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次     第 
 
 
【第一部】 
 

◆評議員会・理事会◆ 
 

１．開 会 
 

２．支部長代行 挨拶   副支部長  野田 寛芳 
 

３．議長選出 

 
４．議 事          【第１号議案】   ①平成２９年度事業活動報告 

②平成２９年度収支決算報告 

③平成２９年度会計監査報告 

 

【第２号議案】  ①平成３０年度事業活動計画 

②平成３０年度収支予算 

 

【第３号議案】  副支部長・理事・監事・評議員・顧問の 

新退任について 

 

５．議長解任 
 

６．来賓挨拶         西日本電信電話株式会社 和歌山支店 
ビジネス営業部長   田脇 和徳 

 

７．閉 会 
 

 

【第二部】 
 

◆トップセミナー◆ 
 

テーマ  「報道の現場から今後の日本を読む」 
 
講 師   読売テレビ放送 報道局解説委員 
       高岡 達之 氏
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【第１号議案－①】 

 

平成２９年度 事業活動報告 

 

平成２９年度事業計画に基づき、テレコミュニケーション教育事業（電話応対コンクール、電話応対

セミナ－、電話応対技能検定等）を通じて、顧客満足経営を推進する企業の人材育成を支援すると

ともに、ＩＣＴ活用推進事業（各種セミナーやホームページ等による情報提供）の実施により、会員及び

情報通信サービス利用者の利便増進に取り組んできました。 

具体的な実施状況は以下のとおりです｡ 

 

 

１．テレコミュニケーション教育事業 

 

（１）電話応対コンクール 

各企業の社員の電話応対と応対技能のレベルアップを通じて、顧客満足経営の推進を図るための人材

育成を目的として毎年実施しています。 

参加者は、毎年設定される競技問題に取り組み、電話応対サービスの技能を競い合います。 

項　　目 実施月日 実施場所 事業所数 参加者数

電話応対コンクール
事前セミナー（和歌山）

平成29年6月27日 和歌山商工会議所 ９社 ３４名

電話応対コンクール
事前セミナー（田辺）

平成29年6月30日 ガーデンホテル・ハナヨ ４社 ２１名

電話応対コンクール
スプリクトセミナー（和歌山）

平成29年7月24日、
平成29年7月25日

和歌山商工会議所 １０社 ３２名

電話応対コンクール
スプリクトセミナー（田辺）

平成29年7月28日 ガーデンホテル・ハナヨ ４社 １９名

電話応対コンクール
和歌山ブロック大会

平成29年9月11日 アバローム紀の国 １６社
選手　３４名
傍聴　３５名

電話応対コンクール
紀南ブロック大会

平成29年9月14日 ガーデンホテル・ハナヨ １２社
選手　２２名
傍聴　２０名

電話応対コンクール
和歌山支部大会

平成29年10月4日 ホテルグランヴィア和歌山 １４社
選手　２４名
傍聴　４９名

電話応対コンクール
全国大会出場者フォローアップ研修

平成29年10月16日、
平成29年11月10日

中田食品株式会社 各１社 各１名

電話応対コンクール
全国大会

平成29年11月17日 新潟市民芸術文化会館
選手　５７名

傍聴　１０５７名
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■電話応対コンクール 和歌山ブロック大会 審査員 

