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平成 28年度 事業報告書 

１．事業環境 

平成 28 年度の世界経済は、前半は米国経済の足踏みや、中国経済の失速懸念、英国の EU

離脱国民投票の可決による欧州経済の不透明感の高まりと資源価格の下落による新興国を中

心とした成長の鈍化などを背景に停滞感を漂わせていましたが、後半では米国の堅調な雇用

増加に支えられた個人消費の増、さらにトランプ新政権への期待感からくる回復が明らかと

なってきました。一方の新興国においてもインド経済の好調に加え、国際商品市況の緩やか

な回復や原油価格の持ち直しを背景にロシア経済、ブラジル経済などが一時の不況を脱して

きました。 

国内経済はマイナス金利付きの量的・質的金融緩和を導入しましたが、雇用については引

き続き増加したものの、個人消費並びに企業設備投資には目立った効果は表れず、日本経済

は踊り場から脱したとは言えない状況でした。そのような中で、石油元売業界は石油需要の

減少が続いている状況から、経営力強化に向けた大規模な業界再編の準備が具体的に進めら

れました。石油化学業界では設備統廃合が進んだ一方で、円安に支えられ好調な輸出需要に

応えるために、エチレンプラントは稼働率 100％を超える状況が続いています。鉄鋼業界では、

鋼材価格の下落を招いていた中国鉄鋼メーカーによる供給過多が、中国国内での再編が進ん

できており、一時の過当競争からやや適正化された水準となってきました。 

 

２．事業概要 

このような経済状況の中、今後も進む設備の高経年化に対し、安全や信頼を維持するため

にメンテナンスの必要性への認識は高まりを見せ、災害などに対する装置強靱化対策、高経

年化機器の更新などのメンテナンス投資は増加が続いており、メンテナンス業界にとっては

好ましい状況となりました。しかしながら、この様なメンテナンス需要が増えるに伴い、プ

ラントメンテナンス作業員の確保の問題がこれまで以上に大きくなってきました。 

このますます厳しくなる人材不足の課題に対し、若年層にどの様な魅力を感じさせるかを

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調査

の実施、及び会報の配付、工場見学研修、メンテナンスに関する新技術の導入、関連法令改

正情報及び厚労省補助金制度の紹介、表彰制度の導入などの取り組みを行いました。また、

本年度は会員各社の企業情報の共有化の促進と、委員会を中心とした工業会の活動への理解

を深めて頂くために、会のホームページを刷新しました。 

３．会員数の現況   

  平成 28年度の会員数の推移は次表のとおりです。      (カッコ内は口数を示す) 

項目 

種別 
平成 28年 平成 28年度 会員数の推移 平成 29年 

3月末現在 増 加 減 少 増減差引 3月末現在 

正 会 員 98(99)   - 4(4)  △4(4)  94(95)  

賛助会員 25(29） 2(2)  0(0)  2(2)  27(31)  

 

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 28年 6月 7日(火)  

会場：如水会館  東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 

（１）通常総会 

時間：13時 30分～14時 20分 

場所：ペガサスの間  

   出席：構成員 98名中 86名出席（出席 47名、委任状 39名） 

議事：第１号議案 平成 27年度 事業報告書(案)および収支決算書(案) 



 

第２号議案 平成 28年度 事業計画書(案)および収支予算書(案) 

２議案は原案どおり承認されました。 

（２）セミナー 

時間：14時 30分～16時 00分 

場所：スターホール 

参加： 121名 

題目：「危機管理」 

講師：小倉 秀氏（東京電力ホールディングス株式会社） 

（３）懇親会 

時間：16時 40分～18時 00分 

場所：スターホール 

参加：58社 129名 

４－２．賀詞交歓会 

日時：平成 29年１月 24日(火) 11時 30分～13時 00分 

会場：如水会館 スターホール 

      〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 

参加：63社 147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） 

石田智樹 課長補佐 

高本仁志 情報化推進係長 

４－３．工場見学会 

日時：平成 28年 11月 25日（木) 12時 45分～17時 00分   

会場：SMC株式会社 筑波工場 （茨城県常総市大生郷町 6133） 

参加：16社 30名＋事務局 1名 

 

５．理事会の概要 

５－１．第１回理事会 

日時：平成 28年 5月 12日(木) 11時 00分～12時 15分 

場所：浜松町東京會舘  〒105-6139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 平成 28年度 通常総会のお知らせ(案)について 

第３号議案 平成 27年度 事業報告(案)および収支決算書(案)について 

第４号議案 平成 28年度 事業計画(案)および収支予算(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 

・通常総会当日の行事全般概要について 

・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 28年 9月 8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 工業会表彰規程(案)について 

第１号議案については原案どおり承認されました。 

第２号議案については、各委員の意見を参考に次回第３回理事会にて引き続き、

審議することとなった。 

報告： ・会員・所管官庁に関する情報について 

・通常総会等の結果報告について 



 

