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関東配管工事業協同組合

関東配管工事業協同組合（関配協）は、
平成３年10月に設立され、今年、30年の節
目を迎えることができました。
これも偏に、組合事業に多大なご支援、
ご協力をいただいております関係各位、そ
して、組合員の皆様の弛まぬご努力とご尽
力の賜物と心から感謝申し上げます。
組合（当時は協会）は、設備技能工が仕事
にプライドを持ち、仕事を通してお客様に
貢献し、感謝されること。加えて、入職者
が設備専門工事業者として、誇りと喜びを
持って物づくりができるブランドを確立す
ることを目的とし、諸先輩の熱い思いから
立ち上げたものです。
この間、バブル崩壊、リーマンショック
などの厳しい経済状況を経験し、阪神大震
災、東日本大震災、熊本地震、様々な自然
災害等にも遭遇しました。そしていま、新
型コロナ感染症との戦いの真っ只中におり
ますが、組合は、どのような時にも知恵を
出し合い、常に困難に立ち向かって参りま
した。
このような状況下、一時は仲間を減らす
事もありましたが、組合の基本理念である
「相互扶助」に則り、時代時代の負の環境を
克服し、全組合員で「組合の発展」を目標
に、団結して活動を行って参りました。
この間、上位団体（東京空調衛生工業会）、
設備三団体（ダクト・保温・配管） のご支
援、ご協力をいただきながら、数々の荒波
を乗り超え、無事、30周年を迎えること

ができましたこと、私自身も大変嬉しく思
うと同時に、理事長として常に緊張感を持
ち、先人に恥じぬような組合運営を心がけ
ようと、気持ちも新たにしております。
30年間で立ち上げた、
「教育事業」
「広報
事業」「購買事業」「BCP活動」「青年部会
活動」の５つの基本活動は、新人、幹部社
員の人材育成に寄与し、意見交換、討論、
懇親を通して、組合員同士の融和を図るこ
とができました。また、専門機材・工法の
見学会を通じて、技能者教育を実施しまし
た。更に、重大災害に対する危機管理等、
組合でなければ成しえない活動も行い、事
業として成果を上げ、皆様に理解されるこ
とで、組合員増加と共に組合の体力強化を
図ることができました。
今後は、建設業界に本格的に取り入れら
れる「働き方改革」
「建設キャリアアップシ
ステム」
、そしてコロナ禍で加速されるであ
ろう、ロボット化、プレハブ化など、AIを
導入した新しい施工方法についても、積極
的に取り組んで参ります。
そして、新たな建設業界に対応できる設
備専門工事業者として、より進化した技能
工の育成に力を入れ、働く者が自信と喜び
を持ち、物づくりのプライドを持って働け
る環境作りを目指します。
関配協は、次の10年20年に向かい、力強
く、新しい一歩を踏み出します。関係各位
には今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。
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株式会社 山下工業所
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三 浦 秀 雄

三成冷熱工業 株式会社

関東配管工事業協同組合設立30周年誠におめでとうございます。
平成３年バブルの頃、協会を創ろうと声を掛けられ、準備委員会を立ち上げて、会則、組識作りか
ら始め、会員を集めました。協会として発会してから、もう30年になりました。
税金を払わない組織を受け継ぎ、関東配管工事業協会から協同組合に、日本配管工事業団体連合会
から、有限責任中間法人→一般社団法人日本配管工事業団体連合会に登記を致しました。また会員の
中にいる一人親方のために、労災保険に加入出来る関東配管工事業一人親方組合を設立致しました。
組合員団結のために、海外視察旅行、会報誌forPiPE-21、新製品取扱内覧会、配管技能士会設立、
管工機材展示会、新人社員合同研修会、MACS1998の開催、配管技能士検定受験準備講習会、日空
衛、全管連、日管連の三団体で登録配管基幹技能者講習委員会等の組織を次々と立ち上げた忙しい時
代でした。
今後ますますのご発展と飛躍を祈念し、心よりお祝い申し上げます。

