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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。
　昨年来、新型コロナウイルスが全世界で蔓
延し、多くの感染者への対応で医療機関は崩
壊寸前となりました。これにより世界経済は
雇用や所得環境の悪化、債務返済負担の増加
が景気回復の足枷となり、リーマンショック
以上の落ち込みとなりました。ワクチンの完
成は目途が立ち、供給が待たれますが、新型
コロナウイルスが終息する迄、我慢の年にな
ると思われます。
　一部の職種ではテレワークなどが行われて
いますが、建設業界では少人数での施工を考
えたロボット化などが進められております。
このように、新型コロナウイルス感染症を契
機に、各業界の働き方が大きく変化していく
と思われます。
　我々設備専門工事業者は、一部のプレハブ
化については永年取り組んで参りましたが、
吊り込みに関しては依然として人力に頼らな
ければならず、施工上特別な変化はないと
思っている方が多いと思います。しかし、上
位企業が試行錯誤しながら施工方法を変える
取り組みをしている今日、我々も培ってきた
技術・技能を基に、省力化に取り組む時期で
あると思います。建設業界は相変わらず３K
業種から脱却できずにおりますが、慢性的な
人手不足により、働き方改革に対応できない
現場においては、前述のような取り組み方次
第で一大変革を遂げることになるでしょう。

　関配協は、技能工の今後の働き方、あるべ
き姿を『働き方改革』『建設キャリアアップ
システム』などに反映させ、業界が明るい未
来へと繋がるよう、組合員と共に一丸となっ
て活動を行って参ります。
　関配協の基本事業である、『教育事業』『広
報事業』『購買事業』『BCP活動』『青年部会
活動』については、コロナ禍での活動となり
ますが、可能な限りテレワーク、メール等を
活用して情報交換、意見交換、勉強会などが
行えるよう、また、青年部会の若い意見など
も取り入れながら、全組合員が参加できる活
動を目指します。
　関配協は昨年10月、設立30周年を迎えま
した。記念祝賀行事は、新型コロナウイルス
感染症を考慮し断念しましたが、委員会のご
尽力で、「記念誌の作成」「ホームページの見
直し」と、かねてから要望があった「組合バッ
ジ」を制作する事ができました。諸先輩が築
き上げてきた関配協の歴史を読み説き、ホー
ムページで組合活動の細部を知り、バッジを
付けて客先への営業活動や企業説明などに役
立てて下さい。
　私達はこの30年を区切りに、設備専門工
事業者としての進化と時代に沿った技能工の
育成を目指し、組合の基本理念である『相互
扶助』を基に活動し、働く者が物づくりのプ
ライドと自信と喜びを持って働ける環境作り
を目指して参りますので、『全員参加の組合
活動』にご協力をお願いいたします。
　昨年、組合員の皆様に、組合活動に対する
ご支援をお願いしましたところ、多大なるご
寄付をいただきました。皆様の思いに報いる
よう、今後の組合の運営と組合員企業の更な
る発展のために役立ててまいります。
　関配協は今年も『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
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東洋熱工業株式会社　　　
上席執行役員　東京本店長

安 達 泰 弘

　東洋熱工業株式会社　東京本店長　安達
で御座います。皆様には日々の安全衛生
活動並びに施工協力に御尽力頂き、誠に
ありがとうございます。私は東洋熱工業
に1981年に入社し40年目となってお
ります。入社から工事部一筋で汗を流し
て参りました。そんな中、現在はIT技術
導入と時代が急速に変化してきておりま
す。昨年はオリンピック・パラリンピッ
クにかけての高繁忙から作業員不足が発
生しました。おそらく2021年下期から
高繁忙期が再来すると思われます。更に、
作業員の高齢化から人手不足は避けられ
ません。今後はこの作業員不足を「AI（人
工知能）の活用」によって補うこととな
ると思われます。AIを活用した場合、単
純作業の自動化を実現できるため、人材
不足の解消につなげることはできます。
又、安全性を向上させるための手段とし
ても活用できるため、より働きやすい環
境の実現にもつながると思われます。人
手不足が深刻化している建設業界におい
て、AIは極めて重要な役割となることで
しょう。但し、IT技術の進化による建設
現場は職人から作業員、そしてロボット、
人工知能へと変革していく中を、現段階
では意思を持っているAIは存在しませ
ん。つまり建設現場は、今も作業員一人

