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組合だより

　5月27日（金）14時より組合研修センター 3階の集会室において、第55期通常総会が開催されまし
た。今井理事長の挨拶に続き、小沢専務理事より総会出席者数が総会有効定数に達したとの報告がさ
れ、議長選出により今井理事長が議長に就いた後、議案の審議に入りました。議案については、順次
上程された第1号議案から第8号議案まですべて承認可決され、16時前に総会は閉会しました。また、
役員任期が本総会までとなっておりますので、第8号議案で役員選出が行われ、次の方々が役員に就
任されました。
　
　理 事 長　今井哲夫（今井航空機器工業）
　副理事長　徳田泰昭（徳田工業）、鈴木純一（豊菱製作所）、鳥山仁（共和鋳造所）
　専務理事　小沢章博（団地組合）
　常任理事　藤澤正治（藤澤鐵工所）、小栗國男（信栄ゴム工業）
　理　　事　齊田裕明（中部アルミ工業）、髙橋敬治（髙橋鉄工所）、林宏守（中日鋼線）、
　　　　　　柳原幸一（鵜飼）、三島基成（三島精器）、洞田修（ホラタ､工業）、森田吉久（テクノ共栄）
　監　　事　山村容弘（山村製作所）、山本俊二（チカタン）、横山慎二（サクラダ工業）
　

　同日17時30分から会場を岐阜都ホテルに移しての懇親会は、多数のご来賓をお招きし盛大に開催
されました。今井理事長の挨拶に続き、ご来賓を代表して各務原市長 浅野健司様と岐阜県中小企業
団体中央会会長 辻正様よりご挨拶をいただき、司会の小沢専務理事より祝電が披露された後、各務
原商工会議所会頭で当組合理事でもある柳原幸一様の乾杯のご発声により祝宴に移りました。乾杯後、
公務のため到着が遅れておられました外務副大臣 武藤容治様が到着され、ご挨拶をいただきました。
　会の途中には毎年恒例となっております抽選会があり、岐阜都ホテル提供によるペア食事券が5名
の方に手渡され、祝宴は大いに盛り上がりました。ご当選をされた方々、おめでとうございます。会

第55期通常総会開催

議長の今井理事長 副理事長の三名 司会の小沢専務理事

監査報告をする山村監事 役員候補者を発表する大野選考委員長



3

組合だより

　翌日には総会記念ゴルフが岐阜関カントリー倶楽部の西コースにて
行われました。参加した28名は前日の疲れにも負けず、ゴルフを通
じて懇親をさらに深めました。ダブルペリア方式による記念ゴルフ優
勝者は、MTK（株）の松原伸五さんでした。前日の抽選会当選に続き
おめでとうございます。

も程よい時間となってきたところで、岐阜信用金庫常務理事審査部長 臼井正浩様の一本締めにより
散会となりました。

挨拶をする今井理事長挨拶をする今井理事長 挨拶をされる浅野市長様挨拶をされる浅野市長様 挨拶をされる辻会長様挨拶をされる辻会長様 司会の小沢専務理事司会の小沢専務理事

抽選をする今井理事長

乾杯の音頭をとられる柳原会頭様乾杯の音頭をとられる柳原会頭様 挨拶をされる武藤外務副大臣様挨拶をされる武藤外務副大臣様

一本締めをされる臼井常務様

▲

抽 選 会
ご当選おめでとうございます
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懇親会風景

　5月25日（水）に岐南工業高校自動車科3年の生徒38名が、4グループに分かれて金属団地内企業を
見学しました。今回現場で聞いた話や直接見た仕事風景に刺激を受け、卒業後には、ひとりでも多く
の方が金属団地にある企業に就職されることを期待します。
　また、今回の企業見学では、8社の企業のご協力をい
ただきました。お忙しい中、見学依頼を快く受け入れて
いただき、企業代表者並びにご担当者の方にお礼を申し
上げます。今回ご協力をいただいた企業は以下の通りで
す。
　（株）樋口製作所、信栄ゴム工業（株）、丸嘉工業（株）、
　ＭＴＫ（株）、（株）亀山鉄工所、華陽自動車興業（株）、
　今井航空機器工業（株）、東海ダイカスト工業（株）

順不同

岐南工業高校自動車科が金属団地内企業を見学
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　（株）藤澤鐵工所元代表者　藤澤治雄様が去る5月26日、享年90歳の天
寿を全うし永眠されました。藤澤治雄様のご逝去に謹んで哀悼の意を表し
ます。なお、葬儀は5月28日に鶴見にあります岐阜斎場にてしめやかに営
まれました。