関配協設立30周年お祝い申し上げます。
業界を代表する組合として幾多の試練を乗り越え、30年の年輪を重ねられたことは、組合員皆様
方の多大な努力と尽力に依るものと思います。今後40年50年100年と当組合が益々発展されることを
願います。
今から15年前、就任当時を振り返りますと、建設業界の長引く低迷による安値受注から、業界活
動も組合活動も混沌としておりました。15年経過した昨今に於いては工期短縮と人手不足、また脆
弱な管理体制による生産（現場のもの作り）システムの崩壊に、頭を悩ませる日々かと思います。
関配協もこの10年で世代交代が進み若い経営者が多くなっております。若いエネルギーを持って、
時代と共に変化する様々な問題をいち早く捉え、一体となって解決策を見出す活動を期待します。
コロナ禍の中、目の前にある危機と負担が発展の契機となることを念じまして挨拶と致します。
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株式会社 當木工事

関東配管事業協同組合が設立30周年を迎えたられこと、誠に感慨深いものがあります。
設立後にはバブルが崩壊し、その後のリ－マンショックなど苦難の時代も経ましたが、組合は、関
係諸団体のご支援・ご協力をうけながら、「登録配管基幹技能者」制度や「技能レベルランク」制度
などの人材の育成を通じ、つねに業界の地位向上と発展に努めてまいりました。
今後におかれましても、若者が安心して入職できる魅力ある業界となるよう組合員が一致団結して
活動に取り組で行くことに期待を致しております。
結びに、設立30周年の節目を契機に、組合のさらなる発展と所属組合員の益々のご繁栄を祈念い
たしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

株式会社 當木工事

三協設備 株式会社

株式会社 原口動力

株式会社 飯尾工業所

三成冷熱工業 株式会社

株式会社 ヒビヤト

株式会社 内村設備

城南メタル 株式会社

株式会社 藤田工業

株式会社 右近冷暖房

城北工業 株式会社

株式会社 エキスパート

株式会社 新栄設備工業

株式会社MASA1 GROUP･
湯澤コーポレーション

大沼工業 株式会社

信和管工 株式会社

増田工業 株式会社

神白工業 株式会社

株式会社 須藤工業

株式会社 増田工業所

株式会社 川崎設備

誠和管工業 株式会社

株式会社 丸石工業

協立工業 株式会社

有限会社 滝澤工業

森山工業 株式会社

玄海設備工業 株式会社

竹野工業 株式会社

株式会社 山下工業所

有限会社 ゴールドシステム

辰巳設備工業 株式会社

株式会社 山善

有限会社 児玉工業

有限会社 田爪設備

有限会社 友揆製作所

株式会社 駒井設備

有限会社 ツーワン設備工業

有限会社 吉原設備

株式会社 サン設備

藤栄工業 株式会社

株式会社 吉村工業所

株式会社 佐原設備

富樫工業 株式会社

株式会社 渡辺管工業

株式会社 三栄

富宇加工業 株式会社

株式会社 三協

八輝設備 有限会社

賛助会員名簿
愛知産業 株式会社

日本ヴィクトリック 株式会社

株式会社 アカギ

ジャパン ･ エンヂニアリング
株式会社

アサダ株式会社 東京支店

ショーボンドマテリアル 株式会社

日本ヒルティ 株式会社

イシグロ 株式会社

株式会社 シンエイ･ ネクサス

日本ヘルメチックス 株式会社

エスエスユニオン 株式会社

シンワ工業 株式会社

ノーラエンジニアリング 株式会社

オーエヌ工業株式会社
東京営業所

積水化学工業（株）環境ライフライ
ンカンパニー 東日本支店

東尾メック 株式会社

株式会社 オーテック

ダイドレ 株式会社

冨士機材 株式会社

岡部バルブ工業 株式会社

株式会社 多久製作所

フネンアクロス 株式会社

株式会社 奥井組

CEC 東日本営業統括部

株式会社 ベン

オビヤ管機 株式会社

株式会社 東洋機工

房総プラント 株式会社

管友 株式会社

桃陽電線株式会社 東京営業所

前澤給装工業 株式会社

株式会社 キッツ 東京支社

東洋バルヴ 株式会社

株式会社 マックピーアンドエス

倉地 株式会社

株式会社 永島製作所

株式会社 大和バルブ 東京支店

株式会社 サン ･アルゲン

日栄インテック 株式会社

株式会社 リケン

シーケー金属 株式会社 東京支店

日商テクノ 株式会社

レッキス工業 株式会社 東京支店

日本管材センター 株式会社

日立金属 株式会社

特別賛助会員名簿
アテックス 株式会社

有限会社 長久保保険設計
（社名五十音順）