ひとりが＂ものづくり＂に誇りを持って
おります。今後の配管工事業も、より優
れた技能を継続し皆様が誇りを持って頂
きたいと思っております。
　話は変わって私は歴史好きです。特に
戦国時代が大好きです。歴史にはロマン
があり、たくさんのヒーローが存在しま
した。その中で一番好きな武将は上杉謙
信です。私利私欲の為ではなく誰にでも
力を貸し「義」の為に戦う。常に心に義
を持つ。上杉謙信は越後の誇りであり、
武士としての誇りを強く持っていたので
す。私も常に「義の心」を大切にしたい
と思っております。
　実は私の先祖は越前の武将＂真柄十郎
左衛門＂と申します。朝倉義景の客将と
して五尺三寸（約160cm）の大太刀を
振り回し、「姉川の戦い」にて織田・徳川
軍に敗れ去りましたが、その時の徳川軍
への突入での本多忠勝との一騎打ちは壮
絶であったそうです。最近、我が家の虫
食いの家系図をしみじみ眺め、改めて御
先祖様に対する誇りを強く思うようにな
りました。但しそれは「謙虚な誇り」と
して納めたいと思います。大事なことは
今の自分を過去にとらわれず「誇りを持つ」
ことです。目の前の仕事を全力で取り組
むことで、誇りも技術も身に付くのです。

「誇り」はどんな時でも自分自身を支えて
くれるものです。

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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2020年度 BCP報告

　関東配管工事業協同組合　BCP委員会は、
2020年11月16日14：10分に「東京湾北部
地震（M7.3）発生」を想定して、組合事務
所に於いて15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、組合
員49社に訓練メールを一斉送信し、4日以
内に返信するよう要請しましたが、１社返信
がありませんでした。今後も100％返信を
目標に周知徹底して参ります。
　BCPには、地震の他にも多くの事例を想
定しなくてはいけないと言われています。
　2020年は新型コロナウイルス（COVID- 
19）が世界中に蔓延し、毎日感染者数と死
亡者数が公表されており、未だ終息の兆しが
見えません。
　建築現場でも感染予防対策が取られており
ますが、現場での感染やクラスターによる現
場閉所と言った事態も起こりうる状況の中、
作業員が感染者・濃厚接触者になった場合は
発症せずにPCR検査陰性であったとしても、
２週間の経過観察となってしまいます。
　その場合、当該作業員の給与保障や、その
間の作業員補填等を事前に考慮しておく必要

があります。
　昨年の７月九州地方で河川の氾濫等による
水害が発生し、多くの方々が犠牲になりまし
たが、建築現場でも水害対策は重要な懸案事
項です。
　配管工事の場合、携帯電話が繋がらない地
下・ピット内での作業があります。事前に現
場KY時に安全担当者と連絡方法を確認して
ください。特に都市部のゲリラ豪雨発生予報
が出ている場合は特段の注意が必要になりま
す。
　地震の場合でも、都市部では公共交通機関
が止まり道路渋滞による帰宅困難になること
が予想されます。現場に自然災害マニュアル
がない場合、現場周辺の帰宅困難者受け入れ
施設の有無を各現場で確認しておくことが重
要になります。
　他にも、資金調達や会社運営代行など申し
加えなければならない事はございますが、大
切なことは事業継続です、各企業様におかれ
ましては今一度BCPについてご一考頂けれ
ば幸いです。

BCP委員長　増 田 幸 康

　当社M社員が新型コロナウイルスに感染した経緯と現場対応を時系列にしました。
　M社員の長男（大学生）が10月27日友人数名と昼食をし、10月31日友人から新型コロナウイルスに感染
したとの連絡がありました。保健所からは長男は濃厚接触者ではないとの事でしたが、長男は心配で11月2日
夜遅く足立区の病院でPCR検査を受けました。11月4日に検査結果がでるとのことで、11月4日まで自宅待
機をし、4日午後の検査結果は陽性でした。保健所よりM社員、妻、次男が濃厚接触者となるとの連絡があり、
11月5日にPCR検査を受けました。翌日6日午後1時頃検査結果の連絡があり、M社員は陽性、妻と次男は陰
性でした。M社員は11月15日まで指定ホテルにて経過観察、妻と次男は11月20日まで自宅での経過観察に
なりました。結果を現場とサブコンに報告し、11月7日は消毒の為現場閉所、保健所から当社K社員が濃厚接
触者になるとの連絡があり、11月7日葛飾保健所にてPCR検査受けました。結果、陰性でしたが、11月20
日まで自宅での経過観察となりました。他3名の社員も11月6日の夜、池袋の病院にて自費でPCR検査を受け
3名とも陰性でした。陰性証明書を現場に提出して11月９日より現場出勤の許可をいただきました。
　その後、ゼネコン・サブコン社員全員がPCR検査を受け、全員が陰性でした。M社員・家族・K社員とも全
員が無症状でした。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
経
緯
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技能士講習会風景 技能士講習会風景