事業所名等 氏名

元株式会社和歌山放送　常務取締役 野々村　邦夫

株式会社ＮＴＴマーケティングアクト　講師 依藤　由香

株式会社ＪＢＭコンサルタント　講師 萩原　麻美

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会　和歌山支部　副支部長 林　　定男
 

■電話応対コンクール 和歌山ブロック大会 入賞者 

表彰項目 事業所名 氏名

最優秀賞 株式会社紀陽銀行 増田　由美

最優秀新人賞 ヤマトコンタクトサービス株式会社　和歌山コンタクトセンター 山本　晃子

パナソニック株式会社　ＡＩＳ社 竹田　寛

ヤマトコンタクトサービス株式会社　和歌山コンタクトセンター 潮﨑　梨乃

ヤマトコンタクトサービス株式会社　和歌山コンタクトセンター 若松　理帆

株式会社NTTマーケティングアクト　光サービス事業推進部
ボイスメディア事業部門　和歌山１０４センタ

真水　和代

株式会社NTTマーケティングアクト　光サービス事業推進部
ボイスメディア事業部門　和歌山１０４センタ

本郷　あさ美

株式会社NTTマーケティングアクト　光サービス事業推進部
ボイスメディア事業部門　和歌山１０４センタ

木村　智子

株式会社紀陽銀行 松島　美喜

株式会社紀陽銀行 合志　智津

株式会社アワーズ 結石　雅世

ヤマト運輸株式会社　和歌山主管支店 山田　幸子

株式会社アワーズ 井上　麻衣

ヤマト運輸株式会社　和歌山主管支店 杉原　いづみ

佐川急便株式会社　和歌山営業所 宮﨑　智子

きのくに信用金庫　中之島支店 藤原　彩香

優秀賞

 

 

■電話応対コンクール 紀南ブロック大会 審査員 

事業所名等 氏名

元株式会社和歌山放送　常務取締役 野々村　邦夫

株式会社ＮＴＴマーケティングアクト　講師 依藤　由香

株式会社ＮＴＴマーケティングアクト　講師 住　　益子

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会　和歌山支部　理事 濱口　公一
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■電話応対コンクール 紀南ブロック大会 入賞者 

表彰項目 事業所名 氏名

最優秀賞 中田食品株式会社 久保　知子

最優秀新人賞 中田食品株式会社 小島　美紅

株式会社NTTマーケティングアクト関西支店 山﨑　和美

佐川急便株式会社　田辺営業所 森田　優子

中田食品株式会社 下出　明美

きのくに信用金庫　田辺支店 山本　恵里花

佐川急便株式会社　新宮営業所 道中　由紀子

株式会社NTTマーケティングアクト関西支店 玉置　幾久子

きのくに信用金庫　御坊営業部 野口　美晴

優秀賞

 

 

■電話応対コンクール 和歌山支部大会 審査員 

事業所名等 氏名

元株式会社和歌山放送　常務取締役 野々村　邦夫

株式会社ＮＴＴマーケティングアクト　講師 依藤　由香

株式会社ＪＢＭコンサルタント　講師 中尾　知子

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会　和歌山支部　支部長代行 野田　寛芳

西日本電信電話株式会社　和歌山支店　企画総務部長 松浦　一彦
 

■電話応対コンクール 和歌山支部大会 入賞者 

表彰項目 事業所名 氏名

最優秀賞 中田食品株式会社 小島　美紅

最優秀新人賞 ヤマト運輸株式会社　和歌山主管支店 杉原　いづみ

パナソニック株式会社　ＡＩＳ社 竹田　寛

株式会社紀陽銀行 増田　由美

ヤマトコンタクトサービス株式会社
和歌山コンタクトセンター

潮﨑　梨乃

中田食品株式会社 下出　明美

株式会社NTTマーケティングアクト関西支店 山﨑　和美

株式会社NTTマーケティングアクト関西支店 玉置　幾久子

株式会社NTTマーケティングアクト　光サービス事業推進部
ボイスメディア事業部門　和歌山１０４センタ

真水　和代

佐川急便株式会社　新宮営業所 道中　由紀子

中田食品株式会社 久保　知子

優秀賞
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■電話応対コンクール 全国大会 結果 

   和歌山県代表として、中田食品株式会社の小島美紅様が出場しましたが、惜しくも入賞には至りません 

でした。 

 

（２）企業電話応対コンテスト  

電話応対コンク－ルとは違い、審査員が予告なく参加企業の職場に電話をかけ、日頃の電話応対を 

お客様の立場で専門家が評価するコンテストですが、２９年度参加事業所はありませんでした。 

 

（３）電話応対技能検定（もしもし検定） 

電話応対のエキスパートとして即戦力になり得る社内指導者の育成を目的とした厚生労働大臣認定に 

よる検定制度。 

 

項目 実施月 実施場所 事業所数 参加人数 合格者数

２級　研修会・検定試験 ２月 和歌山商工会議所 1 1 1

３級　研修会・検定試験 ７月 和歌山商工会議所 5 7 7

５月 和歌山商工会議所 1 1 1

９月 和歌山商工会議所 2 2 1

１２月 和歌山商工会議所 3 4 1

４級　検定試験

 

