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　明けましておめでとうございます。組合員

の皆様には輝かしい新年をお迎えの事とお慶

び申し上げます。

　昨年は、『令和』という新年号が定められ、

国民感情としては喜びに満ちておりましたが、

経済に目を向けると貿易摩擦、原油産出国の

政情不安など、海外の影響を受けて弱い伸び

に留まり、個人消費も消費増税により頭打ち

になりました。また、相次ぐ大型台風の風水

害により、列島各地で甚大な被害が発生し、

今後の防災対策に大きな課題を残す年でした。

　今年の日本経済は、オリンピック開催を間

近に控え、建設業、観光関連業などを中心に、

好況感を感じることができると思いますが、

一方で、消費税率の引き上げ、海外情勢の不

安、原油価格の高騰、甚大災害の復旧・復興

に依る経済損失などの影響を受け、難しい局

面になるものと思われます。

　我々設備業界は、オリンピック、パラリン

ピック開催に向けた、インフラ整備、関連施

設の建設工事などが一段落し、後半は多少の

落ち着きを見せると思いますが、先送りされ

た再開発工事、リニューアル工事などが着手

され、懸案である人手不足、人件費の高騰な

どの問題も解決は難しいと思われます。この

ような現状下、『建設キャリアアップシステム』

『働き方改革』への対応も迫られ、組合員各

位には昨年同様の繁忙と相まって、多方面で

ご苦労される年になるものと拝察いたします。

　関配協としては、このような諸問題を少し

でも軽減するため、今年も事業計画に則り活

動をして参りますが、昨年始めた事業主研修

会が大盛況でしたので、情報交換の場として

より充実を図り、今年も執り行う予定です。

また、『建設キャリアアップシステム』、『働

き方改革』につきましては、今後、我々の業

界に多大な影響を与える事案ですので、今年

も『教育事業』に注力し、幹部社員、幹部候

補生のレベルアップだけではなく、事業主の

皆様と膝を詰めて討議、勉強を図れる活動を

して参ります。

『広報事業』『購買事業』『BCP活動』『青年

部会』の基本事業に於きましては、組合員間

の相互扶助を最重点において活動します。ま

た、「施設見学」「意見交換」などに加え、全

国規模の「融和活動」「甚大災害時の対応」

などは関東を中心に日管連と連携して活動し

て参ります。また、技能者の技能レベルを判

定する上で有効な「レベルランク認定制度」

は、昨年９回目を迎え、認定者は120名を

超えました。『建設キャリアアップシステム』

の技能レベル基準に取り入れられるためにも、

認定者の更なる増加を目指します。

　関配協は今年、設立30周年を迎えますが、

大きな節目を記念し、全組合員の皆様と共に

祝えるような様々なイベントを計画しており

ますので、ご協力をお願いいたします。

　今年も関配協は、『全員参加の組合活動』

を目指して努力して参りますので、組合員各

位には一層のご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

巻　頭　言

　関東配管工事業協同組合　
理事長　西尾 雄二

2019 年度 BCP 報告
BCP委員長　増田  幸康

　関東配管工事業協同組合BCP委員会で

は、2015年より組合員毎の『事業継続計

画（BCP）』作成の水平展開をしており、そ

の運用として、毎年避難訓練を実施していま

す。

　2019年11月11日14：10分に「東京

湾北部地震（M7.3）発生」を想定し、組合

事務所に於いて16名の組合員参加のもと、

避難訓練を実施いたしました。訓練終了後、

西尾理事長から、BCP委員会メンバーに『危

機管理本部』を設置するよう指示が出されま

した。

　また、事務局より組合員48社に訓練メー

ルを一斉送信し、４日以内に返信をいただく

よう要請をしましたが、残念ながら、５社、

返信がありませんでした。毎年訓練参加率

100％を目指しておりますが、今回も様々

な問題点がありました。その問題点を検証

し、今後に活かして、より現実的な運用を目

指してまいります。

　昨年、相次いで発生した台風、「９月の15号」

「10月の19号」は、関東、東北地方に上陸し、

甚大な被害をもたらしました。BCP委員会

は西尾理事長と協議の上、今後は被災地の被

害状況を確認し、各組合員にその状況をメー

ルで知らせることで、支援の輪が広がるよう

にしました。

　当組合のビジョンに、「相互扶助を基本と

し、組合員企業を活性化する」とあるよう

に、組合員同士が助け合う精神が一番大切な

ことではないかと思います。今後とも、「組

合BCP」にご理解いただき、ご協力をお願

いします。

　前述の台風の被災地では未だ復興が為され

ておりません。被災された皆様とそのご家族

に謹んでお見舞い申し上げるとともに、被災

地の一日も早い復旧・復興を心からお祈り申

し上げます。
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働き方改革を考える

　2019年４月１日より、「働き方改革関連

法案」の一部が施行され、あらゆる企業の重

要な経営課題として広く認知されつつありま

す。

　これは、働く人々が、それぞれの事情に沿っ

て柔軟に働き方を選択できることを目標とし

た改革で、『少子高齢化に伴う生産年齢人口