　4月14日に熊本地震が発生し2ヶ月が経過しましたが、まだまだ復興と呼ぶには程遠い状況が続い
ております。また、当団地のあるこの地域でも東海地震の発生が危惧されており、発生時には甚大な
被害が想定されております。今回の地震被災地である熊本に対しては当組合からも義援金を送らせて
いただきましたが、この悲惨なできごとが対岸の火事にならぬよう、今回の旅行では、1日目に5年
前の東日本大震災によって甚大な被害に遭った石巻被災地めぐりを入れさせていただきました。被災
ボランティアガイドと被災地をめぐり見聞きすることを、今後起こるであろう東海地震への備えに繋
げていければと考えております。また2日目からは例年の旅行同様、有名観光地等を巡り参加者の親
睦を図ることを目的とする行程となっておりますので、ひとりでも多くの方のご参加をお待ちしてお
ります。

【旅 行 日】　平成28年11月11日（金）～13日（日）　2泊3日
【予定行程】
（1日目）
　金属団地　　　　　中部国際空港　　　　　仙台空港　　　　　仙台市内で昼食　
　　　　　石巻被災地めぐり　　　　　仙台市内ホテルで宿泊

（2日目）　※観光組とゴルフ組に分かれます。行程は観光組の予定となっております。
　仙台市内　　　　　平泉　中尊寺・毛越寺・昼食　　　　　猊鼻渓の舟下り　
　　　　（ゴルフ場経由）　　　　秋保温泉で宿泊

（3日目）
　秋保温泉　　　　　青葉城公園　　　　　塩釜港　　　　　松島遊覧船
　　　　　松島港　　　　　松島海岸で昼食　　　　　五大堂・瑞巌寺・伊達政宗
　　　　仙台空港　　　　　中部国際空港　　　　　金属団地

今年の組合員親睦旅行は東北に決まりました！

（株）藤澤鐵工所 藤澤治雄様 ご逝去
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　5月27日発行の金属団地ニュース500号29ページに掲載されました、月例会講師の梅田浩司様のお
写真が誤っておりましたので、ここに訂正をし、梅田様をはじめ関係者の方々に謹んでお詫び申し上
げます。

《訂正とお詫び》

梅田浩司様

平素は格別なお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、この度納品させていただきました金属団地ニュース500号 組合だよ
り（29頁）の梅田様の写真が、岩井様の写真に変わってしまったこと、深くお
詫び申し上げます。
　原因につきましては、岩井様の写真を印刷用データに変換し、保存時に梅
田様のデータに上書きしてしまったことにありました。このことにより、リ
ンクされた梅田様の写真が変わってしまうこととなりました。なおかつ、そ
れに気付かず印刷に回してしまった最終チェックの甘さにありました。
　校了したにもかかわらず、あってはならない不注意により、写真が変わっ
てしまい、組合員様、編集委員の皆様、組合事務局の皆様、関係者の皆様に
多大なご迷惑をおかけいたし、誠に弁解の余地もなく、心よりお詫び申し上
げます。
　以後、このようなことが起こらぬよう、データの管理に十分注意し、チェッ
クを綿密に行います。何卒ご容赦下さることを切にお願い申し上げます。