 

（４）電話応対・ビジネスマナー研修等 

   企業人・社会人としての心構え、ビジネスマンとしての接遇・接客・言葉使い、お客様からのクレームに 

対する応対スキルの向上を目的とした研修を実施。

項目 実施月日 実施場所 講師等
事業所数/
参加人数

新入社員研修（和歌山） 平成29年4月17日 和歌山商工会議所
NTTマーケティングアクト
依藤　由香

３２名

新入社員研修（田辺） 平成29年4月11日 ガーデンホテルハナヨ
NTTマーケティングアクト
依藤　由香

４名

新入社員研修（新宮）　★ 平成29年4月10日 新宮商工会議所
NTTマーケティングアクト
依藤　由香

２３名

クレーム応対セミナー　★ 平成29年6月19日 白浜町商工会
NTTマーケティングアクト
依藤　由香

２６名

クレーム応対セミナー　★ 平成29年6月29日 串本町商工会
NTTマーケティングアクト
依藤　由香

３６名

クレ－ム応対セミナー　★ 平成29年10月26日 かつらぎ町商工会
NTTマーケティングアクト
依藤　由香

１１名

クレ－ム応対セミナー　★ 平成30年1月22日 田辺商工会議所
JBMコンサルタント
中尾　知子

３８名

クレーム応対セミナー 平成30年2月15日 和歌山商工会議所
JBMコンサルタント
中尾　知子

６名
 

※★印は商工会議所・商工会様と共催 
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２．ＩＣＴ活用推進事業 

 

（１）ＩＣＴ活用推進事業については、「セキュリティ」を主要なテーマとして、企業が抱える課題について、ＩＣＴ 

サービスの活用により解決する実例を盛り込んだセミナーを開催しました。 

項目・テーマ 実施日 実施場所等 講師等 参加人数

　ＩＣＴビジネスセミナー
（情報セキュリティ対策）

平成30年1月17日
和歌山県
ＪＡビル

和歌山県警察本部
生活安全部　生活環境課　サイバー犯罪対策室
課長補佐　　　淵田　幸宏　氏、

(株)NTTネオメイト ネットワーク本部
サイバーセキュリティオペレーションセンタ（ＣＳＯＣ）
粕淵　卓　氏

１３０名

 

 

（２）標的型攻撃メ－ル予防訓練サ－ビス 

   会員の皆様を対象に「標的型攻撃メール予防訓練サービス」を体験いただいており、「セキュリティ対策」

のはじめの一歩として、セキュリティへの意識を向上させ対応力を高めていただくため実施しました。 

内容としてはウイルスが添付されたと仮定した電子メ－ルを訓練参加企業の社員に一斉送信し、添付ファ

イルが開示されるか等をチェックします。 

７月～２月にかけて実施し、和歌山支部では１６企業にご参加いただきました。 

 

 

３．「和歌山支部ニュース」の発行 

   各種事業のご案内・事業実施模様・会員様のご紹介・様々なご意見の掲載、事務局と会員様間及び会員

様相互間のコミュニケーションツールとして「和歌山支部ニュース」を発行し、テレコムフォーラム誌に同封し

会員様へお届けしました。 

 

 

４．その他 

セミナー・講演会

項目・テーマ 実施日 実施場所等 講師
参加人数/
事業所数

　トップセミナー

　　テーマ「信頼関係を築くコミュニケーション」
　　　　　　～言葉は心をつなぐもの～

平成29年6月9日
ホテルグランヴィア
和歌山

フリーアナウンサー

八木　早希　氏
１１７名/６３社
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５．会議等 

実施月日 実施場所等 出欠状況 議案内容

平成29年6月9日
ホテルグランヴィア
和歌山

理事12名、
監事1名、
評議員19名

合計３２名

（１）第１号議案  　平成28年度事業報告、収支決算報告、監査結果報告
（２）第２号議案    平成29年度事業計画（案）、収支予算（案）
（３）第３号議案　　理事・評議員の新退任について（案）

 

 

 

