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新年のご挨拶
公益財団法人山形県生活衛生営業指導センター

　　　　　　理事長　矢　萩　長兵衛

う、責務を再確認し責任感を胸に生衛業に向き合

うものと考えております。多岐に渡って事業を遂

行する全ての旨は、生衛業全体の健全経営と発展

に寄与するためであります。ウイズ・コロナ時代

向き合う一人一人の要望に「仁」の心をもって貢

献してゆきたいものと考えております。

　令和３年度も、徹底した自己管理に励み、自助、

共助を常として忍をもって静かに収束を待ちたい

と思います。組合員におかれましては、大いに指

導センターを活用され、健やかな日が一日でも多

くと、祈る心を表し挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。

　令和２年はコロナ感染症が世界を恐怖へと陥

れ、社会のあり方を変えつつあります。どのよう

な社会が構築されるのか想像すらできない不安が

人間社会を捉えております。一日も早い、収束を

迎えられるよう共に祈念いたします。

　私達生衛業は、個人経営が多数であり、エンド

レス的なコロナ渦の中、感染拡大防止策の一環と

して、人と人の接触が制限されることは、容易な

らないものがあり、ロープの切れかかった吊橋を

渡るようなものです。

　生活衛生営業指導センターとしての役目を負
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◇クリーニングはＳマークのお店で◇

