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平成 29年度 事業報告書 

1. 事業環境 

平成 29 年度の世界経済は、緩やかな回復が続きました。前年の平成 28 年度は中国経済の

減速などにより先進国の成長が減速するなど弱めの動きが広がりましたが、後半からは中国

経済の持ち直しの動きがみられ、アメリカ経済の企業部門にあった弱めの動きも持ち直し、

貿易拡大の流れを受けて、一部に改善の遅れのみられたユーロ圏経済も勢いが増すなど、世

界経済は堅調な回復が続きました。 

国内経済はアベノミクスの推進により、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかに回復

しました。海外経済が回復する中で、輸出や生産の持ち直しが続くとともに、個人消費や民

間設備投資が持ち直すなど民需が改善し、経済の好循環が実現してきました。そのような中、

石油業界は、大規模な業界再編が進むとともに仕切値が是正され、石油価格の緩やかな上昇

とともに収益体質が大きく改善されました。石油化学業界では、比較的好調な輸出需要に応

えるためにエチレンプラントの高稼働が続き、化学業界も含めて需要が大きいアジア向けの

輸出を中心に業績を伸ばしてきました。鉄鋼業界では、熱風炉などの設備改修計画の他にも

輸出競争力強化のために多額の設備投資計画も進みました。 

 

２．事業概要 

このような事業環境の中、今後も進む設備の高経年化に対する安全性や信頼性の向上及び

災害への強靭化対策などへの設備投資も拡大を続けており、プラントメンテナンス業界にと

っては好ましい状況となってきました。しかしながら、需要が増えるに伴い、プラントメン

テナンス作業員の人員不足と技能低下の問題もこれまで以上に大きくなってきました。 

一層厳しくなる労働力の問題において、工業会として企画推進委員会を中心に各専門委員

会が、積極的に内外に各種アンケート及び会報の配布、工場見学研修、他関連団体との意見

交換、メンテナンスに関する新技術の情報収集、関連法令改正情報及び表彰制度の定着化な

どについての取り組みを行いました。 

 

３．会員数の現況   

  平成 29 年度の会員数の推移は次表のとおりです。       

項目 

種別 

平成 29年 平成 29年度 会員数の推移 平成 30年 

3月末現在 増 加 減 少 増減差引 3月末現在 

正 会 員 94  1 3  △2 92  

賛助会員 27  0  3  △3  24  

 

４．主要行事について 

４－１．通常総会、セミナー、懇親会 

月日：平成 29年 6月 6日(火)  

会場：如水会館  東京都千代田区一ツ橋 2丁目 1番 1号 

（1）通常総会 

時間：13時 30分～14時 50分(理事会開催のため一時中断) 

場所：ペガサスの間  

   出席：構成員 95名中 84名出席（出席 42名、委任状 42名） 

議事：第１号議案 平成 28年度事業報告書・収支決算書 

第２号議案 平成 29年度事業計画書・収支予算書 

第３号議案 理事会役員の改選 

議案は原案どおり承認されました。 

 



（2）セミナー 

時間：15時 15分～16時 15分 

場所：スターホール 

参加： 131 名 

題目：「長時間労働について」 

講師：社会保険労務士法人 PMサポート 代表社員 古賀 太 氏 

（3）懇親会 

時間：16時 25分～18時 30分(表彰式含む) 

場所：オリオン 

参加：137 名 

 

４－２．賀詞交歓会 

日時：平成 30年１月 24日(水) 11時 30分～13時 00分 

会場：如水会館 スターホール 

      東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 

参加：60社 157名 

来賓：経済産業省 製造産業局 産業機械課  

片岡隆一 課長 （ご挨拶） 

佐川立昌 情報化推進係長 

 

４－３．工場見学会 

日時：平成 29年 11月 24日（金) 12時 45分～16 時 45分   

会場：大阪有機化学工業株式会社 金沢工場 （石川県白山市松本町 1600-1） 

参加：29名 

 