《 技術委員会活動報告 》

①新入社員合同研修会
　本年度はコロナウイルス感染症対策に伴

い、開催を中止致しました。

　来年度も現状での開催は厳しい状況です

が、対応策（マスク・検温・消毒・人数制限、

ソーシャルディスタンスの確保）を行い、安

全の確保が確認できましたら開催したいと

思います。

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

ク認定制度ですが、認知度が低く申請者の

数が伸びません。

　昨年度までの申請者は、特Ａランク53

名、Ａランク31名、Ｂランク19名、Ｃラ

ンク14名、Ｎランク19名です。

　今年度の申請者は、特Ａランク3名、Ａ

ランク0名、Ｂランク3名、Cランク0名、

Ｎランク0名でした。

　（一社）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様になりまし

たので、是非ともレベルランク認定申請を

するようお願いいたします。

③１・２級配管技能士講習会
　令和２年度の1・2級配管技能士講習会

が、12月５日（土）、12月６日（日）の２

日間に亘り東京都立城東職業能力開発セン

ター（足立区綾瀬）で行われました。

　今年はコロナウイルス感染症対策（マス

ク・検温・消毒・ソーシャルディスタンスの確保）

を行い１級配管技能士受講者５名・２級配

管技能士受講者４名で実施しました。

　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講師の先生に教えて頂

きました。

　試験まで時間が有るので、２～３回製作

課題を時間内で作る練習を重ねれば合格は

間違いないと思います。

　今年度の技能士試験はコロナウイルス感

染症対策で人数制限を設け、受検生の半数

は受検できない状況です。

　技能士試験は毎年行われますので、次年

度受検するようお願い致します。

	 技術委員会　委員長　山 田 栄 二　
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　平成３年、当時、都市環境設備（株）の代