新 年 の ご 挨 拶

山形県防災くらし安心部

参事（兼）食品安全衛生課長

　須　藤　正　英

　新年明けましておめでとうございます。

　生活衛生関係営業の皆様におかれましては、健や

かに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。皆

様には日頃から衛生的で快適な暮らしの実現のため

に多大な御尽力をいただいておりますことに対しま

して、厚くお礼申し上げます。

　昨年は新型コロナウイルスが全国で猛威をふる

い、県内においても多くの感染者が確認され、県民

の生活に密接している皆様の業界においては、様々

な影響が出ていることと拝察いたします。県としま

しては、感染者の早期把握と感染連鎖の食い止めに

全力を挙げ、収束に向け、取り組んでいるところで

す。皆様には、業種別ガイドラインの遵守状況の点

検や徹底など、感染防止対策に取り組んでいただい

ておりますことに重ねて感謝申しあげます。

　今年は一年越しの東京オリンピック・パラリン

ピックの開催が予定されており、開催に向けた準備

や検討が進められています。オリンピック・パラリ

ンピックを契機に、多くの方から来県いただき、県

内の経済が活性化することを期待しております。県

としましても、本県の魅力を国内外に発信できる大

きなチャンスと捉え、しっかりＰＲしていきたいと

考えておりますので、皆様には、引き続き感染防止

対策と衛生水準の向上に御尽力いただき、社会生活

を支えてくださいますようお願い申し上げます。

　結びに、新しい年が、皆様にとって良い年となる

ことを心から祈念申し上げ、新年の挨拶とさせてい

ただきます。

新 年 の ご 挨 拶

日本政策金融公庫　山形支店

国民生活事業統轄

　卯　月　賢　一

　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。

　昨年を顧みますと、新型コロナウイルス感染拡大

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、生活衛生関係営

業の皆様におかれましては、世の中が大きく変わっ

た、そして非常に厳しい１年であったかと存じま

す。

　新たな年は、先行きを見通しづらい中ではありま

すが、コロナと共に生きていく「ウィズコロナ時代」

において、「新しい生活様式」に対応しながら事業

継続に取り組まれる生活衛生関係営業者の皆様を引

き続き全力で支援していく所存でございます。

　昨年の日本政策金融公庫におきましては、新型コ

ロナウイ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

受けられた生活衛生関係営業の皆様を支援すべく、

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「衛生

環境激変対策特別貸付」等の特別な融資制度を用意

し、資金繰り支援に全力で取り組んでまいりまし

た。

　さらに、今後は、金融面からの支援はもとより、

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、工夫事例のご紹介やオンラインセミナー

の開催などを通じて、情報提供機能の充実も図って

まいりたいと考えております。

　新しい年が皆様にとりまして、素晴らしい年にな

るよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさ

せていただきます。
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新 年 の ご 挨 拶

山形県理容生活衛生同業組合　

　理事長　富　樫　憲　雄

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は新型コロナウイルスの流行が発端となり、

人々の生活や仕事の仕方、業務形態が大きく変わり

ました。日本のみならず世界を取り巻く経済環境に

も大きな打撃を受け、先行き不透明な状況が続いて

おります。

　皆様におかれましては、ガイドラインに基づく感

染予防対策に日々努力されていることと存じます。

こうして無事に新しい年を迎える事ができましたこ

とも組合員皆様の協力あってのことであり、影響を

最小限に留めるべく最大限の努力をした結果だと

思っております。皆様のご尽力とご協力に対して心

より御礼を申し上げます。

　さて、今年は世界においてはワクチンの接種が始

まり、わずかながら明るい兆しもあり、延期になっ

た東京オリンピックの開催も期待されております。

また、昨年変わった菅内閣の一層改革によって、日

本の社会も新たな形へと変わってゆく気配が感じら

れます。

　しかし、依然として感染拡大の猛威は収まらず、

少しも油断はできません。今後も感染予防対策に全

力で取り組み、お客様を安全にお迎えできる衛生面

での環境整備に徹底して力を注がなければなりませ

ん。理容組合としても、そのための支援に全力で取

り組んで行く所存であります。私たち技術者の安全

とお客様に安心してご来店頂けるお店の構築を強化

するためにも、思いやりと信頼関係が一番大切であ

ると思っております。お客様に喜んでいただける

サービスの提供は何ら変わることはなく、私たちの

仕事の本質も変わらないと信じています。

　新たな年を迎え、気持ちを新たに厳しい状況に立

ち向かう決意で、新しい一年を乗り越えて参りたい

と願っております。今年もより一層のご支援ご指導

を賜りますようお願い申し上げます。皆様にとって

新しい年が良き年になり、感染から身を守りご家族

とお客様の安全を確保できますことを心より祈念致

しまして、新年の挨拶とさせて頂きます。

新 年 に 向 け て

山形県美容業生活衛生同業組合

　理事長　小　山　幸　子

　新年あけましておめでとうございます。

　令和３年を迎えられ、新たに仕事が始められるこ

とを期待し願っているところであります。

　昨年は、新型コロナウイルス感染防止に、アル

コール探し、マスク探しに、東奔西走した年でし

た。また、美容業界も衛生管理に組合員店に走り回っ

た年でした。

　今年も同様に衛生管理に充分に注意しながら業界

発展の動きを止めずにインターネットを活用し「オ

ンライン」の導入を広め、お客様と美容室を結び、

お客様に寄り添った１年にと心がけて進んで参りた

いと思っております。

　本組合として、コロナウイルス感染を避けるた

め、昨年の７月より「山形美容経営塾」をスタート

しました。これは県指導センターの「活性化補助事

業」を活用し、三密を避けての研修会の開催方法で

す。研修会テーマを６テーマに絞り、１回の経営塾

の参加人数を７人～10人程度とし、やがて美容界に

入ってくるオンラインを活用した「経営と技術研

修」を中心に、また、目まぐるしく変わる「労働関

係法規と助成策の研修」等をテーマに、三密を避け

るようにして、13回に亘って開催致しました。３年

度も、「経営塾」の継続を新年度計画に入れ進もう

としております。

　新年度も、お客様を第１に、次いで、衛生管理と

スタッフの技術と資質向上に努めることを念頭に置

いて進めて参りたいと存じます。

　皆様、本年もよろしくお願いいたします。

新 年 の ご 挨 拶

山形県クリーニング業生活衛生同業組合

　理事長　工　藤　吉　雄

　謹んで初春のお慶びを申し上げます。

　平素より格別なるご高配を賜り、厚くお礼を申し

上げます。

　さて、山形県では、昨年３月末に新型コロナウイ

ルス感染症の発生以来、徐々に拡大が広がり現在で

は毎日のように感染者数が増えております。マス
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ク、手洗い、消毒等はすっかり定着しており、マス

