境は、対面サービス業を中心に深刻な影響を
被りました。ワクチン接種の進展等により感染者数は減少した
ものの、依然予断を許さない状況が続いています。岸田新
政権が昨年１１月に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓
のための経済対策」の実効に期待を寄せているところです。
　このような状況の中、中小・小規模事業者にとって喫緊の
課題である生産性向上や経営強靱化は急務であり、そのた
めには、個社ごとの経営努力に加え、中小企業組合をはじ
めとした共同化、協業化、企業間連携を通じた戦略的な取
組みが重要になります。
　昨年１１月２５日に神奈川県のパシフィコ横浜国立大ホール
にて開催した第７３回中小企業団体全国大会では、萩生田
経済産業大臣等多数のご来賓をお迎えし、全国各地から中

小企業団体の関係者約１，７００名が参集し、
　Ⅰ．�中小企業・小規模事業者等の生産性向上・経営強

靱化支援等の拡充
　Ⅱ．�中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・

雇用・社会保険料対策の推進
　Ⅲ．�中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支

える環境整備
の実現に向けて、共に取り組むことを決議しました。
　大会後の「感謝の夕べ」にご臨席賜りました岸田内閣総
理大臣からは、ものづくり補助金の中央会の事務局としての
活動と生産性向上の具体的な事例に言及され、謝意を頂
き、中小・小規模事業者の発展を支援する中央会への期待
が表明されました。この岸田内閣総理大臣の中小・小規模
事業者への期待や支援に応えるためにも、組合組織が持っ
ている企業同士の「連携力」を大いに発揮し、中小・小規
模事業者が誰一人取り残されることのないよう全力で取り組
んで参ります。
　とりわけ、ポストコロナを見据えた新型コロナウイルス感染拡
大防止と経済活動の両立、デジタル化・グリーン化への起動、
事業再構築・生産性向上、災害対策、事業承継、事業再
生などの最重要課題については、会員の皆様との連携を一
層強化し、対応してまいります。
　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、一刻も早く安心して事業活動を行う環境が
整いますとともにコロナ禍から立ち直り、新たな飛躍への足が
かりとなる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

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　若林　一紀
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、多くの尊い命が失

われたほか、医療崩壊を防ぎ、感染拡大防止に万
全を尽くすため、外出の自粛や営業の制限によっ
て経済活動は制約を受け、厳しい状況を余儀なく
されました。
　もっとも、一人一人の基本的感染対策の継続や
ワクチン接種の進展もあって、秋口以降、感染症
の影響が和らいできました。
　こうして新年を迎えられるのは、感染症の最前
線での対応やワクチン接種にあたられた医療機
関・保健所などの皆様のおかげであり、敬意と感
謝の気持ちが絶えません。
　今年は、引き続き、変異株の動向や、部品・原
材料不足などの供給制約、海外経済の動向といっ
たリスク要因が存在しますが、これまで経済の下
押しに作用してきた供給制約と感染症の影響が和

らいでいくことに伴い、政府の経済対策の押し上
げ効果も加わって、経済全体の回復傾向は次第に
明確になっていくことを期待しています。
　長い目では、高齢化・人口減少、デジタル化の
推進、気候変動対応などの難しい課題も控えてい
ます。既に、県内では、デジタル技術などを活用
した生産性の向上、社会の変化に備えた業態・業
種転換、脱炭素社会に向けた水素・燃料電池分野
への参入などの取り組みが始まっています。ま
た、事業再構築補助金などを活用して、多くの中
小企業等の皆様が新しい分野や新しい価値の創造
に向けて、挑戦を開始しています。起業家を輩出
する起業風土の醸成と支援も徐々に高まりつつあ
ると感じています。
　将来に亘って、山梨県経済がしなやかに形を変
えつつ、時代が求める財・サービスを提供し、一
段と輝いていくことを願って止みません。
　皆様にとって、２０２２年が充実した一年にな
ることを祈念しまして、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　酒井　浩一
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　髙橋　治朗
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：055-237-6269
ＦＡＸ：055-237-6213

