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2022年 岐阜県のプラスチック第245号

「第54回通常総会」を開催！
プラスチック工業組合は５月１８日、岐阜市内の岐阜グランドホテルにて「第５４回通常総会」を開
催した。３年ぶりのリアル開催となった今回、第１号から第５号議案について審議を行い、原案通り
可決された。また、講演会では岐阜県中小企業団体中央会名誉会長 辻正氏が講師となり、「人生百
歳 ９３は新兵のつもり」と題して講演。その後、懇親会では新型コロナウィルス感染症対策を徹底し
た上で、参加組合員らが懇親を深めた。

前に進める時期に（田中理事長あいさつ）

３年ぶりのリアル開催となった今回の総会、田
中肇理事長は冒頭のあいさつで、「新型コロナ
ウィルスの影響もまだまだあるが、前に進めるこ
とも必要な時期にきているのではないかと考
え、今回はほぼ通常の形での開催とさせていた
だいた。コロナによる中国のロックダウン、部品
や半導体の不足、コンテナ不足による物流の混
乱に原油高、円安、そしてロシアのウクライナ侵
攻・・・様々な問題による影響は計り知れないも
のとなっている。我々プラスチック業界も環境問
題への対応や、コスト高騰をいかに価格転嫁して
いくことができるのかという大きな問題を抱え
ている。そうした中、技術革新やDX、効率化を絶
えず進めていく必要がある。こうした課題に組合
がどのように向き合い、会員の皆様にお役に立

てるのかを、今後も模索していきたい」とあいさ
つした。

業界を後押し（岐阜県中小企業団体中央会 大沼事務局長　来賓ごあいさつ）

「中央会では、毎月県内の景気動向を調査して
いるが、４月の調査によると景況感は若干よく
なってきているという結果が出ている。ただ一方
で原油、原材料価格の高騰を価格転嫁できない
という現状はプラスチック業界も含めて見て取
れる。中央会としてもそうしたところを働きかけ
ながら皆様の後押しをさせていただきたい。」
「中央会としては今年４つの新事業を推進して
いる。１つ目は中小企業業界を知ってもらうため
の『お仕事親子体験教室』。２つ目は、専門家と連
携して新たな販路開拓につなげるといった取り
組み、そして３つ目は、自動車EV化に向けての相
談窓口の設置、４つ目はバックオフィス型のDX
化のお手伝い。こうしたことで皆さま方をサポー
トしていきたいと考えています。」

「まさに今、大変な状況、困難な状況ではある
が、“ピンチはチャンス”ととらえ、経営向上に精
力的に取り組まれますことをお願いしたい。」と、
ごあいさつ。

総会の様子

理事長挨拶

大沼氏挨拶
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2022年 岐阜県のプラスチック第245号

総会講演会では、岐阜県中小企業団体中央会名誉会長である辻 
正 氏（株式会社 インフォファーム 取締役会長）が講師としてご登
壇。「人生百歳　９３は新兵のつもり」というテーマでご講演された。
辻氏は９３歳の現在も毎日出勤され、社員と営業活動を共にして精
力的に仕事をこなしている。座右の銘は「一日一生」。岐阜県中央会
の会長を１１期２２年務め、中小企業は「国の礎」の信念のもと、中小
企業の発展に心血を注いでいる。

● 田中理事長あいさつ
業界として立ち向かっていかなければならな
い大きな問題としては、プラスチックのごみ問題
ではないか。組合各社さま、それぞれの立場で、
思いは様々かと思うが、この問題の最も重要な
ことは、プラスチック素材そのものが、社会的な
バッシングを受けるということは、避けなければ
ならない、ということ。」

はじめに、辻氏は現在のロシアによるウクラ
イナ侵攻について憂い、自身の戦時中を含めた
壮絶な体験談をお話された。
その後、自身の健康の秘訣についてご紹介。

「ゴルフは現役でエージシュートは過去に８回
達成。ドライバーも飛距離が出る。残念ながら
同世代では一緒にラウンドする方はもう誰もい
ない。こうした体力は内臓の強さにあると思っ
ている。これは、５０年ほど前に始めたマラソン
で鍛えられた足腰のおかげではないか。」
「上海、ホノルル、ニューヨークといったマラソ