表取締役であった内井　實氏に現場の安全協

議会でお会いした際、配管業界の協会を立ち

上げないか、と相談をもちかけられました。

私も以前からそのような団体があればと良い

と思っておりましたので賛同し、早速、主

だった７社に声をかけて準備委員会を立ち上

げ、五反田のオークラビルに事務所を構え

て、目的や組織作り、運営方法などについて

検討を重ねて会員を募りました。結果、正会

員211社、賛助会員120社、特別賛助会員

15社の合計346社が集まりましたので、名

称を「関東配管工事業協会」とし、会長　内

井氏、副会長　山下が指名され、平成３年

10月24日、品川の「パシフィックホテル」

に於いて設立総会を開催しました。

　当初の活動として、海外の配管業界の状況

を知るために、平成４年１月、サンフランシ

スコで開催されていた、「アッシュレーショー　

米国空調展」の見学、「西海岸ユニオン制度」

の視察へ赴きました。２月には、21世紀に

向かって、の意味を込めたタイトルで、協会

会報誌「for PIPE-21」創刊号を発行、３月

には第１回「新製品取扱内覧会」（於：東京都 

産業貿易センター）を開催し、秋には次世代

の幹部候補の集まりとして「青年部会」を発

足させるなど、目まぐるしい年となりました。　

　平成５年３月には２回目の海外視察とし

て、「パリ市屋根配管工業会」訪問から始ま

り、「パリ市街再開発地区視察」「ドイツマイ

スター訓練学校視察」「ISH国際住設　暖房・

空調設備見本市」見学と、ヨーロッパを一巡

りし、欧州事情をある程度把握してきまし

た。第３回の海外視察は平成６年３月、「オー

ストラリア配管協会」を視察して参りました

が、その際、エアーズロックへ登り、レスト

ランで「ワニ」の刺し身をご馳走になったこ

とも良い思い出です。第４回目は平成７年の

春、中国の北京から上海へ視察に赴きました

が、４回の海外視察を通じて感じたことは、

国によって組織や運営方法が違うこと、技能

者の地位や待遇に差があることでした。

　協会設立当時の第一目標であった、全国組

織の設立準備委員会を、平成５年９月、10

月、平成６年２月、４月と４回開催して要綱

を決め、全国から会員を募った結果、念願が

叶い「北海道」「東北」「関東」「中部」「大阪」

「中国」「九州」までの７団体を立ち上げるこ

とができました。名称を「日本配管工事業団

体連合会」として、平成６年５月27日、「パ

レスホテル」において、国土交通省総合政策

局建設振興課課長　又野己知様を始め、多く

のご来賓をお迎えして、盛大に設立総会を開

催することができました。

　その後、「新入社員合同研修会」「空調・衛

生総合機材展MACS」「配管技能士検定準備

講習会」「東空衛との三団体交流会開催」「組

合員定期健康診断」「組合BCP事業継続計画

策定支援事業開始」「技能者レベルランク認

定制度実施」など、協会としての活動に加え、

30年を振り返って
関東配管工事業協同組合　監事

株式会社　山下工業所

第2代会長　山 下 光 雄
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上部団体や異業種との情報交換、交流など、

活動範囲も広がって参りました。

　平成13年11月、「基幹技能者の評価活用

等検討委員会」として、委員長を勤めていた

だいた、古坂秀三　京都大学工学研究科助教

授を中心に、「日空衛」「全管連」「日管連」

の三団体で、登録配基幹技能者の必要性と活

用、組織作りなどについて討議を重ねまし

た。その結果、現在では3,600人を超える

数になりました。しかし、当初、国土交通省

が3,000人以上の登録があれば認定団体に

指定して仕様書に載せるということで始まっ

た制度が、未だに採用されておりません。

我々が育てた技能者の地位向上、待遇改善の

ためにも、この制度が認定されるよう、これ

からも粘り強く交渉を重ねたいと思っており

ます。　

　「関東配管工事業協会」は課税対象になら

ない団体でしたので、社会に対して一定の役

割を果たせる団体にするために改組すること

が必要だと考え、「東京都中小企業団体中央

会」に赴いて相談を重ねた結果、協同組合に

改組して、名称を「関東配管工事業協同組合」

とし、平成16年11月に設立総会を開催し

て承認され、12月に登記することができま

した。このことについては、当時、協会内で

賛否両論がありましたが、現在に至って正し

い判断ができたと思っております。「日本配

管工事業協会」も平成17年10月に臨時総

会を開催して解散、同時に「有限責任中間法

人　日本配管工事業団体連合会」と組織変更

して設立総会を開催して登記しました。その

後、平成21年７月に「一般社団法人日本配

管工事業団体連合会」（日管連）名称を変更し、

現在に至っております。

　また、組合として「労災保険特別加入制度」

を立ち上げるべく理事会に諮ったところ、リ

スクが大きいとのことで反対意見が多く出ま

したが、時間をかけて説得して何とか承認を

得、東京都労働局へ赴いてアドバイスをいた

だき、「関東配管工事業一人親方組合」の実

現にこぎ着け、登記できました。今では組合

の大事な組織の一つになっております。

　「日本経済新聞」によると、建設大手４社

の今年度の受注額が10%～30%減少すると

予想されておりました。新型コロナウィルス

の感染者が多くなり、多くの企業でテレワー

クが実施され、空き室が増えることでオフィ

スビルの新築工事が先延ばしとなることも原

因の一つかと考えます。

　「関東配管工事業協同組合」は今年、設立

30年の節目を迎えますが、新型コロナウィ

ルスの影響を考慮し、記念式典は断念しまし

た。この間、多くの方や多くの仲間にご支援

をいただきました。誌面をお借りして、厚く

御礼申し上げます。

　「関東配管工事業協同組合」は、今後も理

事長の西尾を先頭に、業界の発展のために活

動して参ります。関係各位には一層のご指

導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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山口社長 会社外観

■ 株式会社　山口工業  ——————————————— 代表取締役　山 口 敏 夫　

・・会 社 創 業： 1950年４月に、現在の所在地である池袋において、水道配管工
事請負業として創業。

・・得意な業種： 給排水衛生設備工事

・・配管業界について：全ての配管工（職人）が、プライドを持って働くとともに、人々
の生活に貢献し、必要不可欠であるという認識を持たれる業界で
あってほしい。

・・将来の展望： 「水」のエキスパート集団として、常に使命感を持って社会に貢献
できるような企業でありたい。

・・座 右 の 銘： 人生全て我慢

・・社長から一言： 業界全体の地位向上を望む

・・組合について： 我々設備業者にとって無くてはならない存在として、相互協力の
基盤となる組合であっていただきたい。
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「MACS		次回開催に向けて」