６．会員強化の取り組み状況 

会員の維持・拡大に関しましては、①毎月発行の支部イベントニュ－ス・商工会議所への月報掲載による 

新規入会希望事業所へのアプロ－チ ②役員・会員様企業様からの紹介 ③「Ｉタウンペ－ジ特典割引等」を

利用したＮＴＴ電話帳(株)様からの取次などにより２５会員の入会がありました。 

一方で昨今の経済情勢などにより退会が４４会員あったことから、結果的に１９会員の純減となりました。 

 

 会員状況及び推移 

年度 会員数 新規入会 退会 

平成２９年度末 ５３０ ２５ ４４ 

平成２８年度末 ５４９ ３８ ６３ 

平成２７年度末 ５７４ ７９ ３９ 
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【第１号議案－②】 

平成２９年度 収支計算書

【収入の部】 　 （単位：円）

大科目 中科目

（会費収入計） 1,750,000 1,608,250 -141,750

会員会費収入 1,650,000 1,508,250 -141,750

賛助会費収入 100,000 100,000 0

（事業収入計） 4,700,000 4,921,696 221,696

電話応対競技会収入 2,100,000 2,707,641 607,641

会報等発行収入 145,000 138,380 -6,620

セミナー等収入 1,700,000 1,568,339 -131,661

もしもし検定収入 555,000 296,115 -258,885

組織強化収益 200,000 211,221 11,221

情報誌出版収入 0 0 0

業務提携収入 （リース・電話代等） 1,700,000 1,614,386 -85,614

雑収入 （受取利息収入） 0 7 7

内部取引収入 （その他） 0 0 0

当期収入合計 （Ａ） 8,150,000 8,144,339 -5,661

前期繰越金 2,812,004 2,812,004

収入総合計 （Ｂ） 10,962,004 10,956,343 -5,661

【支出の部】 　 （単位：円）

大科目 中科目

（事業費計） 5,160,000 4,944,747 -215,253

電話応対競技会費 2,300,000 2,761,529 461,529

会報等発行費 150,000 138,380 -11,620

セミナー等費 2,300,000 1,567,054 -732,946

もしもし検定費 300,000 266,562 -33,438

組織強化費 110,000 211,222 101,222

情報誌出版費 0 0 0

（管理費計） 2,300,000 2,634,354 334,354

会議費 400,000 423,209 23,209

その他 1,900,000 2,211,145 311,145

（内部取引支出計） 690,000 918,385 228,385

上部費 200,000 328,024 128,024

法人税・消費税分担支出費 200,000 247,390 47,390

その他 290,000 342,971 52,971

当期支出合計 （Ｃ） 8,150,000 8,497,486 347,486

当期収支差額 （Ａ）-（Ｃ） 0 -353,147 -353,147

次期繰越金 （Ｂ）-（Ｃ）＝（Ｄ） 2,812,004 2,458,857 -353,147

支出総合計 （Ｃ）+（Ｄ）＝（Ｂ） 10,962,004 10,956,343 -5,661

管理費

内部取引支出

事業収入

勘定科目 予算額
（Ａ）

決算額
（Ｂ）

差異
（Ｂ）-（Ａ）

事業費

勘定科目 予算額
（Ａ）

決算額
（Ｂ）

差異
（Ｂ）-（Ａ）

会費収入
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【第２号議案－①】 

 
 

平成３０年度 事業活動計画 
 
 
1. 基本方針 

今年度も主要事業である「テレコミュニケ－ション教育事業」と「ＩＣＴ活用推進事業」の展開を通じて、  

会員企業等の満足度を実現すべく、これまで以上に会員様企業や情報通信サ－ビス利用者にお役に   

たてる施策に取り組んでまいります。 

 

 

２. 事業活動について 

  基本方針に沿って今年度以下のとおり事業活動の推進に努めます。 

 

（１）テレコミュニケ－ション教育事業 

①  電話応対コンク－ルについては、毎年「コンク－ル問題が複雑化」する状況を踏まえ、また参加者が

和歌山管内の場合、９割以上と初参加者が多いことから、今年度も「事前セミナ－」に加え、初参加者

向けの「スクリプト作成セミナ－」も合わせて計画し、電話応対スキルの向上を図ります。 

 

②  企業電話応対コンテストについては、様々な機会を活用し参加事業所の拡大につながるプレゼン 

活動を実施してまいります。 

 