クはファッション化している感があり経験したこと

のない社会現象となりました。医療機関の対応にも

限界との深刻な問題があり、新型コロナウイルスの

蔓延に歯止めがかからない状況です。まだまだ、終

息には至らず、生活する上でも営業する上でも弊害

が生じ、心配と恐怖心が増していくばかりです。

　生活衛生業界の団体は、人々の暮らしに密着した

必要不可欠な業種であり、今後もコロナ禍にあって

新型コロナウイルス感染症拡大に屈することなく、

営業ができるようにと切に願っております。

　本年は特に皆々様方のご繁栄とご健勝を心よりお

祈り申し上げます。

　関係各位のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い

申し上げ、ご挨拶といたします。

新 年 の ご 挨 拶

山形県興行生活衛生同業組合

　　理事長　吉　村　和　文

　初春を迎え謹んでお慶び申し上げます。

　昨年の国内興行界は、新型コロナウイルス感染拡

大の影響で、県からの要請を受けて４月と５月に県

内８か所の映画館が休館致しました。これは業界は

じまって以来の事です。また、公開が予定されてい

た新作映画の上映延期が続々決まり、５月に映画館

を再開してからも厳しい状況は続きました。１月か

ら９月までの興行収入が約616億円で、これは過去

最高の興行収入を記録した昨年対比で33％と厳しい

状況でした。

　この厳しいコロナ禍の中、今や社会現象と化して

いる『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が記録ずく

めで公開されました。公開初日から10日間で107億
円を記録し、史上類を見ない爆発的な勢いになって

います。10月だけで興行収入が207億円で、昨年対

比155％と盛り返した形となっています。

　正月以降に公開延期された洋画・邦画・アニメ映

画が控えております。新型コロナウイルス感染拡大

防止対策の徹底に努め、皆様に安心・安全の環境で

映画をご鑑賞して頂ける様、組合員一同頑張ってい

く所存ですので、何卒ご支援下さいます様お願い申

し上げます。結びに、生活衛生同業組合の皆様のご

多幸とご繁栄をご祈念申し上げます。

新 年 の ご 挨 拶

山形県旅館ホテル生活衛生同業組合

　理事長　佐　藤　信　幸

　2021年の新春を心よりお喜び申し上げます。

　昨年は、コロナに振り回された一年になりまし

た。コロナの感染拡大防止のため２月末に安倍総理

が小・中・高校の登校自粛を要請した事により、予

約がキャンセルになり、ほとんどの旅館・ホテルで

４月・５月と休業を余儀なくされました。また、待

望の東京オリンピック・パラリンピックも一年延期

になり、観光業界にとって最良の年から最悪の年に

なりました。しかし、政府や県・市町村の支援、特

に、運転資金や雇用調整助成金の緩和、GOTOトラ

ベルや税の支払い猶予等、多くの支援に心から感謝

しています。御蔭で、生き残ることが出来た施設も

多いと思います。昨年を振りかえると前年対比が虚

しいものになり、何をベースに経営したら良いか分

からなくなりました。

　団体やグループ旅行・忘新年会は、密になるので

取りやめになり、家族旅行や少人数のお客様を中心

にした旅行が中心になりました。

　コロナ後の社会は、密の旅行が戻るとは考えにく

く分散型の旅行へと変わっていくのではないかと思

います。

　ダーウィンの名言で、『強いものが生き残ったわ

けではない。賢いものが生き残ったわけでもない。

変化に対応したものが生き残ったのだ』と言われて

います。

　業種別では旅館業の歴史はもっとも古く、生き

残ってきました。過去の慣習を捨て柔軟な発想で、

新しいことに挑戦してきた歴史が有ります。我々も

コロナに負けずに変化に対応する年にしましょう。

新 年 の ご 挨 拶

山形県麺類飲食生活衛生同業組合

　理事長　矢　萩　長兵衛

　忌まわしい記憶として残る2020年も終わり、新年

を迎えられますこと皆さんと共に慶びたいと思いま

す。

　例年であれば、皆さんと顔を合わせ、親睦を深め

られる行事が盛り沢山あり、諸課題に対しても多く



◇理美容はＳマークのお店で◇
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のご意見をいただいたものでしたが、新型コロナ感

