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モノづくりの心50年、広げていこう世界へ、伝えていこう未来へ。

新会長に中村健一氏を選任
6月16日㈬金沢東急ホテルにおいて会員95名出席のもと通常総会を

開催し、令和2年度事業報告及び総括財務諸表、令和3年度事業計画補

正及び収支総括補正予算、並びに理事、監事全員任期満了に伴う選任案

等が原案どおり可決承認されました。

会長に中村健一氏、副会長に高納伸宏氏、長堀　泉氏、保川高司氏が
新たに選任されました。

【中村新会長挨拶要旨】
本日の総会・理事会においてご選任いただき会長に就任いたしました。来年度60周年を迎える歴史ある

協会の8代目の会長ということで、その責務をひしひしと感じております。

菱沼会長は、24年間、協会を牽引していただいた澁谷名誉会長の後を引き継ぎ、4年間、協会のかじ取り

をしていただきました。この間、英国の EU離脱問題やトランプ大統領による米中貿易摩擦、昨年からは新

型コロナウイルスの感染拡大など、経済環境は、混乱の連続でした。このような状況を乗り越えてこられた

ご経験をもとに、今後ともご指導賜りたくお願いするものです。

今、世界では、新型コロナウイルスによる混沌の中で、中国の覇権拡大の様相が強くなり、米国ではバイ

デン新政権の誕生により、保護主義の流れが大きく変化し、日本や EU諸国との協調によって新たな米中関

係の構築が進められようとしています。

一方、国内は、新型コロナウイルスの感染拡大が不安定な中、東京オリンピックについては開催に向けて

準備が進められております。我々、県内鉄工機電業界については、製造品目によって濃淡はあるものの、コ

ロナウイルス蔓延前の状態に回復しつつあり、この傾向が続くことを願うばかりです。

このようななか、当協会では、コロナ禍によってクローズアップされたデジタル化をモノづくり現場に拡

大するべく、IoT や AI への取り組みを強化するとともに、継続して人材の育成・確保に向けた事業を実施し

てまいります。また、この度、県のご支援により改善されました機械設備貸与事業について、会員企業の皆

様に周知を図り、設備投資による生産性向上に寄与したいと考えております。

MEX金沢については、新型コロナウイルス感染拡大により2年連続中止となりましたが、県当局に、強く

要望しております産業展示館の改築整備についても実現に向け、努力したいと思います。

今後とも、業界を取り巻く環境変化に機敏に対応できるよう、会員企業の方々のご要望を積極的に反映し

た事業を進めて参りたいと考えておりますので、積極的な協会事業へのご参加、ご協力をお願い申し上げます。

令和3年度通常総会開催
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令和3年度新任役員のご紹介

新たに就任された役員のご紹介（敬称略） 協会職名／お名前／会社名・役職

常任顧問
菱沼　捷二
津田駒工業㈱
代表取締役会長

相談役
明石　　巖
㈱明石合銅
代表取締役会長

副会長
高納　伸宏
津田駒工業㈱
代表取締役社長

副会長
長堀　　泉
㈱PFU
代表取締役社長

副会長
保川　高司
コマツ粟津工場
執行役員生産本部粟津工場長

常任理事
板尾　昌之
㈱板尾鉄工所
代表取締役社長

常任理事
岩田　　誠
石川サンケン㈱
代表取締役副社長

常任理事
菊知　克幸
大同工業㈱
常務取締役

常任理事
小池田　康秀
㈱北都鉄工
代表取締役社長

理事
明石　康宏
㈱明石合銅
代表取締役社長

理事
池内　保朗
㈱アイデン
代表取締役社長

理事
大野　雅隆
京町産業車輛㈱
代表取締役社長

理事
越村　清史
冨士工業㈱
代表取締役社長

理事
深山　泰輔
中村留精密工業㈱
管理本部本部長

理事
安井　大輔
東亜電機工業㈱
代表取締役社長

理事
安島　　勲
㈱ヤスジマ
代表取締役社長

監事　
塩谷　栄治
石川可鍛製鉄㈱
代表取締役社長

監事　
島　　陽一
㈱島製作所
代表取締役社長

監事　
山口　真輝
㈱共和工業所
代表取締役社長
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委員会名 委員長 副委員長