４－４．第 1回日本メンテナンス工業会表彰 

申請件数：マイスター賞 13件、技術賞 8件、奨励・普及賞 8件 

   受賞者：マイスター賞 7件 

           ㈱中部プラントサービス  渡部 裕文 殿 

㈱酉島製作所   小野田 孝平 殿 

   日鉄住金テックスエンジ㈱  仲摩 吉成 殿 

   JFE プラントエンジ㈱  西内 勝志 殿  

   エムイーシーテクノ㈱  重見 孝彰 殿 

   山九㈱    平松 保 殿 

   山九重機工㈱       山城 薫 殿 

技術賞 3件 

富士電機㈱   税所 俊治 殿 

㈱ウィズソル   武岡 雅明 殿 

山九㈱    江口 正修 殿 

奨励・普及賞 3件 

三平興業㈱   木下 浩二 殿 

富士電機㈱   占部 昇 殿 

エムイーシーテクノ㈱  山田 哲彦 殿 

 

５．理事会の概要 

５－１．第１回理事会 

日時：平成 29年 5月 11日(木) 11時 00分～12時 10分 

場所：浜松町東京會舘  東京都港区浜松町 2丁目 4番 1号 

議事：第１号議案 役員の一部変更(案)について 



第２号議案 正会員入会について 

第３号議案 平成 29年度 通常総会のお知らせ(案)について 

第４号議案 平成 28年度 事業報告書(案)および収支決算書(案)について 

第５号議案 平成 29年度 事業計画書(案)および収支予算書(案)について 

第６号議案 役員の改選(案)について 

第７号議案 第１回日本メンテナンス工業会表彰授賞者決定について 

議案は原案通り承認されました。 

報告： 所管官庁、会員等に関する情報について 

理事会ほか行事予定について 

 

５－２．第２回理事会 

日時：平成 29年 6月 6日(火) 14時 15分～14時 30分 

場所：如水会館  東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 

議事：第１号議案 役員の改選(案)について 

第２号議案 理事会役員の役割分担(案)について 

議案は原案通り承認されました。 

 

５－３．第３回理事会 

日時：平成 29年 9月 7日(木) 11時 00分～12時 05分 

場所：浜松町東京會舘 東京都港区浜松町 2丁目 4番 1号 

報告：所管官庁、会員等に関する情報について 

平成 29年度通常総会及び行事結果について 

石化協第３次石環検 WGプレゼンについて 

西日本工業大学視察結果について 

理事会ほか行事予定について 

 

５－４．第４回理事会 

日時：平成 29年 12月 7日(木) 11時 00分～12時 00分 

場所：浜松町東京會舘 東京都港区浜松町 2丁目 4番 1号 

議事：第１号議案 西日本工業大学講座開設等について 

議案は原案通り承認されました。 

報告：所管官庁、会員等に関する情報について 

工業会表彰制度評価方法見直しについて 

平成 30年賀詞交歓会について 

平成 29年度上期予算実績及び年度見込について 

理事会ほか行事予定について 

 

５－５．第５回理事会 

日時：平成 30年 3月 8日(木) 11時 00分～11時 50 分 

場所：浜松町東京會舘  東京都港区浜松町 2丁目 4番 1号 

議事：第 1号議案 役員の一部交代について 

第 2号議案 平成 29年度収支決算案及び平成 30年度収支予算書案について 

第 3号議案 平成 30年度通常総会時の行事予定案について 

議案は原案通り承認されました。 

報告：所管官庁、会員等に関する情報について  

平成 30年新年賀詞交歓会実施結果報告について 

西日本工業大学講師依頼について 

平成 29年度工業会表彰申請状況について 

理事会ほか行事結果及び予定について



 

６．委員会活動の概要 

６－１．総務委員会 

第１回の工業会表彰制度にて応募のあった案件のうち 13 名を総会時に表彰すると

ともに、賀詞交歓会にて会員同士の交流を図りました。また、外部団体である石油化

学工業協会および基幹労連からの要請を受け、プラントメンテナンス業が抱える問題

等に関して意見交換を行いました。学校関係とは新居浜高専と西日本工業大学で交流

を始めることができました。 

 

  ６－２．企画推進委員会 

定修工事の平準化や人材確保の課題などに対して、外部団体である石油化学工業協

会から要請を受け、意見交換を行いました。また、学校関係との交流においては、新

居浜高専では『次世代型技術者(人財)育成合同説明会』での講演ならびに西日本工業

大学で会員会社の特別講演(会員会社業務内容説明)を開催、同大学での平成 30 年度

『設備保全Ⅲ』講座を主として工業会で受け持つことにつなげました。 

 