　（一社）全国ダクト工業団体連合会、（一社）日本配管工事業団体連合会、（一社）日本

保温保冷工業協会と我々アテックス（株）は、2019年３月11日（月）MACS2020

第１回準備委員会を開きました。通常のMACSでは東京ビックサイトで開催してお

りましたが今回は東京オリンピックの都合上会場が使用出来ず、東京流通センター

（TRC）第一展示場で2020年3月24日（火）～26日（木）に決定し準備を進めて参り

ました。今年になり新型コロナウイルスの感染拡大する状況の中、２月26日発表の

政府の方針に基づき、ご来場者、関係各位の安全面への影響を第一に考え11月10

日（火）～12日（木）に延期して開催を予定しておりました。「第14回スマート空調衛

生システム展（MACS2020）」を、未だ収束がみえない新型コロナウイルスの状況

を鑑み、ご来場、ご出展者、関係各位の安全面への影響を第一に考え、やむなく開

催中止とさせていただくことを決定いたしました。

　本展示会へのご来場を予定いただいておりました皆様、開催に向けて準備を進め

ていただいておりました出展者の皆様、関係各位におかれましては、かかる状況を

ご高察の上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

　今回のMACS2020では、総合設備業の大手各社を中心に、ダクト関連・配管関

連・保温関連分野の最新の空調衛生設備・機器が一堂に集結し、直近では最大とな

る113社187小間の規模にて開催を予定しておりましたが、不可抗力・不測の事

態であるこのコロナ禍では本展示会の大きなコンセプトの「若年入職者の拡大のた

めに全国からご来場をいただく」ことが困難であるとの判断で、残念ながら開催中

止となりました。

　次回のMACS開催に向けては、「次世代を担う若年・女性入職者の人口拡大」を

コンセプトに、コロナの収束状況、会場の確保状況等を踏まえ、改めてご案内いた

します。本業界の発展のためにも尽力して参る所存でございますので、関係各位に

おかれましては、引き続きのご支援・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

スマート空調衛生システム展（MACS）事務局
アテックス株式会社　コンベンション事業部　企画営業部

ディレクター　荒 井 優 宏

●次ページ以降にて出店予定でした企業様のご紹介ページを設けさせていただきました。

ご一読頂ければ幸いです。

関配協MACS担当理事　渡 部 利 伊
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会社名 お取扱品目 WEBページ

アサダ株式会社 配管機械工具 www.asada.co.jp

＂直角切断　一之太刀＂配管切断作業の救世主！

パイプ切断ガイド「バーティカルリング」

シンワ工業株式会社 各種加工管・継手類 www.shinwa-ism.jp

プレハブメーカーが省人化、省力化を強力サポート！
リーンズフランジ（ボルト軽減フランジ）
SATジョイント（ハウジング式ジョイント）

ジャパン・エンヂニアリング株式会社 各種加工管・継手類 www.japan-eng.co.jp

新しい時代に新しい継手！！

スマイルジョイント（高性能ポリエチレン管用ハウジング継手）

株式会社多久製作所 各種加工管・継手類 www.tak-ss.co.jp

簡単接続・回転不要で作業時間が大幅短縮！

タスカルジョイント（新工法ステンレス管ジョイントシステム）

桃陽電線株式会社 空調工事部材 www.toyo-densen.co.jp

冷媒配管の作業効率UP！

DUOS（プレ加工アルミ冷媒管用配管セット）

MACS2020 出展依頼企業紹介コーナー
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MACS2020 出展依頼企業紹介コーナー