損害保険ジャパン㈱
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　組合員　職員一同

甲府市丸の内1-14-19

ＴＥＬ：055-235-0608

ＦＡＸ：055-235-0671



伴走支援による経営課題解決に向けて コロナ禍を乗り越え、新たな世界を拓く

　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、通年に渡って新型コロナウイルス感染
症拡大による影響がおよび、観光・飲食業等を中
心に県内経済は厳しい状況を強いられました。更
に、半導体不足、原油高、各種原材料高、円安等
の影響が加わり、中小企業の事業環境はかつてな
い厳しさが続いています。
　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、全業種において経費コストの単
価が１年前と比較して上昇したと回答されていま
す。また、経費コスト上昇への対応に加えて、カー
ボンニュートラルへの対応やＳＤＧｓへの取組み
等、新たな経営課題への挑戦を掲げている企業も
多く見られました。
　このような大きな経営環境の変化を乗り越える

ために、商工中金は本年も引き続き中小企業組合
及び組合員の皆様に寄り添い、伴走支援に努め
てまいります。金融面での支援はもとより、「経
営支援総合金融サービス事業」による重点分野支
援や国内及び海外ビジネスマッチング等の本業支
援、事業承継やＭ＆Ａ等のソリューション支援、
カーボンニュートラルへの対応やＤＸ支援等を着
実に展開することで、コロナ禍を経て大きく変化
する中小企業の皆様の様々な経営課題解決支援に
取り組んでまいります。
　今年の干支は「壬寅（みずのえ・とら）」です。
「壬」は妊に通じて陽気をはらむと言われ、「寅」
は春の草木が生じる状態を表しているとのことか
ら、今年は厳しい冬を超えて、芽吹きはじめ、新
しい成長が期待される年と言えましょう。コロナ
禍という冬を超えて、明るく希望が持てる新たな
成長の年となることを期待します。
　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
副理事長　早野　文人
副理事長　中込　一明
副理事長　若杉　　聡

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　黒川とも子
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　勝間田慶喜
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 　 春迎 　 春

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

謹 賀 新 年

山梨県鉄筋工事㈿
理  事  長　沼田　三郎
副理事長　沼田　文次
副理事長　渡邊　　孝
専務理事　桒原　隆夫
外　役員　会員一同
笛吹市境川町藤垈820
ＴＥＬ：055-266-3848
ＦＡＸ：055-266-4393



伴走支援による経営課題解決に向けて コロナ禍を乗り越え、新たな世界を拓く

　令和４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、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大により、企業経営者の皆様におかれま
しては、これまでに経験したことがない、厳しい
１年となりました。足元の新規感染者数は減少
し、県内景気には一部に持ち直しの兆しがありま
すが、先行きを見通すことはできず、企業を取り巻
く経営環境は依然として予断を許さない状況です。
　日本政策金融公庫におきましては、新型コロナ
ウイルス感染症特別貸付や新型コロナ対策資本性
劣後ローンなどの融資制度により、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
ご支援に取り組んで参りました。今年も、資金繰
りのご支援にきめ細やかに取り組んで参ります。
　そしてこれからは、未来に目を向けることが大
切です。ピンチは、新たな飛躍を生むチャンスで
もあります。日本政策金融公庫は融資による資金
のご支援に加え、経営に対するご支援にも、民間
金融機関、関係機関の皆様と連携して取り組んで
参ります。具体的には、ポストコロナという新た
な経営環境に向けた本業支援、経営改善や事業再
生、事業転換などへのご支援です。コロナ禍前よ
り日本経済の課題である事業承継には、事業承継
マッチングなどにより、地域を支える企業を次世
代へと繋げられるよう努めて参ります。セミナー
の開催や相談機能の強化などにより、創業支援に
も引続き取り組んで参ります。
　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

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

山梨県山砕石事業㈿

理  事  長　千野　　進
副理事長　荒井　義信
副理事長　井上　光由
専務理事　仲田　　隆
理　　事　織戸　一郎
理　　事　渡邉　文義
理　　事　滝田　雅彦
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

豊かなくらしと
安心安全を支える採石業

山梨県造園建設業㈿

理事長　依田　　忠
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　重治

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

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

　中央会会長職を仰せつかってからは、皆様のお支えがあり、世界中の大きな変
化の中で緊張感がありますが、つつがなく過ごすことができています。
　気が付けばこの年に至るまで、いろいろな物に夢中になりました。30 代では
オーディオ、40 代では乗馬や登山、50 代では機械式のカメラの修理、最近では
クロスバイクを始めるなど、様々な世界に触れてきました。
　もうひとつ神社仏閣巡りも行い、以前より四国八十八箇所霊場を少しずつ巡っ
ています。昨年は四国巡礼の満願とする高野山へのお参りをすることができまし
た。現在では徳島県の第一番札所の霊山寺から高知県の第二六番の金剛頂寺まで、
約三分の一の巡礼を残すところとなっております。この先何年かかるか判りませ
んが、全ての霊場を巡り結願（けちがん）したいと考えています。
　今年は、多少なりとも気持ちに余裕の持てる穏やかな一年となってほしいと思
います。また、皆さまにも等しく良い年であることを願っています。