の減少』『働き方の多様性』などの課題に企

業が対応し、『生産性向上』『満足度の向上』

を実現することを求められていますが、実現

に向けては次のような課題があります。

　①　長時間労働

　②　正社員と非正規との格差

　③　労働人口の不足（高齢者の活用）

以上が、最重要事項とされています。

　さて、我々建設業の実態はどうでしょう？　

建設業は現在、超繁忙期の真っ只中にあり、

特に現場を管理されている我々の得意先の社

員の皆様は連日、残業を強いられておりま

す。これは、工期が決められている現場では

避けられないことであり、人員不足と相まっ

てすぐに改善することは難しいと思います。

　このような状況下、建設業で働き方改革法

案に則って、４週８休は定着するでしょうか？

現在、建設業界はオリンピック需要で異常な

繁忙期にありますが、その後に始まるプロジェ

クトは、オリンピック開催期間中の首都圏の

交通規制による麻痺で物流が止まり、その影

響で資材の確保が難しくなり、工事の遅延、

一時休止などの事態も予想され、振替のきか

ない現場の給与補償、休ませた作業員を確保

しておかなければならないことなど、様々な

問題が起きると思われます。

　そして、我々専門工事業者は、「働き方改革」

への対応では様々な決断を迫られるのではな

いでしょうか。今まで、『社会保険適用問題』

『キャリアアップシステム導入』では、組合

員の皆様も勉強して、時間をかけて対応し、

苦労しながら真面目に取り組んでこられたと

思いますが、この制度を導入すると、一人親

方は休みが増えて収入が減ることで、他の会

社へ移ったり、転職する人が増えることも考

えられ、人手不足の現況から抜本的な対策を

講じることが必要で、小さいことでは土曜日

は工場での内作作業や改修現場に回して仕事

を切らさない様に調整すること、究極的な解

決策としては一人親方の社員化を図ることな

ども考えられますが、一人親方の社員化を図

るには意識改革が必要な上、所帯も大きくな

りますし、仕事量の確保も必要で、身近な問

題一つとっても制度の導入にはかなりのエネ

ルギーを注がなければならないと思われます。

　仮に、2024年迄に一人親方が完全に排除

され、正社員しか工事現場に入場出来なくな

れば、果たしてどのような建設業界になるの

でしょうか？

総務委員会　渡部  利伊

　今後、現場を全て正社員で賄うということ

になっても４週８休は現実的ではありません

が、運用されれば必然的にコストアップに繋

がると思われます。同時に、請負工事では技

能よりも制度を取り入れた会社が受注するこ

とになる危惧を感じます。

　また、働き方改革では、不履行企業・事業

主に対して、刑事罰（罰金刑・懲役刑）が課

せられる条項がありますので、下記に示します。

１．時間外労働の上限規制

２．月60時間を超える残業の割増率の猶

予廃止

３．フレックスタイム制の清算期間の上限

延長

４．年次有給休暇の取得義務化

５．医師による面接指導

以上ですが、各項について説明いたします。

　１．時間外労働の上限規制

・36協定の上限規定を超えることができる

特別規定について、次のように制限が設けら

れました。

①　原則として、月45時間、年360時間

②　特別条項の時、１年のうち６ヶ月を超

えない範囲であり、年間の時間外労働

時間が月平均60時間（年720時間）

とすること。

③　休日労働を含め、月平均時間外労働時

間が80時間を超えないこと。

④　休日労働を含め、1ヶ月の時間外労働

を100時間未満とすること

２．月60時間を超える残業の割増率の猶

予廃止

　月60時間を超える残業の割増率（1.5倍）

は、中小企業に対しては適用が猶予されてお

りましたが、猶予措置が2023年４月１日で

終了することが決定しました。

３．フレックスタイム制の清算期間の上限

延長

　１か月単位での精算とされておりましたが、

生産期間の上限が３か月に伸長されました。

伸長を設定するには、労使協定を締結し届け

出をすることが義務付けられております。

　４．年次有給休暇の取得義務化

　年間10日以上の有給休暇が付与されてい

る労働者には、最低５日の有給休暇を取得さ

せなければならない。

　５．医師による面接指導

　月100時間以上の残業、新たな技術・商

品または役務の研究開発にかかわる業務、特

定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者

には、医師の面接指導を受けさせなければな

らない。

　上記に違反した場合、項目毎に「６か月以

下の懲役または30万円以下の罰金」もしく

は「30万以下の罰金」「50万円以下の罰金」

という刑事罰によるペナルティーがあります。

いずれも内容を良く確認し、改正内容に違反

が無いよう、しっかり準備してください。

　以上のように「働き方改革」を導入するに

は様々なクリアすべき問題がありますが、現

実的な問題を業界一丸となって考え、本当の

意味での『我々の働き方改革』を実現できた

ら、未来に希望が持て、より明るい建設業界

になり、若人が目を向けてくれるのではない

でしょうか。
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■ 株式会社　須藤工業  ————————————————— 代表取締役　中橋　　徹　