各企業様の「一言コメント」をご紹介いたしました、是非それぞれのWEBページから詳細をご確認ください。

会社名 お取扱品目 WEBページ

日本管材センター株式会社 管工機材・設備機器 www.kanzai.co.jp

つくる人に最適を。くらす未来に快適を。
建築設備資材がワンストップで揃うシンプルさと
「現場で便利であること」を追求しています。

ノーラエンジニアリング株式会社 各種加工管・継手類 www.nowla.co.jp

次世代型ステンレス配管 登場！
建築設備用フェライトステンレス配管・
コンパクト型ルーズフランジ式継手

株式会社ベン 各種制御弁 www.venn.co.jp

新型「蒸気用減圧弁 RP-70」！

パワフルかつ精密な制御で小流量から大流量まで対応します。

日本ヒルティ株式会社 建設用工具 www.hilti.co.jp

世界初、天井吊あと施工アンカーの常識を覆す！

＂SCアンカー（おねじタイプ）＂目視確認と驚異の施工スピード。

レッキス工業株式会社 配管用機械工具 www.rexind.co.jp

REX	PIPING	SOLUTION	!!
「切る」「継ぐ」「環境保全」をテーマとして、
REXならではの独自性と創造性で貢献します。

※あいうえお順　敬称略



11

Sail on 21
●青年部会

　青年部会は、正会員15名、賛助会員14名の計
29名のメンバーで活動しています。

（令和2年11月現在）

●青年部会　活動報告

◎ 令和2年2月8日（土）
　通常部会：参加者16名
◎ 令和2年2月22日（土）

技能工懇親会（ボーリング大会）
　7組28名（12社）参加
　東京ドームシティにて開催
　大いに盛り上がり、リフレッシュして
　技能工同士の懇親を深めました。

◎ 令和2年3月14日（土）
　通常部会：新型コロナ感染予防の為中止
◎ 令和2年3月24日（月）

日管連青年部会役員会：新型コロナ感染予防の
　　　　　　　　　　　為中止
　東京に7地区団体の青年部会長を迎え、
　テーマに沿った議論や近況報告予定だった

◎ 令和2年4月11日（土）
　通常部会：新型コロナ感染予防の為中止
◎ 令和2年5月9日（土）
　通常部会：新型コロナ感染予防の為中止
◎ 令和2年6月13日（土）
　通常部会：参加者13名
◎ 令和2年6月27日（土）

日管連全国青年部会長交流会
　名古屋：コロナ禍の為中止

◎ 令和2年7月11日（土）
　通常部会：参加者11名
◎ 令和2年9月12日（土）
　通常部会：参加者16名（内5名リモート）
　　　　　　リモートを今回より使用
◎ 令和2年10月10日（土）
　通常部会：参加者15名（内5名リモート）
◎ 令和2年10月16日（金）
　「日管連青年部会全国会議」（関西）

・本来ならば北海道・東北・関東・中部・関西・
中国・九州７地区の青年部会員が一堂に会し、
全国会議を行う予定でしたが、コロナ感染予
防の為中止

～漕ぎ出せ未来～VOL.33
編集　青年部会 広報担当

◎ 令和2年11月9日（月）
　通常部会：参加者18名（内3名リモート）
◎ 令和2年11月14日（土）
　青年部親睦ゴルフコンペ

石坂ゴルフクラブにて17名で開催
普段とは違う環境もあり、有意義な親睦の場
となった

◎ 令和2年12月12日（土）
　通常部会：参加者9名（内2名リモート）

　その他、勉強会・安全講習会・技能工懇親会等
を検討しておりましたが、コロナ禍の為中止とし
ました。

「青年部会風景」
近況報告や活動内容を月１回ペースで話し合う。

「賛助会員による新商品説明」
説明を受け、色々と質問がなされる。
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桃陽電線は、人と快適な暮らしをつなぎます 

空調関連部材 

総合メーカー 

桃陽電線株式会社 
営業所：東京・名古屋・大阪・岡山・広島・松江・九州 

本社 

〒543-0031  大阪市天王寺区石ヶ辻町 18-22 

TEL（06）6771-1234（代）  FAX（06）6771-1252 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 商品紹介 

＜令和２年度青年部会役員紹介＞
部 会 長　児玉　和也 （児玉工業）
副部会長　伊藤　康一 （ヒビヤト）
副部会長　永島　博樹 （飯尾工業所）
書　　記　伊藤　和博 （三成冷熱工業）
会　　計　成澤　伸夫 （田爪設備）

＜新入会の青年部会メンバー紹介＞
㈱山下工業所　　　　甲斐　清忠
シンワ工業㈱　　　　岡田　朋樹
日栄インテック㈱　　安島　貴史

■青年部会長挨拶

『青年部会』
青年部会 部会長 児 玉 和 也

　昨年4月より青年部会長に就任いたしました。児
玉と申します。松原前青年部会長の元、3年間培っ
た副部会長としての経験を活かし、より良い会に
出来る様、青年部会員と共に邁進していく所存です。
　とはいうものの今年度は新型コロナの影響により、
中々思う様に活動できない年でありました。