染拡大防止として、その機会を失い、仕方がないと

は思いつつ、心苦しい複雑な心境でおります。唯一、

組合として恒例の「そば、ラーメン」感謝祭のポス

ターを組合員の皆さんのもとへ配布することが出来

ました。目には見えずとも何らかのお役に立てれば

と切望する次第です。

　日々、皆さんにおかれましては感染拡大に十分な

る警戒をされていることと信じております。過去に

経験したことがなく、想像すらできなかった現況下

経営的にも精神的にも大きな負担を強いられ重い日

常を過ごされておられることと思います。出口の見

えないトンネルの中、今は組合として組合員一人一

人の心の支柱にもなれない無力感を味わい続ける

日々でおります。

　今は忍耐の時だろうと思います。こうした時こそ

私達一人一人が協調と団結の絆を深め、決して孤独

に陥ることなく励まし合って行きたいものです。

　私達に今できること、それは徹底して御身を守る

ことです。そのことは、各店を信じて訪れて下さる

お客様を守ることに繋がるものです。気をゆるめる

ことのないよう改めてお願い申し上げる次第です。

2021年は青空の見える希望の年でありますよう皆様

とご一緒に祈念をし、挨拶といたします。

新年のごあいさつ

山形県食肉生活衛生同業組合

理事長　吉　田　昌　弘

　新年明けましておめでとうございます。皆様にお

かれましては、心新たに新春を御迎えのこととお慶

び申し上げます。 
　昨年発生した新型コロナウィルスの感染がいまだ

に終息することなく、日本の経済に及ぼす影響は、

特に中小企業における景気の後退は、はかり知れな

い状況となっております。　　　

　食肉業界におきましても、新型コロナウィルスの

影響により、外食やインバウンドなどの需要減退に

より和牛の消費が落ち込み在庫が増加した時期があ

りましたが、行政機関等の需要喚起対策等により

徐々に回復の兆しが見えてきました。

　また、令和３年６月１日よりＨＡＣＣＰの考えを

取り入れた衛生管理の実施が完全義務化されること

を受け、その対応に向けた準備が進められており、

今後も食肉販売事業者の皆様が自主管理のもと適正

な表示を行い、地域に密着した食育・地産地消の

サービスの提供、高齢化社会に向けた福祉増進な

ど、良質な食肉の供給と、衛生管理の維持・向上を

図り、消費者の皆様に安全で安心な食肉を提供する

ことが必要不可欠であります。

　生衛業界の皆様の益々のご繁栄とご健勝をお祈り

申し上げまして、新年のごあいさつとさせていただ

きます。

新年のごあいさつ

山形県料理飲食業生活衛生同業組合

　理事長　揚　妻　礼　悦

　新年あけましておめでとうございます。

　旧年中は格別のご高配を賜り、御礼申し上げます。

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症に始まり

終わった年といえます。

　未だ世界の多くの国で感染が拡大していますし、

出現により我々の日常は一変し、生活様式も大きく

変化してしまいました。特に生衛業は大きな影響を

受けており、従来の力を取り戻すには相当な時間が

かかると思われます。また、大きく変化した様式に

対応する事も大変ですが、人々の行動様式は大きく

変わっており、「新状態」への対応の巧拙が企業業

績回復度を左右する時代に突入し、そのことに適切

に対応しなければ生き残ることが出来ないという難

しい時代に突入しました。

　そのような正しい解決方法のわからない新時代に

山形県料理飲食業生活衛生同業組合は、山形県、日

本政策金融公庫、山形県生活衛生営業指導センター

皆様の協力を仰ぎながら、英知を出してこの難局を

乗り越えたいと思います。

　最後に本年が皆様にとりまして、ご発展、ご繁栄

の年となりますことを祈念致しまして、新年のご挨

拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

山形県鮨商生活衛生同業組合

　理事長　飯　沢　　　徹

　新年あけましておめでとうございます。

　平素より格別なるご高配を賜り、心より厚く御礼

申し上げます。
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　昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に収束の兆