・・設　　　　立：	 昭和44年、ケーブルドラムの製造下請けとして開業

・・業　　　　種：	 空調配管、各種加工管製作、架台製作、各種配管ユニット製作

・・業界について：	 厳しい職種ですが、達成感、やりがいも大きいと思います

・・将 来 の 展 望：	 工場の一層の充実を進め、配管工事の分業化、現場作業の軽減を
目指していきたい

・・座 右 の 銘：	「情けは人の為ならず」

	 理由：惜しげもなく自分が出来ること、仕事をすることで巡り巡っ
て自分（会社）にも還ってくると考えております

・・一　　　　言：	 この度「関東配管工事業協同組合」に加入させていただきました。
微力ながら力になれればと考えております

・・組合について：	 配管工事業界を盛り上げることを期待しております。

新新組合員紹介組合員紹介

中橋社長 会社外観
真剣な表情で受講された皆様 課題の制作に取り組みました

《 技術委員会活動報告 》

① 新入社員合同研修会
　「平成31年度新入社員合同研修会」は、

４月19日（金）、20日（土）の２日間に

わたり、賛助会員も含む受講者26名で、

『東京都立中央・城北職業能力開発センター』

に於いて行われました。

　今年も多くの新入社員が建設業界に入っ

て来ましたが、一人でも多くの方がプロと

しての誇りを身につけて設備工事に携わり、

活躍される事を期待しております。

② レベルランク認定制度
　平成24年度から行っている「レベルラ

ンク認定制度」は、当初の目的の活用が遅

れていることもあり、受講者の数が伸びま

せん。一昨年までの受講者は、『特Ａランク	

43名』『Ａランク30名』『Ｂランク16名』

『Ｃランク10名』『Ｎランク18名』です。

　昨年度の受講者は、『特Ａランク10名』	

『Ａランク１名』『Ｂランク３名』『Ｃラン

ク４名』『Ｎランク１名』となっておりま

したが、認定者の地位向上のためにも数が

必要なので、積極的にご応募ください。

　また、『東京空調衛生工業会』より、『特

Aランク合格者』には報奨金が出ることに

なりましたので特に経験豊かな皆様の受講

をお待ち申し上げます。

③ １・２級配管技能士講習会
　令和元年度の「１・２級配管技能士講習会」

は、11月30日(土)、12月１日(日)の２日

間にわたり、『東京都立城東職業能力開発

センター』で行われました。

　受講者は、『１級配管技能士10名』『２

級配管技能士３名』で、講師の先生にオス

ターの使い方から銅管の半田付け、製作課

題の作成、水圧テストまで行い、注意点や

時間配分等を教えていただきました。

　試験まで時間があることから仕事の合間

に時間をつくり、製作課題を時間内で２～

３回作る練習を行えば合格が近づくとアド

バイスしました。仕事も忙しいと思います

が、会社としても、受検者が合格できるよ

うバックアップをお願いいたします。

 技術委員会　委員長　山田　栄二　
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第７回定例会「加工管工場見学研修会」
定 例 会 報 告　広報委員会　委員長　藤田　隆文

＊強制的にウォーターハンマーを起こし、配管に　伝わる振動
を確認した後、水撃防止器を作動させ、どの程度解消される
のか体験しました。

＊減圧弁の圧力調整も体験できました。

＊鳥居配管に自動エア抜き弁を角々に取り付けて水の中に空気
を入れ、空気がどちらの自動エア抜き弁から排出されるのか
の実験をしていただきました。
　また、配管を負圧にして吸排気弁を作動させ、水を吸い上げ
ないことが確認できました。

　定着してきた「定例会」は、第７回を迎えることが出来ました。今回は、株式会社ベン様のご協力
をいただき、〝見て、体験できる工場〟「イノベーションセンター」を見学させていただきました。
　会場は相模原工場と中央配送センターに併設した施設で、自動弁の研修と製品の組立から出荷まで
の一連の流れを見学し、体験型研修を通じて流体制御を理解することができました。
　開催に際し、株式会社ベン様をはじめ、ご協力いただいた関係各位に感謝申し上げます。

　講師の指導を受けながら、減圧弁と電磁弁の役割や構造を勉強し、そのうえ
で参加者全員が分解・組み立てを行いましたが、分解して再度組み立てること
で、流体制御技術と製品の構造を理解する事が出来ました。また、製品の部品
の多さや材質など、様々なところで新たな発見があり、ためになる貴重な経験
が出来ました。懇切丁寧にご説明いただいた講師の方に感謝申し上げます。

＊各種サイレンサーに蒸気を通して
音の違いを確認しました。

＊緊急遮断弁の感知部に振動を加
えて作動させ、弁が閉まっていく
ところを見させていただきました。

　株式会社ベン様には、素晴らしい工場を惜しげもなく見学させていただき、大変勉強にな
りました。厚く御礼申し上げます。また、定例会に参加していただいた組合員の皆さま、
お疲れ様でした。次回も参加者にご満足いただけるような定例会を目指し、より充実した
企画をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【ビデオ上映、スライド研修】 【デジタルピッキング】 【展示ブース】

＊各種の蒸気トラップに蒸気を通してそれぞれの
違いを知ることができました。

【実演エリア】
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新菱冷熱工業株式会社　　　　
常務執行役員　首都圏事業部長