　その様な中でも、試行錯誤しながら来季に向け
て新たな取り組みができないかと、組合員・賛助
会員の興味がある事、やってみたい事のアンケー
トを取ったり、集まりづらい時はリモートを活用
したりして、今後の活動についての話し合いをメ
インとしてきました。
　また、ホームページでも書かせていただいてお
りますが、青年部会は後継者や若者のスキルアッ
プと共に次世代の育成の場と考えております。
　青年部会という、違った環境の中で時代に順応
できる資質を養う様な取組みをしていきたいと思っ
ております。

　本年も新しくなった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。
　関係各位には本青年部会に対するご指導、ご支
援のほど、よろしくお願い致します。
　最後になりましたが長い間、青年部会長として
引っ張っていただいた、松原前部会長に感謝いた
します。



広報委員会 委員長　藤 田 隆 文

　この度、組合のホームページをリニューアルすることになりました。

　内容は「ホーム」「組合案内」「組合の取組」「委員会について」「組合員・賛助会員名簿」 

「お問い合わせ」の６ページに加えて、「労災保険のご案内」「新着情報」の２ページの計８ペー

ジで構成されています。

各ページの詳細
ホ ー ム：組合の基本理念

組 合 案 内：理事長の挨拶、組合概要、組織図、沿革、アクセス

組合の取組：主な事業内容、日管連全体図、全国組合住所情報

委員会について：BCP委員会、技術委員会、広報委員会、総務委員会、購買事業部、 

青年部会の紹介

組合員・賛助会員名簿：組合員・賛助会員名簿・特別賛助会員の会社名・住所

労災保険のご案内：一人親方労災保険について記載、給付基礎日額表と特別加入申込書を添付

　今後はイベントやお知らせなどは新着情報に載せていきます。ホームページを通じて、

　もっと関配協を知ってもらえれば幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

ホームページリニューアル
のお知らせ
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インフォメーションインフォメーション
I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

◎	令和2年度（第16回）通常総会開催

　令和２年５月26日午後３時より、組合会

議室（東京都台東区）において令和２年度（第

16回）通常総会を開催しました。今年は新型

コロナウイルス感染拡大の影響を受け、集会

自粛の要請対応のため組合員の皆様には書面

出席（42名）とさせていただき、理事長、副

理事長２名、各委員会委員長及び部会長３名 

の計６名が本人出席し開催しました。本来な

らば任期満了により役員改選の年でしたが、

公正な選挙を確保するため、役員の選挙を来

年の通常総会まで延長することとしました。

　議長には西尾理事長が選任され、下記５項

目を審議しました。

第１号議案 平成31年度事業報告書及び決

算関係書類承認の件

第２号議案 令和２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 令和２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、すべて原案通り