・メンテナンス・レジリエンス Tokyo 2016の結果報告について 

・平成 28年度見学会起案書について 

・工業会ホームページ改定進捗状況について 

・委員会活動報告について 

・理事会ほか行事予定について 

・その他 

５－３．第３回理事会 

日時：平成 28年 12月 8日(木) 11時 00分～12時 05分 

場所：浜松町東京會舘  〒105-6139東京都港区浜松町２丁目４番１号 

議事：第１号議案 工業会表彰規程(案)について 

議案は原案通り承認されました。 

報告： ・会員および所管官庁情報などについて 

・工場見学・研修結果報告について 

・委員会活動報告について 

・平成 29年新年賀詞交換会について 

・平成 28年度上期実績と年度収支見込について 

・東予地区プラントメンテナンス人財育成事業フォーラム参加について 

・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 3月 2日(木) 11時 00分～11時 50分 

場所：浜松町東京會舘  〒105-6139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 平成 28年度収支見込と平成 29年度収支予算(案)について 

第３号議案 平成 29年度通常総会時の行事予定(案)について 

第４号議案 ビジネスマッチングサイト『ジェグテック』支援団体登録について 

議案は原案通り承認されました。 

報告： ・会員および所管官庁情報などについて 

・平成 29年 新年賀詞交歓会実施報告について 

・工業会表彰審査状況について 

・委員会活動報告 

・理事会ほか行事予定について 



 

 

６．委員会活動の概要 

６－１．総務委員会 

各委員会で検討した案件を精査し理事会へ報告すると共に、年間行事（総会、プラ

ントメンテナンスショー、賀詞交歓会など）の運営を行いました。 

 

  ６－２．企画推進委員会 

一昨年度提案した人材不足対策の答申に対する各委員会における工業会ホームペ

ージの改修、人材育成助成金の冊子作成配布、表彰制度設立等の活動を調整および支

援を行ないました。 

 

６－３．調査統計委員会 

(1)1年調査実績 

工業会会員企業の 1年調査を 7月に実施し、分析結果を会報 98号（平成 29年 1

月発行）に掲載しました。 

(2)メンテナンス・サービス企業の実態調査報告書(3年調査報告) 

メンテナンス・サービス企業の実態調査として、『2015 年度データ』について、

アンケートを 7月に会員企業に配布、その調査報告は別冊にて平成 29年 3月末に

刊行しました。 

 

６－４．広報活動委員会 

(1)プラントメンテナンスショーでの来場者アンケートを実施しました。 

3日間で 81名の回答を得ました。日本メンテナンス工業会を知っている方は 

25％でした。 

(2)「メンテナンスの進化を支える者達」の特集を通じて、若手社員の活躍を紹介し

たり、プラントメンテナンスショーに出展した各社の技術報告を掲載するなど、

興味がもてるような記事としました。 

(3)プラントメンテナンス業の位置づけ向上については、継続活動とします。 

(4)平成 28 年 12 月にホームページの更新を行いました。会員向けに発信する情報の

充実を図り、外部に向けての顔を示す場となりました。 

 

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。 

・通常総会(平成 28年 6月 7日)時セミナー：「危機管理」東京電力 HD(株) 小倉氏 

・工場見学会：平成 28年 11月 25日 ＳＭＣ(株)筑波工場 

また、「業界全体としての人材の確保及び人材の育成」の観点から、能力評価基準(ジ

ョブカード)や厚生労働省の人材育成に関する助成金制度についての小冊子＆ＣＤを

作成し、工業会会員各社への配布を行いました。 

 

６－６．法令･規格委員会 

(1)プラントメンテナンス業に関連する適用法令の調査・検証から、改正建設業法に

関する規制緩和と強化について、改正派遣業法の内容について会報に掲載しまし

た。 

(2)プラントメンテナンス業の課題に関連する各省庁の審議会等の重要報告について、

四半期毎に工業会ＨＰのトピックスに掲載しました。 

(3)各審議会・検討会、規制改革ホットラインについて継続調査を実施、業界の課題

に関連するテーマを整理しました。 

 



 

６－７．評価提案委員会  

(1)「海外の生産拠点（工場）におけるメンテナンスのアウトソーシング（外注）に

ついて」のアンケートを実施し、結果を日本メンテナンス工業会ホームページに

公開しました。日本プラントメンテナンス協会のご協力により、海外の会社、事

業所のアウトソーシングの実態をつかむことができました。 

(2)国内プラントメンテナンス業界の人材不足への対応策として、人材の確保・育成

へ向けた検討に取り組み、モチベーションアップ・組織活性化を目的とした「工

業会表彰制度」規程を上申。理事会承認を経て、申請、評価とりまとめを実施し

ました。工業会として、初めての取り組みであり、工業会全体の活性化につなが

ることを期待しています。 

 

６－８．技術研究委員会 

事業計画で予定した以下の技術テーマを会報 98号(平成 29年 1月発行)に中間報告

を掲載するとともに、平成 29 年 3 月に技術研究委員会報告書として発行いたしまし

た。 

・断熱材下配管の腐食検査技術 

・自動遠隔計測などによる温度・音・振動のセンシング 

・現場工事進捗をマスターPCで集中管理することによる工程情報共有化 

・フランジ締付、溶接補修など将来に継承する仕組み 

 

以上 

 