渡 邊 隆 生

　新菱冷熱工業株式会社 首都圏事業部長

の渡邊です。皆様には、当社の現場施工

にご協力いただき、誠にありがとうござ

います。私は新菱冷熱工業に入社後、都

市設備部（現在の都市環境事業部）に配

属されて30年余り、その後は大阪支社へ

異動し、６年を経て2019年10月に現

職として関東地区へ戻って参りましたが、

再び関東にて皆様とともに仕事をさせて

いただくことになり、大変嬉しく思って

おります。また、少しでも安全で快適な

現場づくりに貢献したいと考えております。

　私は子供の頃からモノを作るのが好き

で、最近も電子基盤をエッチングで作っ

たり、PCを作ったりしておりますが、こ

の電子基盤の製作技術が進歩したおかげ

でPCの高速化は目覚ましく、ムーアの法

則で言えば、半導体の処理速度はこの10

年で約100倍になったことになります。

特に最近は、情報処理の高速化によって

インターネットをはじめとするサイバー

空間のリアルさと、時間概念を超えた

4Dが感じられるようになってきました。

　一方、現実空間はどうかと言えば、我

らの仕事場である工事現場では、建物は

一品生産であること、協力会社の方の手

作業によるものが多いことなどが標準化

や工業化の壁となっている状況です。な

かでも、配管工事というと重くて固い、

天井裏や床下に納めることが多い、高く

て狭い所で作業する、ということが思い

浮かびますが、そのような中でも我々は、

できる限り安全と効率を確保することを

日頃から考えております。

　再びサイバー空間の話に戻りますが、

最近はBIM化だと散々言われています。

BIMを活用した工事の一例に、サイバー

空間で建物を一度作ってそれと同じもの

を現空間に作ろうという取り組みがあり

ます。我々は、協力会社の方々とサイバー

空間を共有し、様々なことを相談しなが

ら作業の安全を確保し、配管をプレハブ

化して仕事の効率化を図りたいと考えて

おります。

　ですから、新菱冷熱工業をはじめ設備

工事会社から、現場でBIMを活用しない

か、と声がかかった際には、是非とも快

く相談にのっていただき、安全で効率的

な現場づくりに向けて一緒に頑張ってい

ただければ幸いです。

会社名 主な取扱品目 アピール

■ 愛知産業（株） 溶接機、溶接材料産業機器
SGペガ500輸入販売

■ アサダ（株）東京支店 配管機械工具製造販売

■ イシグロ（株） プライベートブランド商品
アイバリュー各種

お客様の作業効率改善につながる商品
を展示させていただきます。

■ ジー・オー・ピー（株） SGペグ500、SGセトー、
オリオン、
ヘラクレスキューブ

設備作業の事故ゼロを目指して開発し
た最新商品を展示予定です。

■ ジャパンエンヂニア	
リング（株）

スマイルジョイント
（PE管、ハウジング接合工法）

現場での融着が不要なPE管用の管継
手を出品します。

■ シンワ工業（株） SATジョイント、
リーンズフランジ

省人化、省力化をサポートする総合プ
レハブメーカー。

■（株）多久製作所 タスカルジョイント 新継手で施工の未来を照らし出す。

■ 桃陽電線（株） 空調工事関連部材
（冷媒被覆銅管、アルミ管）

この度は賛助会員として入会させて頂
きありがとうございます。皆様のお力
になれれば幸いです。宜しくお願い申
し上げます。

■ 日商テクノ（株） ジャストフレアJF-350型
製造販売

■ 日本管材センター
（株）

管工機材類一式

■ 日本ヒルティ（株） 経営サポートサービス、
建設用工具関連

経営の強い味方「資産の見える化サ
ポート」もご利用下さい。

■ ノーラエンジニア	
リング（株）

モジュール配管と新継手 今回の「MACS2020」では、モジュー
ル配管の提案と新継手を御紹介をいた
しますので、御期待ください。

■（株）ベン 低騒音型の「平静（減圧弁）」
「ふく太郎（安全弁）」
「桃太郎（電磁弁）」
「ショックレス（水撃防止器）」他

流体制御弁の専門企業。自動制御弁を
中心に「価値ある製品の創造」を追求
し続け、おかげさまで2020年に70
周年を迎えます。2018年には『見て
体感できる工場』をコンセプトにイノ
ベーションセンター（研修施設）を設
立。

■ マックピーアンド	
エス（株）

ステンレスプレファブ
加工管、ステンレス継手

■ レッキス工業（株） 配管用機械工具販売

MACS2020 出展企業様一覧 ※あいうえお順　敬称略

総合設備会社 管理職インタビュー総合設備会社 管理職インタビュー
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●青年部会

　青年部会は、正会員15名、賛助会員12名

の計27名のメンバーで活動しています。

（令和元年11月現在）

●青年部会　活動報告

◎ 平成31年1月26日(土)

　通常部会：参加者12名

◎ 平成31年2月9日(土)

　通常部会：参加者13名

◎ 平成31年2月16日(土)

　技能工との懇親ボーリング大会

　（東京ドームシティにて開催）

大いに盛り上がり、技能工同士の懇親を深

め、リフレッシュできました。

◎ 平成31年2月23日(土)

　全国部会役員会開催（関東）

　全７地区の青年部会参加

東京に各地区の部会長を迎えて議論を重

ね、今後の方針を確認しました。

◎ 平成31年3月9日(土)

　通常部会：参加者13名

◎ 平成31年4月13日(土)

機材デモ開催

日本管材センター様の協力で、アカギ様・

積水様・東尾メック様の製品を実際に見聞

きできました。

◎ 令和元年10月18日(金)

　「日管連青年部会全国会議」（九州開催）

・北海道・東北・関東・中部・関西・中国・

九州７地区の青年部会員が一同に会しま

した。

　　　・全国会議・懇親会参加者総数79名

　　　・関配協からの参加者14名

～漕ぎ出せ未来～VOL.32
編集　青年部会 広報担当

Sail on 21
◎ 平成31年4月18日(木)

　通常部会：参加者9名

◎ 令和元年5月18日(土)

　通常部会：参加者7名

◎ 令和元年6月15日(土)