　　　　平成28年5月31日
昭和印刷　　　
石 川 達 也

金属団地ニュース500号　写真違いのお詫び
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　前号に引き続き、雇用対策（Ⅱ）として（ⅱ）の「地域・行政に対応して欲しいもの」について述べます。
現在、市においては「各務原市雇用・人材育成推進協議会」が、85社程で組織されています。主な活
動として、①毎年4月1日に、各務原市内の企業に就職した新入社員への「激励会」の開催。②毎年6月
に、進路指導の先生方と企業の採用担当者の「懇談会」の開催。③12月には、「雇用先進優良企業視察」
の開催。④2月には、「優良従業員表彰」と労務担当者「研修会」の開催。⑤3月には、東京・名古屋・京
都で開催される「U・Iターン人材獲得企業展」への出展、等を行っています。団体名から分かる様に、
会員会社の“雇用と人材育成”のお手伝いをしています。
　市内には、同じような活動をしている、他の団体が多くあるのではないでしょうか。私の知ってい
るだけでも、《金属団地》《川崎岐阜協同組合》《岐阜南法人会》《経営者協会》《労働基準協会》《商工
会議所》。それぞれが、それぞれの事業計画に従って活動していますが、数社～数十社程度の規模で
あり、かつ、複数の団体に属し、同様の活動をいくつも行っている企業も数多くあると思います。“数
は力なり”ではありませんが、これらの団体の活動をまとめ、大きな一つのエネルギーにして、「就
職するなら各務原市の企業へ」と、学校や生徒たちに訴えて行くべきではないでしょうか。そのため
のネットワーク構築に向けて市当局と商工会議所は検討を始めました。各団体に順次働きかけ、来年
4月1日に発足させたいと考えています。
　雇用対策（Ⅰ）で述べた様に、①離職率が高い、ということや②大企業中心である、ということに対
しても、このネットワークは働きかけて行きたいと考えています。特に高校生の場合（最近では大学
生も同じような傾向らしいが・・・）、就職先を決めるのは、ほとんどが親と担当の先生であり、本人
ではないために、思いと現実のギャップとか、人間関係に疲れてしまう、というのが大半の様である。
A社に就職したが辞めたいとの申し出があった際、本人の希望などを聞いて、ネットワーク内にある
B社とかC社と連携、紹介し再就職を促進していく方法も考えたい。また、各学校内に3年以内に離
職した生徒の相談窓口を設けて頂き、相談内容を吟味して、ネットワーク内の企業を紹介して頂ける
様な連携・ルートを作って行きたいと考えています。これまで述べて来た以外にも、しなければなら
ない事、出来るはずの事はいっぱいあると思います。
　《雇用》はもはや企業の存続における、最大・永遠のテーマと言っても過言ではないでしょう。新
しい人が入ってこない企業に発展・将来は無いに等しいのです。自社だけの取り組みや努力だけでは、
ほとんど解決しない。いや、既存の団体での活動も、もはや追いつけなくなって来たのが現実でしょう。
岐阜県、各務原市、各学校、各務原市内5,000社に及ぶ企業が一致団結して「各務原で働こう！各務
原の企業に就職しよう！」との活動をして行く時期が来たようです。
　“人の問題”について、2回にわたって述べさせて頂きました。《しあわせを実感できる街　各務原》
は、市内の企業が存分に活躍できなければ、実現出来ません。将来のために、侃々諤々の議論を進め
て行きましょう。

― 閑話休題 ―

雇用対策（Ⅱ）
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青年部コーナー

　5月27日（金）午後5時30分より、岐阜都ホテルにて開催されました「第55期通常総会懇親会」に参
加しました。団地内各社の社長、先輩方はじめ、各種団体、金融機関の方々とも直接話ができる貴重
な機会として、青年部は毎年参加させていただいており、今回も青年部各メンバーが多くの方にお酒
を注ぎに回り、お話を伺うことができました。
　翌28日（土）には岐阜関カントリー倶楽部西コースにて総会記念ゴルフが開催され、青年部からは
8名が参加しました。先輩方との同組に若干緊張しながら（先輩方の足を引っ張ることへの恐れが大
半ですが(笑)）も、談笑を交え、楽しくゴルフをさせていただきました。
　若さとパワーは負けていない（ハズ）と思い、打つ前のイメージは松山英樹なのですが・・・先輩た
ちに飛距離で置いて行かれ、スコアでも置いて行かれと、なかなか思うようにはなりませんね。
　先輩方、今後も人生、会社経営、ゴルフなどなどご指導ご鞭撻をお願いいたします。参加された皆様、
お疲れ様でした。

共設機械精工　貝 川 佳 市
　この度、金属団地青年部に入会させていただきました共設機械精工、貝
川佳市です。かつては共同住宅Ａ棟に住んでおり、金属団地という存在は
とても身近に感じていました。まだまだ、知識や経験が乏しいため皆様に
はご迷惑をおかけする事があると思いますが、何卒ご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。