新 総務企画委員会
新 穐田　竹男
（㈱白山機工社長）

南　　昭武（㈱金太会長）
新 村本　英二（中村留精密工業㈱常務取締役）

新分野進出委員会
水越　裕治 

（㈱アクトリー社長）
吉田　守伸

（㈱コマテック会長）

見本市委員会
疋田　正一 

（疋田産業㈱会長）
新 井上英一郎（金沢機工㈱社長）

中西　真二（澁谷工業㈱取締役）

人材育成委員会
玉田　善明

（タマダ㈱会長）
宗行伸一郎（㈱ノトアロイ社長） 
板尾　昌之（㈱板尾鉄工所社長）

経営技術指導委員会
永山　憲三 

（㈱大日製作所社長）
新 中村　俊介
（㈱東振精機社長）

広報・情報委員会
武田　　純

（㈱武田工業所社長）
梶　　精能（㈱梶鋳工所社長）
小池田康秀（㈱北都鉄工社長）

国際委員会
山本　洋志

（アサヒ装設㈱会長）
東野　哲郎（東野産業㈱社長）
徳野与志一（ヨシオ工業㈱社長）

環境委員会
松本　　要

（松本機械工業㈱社長）
柿本　自如（㈱柿本商会社長）

新 別川　　稔（㈱別川製作所会長）

新 デジタル化推進委員会
新 石野　晴紀
（㈱石野製作所社長）

新 川﨑　　豊（日本電気㈱北陸支社長）
新 深山　泰輔（中村留精密工業㈱管理本部本部長）

延払による機械設備
貸与審議会

新 村本　英二
（中村留精密工業㈱常務取締役）

西田　正清
（澁谷工業㈱常務取締役）

　新型コロナウイルス感染拡大により、令和3年度事業計画のうち下記の事業を中止とした。
　4　見本市等開催事業
　（1）第58回機械工業見本市金沢（MEX金沢2021）の開催

　「総務委員会」と「事業企画委員会」を統合して、「総務企画委員会」となりました。
　また、会員企業のデジタル化を加速するために、新たに「デジタル化推進委員会」を設置しました。
デジタル化の各企業の取り組みなどを調査・学習し、最適な方策を提案することで、会員企業の開発
を側面援助します。

「延払による機械設備貸与制度」が改正され、利用しやすくなりました。
主な改正点
１．貸与利率1.6%以下

貸与利率 1.6%（現行2.75%）
市町の利子補給率 1.0〜1.3%程度（設置場所により）
県の利子補給率 0〜0.75%（小規模、過疎準過疎、経営革新の条件適合により）

２．連帯保証人原則1名
３．中古機械設備も対象（詳細条件あり）
４．1企業あたりの貸与限度1件6,000万円
５．償還期間7年以内

詳細については、事務局にお問い合わせください。

令和3年度委員会正副委員長のご紹介（敬称略）

令和3年度石川県鉄工機電協会事業計画補正の概要

委員会の統合と新委員会の設立について

貸与利率が大幅に引き下げ（利子補給制度により実質負担0.6%以下）
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MEX金沢2022（第58回機械工業見本市金沢）
2022年5月19日㈭〜21日㈯に開催決定!!

　さて、今回、残念ながら「MEX 金沢 2021 リアル展」は開催できませんでしたが、出展者の皆様

が MEX 金沢 2021 の開催に向けて準備してきた情報に動画（6 月 23 日現在 37 社）を加え、更に情

報量を充実させ、「MEX金沢2021オンライン展示会」として、新たなMEX金沢を開催しております。

この機会にぜひご覧ください。

【MEX金沢ホームページにて開催中】
会期：2021年6月16日㈬〜2021年10月末日

https://www.tekkokiden.jp/mex/　

QRコードはコチラ☞　

【MEX金沢2021学生特別企画 動画配信開始】
　県内外に進学した学生に県内企業を知ってもらい、将来的に UI ターン就職を促すことを目的とし

て開催を予定しておりました学生特別企画は、MEX 金沢 2021 の中止に伴い、対面での実施は中止

となりましたが、MEX 金沢ホームページを活用し、学生特別企画参加企業の動画配信（6 月 23 日現

在17社）を開始いたしました。

https://www.tekkokiden.jp/mex/special/　

QRコードはコチラ☞　

※MEX金沢YouTubeチャンネルを開設いたしました。こちらからでもご覧いただけます。

https://www.youtube.com/channel/UCiWtHie5ncIkd_TTnzcQDvA　

QRコードはコチラ☞　

協会トピックス

MEX金沢2021オンライン展示会開催中‼

MEX金沢2021開催中止について（お知らせ）
　令和 3 年 5 月 20 日㈭〜 22 日㈯に開催を予定しておりましたが、新型コロナウィルス感染拡大に伴い
出展者、来場者、展示会に関わる全ての方々の安全・安心を第一に考慮し、今年度の開催を中止といた
しました。
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開 催 日：令和3年3月24日㈬