　通常部会：参加者7名

◎ 令和元年6月29日(土)

　全国部会長交流会開催

仙台に各地区の部会長・副部会長の２名の

参加を得て会議を行い、懸案を取りまとめ

て改善策を協議し、併せて来期以降の戦略

を練りました。

◎ 令和元年8月3日(土)

　通常部会：参加者9名

◎ 令和元年9月7日(土)

　技能工との懇親バーベキュー大会

　（新宿駅近くで開催）

　情報交換とともに懇親を深めました。

◎ 令和元年9月14日(土)

　通常部会：参加者9名

■ 青年部会長挨拶

『さらに飛躍する青年部会』
青年部会 部会長 松原 政敏（玄海設備工業）

　この度、７年間勤めさせていただきました

青年部会長の役を、本年５月の任期満了を

もって退くことになりました。副部会長を務

めていた期間と合わせて11年間、青年部会

の役員として多くの方にお世話になり、多く

のことを学び、ご指導をいただきました。紙

面をお借りし、感謝申し上げます。

　次期青年部会長は２月の青年部会で内定し

ますが、どなたがなろうと従来の活動を基に、

新しい試み、新しい構想を立ててより充実し

た活動をし、私が成しえなかったことの実現

なども含め、発展を遂げられるよう願ってお

ります。また、微力ではありますが、私自身

経験してきたことからアドバイスやお力添え

をできることもあるかと思います。

　昨年10月には福岡において、組合の上部

団体である「日本配管工事業団体連合会（日

管連）」の全国青年部会長として最後となる、

「青年部会全国会議」を開催し、無事終了す

ることができました。年に一回の全国会議も

昨年節目となる第10回を迎えましたが、先

人たちのご苦労に思いを馳せ、歴史の重みに

深く感激しました。

　また、関配協の部会関連行事には、全般に

わたり青年部会が関わっておりますが、各部

会担当のメンバーが取りまとめてくれ、全て

の行事を恙なく進めることができました。改

めて感謝申し上げます。

　本年も青年部会一丸となり、配管工事業界

の一層の活性化ができるよう努めてまいりま

すが、関係各位には、新青年部会長の下新た

に船出をする青年部会に対し、一層のご指導

ご鞭撻をいただきますようお願いいたします。

「日管連青年部会　工場視察風景」

※全てが社外秘なので、掲載できる写真
はこの一枚です。

「開催に際し挨拶をする松原部会長」

・加工管メーカーの「多久製作所様」の工場を視察
しました。（フレア加工・溶接加工・プラズマ切断・
ライニング加工管の製作等）

◎ 令和元年11月2日(土)

　通常部会：参加者9名

◎ 令和元年12月3日(火)

　青年部会忘年会：参加者25名

◎ 令和元年12月7日(土)

　青年部会ゴルフコンペ

　（千葉夷隅ゴルフクラブにて開催）

＜令和元年度の青年部会役員紹介＞

部 会 長　松原　政敏	（玄海設備工業）

副部会長　児玉　和也	（児玉工業）

副部会長　永島　博樹	（飯尾工業所）

書　　記　伊藤　康一	（ヒビヤト）

会　　計　成澤　伸夫	（田爪設備）
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◎2019年度（第15回）通常総会開催

