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広いセンター　豊かな物流

災害に強い道路交通網の確保のために
甲府盆地に降った２月の雪は、114cmという史上最高の積雪を記録した。

当組合加盟の各社は、交通途絶のため、大きな影響を受けた。このため栗山理事長は、
横内山梨県知事に「災害に強い交通網の確保のために」と題する要望書を提出した。

 平成26年４月７日

山　梨　県　知　事　　　殿
 協同組合山梨県流通センター
 理事長　　　栗　山　直　樹

災害に強い道路交通網の確保のために

　本年２月８日及び14日の大雪は、われわれ組合及び各組合員企業に今後の災害対策を考える上で多くの教訓を残しました。とりわけ２月14日朝から
降り始めた雪は翌朝まで続き、甲府盆地の積雪量が114㎝という、明治27年に観測が始まって以来記録にない大雪となったことは周知の通りです。
　このため県内交通網は機能不全に陥り、物流は殆どが停止状態となって、ほぼ一週間にわたって、除雪用具は当然、食料品、日用雑貨からガソリン
に至るまで供給が滞る状況となり、県民生活や企業活動に大きな支障が生じました。この事態を多くのマスコミは「山梨県が陸の孤島となった」と報
じましたが、われわれ県民はこの報道を安易に聞き流すべきではないと考えます。今回の雪害を契機として、首都圏に属する県として更なる発展を考
える上で、安全で安心できる地域としての価値を高めるために雪害を含む災害への備えを見直すべきなのではないでしょうか。
　たしかに、今迄に経験のない大雪であったことは事実であるにしても、地球規模で大きく気象変動が進む状況は認識しなければならず、今後も予想
せざるを得ない事態として、次にまた同じ言葉を繰り返さないための準備を心すべきだと思います。これまで、われわれが対策を講ずべき災害は東南
海地震を念頭に置いた巨大地震でしたが、今回の事態を踏まえて豪雪をもそれに加えるべきこととなったと言えるでしょう。
　今回生じた深刻な状況を検証し、きめ細かい適切な対応策が急がれます。行政機関の災害出動基準、防災情報の伝達、交通規制の在り方、具体的
な除雪対策等々、解りやすく機能しやすい対策が構築されなければなりません。とりわけ県内外を結ぶ中央道、国道など主要幹線道路は県民生活を守
るいわば生命線であり、今回の災害でその重要性を改めて認識させられました。
　われわれは、県内物流の担い手として、災害発生時にもその期待に応え、役割を果たすべく、安全・安心な地域づくりにも積極的に参加・協力し、
地域社会に貢献することをここに改めて表明すると同時に、県当局に対して、今回の事態を教訓として災害時の県内交通網の確保に十分な対策を講じ
られたく要望するものであります。
 以上

降り積もった雪かきをするセンター各社の人たち 団地雪風景
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　平成26年度新入社員実践研修が、４月９（水）・
10（木）の２日間、流通会館大会議室で行われた。
今回は団地内企業９社から18人が参加し、社会人に
なって初めて受ける研修だけに、緊張した面持ちで
はあったが、互いに他社の社員との交流に刺激を受
けた様子だった。
　講師はコミュニケーションアカデミーの鬼塚啓介
先生。今年度の新入社員研修も名刺交換や訪問マ
ナーをはじめとするビジネスマナーや敬語、自己紹
介スピーチや３分間スピーチ等実践的な研修となっ
た。特に学生時代に使用することが少ない敬語につ
いては、先生から指摘を受け、苦戦しながらも、熱
心に学んでいた。
　10日の終了時には、２日間の研修を通して「成長
した」「働くことが楽しみになった」「自分に足りな
い部分が見えた」等の受講者たちの声を聴くことが
できた。

鬼塚先生（立っ
ている）の話に
聴き入る参加者

メモをとるなど
熱心な姿勢の参
加者

「ひと手間」をわざわざ加えよう

「敬語」の使い方など学ぶ

　今年度２回目の定例懇談会が平成26年２月10日
（月）に流通会館第２展示場で開かれた。講師には
作家の江上剛氏をお招きし「中国を中心とするアジ
ア経済と日本の今後」をテーマに講演していただい
た。降雪の影響で参加者は、予定より少なめであっ
たが、組合員・準組合員・外部からの参加者を合わ
せて約50人が出席した。
　江上氏は「昨年の日本経済はアベノミクスの年と
いうことで大胆な金融緩和、機動的な財政出動によ
り、一挙に円安になった。今後しばらくは金融緩和
を続けていくだろう」と述べ、さらに世界のお金や
経済の流れをマイナスの方向へ結びつける要因とし
て日中関係悪化、靖国問題を挙げて、靖国問題が尖
閣問題等とは異なり、彼らにとって特別な民族の誇
りの問題であることを指摘した。
　また、今後の日本には、中小企業のイノベーショ
ンが必要であると指摘し、キャッチダウン方式と非
効率（ひと手間）の方法を述べた。今まで多くの中
小企業はより良く、プラスにしていこうとする考え
だった。しかし江上氏は、不必要なものをどんどん
マイナスにしていこうとする考え、つまりキャッチ
ダウン方式でこそ本当の市場の声を聞けるのではな