テ ー マ：バイデン新政権の政策と米中関係

講 師：藤井　麻理　氏（ジェトロ海外調査部米州課長）

総参加者：32名

　国際協調主義にかじを切り、民主主義国家の結束を目指すバイデン新政権の政策と米中関係につい

て、ジェトロ海外調査部藤井課長にご講演いただきました。

　前政権から変わる点として、バイデン政権は単独主義ではなく同盟国と連携して、中国に対して厳

しい姿勢を維持すること、対米ビジネス、対米関係では、人権、環境、労働者への配慮が不可欠にな

ること、加えて、米国による輸出管理強化の動きには日本においても留意が必要とのことでした。

　タイ・AEC ビジネス促進部会では、タイ人従業員や日本人駐在員の言語習得の一助として、製造

現場で使われる専門用語の紹介や、現場の作業手順を紹介する教育動画を制作し、YouTube にて配

信しております。講師はタイ人フォロアー 15 万人を持つインフルエンサーの白鯛憲司氏です。今回

はいずれもタイ語で制作しておりますが、今後、ベトナム人技能実習生を対象とした動画も計画して

おります。

工場で使う日本語1（工具編）
https://youtu.be/WM9xoJPRKkk

大物加工物のチャック着脱手順
https://youtu.be/iILqU0Js9a0

工場で使う日本語2（機械加工編）
https://youtu.be/JaXE4xqpYnw

汎用旋盤の操作説明
https://youtu.be/MN_qQlfTcrs

工場で使う日本語3（図面編）
https://youtu.be/VFgTpdE8CWw

工場で使う日本語4（チャック着脱編）
https://youtu.be/invIisRLHWc

　撮影協力：京町産業車輌㈱、㈱エイ・エム・シィ、㈱ノトアロイ、若松工業㈱

　動画撮影の協力企業を募集しております。事務局までお知らせください。

　今年度はベトナム・ホーチミンで開催される工業見本市

METALEX VIETNAM2021（会期：10月7日〜9日）と中国・

上海で開催される FBC 上海 2021 ものづくり商談会（会期：10

月 26 日〜 29 日）に協会ブースを出展します。今回はリアル出

展に加えて、渡航できないことを想定して、リモート出展での参

加を可能としました。北國銀行ベトナム駐在員事務所などに現地

サポートを依頼し、海外販路開拓の新しい形を提案します。

国際委員会　Web講演会

タイ・AECビジネス促進部会　日本語教育動画配信紹介

METALEX VIETNAM 2019の様子

海外展示会・商談会出展事業について

5
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概況総括：『景況感は底を脱し、さらなる改善傾向にある』

【調査概要】

１．�今期（令和3年 4月 -6月期）の業況調査DI12 項目では、「原材料単価」「来期資金繰」を除く

10項目が更に改善して、「売上高」など6項目がプラスとなっている。

２．�現在の経営状況を示す ｢売上高｣ から ｢生産設備｣ までの9項目では、

　⑴�　景況感を端的に表す ｢売上高｣ が 11.5（前回 5.1）と引き続き改善しており、特に建設機械

関連が増加している。一方、「原材料単価」▲67.6（前回▲ 42.6）は、原料高や需要増等の影

響により急激に上昇した。

　⑵�　現場の繁忙さを表す指標では、｢操業率｣▲1.6（前回▲18.5）、「受注残」▲1.6（前回▲4.4）、

「生産設備」2.5（前回▲7.9）と、改善してきているものの、業種や製造品目によっては、い

まだ休業を余儀なくされるところもある。

３．�来期については、｢来期受注｣ 18.7（前回 11.8）、｢来期採算｣ 1.2（前回 0.4）と、さらなる

改善傾向となっており、景況感は底を脱したと思われる。

４．�｢企業経営上の悩み｣ については、引き続き「受注不安定」が37.4（前回44.0）となっているが、

経済活動の回復により「人材不足」が25.2（前回21.4）と増加している。また、「原材料価格」

が13.4（前回8.7）と上昇しており、収益・資金繰りへの不安材料となっている。

５．�コロナ禍での生産活動のレベル向上に加えてワクチン接種の拡大等により、中国経済、北米経済

が確実に回復しており、これに伴って「売上高」などが増加してきている。国内においても緊

急事態宣言の効果で第4波が沈静化しつつあり、営業活動の再開で来期も更なる改善が見込まれ

る。しかしながら、依然として変異ウイルス・インド型の影響等により、状況が一変する懸念が

あり、国・県による資金繰りや雇用維持などの経営安定対策とともに、国による各種規制改革に

よる経済の活性化が必要と思われる。

DI調査結果（令和3年4月－6月期）
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「きでんスク－ル」