　2019年５月21日午後４時より、八芳園	

「エタニティー」（港区白金台）において

2019年度（第15回）通常総会を開催した。

組合員総数47名、うち当日出席27名、書面

出席16名、計43名の出席となり、司会者よ

り定足数を満たしたので総会が成立する旨が

告げられた。

　議長には西尾理事長が選任され、下記５項

目を審議した。

第１号議案	 平成30年度事業報告書及び決

算関係書類承認の件

第２号議案	 2019年度事業計画、収支予

算並びに経費の賦課及び徴収

方法決定の件

第３号議案	 2019年度借入金残高の最高

限度決定の件

第４号議案	 手数料の最高限度決定の件

第５号議案	 役員報酬決定の件

　議案審議事項については、質疑応答もなく

すべて原案通り可決承認された。

　なお、総会終了後別室において組合員、賛

助会員、計59名の参加で懇親会が開催され、

和やかな懇談のなか、定刻の午後８時を以て

散会した。

◎事業活動（平成31年3月～令和2年3月）

◦平成31年３月

	 7日：レベルランク認定委員会出席

	11日：MACS第１回準備委員会出席

	16日：「フルハーネス型」講習会開催

	18日：広報委員会開催

	18日：理事会開催

	20日：平成30年度レベルランク認定

	 	 証授与式出席

	28日：組合員交流ゴルフコンペ開催

◦4月

	 7日：定期健康診断実施

	 	（㈱丸石工業）

	13日：青年部会技術セミナー開催

	14日：定期健康診断実施

	 	（三成冷熱工業㈱）

	19日：初級技術・技能者のための

	 	 合同研修会開催（二日間）

	20日：初級技術・技能者のための

	 	 合同研修会開催

	22日：広報委員会開催

	22日：総務委員会開

	22日：理事会開催（決算理事会）

	24日：MACS第２回準備委員会出席

◦令和元年５月

	10日：日管連理事会出席（東京）

	13日：広報委員会開催

	13日：総務委員会開催

	13日：理事会開催

	18日：青年部会開催

	21日：2019年度（第15回）通常総会	

開催

◦６月

	10日：理事会開催

	11日：定期健康診断実施（三協）

	12日：組合員交流ゴルフコンペ開催

	15日：青年部会開催

	22日：第7回定例会開催

	 	（㈱ベン相模原工場見学）

	26日：MACS第1回実行委員会出席

	29日：日管連青年部会部会長会議出席	

（仙台）

◦7月

	 4日：レベルランク認定委員会出席

	 8日：総務委員会開催

	 8日：理事会開催

	26日：日管連令和元年度（第14回）

	 	 定時総会出席（名古屋）

◦8月

	 3日：青年部会開催

	23日：「フルハーネス型」講習会開催

	28日：MACS第2回実行委員会出席

◦９月

	 7日：青年部会技能工懇親会開催

	 9日：理事会開催

	11日：BCP申請書記入説明会開催

	14日：青年部会開催

◦10月

	 7日：理事会開催

	10日：MACS第３回実行委員会出席

	 	（会場視察）

	12日：青年部会開催

	15日：事業主研修会開催

	18日：日管連青年部会役員会出席

	 	（福岡）

	26日：令和元年度（第10回）日管連

	 	 青年部会全国会議出席（福岡）

◦11月

	 2日：青年部会開催

	 8日：日管連理事会出席（東京）

	11日：BCP第３回避難訓練実施

	11日：理事会開催

	11日：設立30周年準備委員会開催

	11日：総務委員会開催

	19日：組合員交流ゴルフコンペ開催

	30日：配管技能検定受検準備講習会開催	

（二日間）

◦12月

	 1日：配管技能検定受検準備講習会開催

	 7日：青年部会ゴルフコンペ開催

	 9日：設立30周年準備委員会開催

	 9日：理事会開催

	10日：MACS出展社説明会出席

	14日：青年部会開催
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◦令和２年１月

	15日：東空衛新年賀詞交歓会出席

	22日：令和２年新年賀詞交歓会開催	

（八芳園）

◦２月

	 8日：青年部会

	17日：理事会

	22日：青年部会技能工懇親会

◦3月

	 5日：レベルランク認定委員会

	14日：青年部会

	16日：理事会

	19日：令和元年度レベルランク認定証	

授与式

	23日：日管連理事会

	23日：日管連青年部会役員会

	24日：MACS2020開催（三日間）

◎日管連令和元年度（第14回）定時総会開催

　令和元年7月26日午後４時30分より、

キャッスルプラザ「孔雀の間」会議室（名古

屋市中村区）に於いて、日管連令和元年度（第

14回）定時総会を開催した。理事・監事・

代議員の構成員総数38名、うち当日出席30

名、委任状提出者８名、併せて38名となり、

総会が成立する旨が司会者より告げられた。

定款に基づき増田会長が議長となり、次の７

項目を審議した。

第１号議案	 平成30年度事業報告

第２号議案	 平成30年度収支決算報告・監

事報告

第３号議案	 令和元年度事業計画（案）

	 各委員会・部会事業計画（案）

第４号議案	 令和元年度各地区会費

	 負担金（案）

第５号議案	 令和元年度収支予算（案）

第６号議案	 令和元年度実践スローガン決

議（案）

第７号議案	 理事及び監事報酬決定の件

　議案審議事項については、質疑応答もなく

すべて原案通り可決承認された。

　なお、令和元年度実践スローガンは、

　　「頼れる知識と確かな技術　

　　　　　　　　社会へ貢献　日管連」

に決定した。

　総会終了後、別室においてご来賓・ご招待

客・中部配管工事業協同組合員・賛助会員を

加えた総勢125名で懇親会が開催され、和

やかな歓談のなか、定刻の午後８時を以て散

会した。

　次回開催担当地区は、中国配管工事業協同

組合となります。

◎「MACS2020開催」

　第14回スマート空調衛生システム展

（MACS2020）が、３月24日（火）から26	

日（木）までの三日間、東京流通センター（TRC）

第一展示場で開催されます。

　是非ご来場のほど宜しくお願いいたします。



日本全国
迅速対応
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配管設備機器レンタル＆修理・メンテナンス

東洋機工 検索

平日17時までの受付で当日出荷!!
（佐川便）
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　　　 名 簿

№. 会　　社　　名 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

1 株式会社  當木工事 〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-4 03-3832-1929 03-3832-1937

2 株式会社  飯尾工業所 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-3-34  鈴幸ビル104号 045-511-4855 045-521-1266

3 株式会社  内村設備 〒350-1165 埼玉県川越市南台2-8-7 049-249-4323 049-249-4324

4 株式会社  右近冷暖房 〒142-0053 東京都品川区中延1-6-18 03-5750-2391 03-5750-2396

5 株式会社  エキスパート 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前4-9-10 047-356-2112 047-356-2360

6 大沼工業株式会社 〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北4-5-10 049-231-8570 049-233-5626

7 神白工業株式会社 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越7-23-10 048-441-5966 048-441-5960

8 株式会社  川崎設備 〒214-0023 神奈川県川崎市多摩区長尾1-17-6  ラ・プラタ2階 044-701-5000 044-701-5001

9 協立工業株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-1-9 03-3490-9671 03-3490-9673

10 玄海設備工業株式会社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷1-14-8 03-3742-7651 03-3742-7654