③  電話応対技能検定（もしもし検定）については、引き続き受検者拡大のため、各種セミナ－開催時の

機会を捉えＰＲ活動を行うとともに、４級合格者に対して上位級へのチャレンジの促進に取り組んで  

まいります。 

 

④  多種多様化する研修ニ－ズにこたえるため、ビジネスマナ－・クレーム応対マナ－・職場での人間 

関係醸成等のセミナ－の内容充実を図ります。 

特に、クレーム応対マナ－セミナ－については、ニ－ズが多いことから商工会議所・商工会の皆様と

連携を図り実施することとします。 

 

(２) ＩＣＴ活用推進事業 

 会員企業のセキュリティ意識の向上にお役立ていただくために、「標的型攻撃メ－ル予防訓練サ－ビス」

を更に充実し実施いたします。 

 

① セキュリティ等をテ－マにした「情報セキュリティ対策セミナ－」を更に充実させ実施いたします。 

 

② ＩＣＴに関する情報発信については、ホームペ－ジや毎月送付しておりますテレコムフォ－ラム誌・支部

ニュ－ス等を活用し、会員及び情報通信サ－ビス利用者にお役立ていただける情報を発信します。 
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(３) 協会活動の活性化等 

①  会員拡大については、真にユ－ザ協会会員になって喜ばれるアクションを打っていくこととし、   

「テレコミュニケ－ション教育事業」や「ＩＣＴ活用推進事業」の各種施策を実施してまいります。 

 具体的には、会員・非会員を対象にした各種セミナ－等実施時に協会の活動内容を凝縮した「会社

の経営に役立つ情報が満載」の独自パンフを配布し、今年は対面方式でご説明させていただき会員

の拡大を図りたく思います。 

 また、商工会議所・商工会様等共催させていただいていますセミナ－実施時に少しＰＲの時間を  

いただければと思います。 

 併せて、理事・評議員の皆様でご紹介いただける企業様等がございましたら是非ご協力をよろしく 

お願い致します。 

②  各種施策の開催案内は、毎月発行する「支部ニュ－ス」で案内するとともに、ホ－ムペ－ジへの掲載

や商工会議所月報等への折込も行いながら、非会員の方も含め多くの方が参加できるよう努めます。 

 

 

 

 事業活動の具体的な施策は別表のとおりです。 
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別表「事業活動内容」  

区分 施策名 実施内容 予定時期

新入社員向け「電話応対・ビジネスマナー」セミナー
(各商工会議所共催含む)

４月

初級・中級「クレーム応対」セミナー
(各商工会議所・商工会共催含む)

随時
(年間6回程度)

「電話応対コンクール」事前セミナー ６月(２日間)

「電話応対コンクール」スクリプト作成セミナ－ ７月(４日間)

電話応対コンクール「和歌山ブロック予選」 ９月４日

電話応対コンクール「紀南ブロック予選」 ９月６日

電話応対コンクール「和歌山支部大会」 １０月３日

電話応対コンクール「全国大会」（愛知県・名古屋市） １１月２２日

企業電話応対コンテスト ４部門による全国大会（本部主催） 7月～

コミュニケ－ション企業診断
（電話応対診断）

日常の電話応対をモニターし、電話応対診断を行う 随時

電話応対技能検定
（もしもし検定）

電話応対技能検定試験の実施（講習会及び試験） 随時

自己能力向上セミナ－
①コミュニケーション能力向上セミナー　②苦手克服セミナ－
③言葉使いセミナー　④ボイストレ－ニングセミナ－

８月～１月

ＩＣＴセミナ－
①セキュリティセミナ－
②標的型攻撃メ－ル訓練サ－ビス(７月以降各月実施予定)