しが見えない中、行事やイベントの中止が相次ぎ、

誰も経験したことのない異例の事態で、日本のほぼ

全員が何らかの我慢を強いられる年となりました。

　緊急事態宣言を受けての４月から６月の時短要請

により、売り上げは前年の50％以上の減少となり、

持続化給付金や無利子融資等の支援もありました

が、現在も厳しい状況が続いております。

　そんな中、生活衛生同業組合団体協議会が一致団

結し、山形県知事への要望書を提出できたことは、

団体協議会の意義があると感じております。

　また、今年はオリンピックの年であり、どのよう

な形で開催されるのか不安もありますが、少しでも

経済効果があることを望みます。

　こういった事象を背景に当組合は、16年間続けて

まいりました「海の幸を育む山にみどりを」の活動

を子供達と一緒に行うことで自然環境を取り戻す事

の大切さをしっかりと伝えていきたいと考えており

ます。

　今後も環境問題等に全力で取り組んでまいりま

す。

　まだまだ景気回復も見込めず厳しい状況が続くと

思われますが、一刻も早く閉塞感打破の一助になる

様、組合員が一丸となり、感染対策を徹底し、前へ

前へと進んで行こうと思います。

　最後になりますが、令和３年の皆様方のさらなる

繁栄を心より御祈念申し上げ、新年のご挨拶といた

します。

新 年 の ご 挨 拶

山形県喫茶飲食生活衛生同業組合

　理事長　佐　藤　文　昭

　新型コロナウイルス感染拡大を憂いお見舞申し上

げますとともに謹んで新年のお祝いを申し上げます。

　さて、昨年は世界中の人々が新型コロナウイルス

感染拡大の影響を受けた年でした。私たち業界も緊

急事態宣言を受け休業や時短営業の協力要請なども

あり疲弊している店舗も多く、国、県、市は支援策

を講じていますが厳しい状況が続いています。営業

形態の変更や閉店も視野にいれながら営業を続けて

いる店舗は少なくありません。新・生活様式や業種

別ガイドラインに基づき感染防止と経済活動の両立

を図るためしっかりと進めていきたいと思います。

このような状況の中ではありますが、環境保全の取

組、地域福祉活動等の事業を実施することが出来ま

した事、関係者の皆様、組合員の皆様に感謝申し上

げます。

　まだ先の見通しがつき辛い状況が続きますが、一

日も早い新型コロナウイルス感染症の収束と皆様の

ご健康を心よりお祈り申し上げ新年の挨拶といたし

ます。

新 年 の ご 挨 拶

山形県社交飲食業生活衛生同業組合

　理事長　丹　野　健　一

　新年明けましておめでとうございます。

　例年であれば年末年始にかけて書き入れ時を迎え

る飲食店業界ですが、以前として新型コロナウイル

ス感染収束の見通しが立たず、大きな打撃を受けて

おります。国の飲食店支援策GoToイートに客足回

復が期待されますが、まだまだ厳しい状況です。店

内飲食だけでは難しいので、テイクアウトやデリバ

リー、ランチを始めるなど、この難局を乗り越えよ

うと各店頑張っておりますが、個人事業主等の小規

模店の営業努力だけでは大変厳しい状況となってお

り、先月は関係団体との連名で、事業継続に向けて

の支援策の実施を県へ緊急に要望してきたところで

す。

　今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り組合活動にも大きな影響がありました。毎年開催

していた通常総会は行わず書面での開催となりまし

た。

　また、県産酒の普及事業として毎年行っていた酒

蔵見学やワイナリー見学は中止となりました。そん

な中、今年度組合事業として、組合LINE公式アカ

ウントを開設しました。LINEは導入のしやすさ、

使いやすさで幅広い年代に利用されている認知度の

高いSNSと言えます。登録店にはいち早く情報を発

信することができるので大変喜ばれております。目

標の登録者数には至っておりませんが、今後も継続

して登録を促していきたいと考えておりますので、

まだ登録していない組合店におかれましては是非登

録をお願い致します。

　最後に新型コロナウイルス感染症の一日も早い収

束と皆様方のご活躍をご祈念申し上げ新年のご挨拶

といたします。
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　この度、現代の名工　卓越技能者厚生労働大臣表彰を賜り、身に余る光栄と心より感謝
申し上げます。
　今後もこの栄に恥じることの無いよう精進して参る所存ですので、変わらぬご支援、 
ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。　

伊　藤　和　幸山形県理容生活衛生同業組合 副理事長

現代の名工
卓越技能者厚生労働大臣表彰を受けて

淑
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