11 有限会社  ゴールドシステム 〒190-0033 東京都立川市一番町2-21-30 042-507-3324 042-507-3480

12 有限会社  児玉工業 〒136-0074 東京都江東区東砂5-9-1 03-3644-8703 03-3644-8285

13 株式会社  駒井設備 〒333-0848 埼玉県川口市芝下2-6-1 048-264-1331 048-262-1312

14 株式会社  サン設備 〒333-0845 埼玉県川口市青木西3-6-34 048-269-1594 048-269-5123

15 株式会社  佐原設備 〒212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場1801 044-533-5991 044-533-3241

16 株式会社  三栄 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田744-19 047-409-1176 047-409-1186

17 株式会社  三協 〒123-0872 東京都足立区江北6-8-2 03-3898-6111 03-3898-6116

18 三協設備株式会社 〒363-0008 埼玉県桶川市坂田1367-5 048-728-4807 048-776-0405

19 三成冷熱工業株式会社 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-36  富美栄ビル701 03-6914-1787 03-6914-1788

20 城南メタル株式会社 〒144-0047 東京都大田区萩中3-2-3 03-6423-9443 03-6423-9444

21 城北工業株式会社 〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町394-1 043-421-4131 043-421-4133

22 株式会社  新栄設備工業 〒310-0841 茨城県水戸市酒門町4814-1 029-246-0048 029-246-0052

23 信和管工株式会社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-12-7 03-3971-6229 03-3971-7199

24 株式会社  須藤工業 〒355-0227 埼玉県比企郡嵐山町千手堂451-8 0493-62-9172 0493-62-9876

25 誠和管工業株式会社 〒104-0041 東京都中央区新富2-3-15-1001号  エスポワール銀座東10階 03-3555-9101 03-3555-9108

26 有限会社  滝澤工業 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-58-8 045-383-9986 045-383-9951

27 竹野工業株式会社 〒332-0001 埼玉県川口市朝日4-6-6 048-222-5055 048-223-1536

28 辰巳設備工業株式会社 〒331-0075 埼玉県さいたま市西区峰岸38-6 048-623-2931 048-622-6938

29 有限会社  田爪設備 〒273-0048 千葉県船橋市丸山4-23-19 047-438-0166 047-429-3289

30 有限会社  ツーワン設備工業 〒188-0013 東京都西東京市向台町2-6-11-107 042-497-5003 042-468-2006

31 藤栄工業株式会社 〒145-0064 東京都大田区上池上5-5-10 03-3726-5555 03-3727-7731

32 富樫工業株式会社 〒354-0025 埼玉県富士見市関沢1-5-2 049-253-3950 049-253-3952

33 富宇加工業株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-20-9  京王幡ヶ谷マンション102 03-3376-3258 03-3376-3279

34 八輝設備有限会社 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口5-11-25 044-811-8123 044-833-6570

35 株式会社  原口動力 〒192-0154 東京都八王子市下恩方町339-4 042-651-1301 042-651-0216

36 株式会社  ヒビヤト 〒173-0036 東京都板橋区向原2-7-7 03-3973-6789 03-3973-6506

37 株式会社  藤田工業 〒120-0004 東京都足立区東綾瀬2-3-3 03-5682-8115 03-5682-8116

38 株式会社MASA1  GROUP・
湯澤コーポレーション 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-10-36 045-953-4905 045-953-4906

39 増田工業株式会社 〒203-0012 東京都東久留米市浅間町3-4-15 0424-22-9118 0424-22-9119

40 株式会社  増田工業所 〒115-0056 東京都北区西が丘1-24-2 03-3905-1551 03-3905-4667

41 株式会社  丸石工業 〒133-0054 東京都江戸川区上篠崎2-12-7 03-3676-0303 03-3676-0560

42 森山工業株式会社 〒175-0083 東京都板橋区徳丸2-18-25 03-3934-7888 03-3550-0615

43 株式会社  山下工業所 〒131-0045 東京都墨田区押上3-41-6 03-3619-1011 03-3619-1039

44 株式会社  山善 〒184-0014 東京都小金井市貫井南町4-3-4 042-383-0968 042-385-5771

45 有限会社  友揆製作所 〒262-0004 千葉県千葉市花見川区大日町1557-3 043-286-0003 043-286-0017

46 有限会社  吉原設備 〒193-0944 東京都八王子市館町486-19 042-666-5844 042-666-5844

47 株式会社  吉村工業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-5  トーワ新富マンション801 03-3555-0541 03-3555-0542

48 株式会社  渡辺管工業 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-8-10 045-662-2100 045-662-2115

№ 会　　　社　　　名 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

1 愛知産業株式会社 〒140-0011 東京都品川区東大井2-6-8 03-6800-1122 03-6800-2066

2 株式会社  アカギ 〒104-8251 東京都中央区新富1-19-2 03-3552-7091 03-3551-8050

3 アサダ株式会社  東京支店 〒130-0023 東京都墨田区立川2-10-9 03-3635-2511 03-3635-2515

4 イシグロ株式会社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-8  KDX八丁堀ビル 03-3552-2161 03-3551-5660

5 エスエスユニオン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦3-7-12  シグマビル5階 03-5442-6200 03-5442-6199

6 オーエヌ工業株式会社  東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12  HSB鐵砲洲3階 03-3551-9491 03-3551-9488

7 株式会社  オーテック 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-9-12  西葛西トーセイビル 03-5679-6401 03-3688-4440