７月～

テレコムフォーラムの送付 ＩＣＴ関連最新情報の提供 毎月

支部ニュースの発行 和歌山支部における活動等の紹介 毎月

ホームページ 和歌山支部のホームページによる施策等の情報提供 随時

理事会・評議員会
平成２９年度事業報告・決算報告、
平成３０年度事業計画・予算等

６月６日

テーマ　「報道の現場から今後の日本を読む」

講師　　高岡　達之　氏（読売テレビ放送　報道局解説委員）

会員の維持・増強 会員サービスと会員特典の充実及び会員拡大 随時

ご意見・ご要望の収集 ご意見・ご要望等をお聞きし協会活動へ反映する。 随時

その他

６月６日

テレコミュニケーション
教育事業

電話応対セミナー

協会活動の活性化

トップセミナー

電話応対コンクール

ＩＣＴ活用推進事業
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【第２号議案－②】 

平成３０年度 収支予算書 

【収入の部】 　 （単位：千円）

大科目 中科目

（会費収入計） 1,750 1,608 142

会員会費収入 1,650 1,508 142

賛助会費収入 100 100 0

（事業収入計） 5,000 4,922 78

電話応対競技会収入 2,600 2,708 -108

会報等発行収入 200 138 62

セミナー等収入 1,600 1,568 32

もしもし検定収入 400 296 104

組織強化収益 200 211 -11

情報誌出版収入 0 0 0

業務提携収入 （リース・電話代等） 1,700 1,614 86

雑収入 （受取利息収入） 0 0 0

内部取引収入 （その他） 0 0 0

当期収入合計 （Ａ） 8,450 8,144 306

前期繰越金 2,459 2,812 -353

収入総合計 （Ｂ） 10,909 10,956 -47

【支出の部】 　 （単位：千円）

大科目 中科目

（事業費計） 4,940 4,945 -5

電話応対競技会費 2,500 2,762 -262

会報等発行費 200 138 62

セミナー等費 1,700 1,567 133

もしもし検定費 270 267 3

組織強化費 270 211 59

情報誌出版費 0 0 0

（管理費計） 2,620 2,634 -14

会議費 420 423 -3

その他 2,200 2,211 -11

（内部取引支出計） 890 918 -28

上部費 320 328 -8

法人税・消費税分担支出費 220 247 -27

その他 350 343 7

当期支出合計 （Ｃ） 8,450 8,497 -47

当期収支差額 （Ａ）-（Ｃ） 0 -353 353

次期繰越金 （Ｂ）-（Ｃ）＝（Ｄ） 2,459 2,459 0

支出総合計 （Ｃ）+（Ｄ）＝（Ｂ） 10,909 10,956 -47

管理費

内部取引支出

事業収入

勘定科目 予算額
（Ａ）

前年度実績額
（Ｂ）

差異
（Ａ）-（Ｂ）

事業費

勘定科目 予算額
（Ａ）

前年度実績額
（Ｂ）

差異
（Ａ）-（Ｂ）

会費収入
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【第３号議案】 

副支部長・理事・監事・評議員・顧問の新退任について 

(敬称略)

1.　副支部長の推薦及び退任の承認

　　新　任 寺 本 伸 行 橋本商工会議所 会頭

　　退　任 林 定 男 株式会社紀ノ國フーズ 代表取締役

2．理事の推薦及び退任の承認

　　新　任 稲 田 貴 一 株式会社紀陽銀行 総務部長

　　新　任 湯 川 隆 志 株式会社サイバ－リンクス 常務取締役

　　退　任 田 宮 幸 夫 株式会社紀陽銀行 総務部長

　　退　任 寺 本 伸 行 橋本商工会議所 会頭

3．監事の推薦及び退任の承認

　　新　任 岩 橋 義 幸 きのくに信用金庫 理事部長

　　退　任 松 下 利 和 きのくに信用金庫 総務部長

　　新　任 田 上 智 士 (株)ミライト・テクノロジ－ズ 和歌山支店長

　　新　任 﨑 中 誠 株式会社松源 常務取締役

　　新　任 林 定 男 岩出市商工会 会長

　　新　任 橋 本 秀 明 木本産業株式会社 総務部長

　　退　任 泉 谷 義 彦 (株)ミライト・テクノロジ－ズ 和歌山支店長

　　退　任 山 路 裕 士 株式会社松源 取締役

　　退　任 榎 本 任 志 岩出市商工会 会長

　　退　任 木 本 佳 孝 木本産業株式会社 会長

　　退　任 湯 川 隆 志 株式会社サイバ－リンクス 常務取締役

　　新　任 樋 口 佳 久 西日本電信電話株式会社 和歌山支店長

　　退　任 中 澤 輝 仁 西日本電信電話株式会社 和歌山支店長

6．理事・監査・評議員・顧問の任期

　任期については上記、異動のあった役員・評議員も含め、支部会則10条及び第１３条に

　基づき平成31年度の役員会まで(今後1年間)とする。

4．評議員の推薦及び退任の承認

5．顧問の推薦及び退任の承認

副支部長

副支部長
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和歌山支部役員 

 