いか、また皆がしないひと手間をわざわざ加えるこ
とで、喜ぶ人がいる、中小企業こそそのひと手間を
加えるべきだと思うと語った。
　最後に「中小企業であればあるほど最初からマー
ケットを絞らず、グローバルに展開すべきだと思う。
何も大それたことをすることはない。どうすれば
ターゲットに喜んでもらえるのか、そのことを考え、
今までのやり方をちょっと変えるだけで１年後様変
わりするだろう」と結ばれた。

　　　 ９社から18人が参加

　　　 グローバル展開も提案

新 入 社 員
実 践 研 修

定 例 懇 で
江 上 講 師

講演する江上剛氏
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氏　 名 野口　明日香 山本　早織 渡邉　美寿貴 佐藤　ひなこ 佐藤　七生 坂本　奈津美
会 社 名 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石
血 液 型 B型 AB型 B型 O型 A型 A型
星　 座 おひつじ座 いて座 さそり座 みずがめ座 うお座 おとめ座
趣　 味 映画鑑賞 スピッツ（バンド） カラオケ 着物 ダンス カラオケ

イラスト

氏　 名 櫻本　耕大 深沢　海人 広瀬　和也 遅澤　佳祐 進藤　亮太 小泉　友哉
会 社 名 甲信商事㈱ ㈱サンテミリオン ㈱甲府情報システム ㈱甲府情報システム ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業
血 液 型 B型 A型 A型 O型 A型 O型
星　 座 おとめ座 うお座 おうし座 うお座 しし座 ふたご座
趣　 味 サッカー観戦 釣り 映画 スポーツ 映画鑑賞 麻雀

ピアノ サッカー

氏　 名 瀬川　美紀 小林　祐也 横森　恒太 八木　真緒 中込　隼 堀内　せりな
会 社 名 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業 碓井自動車㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱
血 液 型 A型 O型 O型 A型 O型 A型
星　 座 かに座 みずがめ座 うお座 しし座 ふたご座 おうし座
趣　 味 お菓子作り スポーツ スポーツ 音楽（ドラム） サッカー 読書

買い物 スノーボード ビリヤード 音楽鑑賞

氏　 名 髙野　健司 坂本　茂樹 三枝　正仁 上小澤　和伴 山田　舞 大木　佑子
会 社 名 マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱
血 液 型 A型 A型 B型 O型 A型 O型
星　 座 てんびん座 いて座 みずがめ座 しし座 ふたご座 うお座
趣　 味 釣り サッカー 日光浴 音楽 映画鑑賞 映画鑑賞

ライブへ行くこと カラオケ

氏　 名 髙野　桂奈 長沼　亜希 土屋　悠 志田　圭祐 三井　友梨 中野　太陽
会 社 名 マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ ㈱マルモ ㈱マルモ ㈱マルモ ㈱正直堂
血 液 型 A型 AB型 AB型 AB型 B型 O型
星　 座 おうし座 さそり座 うお座 ふたご座 いて座 おとめ座
趣　 味 スノーボード バレーボール スポーツ スポーツ ダンス ギター

スノーボード

新　入　社　員　紹　介
（13社37人が仲間入り）

84457センターニュースNo.297.indd   3 14/06/05   15:26:59



流通センターニュース

（4）

No.297　平成26年５月16日

事故ゼロは　団地の願い　我が誓い

　今年１月21日に着工していた流通会館の防水工事
が３月31日に完成し、４月３日に立会検査を行い、
完了した。当初の予定では、３月20日頃の完了を見
込んでいたが、２月に降った記録的な大雪のため工
事期間が延期となった。
　防水工事は、当初、屋根の防水工事だけを予定し
ていたが、平成８年の改修から17年も経過したこと
から外壁塗装も合わせて行われた。
　老朽化が進む流通会館改修のコンセプトは、対処
療法的な工事ではなく、将来にわたってできるだけ
長く使用し得る根治療法的工事で行うこととなった。
　屋根の防水工事は、雨漏りがたまに見られる展示
場については、現在のGL鋼板に同じGL鋼板カラー を被せるオーバールーフ方式で工