8 岡部バルブ工業株式会社 〒130-0021 東京都墨田区緑4-5-12 03-3632-8151 03-3632-4383

9 株式会社  奥井組 〒358-0055 埼玉県入間市新光191-1 04-2931-1097 04-2931-1193

10 オビヤ管機株式会社 〒123-0862 東京都足立区皿沼1-7-11 03-5837-5410 03-5837-5414

11 管友株式会社 〒123-0864 東京都足立区鹿浜3-27-20 03-3857-1351 03-3857-3621

12 株式会社  キッツ  東京支社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5  オンワードパークビル8階 03-6836-1501 03-6836-1525

13 倉地株式会社 〒130-0004 東京都墨田区本所1-33-9 03-3624-4441 03-3622-6894

14 株式会社  サン・アルゲン 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸68番地 0436-61-7990 0436-61-7991

15 シーケー金属株式会社  東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8  ユニゾ岩本町二丁目ビル4階 03-3861-8036 03-3866-8467

16 ジャパン・エンヂニアリング株式会社 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-27-15  ＪＥＳビル内 03-3945-1471 03-3945-1618

17 ショーボンドマテリアル株式会社 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 03-6861-7411 03-6861-7421

18 株式会社  シンエイ・ネクサス 〒112-0011 東京都文京区千石4-30-7 03-3942-4236 03-3946-3170

19 シンワ工業株式会社 〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1  小石川桜ビル8階 03-3830-1611 03-3830-1610

20 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 〒105-8450 東京都港区虎の門2-3-17  虎ノ門2丁目タワー 03-5521-0641 03-5521-0649

21 ダイドレ株式会社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-2-11  井門日本橋本町ビル5階 03-5200-3148 03-5200-0690

22 株式会社  多久製作所  
CEC東日本営業統括部 〒104-0053 東京都中央区晴海3-12-1  KDX晴海ビル8階 03-5859-0204 03-5859-0206

23 株式会社  東洋機工 〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町717-5 0278-24-4177 0278-24-4403

24 桃陽電線株式会社  東京営業所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-14  モアニケアラ103号室 048-297-6671 048-297-6675

25 東洋バルヴ株式会社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5  オンワードパークビル8階 03-6262-1652 03-6262-1690

26 株式会社  永島製作所 〒925-0003 石川県羽咋市寺家町タ1-9 0767-22-7011 0767-22-7012

27 日栄インテック株式会社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8 03-6324-1537 03-3810-5530

28 日商テクノ株式会社 〒963-8041 福島県郡山市富田町字墨染10番地 024-951-1591 024-951-2033

29 日本ヴィクトリック株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7  MFPR六本木麻布台ビル 03-5114-8531 03-5114-8532

30 日本管材センター株式会社 〒104-8401 東京都中央区八丁堀2-24-3  PMOビル 03-5541-5111 03-5541-5115

31 日本ヒルティ株式会社 〒224-8550 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 0120-66-1159 0120-23-2953

32 日本ヘルメチックス株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-31-8 03-3492-3677 03-3492-3660

33 ノーラエンジニアリング株式会社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-4  第二プレシーザビル3階 03-3221-1682 03-3221-3391

34 東尾メック株式会社 〒586-0012 大阪府河内長野市菊水町8-22 0721-53-2281 0721-53-2279

35 日立金属株式会社 〒108-8224 東京都港区港南1-2-70  品川シーズンテラス 03-6774-3520 03-6774-4347

36 冨士機材株式会社 〒102-8373 東京都千代田区一番町12 03-3556-4521 03-3556-4586

37 フネンアクロス株式会社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-8  NBF池袋シティビル5階 03-5911-4080 03-5911-4081

38 株式会社  ベン  〒146-0095 東京都大田区多摩川2-2-13 03-3759-0170 03-3759-1414

39 房総プラント株式会社 〒297-0037 千葉県茂原市早野2461-3 0475-20-2250 0475-20-2251

40 前澤給装工業株式会社 〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-14-16 03-3760-8517 03-3760-8510

41 株式会社  マックピーアンドエス 〒223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町2-6-50 045-560-3551 045-562-4551

42 株式会社  大和バルブ  東京支店 〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1  住友不動産大崎ガーデンタワー1階 03-3492-6221 03-3492-5470

43 株式会社  リケン 〒102-8202 東京都千代田区三番町8-1 03-3230-3920 03-3230-3431

44 レッキス工業株式会社  東京支店 〒177-0032 東京都練馬区谷原5-13-30 03-5393-6011 03-5393-6012

（特別賛助会員）
1 アテックス株式会社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2  大同生命霞が関ビル4階 03-3503-7611 03-3503-7620

2 有限会社  長久保保険設計 〒108-0071 東京都港区白金台5-22-11  ソフトタウン白金406 03-5421-0079 03-5798-2825
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組合員（社名五十音順） （令和元年11月30日現在） （令和元年11月30日現在）賛助会員（社名五十音順）
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本社：〒104-8401　東京都中央区八丁堀2-24-3 PMOビル
　　　TEL 03(5541)5111(大代表 )　FAX 03-5541-5115

配送センター：〒136-0082　東京都江東区新木場3-2-4
　TEL 03(3522)1261(代表 )　FAX 03-3522-1265

管工機材・住宅・ビル設備機器・プラント機材、国内外総合商社



［東京営業所］〒104-0041 東京都中央区新富1-6-8 第３東邦ビル5階 TEL：（03）6222-9415 FAX：（03）6222-9416　E-mail :nfc-tokyo@key.ocn.ne.jp

1,1001,1001,100