（任期：平成 30 年役員会～平成 31 年役員会まで） 

役職名 氏名 所属事業所・役職等 備考

支部長 片山　博臣 和歌山県商工会議所連合会　会長

副支部長
（支部長代行）

野田　寛芳 和歌山商工会議所　専務理事
和歌山ﾌﾞﾛｯｸ長も

兼ねる

副支部長
（紀北ﾌﾞﾛｯｸ長）

寺本　伸行 橋本商工会議所　会頭 ご新任

副支部長
（紀中ﾌﾞﾛｯｸ長）

宮芝　秀典 立神社　宮司

副支部長
（紀南ﾌﾞﾛｯｸ長）

金谷　清道 田辺商工会議所　副会頭

副支部長
（くまのﾌﾞﾛｯｸ長）

関　　康之 新宮商工会議所　会頭

理事 稲田　貴一 株式会社紀陽銀行　総務部長 ご新任

理事 松下　　芳 花王株式会社　和歌山工場長

理事 片倉　崇之 和歌山県農協不動産株式会社　代表取締役常務

理事 弘田　宗博 和歌山トヨタ自動車株式会社　代表取締役社長

理事 神出　勝治 海南商工会議所　会頭

理事 湯川　隆志 株式会社サイバ－リンクス　常務取締役 ご新任

理事 濵口　公一 株式会社　アムズエナジ－　代表取締役社長

理事 久保木　弘 白浜町商工会　会長

理事 須賀　節夫 串本町商工会　会長

理事 森川　起安 南紀くろしお商工会　会長

監事 岩橋　儀幸 きのくに信用金庫　総務部　理事部長 ご新任

監事 森川　直巳 株式会社モリカワ　代表取締役社長

顧問 樋口　佳久 西日本電信電話株式会社　和歌山支店長 ご新任
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和歌山支部評議員 

 

（任期：平成 30 年役員会～平成 31 年役員会まで） 

ﾌﾞﾛｯｸ名 氏名 所属事業所・役職等 備考

土橋　　博 和歌山市役所　管財課長

河西　智彦 三菱電機株式会社　冷熱システム製作所長

和歌　哲也 和歌山商工会議所　理事・事務局長

田上　智士 株式会社ミライト・テクノロジ－ズ　和歌山支店長  ご新任

長尾　正 株式会社NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ　和歌山支店長

﨑中　誠 株式会社松源　常務取締役　 ご新任

西﨑　輝行 モバイル・メディア・リンク株式会社　代表取締役

土谷　啓二
メットライフアリコ生命保険株式会社
和歌山紀州エイジェンシ－マネ－ジャ－

五十嵐成喜 VISヘアーズ　代表

林　　定男 岩出市商工会　会長 ご新任

高田　亮平 紀の川市商工会　会長

中谷　　保 かつらぎ町商工会　会長

苅田　一郎 高野口町商工会　会長

畠山　博充 紀美野町商工会　会長

大谷　雅己 下津町商工会　会長

橋本　秀明 木本産業株式会社　総務部長 ご新任

岩田　充裕 有限会社岩田自動車　代表取締役

　  平木  　公 株式会社平木米穀　代表取締役

天野　孝二 天野種苗園　代表者

古久保恭一 株式会社丸福　代表取締役社長

長井　保夫 上富田町商工会　会長

藤本　　薫 田辺商工会議所　専務理事

片岡　俊晴 株式会社白浜印刷所　代表取締役社長

中屋　吉広 新宮ガス株式会社　代表取締役社長

森　　廣世 株式会社名豊トヨペット　代表取締役

鈴木　和男 串本町商工会　事務局長

岡本　光正 みくまの農業協同組合　太地支所長

くまの

和歌山

紀南

紀中

紀北

 