今年の抱負

　コロナ禍がありましたが、塗料業界は大過ない一年でした。しかし、秋口から
年末にかけ原油価格の高騰に加え、様々な原材料の価格が上昇し、当社が扱う塗
料は原油に依存する石油化学の商品で値上げ幅が 20－40％に達し、販売するの
にも躊躇するような状況です。さらに、物流が世界規模で滞り一部商品の製造が
できず、品薄・欠品状態にあります。そのため上昇傾向にある景気の先行きが、
今後不安定な状況になることを懸念しています。

仕事の内容・昨年を振り返って

山梨県中小企業団体中央会
会長

協同組合山梨県流通センター
理事長

株式会社栗山商店
代表取締役社長

安寧の一年を願う安寧の一年を願う

栗山 直樹栗山 直樹  さんさん

二
〇
二
二
年
新
春
特
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画
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甲州市管工事㈿

理事長　秋山　　智
外　役員　組合員一同
甲州市塩山下於曽668-3
ＴＥＬ：0553-32-2550
ＦＡＸ：0553-32-2549

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　職員一同
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　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

謹 賀 新 年 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

一般社団法人
山梨県冷凍空調設備保安協会

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

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　新津　　潔

副理事長　常盤　久幸

副理事長　清水　　亨

専務理事　清水　　巧

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
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　吉澤　光秀

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

理  事  長　有井　正司
常務理事　早川　徳仁
外　役員　会員一同

笛吹市境川町藤垈 6865
ＴＥＬ：055-234-5917
ＦＡＸ：055-234-5918



　組合は設立 50 年が経過しましたが、コロナ禍により過去に経験したことのない
厳しい状況となりました。今年も業界全体の受注動向は厳しいことが予想されます
が、組合として役員会や定例会で情報交換を活発に行い、ものづくり補助金活用や
組合員企業の活動報告、県内外の先進的取り組みをしている企業の視察研修も実施
したいと考えています。
　50 周年をきっかけに、組合組織の必要性を念頭に共同で取り組める活動を考え
提案し、業界全体での発展を目指していきます。
　コロナ禍に負けず、組合員 24 社で協力体制を築き、より良い一年を目指してい
きたいと思います。

今年の抱負

　当組合は昭和 47 年に設立し、現在、都留市内で一般機械器具製造業を営む組合
員が 24 社で活動を行っています。当社は国内唯一の工業用アナログ計器用の軸受
部品を製造しており、主に自動車排出ガス測定器や航空機・電車のアナログメーター
等に組み込まれています。
　業界として昨年を振り返ると、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣
言やまん延防止等重点措置の発令による外出自粛制限で県内外との取引制限や営業
活動等が積極的に行えなかったことから、売り上げは減少しました。また、組合員
企業の中には、仕事量が確保できず生産調整や週休４日の継続、雇用調整助成金を
活用した企業もありました。厳しい状況が続いてきましたが、10 月以降は自動車
部品や半導体・医療関係等、一部製造業では売り上げが増加傾向となっていること
から、経済活動再開の明るい希望も見えてきた一年となりました。

仕事の内容・昨年を振り返って

山梨県中小企業団体中央会
理事

都留機械金属工業協同組合
理事長

ヒバリ電子株式会社
代表取締役社長

組合設立５０周年組合設立５０周年
～コロナ禍を乗り越えるための組合活動を目指して～～コロナ禍を乗り越えるための組合活動を目指して～

大城 英九大城 英九  さんさん
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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

外　会員一同
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

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
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　野田　清彦
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
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　当組合は、甲府市内の旅館、ビジネスホテル、シティホテル等、様々な形態の
宿泊業者17社が加入しています。旅行、出張、受験などお客様の様々な目的やニー
ズに対応できる強みを活かしていきたいと思っています。
　コロナ禍で宿泊業では厳しい経営状況が続いていますが、甲府市や観光協会と
の連携を強化し、平成 24 年から取り組んでいるレンタサイクル事業の継続、組
合ホームページでの甲州印伝や宝飾、ワイン・フルーツなどのたくさんの観光情
報や魅力を発信していくことで、県内外からの観光客を増やしたいと考えていま
す。
　今年はアフターコロナに向けて、組合員のホテル・旅館が共同で取り組める活
動や講習会等を積極的に取り組み、希望のある１年を目指していきたいと思います。

