
新入会員の紹介

岐阜県下 7 法人会加入状況 （一社）多治見法人会会員加入状況

令和2年12月11日～令和3年7月31日

編集後記
この度、広報委員長を仰せつかりました高垣です。前任の大脇委員長を見習い頑張る所存です。
定時総会に於きまして会長の舘林慶二氏をはじめ、多くの役員交代がありました。また、多治見税務署でも大幅な人事
異動があり、本誌面に石川新署長さんの独占インタビューが掲載してあります。
広報委員会メンバーも新たになり、今後も皆様に楽しんで読んで頂ける会報誌を目指していきます。
	 広報委員長　高垣	守宏
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広報委員会

担当副会長 加藤　誠二（多治見）
委　員　長 高垣　守宏（可　児）
副 委 員 長 松井　啓至（瑞　浪）
　　〃 市原　崇光（可　児）
委　　　員 田中　勝也（多治見）
　　〃 林　　浩司（多治見）
　　〃 河地　勝彦（多治見）
　　〃 加藤　海蔵（土　岐）
　　〃 加藤　晃一（土　岐）

委　　　員 塚本　修久（瑞　浪）
　　〃 柴田　幸一（瑞　浪）
　　〃 若尾　宗徳（可　児）
　　〃 亀井　哲司（可　児）
委員（青年部会） 中山　研吾（瑞　浪）
　　〃 加知　良浩（瑞　浪）
委員（女性部会） 西尾　英子（多治見）
　　〃 古川　嘉子（多治見）
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法　人　名 所　在　地 業　種 入会日
多治見支部 2 社

㈱玉井設備 多治見市小名田町 7-5-1 建設業 2021.3 月
㈲柴田組 多治見市旭ケ丘 8-29-22 土木建築業 2021.6 月
土 岐 支 部 3 社

河添工業 土岐市泉町久尻 789-6 足場工 2021.2 月
総合管理　匠 土岐市泉町久尻 578-12 清掃業 2021.2 月
AWESOME　（税法）大富事務所 土岐市泉町大富 217-2 税理士業務 2021.4 月
瑞 浪 支 部 11 社

㈱和クリエイト 瑞浪市明世町山野内 620-1 不動産管理 2021.2 月
㈱梶田設計 瑞浪市南小田町 3-2 建築設計監理業務 2021.3 月
秋田陶器㈲ 瑞浪市土岐町 5212-3 陶磁器、上絵付 2021.3 月
世界を変える㈱ 瑞浪市稲津町小里 2283-5 営業代行 2021.3 月
農事組合法人　ふかさわ 瑞浪市日吉町 7147 集落営農 2021.3 月
㈲中部環境 瑞浪市土岐町 1187-1 清掃、メンテナンス業 2021.3 月
㈱ HANDS 瑞浪市穂並 3-3 家具、インテリア卸売業 2021.5 月
㈱ソラクリエイション 瑞浪市上平町 5-5-1 瑞浪市産業振興センター 映像製作 2021.5 月
㈱矢守 瑞浪市釜戸町 5035-16 清掃業 2021.7 月
㈱ VERITAS 瑞浪市薬師町 2-54-1 人材派遣業 2021.7 月
㈱アストリム 瑞浪市山田町字小洞 2006 製造業 2021.7 月
可 児 支 部 3 社

㈱トラスト山倖 可児市菅刈 1438-1 電線・ケーブル製造業 2021.1 月
㈱西協シートメタル 可児市久々利 1080-1 製造業 2021.5 月
㈲ビューファーム 可児市川合 636可茂公設地方卸売市場内 鶏卵販売 2021.6 月

法人会名
所管法人数 会　　員　　数 加入率

（社） R3/6末
（社）

R2/12末
（社）

増減数
（社） （％）

（一社）岐阜北法人会 9,582	 4,232	 4,299	 △67 44.2	
（公社）岐阜南法人会 8,516	 3,275	 3,319	 △44 38.5	
（一社）大垣法人会 6,609	 2,595	 2,622	 △27 39.3	
（一社）中濃法人会 5,102	 2,402	 2,446	 △44 47.1	
（一社）多治見法人会 6,153	 2,798	 2,849	 △51 45.5	
（一社）中津川法人会 2,369	 1,123	 1,132	 △9 47.4	
（公社）飛騨法人会 3,797	 1,438	 1,456	 △18 37.9	

県連合計 42,128	17,863	 18,123	 △260 42.4	
※注	個人会員は除く

令和3年6月末現在

年月日 令和 2年 12月 10日
現在加入状況

令和 3年 6月末日
現在加入状況

区　分 法人数 会員数 未加入
法人数

加入率
（%） 法人数 会員数 未加入

法人数
加入率
（%）

支
部
名

多治見支部 2,586	 1,127	 1,459	 43.6 2,594	 1,105	 1,489	 42.6

土 岐 支 部 1,468	 758	 710	 51.6 1,480	 745	 735	 50.3

瑞 浪 支 部 728	 460	 268	 63.2 733	 458	 275	 62.5

可 児 支 部 1,860	 530	 1,330	 28.5 1,826	 518	 1,308	 28.4

合　計 6,642	 2,875	 3,767	 43.3 6,633	 2,826	 3,807	 42.6

※注	会員数 : 個人会員 25会員含む ※注	会員数 : 個人会員 28会員含む
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