事を行い、事務局・会議室がある
会館側はシート防水（絶縁工法）を
敷設する方法とした。外壁塗装は
弾性吹付タイル、細部はウレタン
塗装とした。
　今回の工事は、25年度予算900万
円よりも大きく膨らむこととなっ
たが、今後少なくとも10年は十分
に耐え得るものと保証されている
ものであり、安心して組合員等の
利用に供せられるものとなった。

流通会館の防水工事完了
今後10年は安心利用できる

氏　 名 小倉　和也 塚原　平 池田　俊輔 古屋　真子
会 社 名 ㈱正直堂 ㈱山梨中央銀行流通センター支店 ㈱日医工山梨 ㈱富士メディカルサービス
血 液 型 A型 O型 AB型 B型
星　 座 おうし座 みずがめ座 しし座 てんびん座
趣　 味 バドミントン 野球 車 映画鑑賞

ボウリング カラオケ 食べ歩き 料理

氏　 名 小林　正弥 杉山　友希子 千野　浩子
会 社 名 むろい㈱ むろい㈱ むろい㈱
血 液 型 O型 A型 AB型
星　 座 おうし座 やぎ座 てんびん座
趣　 味 キックボクシング ライブへ行くこと 楽器演奏

音楽鑑賞
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流通会館に以前から要望がありました無料
Wi-Fi（公衆無線LAN）を1月に設置しました。
会議室ご利用の際等、ぜひご利用ください。

流通会館Wi-Fi設置しました 各種展示会、イベント、
会議、研修会などに

流通会館の展示場、
会議室をご利用ください。

会社名：株式会社イイダ
代表者：飯田　晴彦
住所：中央市山之神流通団地2-8-3
TEL：055-273-6886
FAX：055-273-7074

　弊社は甲府市中央一丁目（旧桜町）に飯田商店を
開設したところから始まりました。戦後洋傘製造に
主力を注ぐと共に、昭和29年株式会社飯田信長商店
と法人に変更し、県内外の仲間卸を主に販売を拡大
してまいりました。その後、昭和52年に社名を株式
会社イイダに変更し、山梨県流通センター創立の翌
年、昭和53年に流通団地に進出しました。そして団
地進出にともない、取引先の要望に充分答え得る商
品の拡充を図ると共に、県内及び近県の主力小売店
との取引を進め、現在に至っております。

【主な取引先】
株式会社オギノ、株式会社ユニリビング、株式会社
Jマート、株式会社おどや、株式会社三和

【取扱品目及びブランド名】
鷹印洋傘、帽子、雨コート、マフラー、ハンカチ

【今流行の自社企画商品】
婦人60ｃｍ×24本骨傘、紳士65ｃｍ×24本骨傘

　前月号でもお知らせした通り、当組合は25年度の
主要事業の一環として反社会的勢力排除に取り組ん
できたが、３月14日に開かれた第７回理事会で「反
社会的勢力ではないことに関する表明及び確約書」
の文案が採択された。
　この文案の骨子は、組合加入を希望する企業及び
全ての組合員企業に、当社及び当社の役員が反社会
的勢力ではなく、それに協力又は便宜を与えてはい
ないことを表明、確約していただき、かつ、上記
「表明・確約書」の申告が虚偽であったり社会的に
非難されるべき事実が判明したりしたときに限り組
合から除名され、団地から退去することに同意する
ものである。

　反社会的勢力排除取り組みの動きは、全国各県で
暴力団排除条例が制定され、既に多くの企業や経済
団体では取引約款や定款に盛り込まれているところ
だが、当組合の場合、集団化し団地を形成している
点、組合から除名するだけでは足りず、団地から退
去させることにその特長がある。
　この「表明・確約書」は既に各組合員に届けられ、
４月末現在でほとんどの組合員が記名捺印して、組
合に提出しており、あと数社を残すばかりである。
　この取り組みは、問題が発生してからでは遅く、
事前にそのための有効な対策を打つことに意義があ
る点を強調したい。