第55期通常総会懇親会と総会記念ゴルフに参加

新入会員の紹介

平成28年度青年部組織図

会長
岩井 康志
（三星工業）

研修委員長
髙橋 正光
（髙橋鉄工所）

副会長兼交流委員長
柳原 弘幸
（鵜飼）

副会長兼広報委員長
・青中派遣役員
大野 雅尚
（杉山）

監事・相談役
田中 伸一
（中部製作所）

事務部長
上村 博紀
（団地組合）

全委員会（交流・研修・広報）に属する

樋口 徳室　（樋口製作所）
森田 浩明　（森田木型）
高井 史樹　（亀山鉄工所）
土田 雄一郎（丸嘉工業）
山内 寛明　（常盤工業）
貝川 佳市　（共設機械精工）
鈴木 陽太郎（豊菱製作所）
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　弊社は、冷間鍛造～機械加工～組立までを一貫で行
うことを強みとした部品メーカで、丸嘉工業のスロー
ガン【目指すは「冷間鍛造技術日本一」、従業員一同高
い意識で目指そう「燃える集団」】のもと、自動車部品
の生産を主に行っています。冷間鍛造設備（パーツ
フォーマ）を導入して13年が経過しました。スローガンの通り冷間鍛造で将来の売上拡大を狙うため、
4台目となる大型パーツフォーマ（阪村機械製BPF-660SSL）を導入することになり、現有工場面積で
は設備が設置出来ないことから、工場の建替えをし、2015年12月に竣工致しました。
　工場の建替えは2015年2月ごろから工場（旧ナベヤ様）を取り壊すところからスタートしています
（図1）。通常生産を行いながらの建替えであったため、2期に分けて工事を行いました。1期工事では、
取り壊してできたL型のスペースに工場を建設し（図2）、
1期工事完了後、残った工場を取り壊し、2期工事で長
方形型にするというものでした（図3）。工事期間が長く、
2度に渡る設備移動となりましたが、休みを利用するな
ど従業員や業者の方々の協力を得て無事に設備移設～工
場稼働、大型パーツフォーマの導入（写真）を終えること
が出来ました。大変有難う御座いました。
　建て替えられた工場は新第3工場と呼ばれています。
この建替えによって、①工場を建替える前は、生産の都
合上、事務棟の前にある道路をどうしても横断する配置
となっていましたが、安全面も考慮して極力横断を排除
した人員配置にしたこと。②荷降ろしが出来るヤードを
2箇所増設し、納入業者様など物流面においても、効率
化を図ったこと。③生産面でも工程の集約を行うことで、
ムダの排除を行ったことがメリットとして挙げられます。
　ただし、出来るだけムダが無いように工夫はしたもの
の、既存ラインを移設しただけですので、一貫生産の強
みを出し切っていないところもあり、まだまだ課題は
残っています。今年は、整流化や見える化を推進して、
ムダを省き、生産性向上を図るべく、内部のしくみを充
実することに重点を置く方針で進めています。
　個別で見学されたい方が見えましたら、是非お声掛け
下さい。また、何かお気づきになった点が御座いました
らご連絡頂ければと思います。
　今後とも、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げ
ます。

丸嘉工業（株）　土田雄一郎

組合員企業情報

新工場建設　丸嘉工業（株）

図3　2期工事完了後

第2工場 第5工場
(鍛造工場)

新第3工場

第1工場

事務棟

図1　工場建替え前

第2工場 第5工場
(鍛造工場)

第1工場

事務棟

第3工
場

図2　1期工事完了後

第2工場 第5工場
(鍛造工場)

事務棟

1期工
事

第1工場

第3工
場

写真　導入したパーツフォーマ全景
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平成28年5月分電力使用状況

電気は正しく使いましょう！！
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古いルームエアコンの更新時期

　夏にルームエアコンは欠かせない家電製品です。古いエアコンの買い替えのタイミングを考えてみ
ましょう。

　●最近、冷えが悪くなってきたと感じるとき
　●以前より電気代が高いと感じるとき
　●運転音がうるさくなってきたとき

などが買い替えのタイミングです。エアコンの消費電力は毎年低減されています。
　10年以上前のエアコンは上記にかかわらず、買い替えると電気料金は大幅に低減されます。2007
年当時の機種と比較すると、現在の機種は16％程度電気料金が低減されています。最新のエアコン
は空気清浄機能が強化され、花粉等に対応した機種や内部クリーニングを自動でしたり、必要なエリ
アだけ空調をするゾーン機能が搭載されたり、快適機能がいっぱいです。
　建物の構造、部屋の広さ、機能をもとに最適な機種を選ぶことが大切です。
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

2016
   6 June

『組合休日』

岐阜県溶接協会定時社員総会

役員会
月例会（12：00～）
岐阜県職業能力開発協会

岐阜県経営者協会定時総会

青年部M-Tech視察（～25日）
岐阜県中小企業組合士協会幹事会・通常総会・懇親会

『組合休日』

各務原商工会議所通常総会
VRテクノセンター第23回定時株主総会

岐阜県機械金属協会通常総会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

2016
   7 July

安全大会

ナゴヤドーム観戦ツアー（中日×阪神）
『組合休日』

『組合休日』

岐阜県工業技術研究所業種別懇談会

（公財）日本電信電話ユーザ協会理事会

5月28日土　岐阜関カントリー倶楽部 
　優勝　松原伸五（MTK）　２位　小栗國男（信栄ゴム工業）　３位　山村修一（山村製作所）

■ 総会記念ゴルフ会（ダブルぺリア方式）

7月25日月 月例会
7月30日土 団地G

■ 7月の行事予定




