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2019 年度 事業報告書(案) 

1. 事業環境 

世界経済は米中の貿易摩擦や英国の EU 離脱に加え、今年に入り新型コロナウイルス感染症

の世界的な拡大により経済活動に甚大な影響を与えています。 

国内経済は、雇用・所得環境の改善や高い水準の企業収益等を背景に景気は穏やかな回復

基調で推移したものの、第 4 四半期に世界経済同様コロナの影響が拡大し、景気は足下で大

幅に下押しされ、厳しい状況となりました。そのような中、石油業界は、ガソリンや航空燃

料の需要が大幅に減少し、石油化学業界でも製品需要の急速な減少が懸念されています。鉄

鋼業界では、鉄鋼需要の減少や中国との競争から高炉の休止の発表が相次いでいます。 

 

２．事業概要 

このような事業環境の中、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は続き、定期修理工事も堅調でした。その中で、働き方改革への

取組み、プラントメンテナンス作業員の人員不足の問題もより一層大きくなってきました。 

このような問題において、工業会として各専門委員会が、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、メンテナンス業界の認知度向上、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   

  2019 年度の会員数の推移は次表のとおりです。       

項目 

種別 

2019 年 2019 年度 会員数の推移 2020 年 

4 月 1 日現在 増 加 減 少 増減差引 3 月 31 日現在 

正 会 員 93  3 1  +2 95  

賛助会員 26 3 0 +3 29 

 

４．主要行事について 

４－１．通常総会、セミナー、懇親会 

月日：2019 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 

場所：ペガサス 

   出席：会員 97 名中 85 名出席（出席 47名、委任状 38 名） 

議事：第１号議案 2018 年度事業報告書・収支決算書 

第２号議案 2019 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 10 分 

場所：スターホール 

参加：128 名 

題目：「プラントメンテナンス業での人材育成について」 

講師：公益財団法人えひめ東予産業創造センター PM 片上政明 氏 

 



 

（3）表彰式 

時間：16時 30 分～16時 50 分 

場所：スターホール 

   参加：127 名、表彰受賞者 11 名、合計 138 名 

 

（4）懇親会 

時間：17時 15 分～19時 10 分 

場所：オリオン 

参加：159 名 

 

４－２．賀詞交歓会 

日時：2020 年１月 21日(火) 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丁目 1番 1号 

参加：67社 183 名 

来賓：経済産業省 製造産業局 産業機械課課長   玉井優子 様（ご挨拶） 

アクトアドバイザーズ税理士法人代表社員 杵淵祥志 様 

 

４－３．工場見学会 

日時：2019 年 11 月 20 日（水) 13 時 00 分～16 時 00 分   

会場：中部電力㈱浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市佐倉 5561） 

参加：26名 

 

４－４．第３回日本メンテナンス工業会表彰 

申請件数：マイスター賞 8件、技術賞 7件、奨励・普及賞 5件 

   受賞者：マイスター賞 4件 

山九重機工㈱ 越川 春雄 殿 

新興プランテック㈱ 弓削 秀夫 殿 

山九㈱ 西島 止敏 殿 

横河ソリューションサービス㈱ 田伏 雅己 殿 

技術賞 4 件 

㈱高田工業所 浜田 宏昭 殿 

㈱ウィズソル 永田 博幸 殿 

横河ソリューションサービス㈱ 有吉 猛   殿 

日本工業検査㈱ 末吉 玲子 殿 

奨励・普及賞 4 件 

JFE プラントエンジ㈱ 植田 育男 殿 

サンキューリサーチアンドクリエイト㈱ 高梨 博   殿 

日鉄テックスエンジ㈱ 麻生 淳   殿 

㈱サーモグラファー 山田 浩文 殿 

 

５．理事会の概要 

 

５－１．第１回理事会 

日時：2019 年 5月 9 日(木) 11 時 00 分～12時 20 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 「定修時期調整研究会」への参加について 



 

第４号議案 2019 年度通常総会のお知らせ（案）について 

第５号議案 2018 年度事業報告書（案）および収支決算書（案）について 

第６号議案 2019 年度事業報告書（案）および収支決算書（案）について 

第７号議案 役員の改選（案）について 

議案は原案通り承認されました。 

報告：所管官庁および会員などの情報について 

都立六郷工科高校訪問について 

理事会ほか行事結果および予定について 

 

５－２．第２回理事会 

日時：2019 年 6月 6 日(木) 14 時 20 分～14時 30 分 

場所：如水会館 東京都千代田区一ツ橋 2丁目 1番 1号 

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 

第３号議案 事務局長の交代（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：2019 年 9月 5 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 

議事：第１号議案 2019 年度工場見学（案）について 

議案は原案通り承認されました。 

報告：所管官庁および会員などの情報について 

プラントメンテナンスショー2019 の実施結果について 

定期修理研究会について 

工業会表彰「制度定着化」について 

理事会ほか行事結果および予定について 

 

５－４．第４回理事会 

日時：2019 年 12 月 5日(木) 10 時 55 分～12時 06 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 2020 年賀詞交歓会（案）について 

議案は原案通り承認されました。 

報告：所管官庁および会員などの情報について 

2019 年度上期実績と年度収支見込について 

定期修理研究会について 

2019 年度見学会結果報告について 

西日本工業大学求人説明会について 

一般社団法人への移行について 

メンテナンス業界ガイドブックについて 

業界としてのフランジ締結認定制度について 

経産省輸出貿易令改正説明会について 

理事会ほか行事結果および予定について 

 