ンを全て完走してきた。そうして現在は、アー
リーモーニングで１日５キロのウォーキングを
日課にしている。お医者さまにもウォーキング
での健康法については褒められた。」
「この歳でここまでお元気な秘訣は、と、よく
聞かれる。これはもう“とにかく歩くこと”ではな
いか。皆さまもどうか、日々の暮らしの中で“よく
歩いて”いただき、ご近所の方も親戚の方も羨
むような、健康で素晴らしい人生を送って欲し
い」と締めくくられ、講演は大きな拍手をもって
終了した。

講演会で辻 正 氏がご登壇
健康の秘訣は“とにかく歩くこと”

総会懇親会
コロナ対策徹底し、懇親深める

「プラスチックを取り扱う企業がこの問題に取
り組み、解決策を求める主体となって活動するこ
とで、社会から信頼を得ることができるのでは
ないか。組合としてもできることを考えていくの
で、本日の懇親会を、有意義な場としていただき
たい。」と、あいさつ。

● 岐阜県産業技術総合センター 梅村所長 乾杯
「岐阜県産業技術総合センターとしては、皆さ
まの技術的な支援をさせていただいている。直
近では、技能検定が始まる。そうしたお手伝いを
させていただく。現状、大変な問題が山積してい
るが、サステナブルな社会を目指して、我々も研
究開発を進めている。本日は皆さまのご意見を
お聞きしたい。」と話され、乾杯のご発声をいた
だいた。

● 杉山副理事長 中締めあいさつ
「プラスチックは、まだまだ無限の可能性を秘
めた素材だと考えている。岐阜県の７大産業の第
２位を占めるのがプラスチック業界。業界の皆
さまの独自性に基づく技術開発やコラボなどに
より、持続可能な循環型社会を作るために、業界
として貢献できるように、プラスの方向で物事を
考えていきたい。講演会での辻さんの“元気”、“バ
イタリティー”をいただいてプラスチック業界を
ますます盛り上げていきましょう。」と、中締めの
あいさつで、懇親会は終了した。

● 岐阜県商工労働部　崎浦部長ごあいさつ
「コロナが発症してから２年以上、皆さまの経
済活動にも非常に大きな影響が出ている。３月
に蔓延防止等重点措置が解除され、ようやく通
常の経済活動をスタートすることができ、経済
再生に舵を切っていこうとする中、原油・原材料
の高騰、円安といったマイナスとなる要素が重
なってご苦労をされているのではないか。」
「我々としても、業界の方々の声を真摯に受け
止め、支援策を講じるため現在検討を進めてい
るところ。こうした機会に課題、問題をお聞かせ

いただき、今後の経済対策の参考とさせていた
だきたい。」とごあいさつ。
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コロナの影響　受検者数が減少

岐阜県職業能力開発協会から、外国人技能実
習生を対象とする技能検定の令和２年度申請者
数：合格者数・合格率および令和３年度受検者数
見込み数が発表された。

新型コロナウィルス感染症対策により外国人
技能実習生の新規入国が停止しており、令和３
年度の基礎級については、受検者数が大きく減
少する見込みとなった。

プラスチック成形 基礎級

プラスチック成形 随時３級

プラスチック成形 随時２級

射出成形作業

射出成形作業

射出成形作業

111

421

34

407

274

55

313

272

33

76.9

99.6

61.1

職種・級 作業名 令和３年度
受検見込数

令和２年度
受検申請数

令和２年度
合格者数

令和２年度
合格率(％)

外国人技能実習生　技能検定の実施状況

青年部　コロナ禍での活動を検討

５月２５日、岐阜市のグランヴェール岐山にて
「青年部 令和４年度 第４１回通常総会」を開催し
た。第１号から第５号まで各議案審議は全て承認
された。その他、コロナ禍での青年部としての活
動内容についても検討がなされた。

「青年部 令和４年度 第４１回通常総会」を開催

組合企業５社が出展　環境に配慮した製品をＰＲ

５月２０日、岐阜県工業会主催、４年ぶりとなる
「ものづくり岐阜テクノフェア」が開催され、６９
の企業・団体が出展した。組合からは、㈱オンダ
製作所、カイインダストリーズ㈱、㈱川瀬樹脂工