組合員・準組合員紹介
株式会社イイダ

反社会的勢力排除に一丸
確約書、数社を残し提出済み

84457センターニュースNo.297.indd   5 14/06/05   15:27:02



流通センターニュース

（6）

No.297　平成26年５月16日

事故ゼロは　団地の願い　我が誓い

　何年か前のことである。まだ夜が明け切らない
早朝、趣味の写真撮影で移動中の車のカーラジオ
から流れてきた「ラジオ深夜便」の放送。聴くと
もなく聞いていると窪島誠一郎氏へのインタ
ビューであった。この人は作家水上勉のご子息だ
が、生まれて間もなく貧しい靴屋に貰われ、事実
は父親が彼を育てられなかったためだが、そこの
子供として育てられて実の父親を知ったのは成人
してからのことだった。
　番組ではそれが話題とされていたわけではなく、
彼が館長である「無言館」という美術館の話であっ
た。それまで私はその美術館のことは知らなかっ
たのだが、それは信州上田の真田平にあり、窪島
氏と画家である野見山暁冶氏が全国を回って収集
した戦没画学生の作品を展示している美術館であ
る。番組は、作品収集のいきさつや苦労話など、
窪島氏の一点一点の作品に寄せる思いが伝わり、
是非行ってみたい気持ちにさせられた。
　それからしばらくして、思い立って妻を誘い無
言館を訪ねた。そこは小高い丘の緑に囲まれた小
さな美術館だった。入り口に入ろうとして気付い
たのはチケット売り場がないのである。そのこと
に多少驚きを感じながら展示場に入ると、まず目
に入るのは若い裸婦像、脇に書かれた解説を読む
と、これは出征前の学生が恋人をモデルに描いた
作品。暗めの色調から戦場に向かう悲壮感と恋人
への深い想いが伝わり、当時の時代背景が相まっ
て目を奪う迫力と緊張感に満ちていた。
　順路に従って作品を見ながら改めて気づくのは、
当然のことなのだがそこに展示されている全ての
絵画の作者は10代後半から20代の若い画家ばかり
であるということ。そして彼らのすべてがその若
い命を戦場に散らしたこと。描かれているのは父、
母、兄弟や恋人、故郷の風景など、戦場に征く彼
らが記憶に留めたいと思ったことごとに違いない。
　伝わるのは時代の理不尽さであり、若い彼らの
生への渇望であり、戦争が如何に悲惨で罪深いも
のなのかが否応なく迫ってくる。作品を見終わっ
て感じたのは、時代の重圧に抗し切れなかった若
者たちの悲しみ、そして、今を生きるわれわれへ
の重いメッセージである。
　展示場の出口に立つとそこには募金箱のような
箱が置かれていて、見ると「お志をご寄付くださ
い」といった文字。入れる金額に戸惑いながらそ
れぞれ千円札１枚を入れて、それでも何となく気
持ちに迷いが残ったのを覚えている。
　私たちは、建物を出て芝生の庭を歩き、そこに
置かれたベンチに腰かけ、しばらくの間心を静め
て無言館を後にした。 （M）

かいがね

　◆１月 ６日　　　仕事始め
 ７日　　　正副理事長会議
 ７日　　　経済団体新年祝賀合同互礼会
 ９日　　　組合新年互礼会
 10日　　　中小企業団体中央会新春交流会
 10日　　　生活改善委員会
 10日　　　法律相談日
 14日　　　リサイクル・一斉清掃日
 15日　　　甲府法人会新年賀詞交換会
 16日　　　商団連役員会
 17日　　　役員新年会
 18、19日　営業マン研修会
 20日　　　中央市商工会役員会
 21日　　　職業能力開発協会互礼会
 21日　　　 パソコン教室　エクセル活用講座

（30日まで）
 21日　　　会館屋根防水・外壁塗装工事着手
 22日　　　社員交流会反省会
 28日　　　認定職業訓練校監査
　◆２月 ４日　　　正副理事長会議
 ５日　　　総務委員会
 10日　　　定例懇談会・経済講演会（江上剛氏）
 12日　　　リサイクル
 12日　　　理事会
 12日　　　ＬｏＭＡの会定例会
 13日　　　生活改善委員会
 14～15日　記録的な大雪（積雪量114cm）
 18日　　　 パソコン教室　アクセス基礎講座

（27日まで）
 21日　　　総務委員会担当理事会議
 21日　　　厚生年金基金役員会
 26、27日　乳がん検診
　◆３月 ４日　　　正副理事長会議
 ５日　　　商団連事務局長会議
 ６日　　　生活改善委員会
 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
 14日　　　理事会
 14日　　　東ブロック懇談会
 19日　　　法律相談日
 19日　　　商団連役員会
 25日　　　南ブロック懇談会
 25日　　　ＬｏＭＡの会定例会

「事務局日誌」「事務局日誌」　　～１、２、３月の主な会議等～

組合員変更事項
組合員名 変更前 変更後

甲信商事㈱甲府支店 支店長　片桐 行高 支店長　三神 浩之

組合員の加入
㈱アダストサービス
ベストライフ事業部 社長　小田切 兼一 流通団地　２－４－３

事務局人事異動　26.４.１付け
氏　名 職　名
田中 幸雄 嘱　　託
内藤 寛史 業務課長

お悔み申し上げます
　当組合元理事長　望月弘様には３月２日に
ご逝去されました。ここに心から哀悼の意を
表します。
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