５－５．第５回理事会 

日時：2020 年 3月 5 日(木) 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

 



 

６．委員会活動の概要 

６－１．総務委員会 

委員会活動を活発に行うための支援（総務委員会での各委員会報告と委員会活動

に対する助言等）を行い、理事会付議事項の事前審議を行いました。また、工業会

にかかわる下記の事項に関して参加しました。 

1.「定期修理研究会」への参画（7/2～11/26 に 6 回開催） 

定修時期の平準化に向けた検討を行い、2023 年度からのエチレン定修に関し

て 2020 年 4 月から調整を開始する。 

2.西日本工業大学の設備保全Ⅲ講義については今年度も講師を派遣し、講義内容

については、グループ討議を織り込むなどの充実を図った。 

3.新居浜高専の次世代型プラント技術者育成特別課程について、今年度も講師を 

派遣し、講義を行いました。 

 

６－２．企画推進委員会 

総務委員会と連携し、定期修理研究会出席前後の工業会としての意見取りまとめ

やフランジ締結検討 WG発足についての検討を行いました。 

 

６－３．調査統計委員会 

「1 年調査、3年調査の実績分析」 

＊1 年調査、工業会会員企業概要の分析結果を会報 104 号（2020 年 2月発行）に

掲載しました。併せて、会員企業の長時間労働対策への取組み結果も分析し 

掲載しました。 

＊3 年調査、メンテナンス・サービス企業の実態調査結果の分析結果を（2019 年

度版）に掲載致します。 

※今回の 1，3年調査アンケートについて集計のやり方を若干変更しました。 

正確性を記すためアンケートの各設問に於いて有効なデータのみを活用。 

今後の調査アンケートについては、有効データで分析するようにしました。 

 

６－４．広報活動委員会 

1.読んでいただける会報作り 

・各委員会報告・・・会報 103 号にて 2018 年度の活動報告と 2019 年度の活動計

画を掲載、会報104号にてメンテナンスレジリエンスTOKYO2019特別記事掲載。 

・会員企業を中心にメンテナンスの進化を支える者達、会員会社紹介を行って来

たが会員企業はほぼ紹介が終わりました。新たなＰＲ記事が必要。 

・工業会表彰記事の掲載による優秀なメンテナンス技術の紹介・・・103 号で   

第 3 回表彰における受賞内容の紹介を行いました。（受賞 12件、3名の「歓び

の声」を掲載） 

2.ホームページの更新・・・トピックスを充実させ、理事会・委員会議事録や会員

へのお知らせ等を掲載。 

パンフレットの更新・・・プラントメンテナンスショー用に更新、また会員会社

見直し及び行事見直しで 2020 年 2 月に更新。 

3.7 月開催のプラントメンテナンスショーで工業会ブースを出展しました。 

今回は、出入口の近くの角だったため、人通りが多く 109 名からアンケートを 

取得できました。（2018 年は 47 名）また書籍類も 21 冊販売できました。 

新たな取り組みとしてモニターを設置してＰＲ映像を流し、効果がありました。 



 

６－５．教育研修委員会 

1.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

ーと工場見学会を開催しました。 

・通常総会（2019 年 6月 6 日）時セミナー（参加者 128 名） 

演題：「プラントメンテナンス業での人材育成について」 

講演者：公益財団法人えひめ東予産業創造センターＰＭ 片山政明様 

・工場見学：2019 年 11 月 20 日 

場所：中部電力株式会社浜岡原子力発電所（参加者 26 名） 

2.学校関連の講座開設に伴うフォロー、対応を行いました。 

・西日本工業大学の講座開設に伴う講義担当各社への支援およびフォロー 

・新居浜高専特別課程への工業会関与と講義担当各社への支援およびフォロー 

 

６－６．法令･規格委員会 

プラントメンテナンス業の課題である働き方改革、人材確保に関連して、各業界

および地域的な取り組みを調査するとともに、外国人労働者受け入れに関する  

法令・制度について調査しました。 

1.働き方改革関連法に関する建設業界、非破壊検査業界の調査およびヒアリング 

 （業界の現状および良好事例など） 

2.地域的な取り組みとして特徴のある沖縄県の人材確保に関する業界団体の調査 

およびヒアリング 

（国や県の支援を活用した入職・離職対策、外国人の受け入れ・育成施策など） 

3.外国人技能実習に関する法令・制度に関する調査 

 （改正入管法およびその他関連する法令、技能実習制度の仕組みなど） 

 

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２点について行いました。 

1.工業会表彰制度の制度定着化 

①申請内容の不備が散見されたため、表彰制度の理解度向上を目的にホーム 

ページに表彰制度のページを追加しました。 

②会員会社推薦による小規模会社、協力会社への範囲拡大に努めました。 

2.人材確保のためのＰＲ方法 

ガイドブック制作の目的、構成内容等を検討し、ガイドブック制作内容、制作

業者選定、予算案、実施スケジュールを決定しプラントメンテナンス業界ガイ

ドブック制作企画書として取りまとめました。 

 

６－８．技術研究委員会 

人材不足に対応できるメンテナンス技術あるいは工事安全・品質向上に寄与でき

るメンテナンス技術の情報収集及びカンファレンス等に参加した状況報告を行い 

ました。また、委員会で収集した技術を工業会ホームページ会員記事一覧に「最新

のメンテナンス技術の紹介」として「メンテナンス技術紹介Ｎo.3」まで掲載しま

した。 

その他、危険物保安技術協会と危険物施設の維持管理に対する新技法等に関する 

情報交換も行いました。 

 

 

以上 