６－３．調査統計委員会 

「1 年調査アンケート」を実施しました。 

（1）工業会会員企業の企業概要１年調査を７月に実施し、分析結果を会報 100 号に掲

載しました。 

（2）同 1年調査アンケートに長時間労働への取組状況の項目を追加し収集した結果も

会報 100号に掲載しました。 

 

６－４．広報活動委員会 

（1）会報の充実を図りました。 

・会員会社の紹介(99号 6社)と安全衛生の取り組みについて紹介 

・99 号で海外メンテナンス(評価提案委員会)、女性活躍(法令規格委員会)、100

号で長時間労働アンケート(調査統計委員会)、見学会報告(教育研修委員会)と各

委員会報告を掲載 

・特別記事として 100 号にメンテナンス・レジリエンス TOKYO2017 への出展会員

会社 11社を紹介 

・100号記念企画として、会長の『創刊 100 号に寄せて』を掲載 

（2）ホームページの一部変更を行いました。 

・理事会、委員会議事録や会員へのお知らせ等 

・ホームページアクセス数の調査 

（3）メンテナンス業の社会的認知度アップのための会報送付を継続しました。 

 

６－５．教育研修委員会 

メンテナンスの高度化、高付加価値化に向けた動機付けにつながるようなセミナ

ーや工場見学会等を開催しました。 

（1）通常総会(平成 29年 6月 6日)時セミナー：演題「長時間労働について」 

社会保険労務士 PMサポート代表社員 古賀 太 氏 

（2）工場見学会：平成 29年 11月 24日 大阪有機化学工業㈱ 金沢工場 

（3）西日本工業大学の講座開設(平成 30年度)に伴う対応計画の立案 

 

６－６．法令･規格委員会 

（1）人材確保・育成に関する調査として、北九州地区の２つの先進事例を選定して研

修を行いました。その成果のひとつとして、全国に先駆けて設備保全コースを設

置した西日本工業大学との間に、工業会会員会社が主として行う講座と、業界周



知を目的とした特別講演を開催することになりました。  

（2）国土交通省審議会等の動向調査として、建設キャリアアップシステム、電気通信

工事施工管理技術検定の新設、建設業の働き方改革に関する関連省庁連絡会議や

その他の調査を行い、その状況を随時議事録として工業会ホームページにアップ

しました。 

（3）事業活動の成果として、会報 99 号に「女性活躍推進の状況について」、100 号に

「人材育成特集：西日本工業大学の取り組みについて」を掲載しました。 

 

６－７．評価提案委員会  

人材の確保・育成へ向けた検討を次の 3点について行いました。 

（1）第１回工業会表彰を振り返り課題について検討の結果、2 年目ということで定着

に向けてスタート時より大きく変えることなく、申請・評価にばらつきが出ない

ように申請書、評価表を改訂しました。 

（2）他団体・組織のＰＲ状況を調査し、経済産業省中小企業庁、日本建設業連合会、

日本自動車整備振興連合会、セメント協会、日本鉄鋼連盟、日本化学繊維協会等

の事例を収集しました。この調査結果を参考に、工業会としてのＰＲ実施につい

て検討しました。 

（3）平成 28年度の定修工事での動員調査を行いました。 

 

６－８．技術研究委員会 

事業計画で予定した各業界でのメンテナンス技術の情報収集を行い、他業界での

適用の可能性について検討しました。 

（1）インフラ関連 

・公共/産業インフラの劣化計測技術事業への取組 

・赤外線カメラを用いた鋼橋梁の疲労き裂検知 

（2）海外関連 

・モジュール工法（ＬＮＧプロジェクト） 

（3）電力関連 

・電力業界のメンテナンス技術 

（4）石油精製・石化関連 

・フランジ締結部からの漏えい防止技術 

・ガス広域監視システム/3次元情報技術を活用した保全管理の高度化 

（5）鉄鋼関連 

・鉄鋼業界のメンテナンス技術 

 

以上 
 