今年の抱負

　新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の
発令での外出自粛制限で、観光客やビジネスを目的とした宿泊は激減しました。
　また、県内でも感染が拡大しまん延防止等重点措置の適用対象となったことや、
信玄公祭り・花火大会・お祭り等のイベントが全て中止となったことも、宿泊業
にとっては大きな痛手でした。
　組合員のホテル・旅館の多くは、コロナ対策として「やまなしグリーン・ゾー
ン認証」の宿泊施設として感染予防対策を徹底しながら営業活動を継続させ、県
民限定のグリーン・ゾーン宿泊割り等の事業も活用してきましたが、効果は限定
的となりました。宿泊業にとっては、コロナ禍により不透明で不安な１年となり
ました。

仕事の内容・昨年を振り返って

甲府ホテル旅館協同組合
理事

株式会社古名屋
代表取締役社長

コロナ禍を乗り越え、希望の１年を目指してコロナ禍を乗り越え、希望の１年を目指して

伴野 公亮伴野 公亮  さんさん
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迎 　 春

山梨県機械金属工業団地㈿

理事長　望月　英昭
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

迎 　 春

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

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

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　八木　秀文
理　　事　萩原　　裕
理　　事　尾形　　直
理　　事　富田　光男
理　　事　堀内　祐雄
理　　事　堀口　　豊

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

会　長　坂本　幸晴

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

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
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　デジタル化の進展の一方で、コンピュータウイルスの感染による情報漏洩など
のリスクが高まっています。当社ではデジタル化とともに情報セキュリティ強化
も併せて提案しています。これからもさらにお客様が安心して仕事ができる環境
整備に努めていきます。
　また、当社では「社員の健康は経営の根幹である」という考えのもと、健康経
営やＳＤＧｓにも取り組んでいます。今後も意欲的に働ける環境づくりの活動を
進め、社員と組織の成長を通じて社会に貢献しつづける企業でありたいと考えて
います。
　当社では、商品・サービスの提供を通じてお客様の課題解決に取り組み、地元
山梨の企業として地域社会に生かされていることを常に自覚し、今後も当社と地
域社会がともに成長できる事業を展開していきます。

今年の抱負

　当社は、ＯＡ機器・オフィス用品・アプリケーションソフト・ＩＴサービスな
どの販売を通じ、お客様の働く場の課題解決をお手伝いしています。
　昨年は、コロナ禍でデジタル化が加速したお客様の環境変化への対応を支える
ため、ＩＴ補助金などを活用した導入支援に積極的に取り組んできました。
　一方で、コロナ禍による東南アジアの部品工場の稼働率低下と世界的な半導体
不足も重なり、主力商品であるＯＡ機器の供給が遅れている状況が続いています。
そこで、当社の強みのひとつであるメンテナンス技術を活かし、新しい機器導入
までの間は旧機をメンテナンスし使用してもらうなど、こうした状況下でもお客
様にできる限り快適に仕事をしてもらえる環境整備に努めてきました。

仕事の内容・昨年を振り返って

山梨県中小企業団体中央会
理事

協同組合山梨県流通センター
理事

株式会社マルモ
代表取締役社長

地域社会とともに成長する企業に地域社会とともに成長する企業に

丸茂 正樹丸茂 正樹  さんさん
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明けまして
おめでとうございます

㈿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　前田　　誠

甲府市相生 2-4-7

ＴＥＬ：055-232-2525

ＦＡＸ：055-232-2690

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㈿ 山梨中央青果商業㈿

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

理事長　日向　勝男
外　役員　組合員　職員一同

甲府市国母 6-4-1
ＴＥＬ：055-228-1758
ＦＡＸ：055-228-1549

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

謹 賀 新 年
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　本業の延長線上の趣味になりますが、県外の研修会に参加した際に銅板細工に
触れる機会があり、薄い銅板から昆虫等の立体物が出来上がる工程に魅了されま
した。過去に銅板を使用して折り鶴を製作したことがありますが、今年は、自分
の技術力の向上のためにも、さらに難易度が高いカブトムシなどの昆虫細工に挑
戦したいと考えています。出来上がった銅細工は技能まつり等のイベントに展示
し多くの方に観て触れてもらうことで、板金職人の技術力の高さと業界ＰＲに活
用できればと考えています。