可決承認されました。

◎事業活動（令和2年3月～令和3年3月）

◦令和2年3月

 5日：レベルランク認定委員会出席

 16日：理事会開催

 19日：特Aレベルランク認定証授与式出席

◦4月

 5日：定期健康診断実施（㈱丸石工業）

 12日：定期健康診断実施（三成冷熱工業㈱）

 20日：理事会開催（決算理事会）

　　　※コロナ禍のため理事長、副理事長、

各委員会委員長、部会長の計６名出

席（理事10名は書面出席）

◦5月

 26日：令和２年度（第16回）通常総会開催

（組合会議室）

 26日：理事長、副理事長会議開催

◦6月

 10日：定期健康診断実施（㈱三協）

 13日：青年部会開催

 15日：理事長、副理事長会議開催

◦7月

 9日：レベルランク認定委員会出席

 11日：青年部会開催

 17日：日管連令和２年度（第15回）定時

総会開催

  （日管連会議室／東京都台東区）

 20日：理事会開催
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◦9月

 12日：青年部会開催

 14日：理事会開催

◦10月

 10日：青年部会開催

 12日：理事会開催

 28日：組合員交流ゴルフコンペ開催

◦11月

 4日：広報委員会開催

 9日：青年部会開催

 13日：日管連理事会開催

 14日：青年部会ゴルフコンペ開催

 16日：BCP避難訓練実施

 16日：理事会開催

 16日：総務委員会開催

◦12月

 5日：配管技能検定受検準備講習会開催

（二日間）

 6日：配管技能検定受検準備講習会開催

（二日間）

 12日：青年部会開催

 14日：理事会開催

 14日：広報委員会開催

 14日：総務委員会開催

◦令和3年2月

 9日：青年部会

 12日：日管連理事会

 15日：理事会

◦3月

 4日：レベルランク認定委員会

 15日：理事会

 26日：特Aレベルランク認定証授与式

　　　※令和３年１月に開催を予定しており

ました「令和３年新年賀詞交歓会」

につきましては、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により、中止とさ

せていただきました。

令和２年11月16日

BCP避難訓練風景

平成31年３月20日

レベルランク特Ａ認定証授与式
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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 埼玉県川口市上青木西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 〒362-0003 埼玉県上尾市菅谷6-5 048-776-7930 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  山口工業 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-47-11 03-3986-2711 03-3985-1020

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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

組合員（社名五十音順） （令和3年1月31日現在）
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　　　 名 簿

№ 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 〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-2  新宮ビル2階 03-6458-7851 03-6458-7852

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 〒105-8566 東京都港区虎の門2-10-4  オークラプレステージタワー 03-6748-6510 03-6748-6556

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1-29-2  吾作ビル 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 03-3556-4584 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 東日本統括支店 〒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

（令和3年1月31日現在）賛助会員（社名五十音順）
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http://www.venn.co.jp 認証工場ISO9001

VENN PRODUCTS

VD-7N型

圧力式バキュームブレーカ

●一次側適用圧力：1.0MPa以下
●端接続：JIS Rcねじ
●呼び径：20,25

●SHASE-S 215 準拠品
●水道法性能基準適合品

RDB-33FN型

バイパス付減圧弁

●水道法性能基準適合品
●一次側適用圧力：1.0MPa以下
●端接続：JIS 10K ルーズフランジ(呼び径20,25)
               JIS 10K FFフランジ(呼び径32～100)
●呼び径：20～100

ADB-20型、ADB-20F型

スチームトラップ(ディスク式)

●適用圧力：0.03～1.0MPa
●端接続：JIS Rcねじ(ADB-20型)
               JIS 10K FFフランジ(ADB-20F型)
●呼び径：15～25

東 京 営 業 所 03(3759)0171

西関東営業所

東関東営業所

北関東営業所

関 越 営 業 所

042(772)8531

043(242)0171

048(663)8141

027(252)4248

新 潟 出 張 所 025(282)3833

東京都大田区多摩川2-2-13本 社

東京都大田区多摩川2-2-13

相模原市緑区橋本台2-2-38

さいたま市北区櫛引町2-113-2(藤波ビル1F)

千葉市中央区新宿1-16-9(新栄ビル101)

前橋市小相木町1-5-14

新潟市中央区女池3-18-11(カーザ・プラチダ女池B棟)

03(3759)0170
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REX　広告原稿／「関東配管工事業協同組合」　（天地128×左右180mm） 2020.12.07.kf

圧⼒試験器

空圧試験器

満⽔試験器

NEW

デジタル式圧⼒･満⽔試験記録器
■みるみるくんⅢシリーズ

2

超⼩型バンドソー
■マンティスXB65A/XB65ASU
当社の「切る」を代表する、誰にでも使いやすい
切断機「マンティスシリーズ」に、新たに超小型
の新機種が誕生しました。本体重量11kgと驚き
の軽さで、14/18山のコンビネーションのこ刃を
標準で搭載した鋼管切断仕様と24山のこ刃を
標準で搭載した薄肉ステンレス鋼管（SU管）切断
仕様の２機種をラインナップしました。

配管圧力・満水試験自動測定･データ管理システムの
第３世代、試験計測時に周囲温度の同時測定が可能
となり「冷媒配管気密試験」にも対応できるようになり
ました。 センサーによる自動計測で圧力変動値・水位
変動値が一目瞭然、データをグラフ化して記録できま
す。現場試験作業と報告書作成の効率が格段に向上
して、働き方改革をサポートします。

TKR12MTKR12P XB65ASU

働き⽅改⾰の切り札!

TKR12A

現場試験作業と報告書作成の効率が格段に向上︕ 現場への持ち運びの便利性が格段に向上︕



［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

1,1501,1501,150