業、岐阜プラスチック工業㈱、コダマ樹脂工業㈱
の５社が出展。各企業とも環境に配慮した製品
をＰＲした。

㈱オンダ製作所

カイインダストリーズ㈱

岐阜プラスチック工業㈱

㈱川瀬樹脂工業

コダマ樹脂工業㈱

低圧損型給水給湯用樹脂製管継手

紙カミソリ、家庭用の包丁など

防音パネル「テクセルシリーズ」

原料にコーヒー・抹茶・竹灰・木製バットの粉などを配合した製品

多層容器、サトウキビ由来のバイオポリエチレンを原料としたPE容器

「ものづくり岐阜テクノフェア」への会員企業の出展

技能講習会を開催　受検をサポート

３月１６日から１７日にかけて、各務原市の岐阜県
人材開発支援センターにて、令和４年度の技能検定
受検希望者を対象に「技能講習会」を開催。この講習
会は「成形機操作に習熟しているが、会社で使用する
機種と実際の検定機種が異なるため、検定機種に慣
れたい」という声に応え、実施した。
本番の試験では成形機操作に不慣れなため、試験
時間内に全ての作業を終了できない方が見受けられ
る。こうした事態を少しでも改善するため、成形機操
作に慣れる機会を提供し、自信をもって本番の試験
で力が発揮できるよう、サポートしていきたいと考え
ています。

技能講習会を開催

ムトー精工㈱ 近藤氏が受賞　プラスチック業界発展に寄与

「厚生労働大臣表彰」を近藤善彦氏（ムトー精
工㈱）が受賞した。「技能検定関係　功労者」の表
彰区分で受賞し、「プラスチック成形の技能検定
員として、永きにわたり技能検定の実施・普及に
努め、技能士の育成やプラスチック業界の発展
に寄与し、また、プラスチック業界の人材育成に
努めた」ことが評価されたもの。

「厚生労働大臣表彰」の受賞

令和３年度後期技能検定の合格発表があり、組合員企業からは「プラスチック成形特級」が２名、「金型
製作特級」が1名合格した。合格者は以下の表の通り。

合格者一覧

プラスチック成形特級

金型製作特級

市野　勝久

宮崎　恭昌

門屋　博人

岐阜プラスチック工業㈱

ムトー精工㈱

ムトー精工㈱

「令和３年度後期技能検定」合格者の発表
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高木廣治さんへ感謝状贈呈
高木廣治さんは、会報誌の創刊号から直近の２４４号ま
で、そして数々の組合報告書の執筆など、昭和５１年度か
ら令和３年度まで４６年間、組合の歴史を継続的に記録
し、広報活動に長年ご尽力をいただきました。その功績を
称え、理事長より感謝状が贈呈されました。

TOPICS

フジ・クリエイト株式会社
　代表取締役社長 佐久間 満
　中日本営業部 所長 岸淵　 充

フジ・クリエイト株式会社
““ものづくりのニーズに対応し、知恵を出す会社です。””

主要取扱い商品

中日本営業所
〒465-0025
愛知県名古屋市名東区上社1-1304　北村第三ビルディング2F2A号室
TEL:052-799-8860 / FAX:052-799-50122

本社
〒104-0032
東京都中央区八丁堀2-16-3　ICM中央ビル5F
TEL:03-3523-0560 / FAX:03-3523-0561

組合事務所　今年９月頃に移転
岐阜産業会館内にあるプラスチック工業組合の事務所
が、産業会館の閉館に伴い、今年９月頃を目途に各務原市
のテクノプラザ内に移転することとなりました。
５月に開催した総会懇親会の席で、田中理事長より参
加組合員に報告があった。

2022年 岐阜県のプラスチック第245号

岐阜県プラスチック工業組合
役員企業

代表取締役
社 長 田　　中　　　 肇

〒509-0147　岐阜県各務原市鵜沼川崎町 1-60-1
電話：（058）371-1100　FAX：（058）371-2593

https://www.muto.co.jp　E-mail:h-tanaka@muto.co.jp
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C o n t e n t s

■ 「第54回通常総会」を開催

■ 「青年部 通常総会」を開催

■ 「ものづくり岐阜テクノフェア」へ会員企業が出展

■ 「テクノプラザ（各務原市）」へ組合事務所を移転

2022年（令和4年）7月1日発行 岐阜県プラスチック工業組合会報

Vol.245岐 阜 県 の

・大英エレクトロニクス株式会社
・タチバナ精機株式会社
・ムトーベトナムCO.,LTD.

・ムトーテクノロジーハノイCO.,LTD.
・豊武光電（蘇州）有限公司
・ムトー（タイランド）CO.,LTD.

・ムトーシンガポールPTE LTD
・武藤香港有限公司

■ムトー精工株式会社
ムトー精工グループ

プラスチックの無限の可能性を世界にお届けします

本社

岐阜第5工場 岐阜工場

〒509-0147　岐阜県各務原市鵜沼川崎町１-６０-１
TEL (058)-371-1100　https://www.muto.co.jp