今年の抱負

　板金工の仕事は、建築板金と工場板金に大別できます。建築板金は、金属板の
特性や塑性加工に精通した上で建築物の内部に雨水が入らないように施工する雨
仕舞いの処理などの高度な技術と技能が求められる専門性が高い職業です。
　当社は、主に屋根や外壁、雨どいなどの工事・リフォームを手掛けており、私
で 3代目になります。
　一昨年は新型コロナウイルスの影響で、コロナ前と比べ４割ほど仕事量が減少
しましたが、昨年は５月に建築資材の値上がりがアナウンスされたことで、翌月
からリフォームの駆け込み需要が高まったことや公共施設の屋根の葺き替え工事
もあり、安定的に仕事を請け負うことができたことは幸いでした。
　ただ、ウッドショックにより木材価格が高騰し新築工事が鈍化した影響が、屋
根工事や外壁等を施工する当業界にも少なからず波及しており、今後も予断を許
さない状況が続いています。

仕事の内容・昨年を振り返って

山梨県中小企業団体青年中央会
副会長

山梨県板金工業組合青年部
理事

株式会社千野板金工業所
代表取締役

この先の可能性に向けてこの先の可能性に向けて

千野　悟千野　悟  さんさん
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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

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

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　杉山　信明

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

理事長　小池　明智

北杜市大泉町谷戸2815

TEL/FAX：0551-38-8181

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



鈴木： １年で知識・経験を増やすことができました。今後もお客様ひとりひとりに
寄り添い、地域の方々から頼られる存在に近づけたらと思います。成長する
ことを忘れずに日々を過ごしていきたいと思います。

　小澤： ２年目の今年はチャレンジ精神をもって新しいことに取り組んでいきたいと
思います。

　　　�これまでの預金係の他、いろいろな窓口対応の機会を増やしたり、その他に
も為替に挑戦したいと感じています。窓口や電話でのお客様のご質問にス
ピードをもって正確に答えられるように、知識を増やしていきたいと考えて
います。そしてお客様ひとりひとりに丁寧に接し、また、この人に対応して
もらいたいと思われる存在になりたいと思います。

今年の抱負

鈴木： 学生から社会人になり、生活や行動が大きく変わった年でした。現在は、営
業担当として企業や一般家庭への訪問を行っていますが、約束や時間を守る
ことが良い信頼関係を築く基本だと感じています。お客様の顔を覚え、商品
の正確な説明が行え、質問にその場で答えられるよう努めています。覚える
ことや学ぶことがたくさんありましたが、はじめは難しかったことが、自分
の力で実行できたり実感できた時にやりがいや達成感を得ることができました。

　小澤： 預金の新約・解約の手続き、入出金や新規顧客の登録などの業務に携わって
います。

　　　�４月には何もわからないところからのスタートでしたが、先輩方に丁寧に教
えていただき、一人でできることが増えてきました。最初はたくさん失敗を
しましたが、ミスによって仕事の順番の確認や「報・連・相」の大切さを学
び、成長することができたと感じています。

仕事の内容・昨年を振り返って

山梨信用金庫  市川支店／営業

山梨信用金庫  韮崎支店／預金

日々成長を日々成長を 成長できた１年間成長できた１年間
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鈴木 遼河鈴木 遼河  さんさん

小澤 真実小澤 真実  さんさん

鈴木さん 小澤さん
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甲府ホテル旅館㈿
理事長　中澤　　大

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/

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　市村　　智

副理事長　岩間　和浩

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

謹 賀 新 年

迎 　 春

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
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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

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 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

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
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

迎 　 春

官公需適格組合

甲斐市一般廃棄物㈿
理事長　武川　　訓
外　役員一同

甲斐市西八幡3483
ＴＥＬ：055-269-8598
ＦＡＸ：055-269-8598

高齢者活躍人材確保育成事業

謹 賀 新 年
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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　松本　成輔

理　事　高橋　由美

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㈿

代表理事　小川　和彦
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

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

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
企業組合みのぶ地域振興

Link300
理事長　花輪千世子

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

理事長　赤池　宏文
外　役員　組合員一同

南巨摩郡身延町釜額字川尻2035
ＴＥＬ：0556-38-0559
ＦＡＸ：0556-38-0559

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

謹 賀 新 年

迎 　 春

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

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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謹 賀 新 年

㈱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/

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

一般社団法人
山梨県河川防災センター
代表理事　佐野　昌史
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　川崎　　太
副会長　千野　　悟
副会長　中山　弘貴
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　球美

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３年度環境標語最優秀作品