開催日（予定） テ－マ 受講料 定員

7 月 9 日㈮ 部下指導に活かすコーチング 3,000 30

7 月15日㈭～16日㈮ ISO9001内部品質監査員養成講座 20,000 20

8 月 6 日㈮ 品質管理 3,000 30

9 月17日㈮ 新初心者から始めるIoT導入のキッカケ講座 3,000 20

10月 8 日㈮ 製造現場で進めるコスト改善 3,000 30

10月22日㈮ 組織活性化のための「報・連・相」 3,000 30

11月 5 日㈮ 安全活動の進め方 3,000 30

11月26日㈮ ムダの発掘と改善 3,000 30

12月17日㈮ 5Sで仕事のやり方を変えよう！ 3,000 30

1 月21日㈮ ヒューマンエラーとポカミス対策 3,000 30

2 月18日㈮ メンタルヘルス研修 3,000 30

3 月11日㈮ ネクストリーダー研修 3,000 30

「技能継承スクール」

開催日（予定） テ－マ 受講料 定員

7 月20日㈫～21日㈬ 精密測定技術 4,000 10

7 月27日㈫～29日㈭ 有接点シーケンス制御の実践技術 4,500 10

7 月28日㈬～30日㈮ 工具研削実践技術（ドリル研削） 6,000 10

8 月 5 日㈭～ 6 日㈮ 生産現場に活かす品質管理技法（QC7つ道具） 3,000 12

8 月18日㈬～20日㈮ シーケンス制御による電動機制御の実務 5,500 10

8 月31日㈫～ 9 月 3 日㈮ 旋盤加工技術 5,500 12

10月19日㈫～22日㈮ 旋盤加工応用技術 6,000 12

11月 9 日㈫～10日㈬ 計測器管理技術 4,000 10

11月16日㈫～17日㈬ 精密測定技術（歯車・三針法などの特殊測定） 3,000 12

11月24日㈬～25日㈭ ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック 6,500 10

11月30日㈫～12月 1 日㈬ 半自動アーク溶接技能クリニック 7,000 10

11月30日㈫～12月 3 日㈮ フライス盤加工技術（エンドミル編） 7,000 10

※開催日は予定であり、延期または中止となる場合もあります。
※研修はコロナウイルス感染予防（検温、消毒、マスクの着用、換気等）に留意し、実施しています。

※ホームページからもお申し込みいただけます。　

　URL　https://www.tekkokiden.jp

令和３年度　研修スケジュールのご案内
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令和3年度　協会スケジュール
開催日 内　容

会　　　議
7 月13日㈫ 国際委員会
8 月24日㈫ 広報・情報委員会
9 月30日㈭ 正副会長会議

行　　　事
9 月30日㈭ 業界振興懇談会
10月 7 日㈭～ 9 日㈯ METALEX VIETNAM 2021
10月26日㈫～29日㈮ FBC上海2021ものづくり商談会

 会員情報　令和3年6月15日までにお寄せ頂いた内容を掲載しています。

◆代表者の変更
組合名 新代表者 会社名 新代表者
石川県鉄工団地㈿ 明石康宏 ㈱イシメックス 室井　進
小松鉄工機器㈿ 板尾昌之 SMC㈱金沢ブロック金沢営業所 大江宏之
白嶺機器㈿ 中村匠吾 技研㈱ 宮本秀一

㈱ビー・ケー・ティ 青木弘生
和宏精密㈱ 南　博之

◆住所変更
会社名 新住所 TEL/FAX
㈱横山商会 白山市横江町22街区1番 076-276-5711/076-276-5761

◆新会員の紹介　令和3年6月16日開催の理事会にて承認された会員企業を掲載しています。

会社名 代表者 住所 業種 TEL/FAX
アルム㈱ 平山京幸 金沢市戸水1-61 一般産業用機械・装置製造業 076-225-7743/076-225-7783

　令和3年度青年部会通常総会は、5月14日㈮に予定をしておりましたが、新型コロナウイルス感染防止の

観点から一堂に会しての開催を急遽見送り、令和2年度に続き、2年連続「書面同意」での実施となりました。

会員数74名に対し、66名の同意書提出をいただき、令和2年度事業報告・決算報告及び令和3年度事業計画・

収支予算並びに役員人事が、可決承認されました。今回の総会にて、7名の方々が青年部会を卒業されました。

これまでのご尽力に感謝申し上げます。

　また、本総会をもって、塩谷栄治代表幹事（石川可鍛製鉄㈱代表取締役社長）の任期が満了となり、新代

表幹事として高松機械工業㈱代表取締役社長の髙松宗一郎氏が就任されました。

【髙松宗一郎新代表幹事就任挨拶】

　本年度より青年部会代表幹事に就任いたしました、高松機械工業株式会社　髙

松宗一郎と申します。

　現在はコロナ禍で計画していた事業もなかなか思うように開催できない状況で

はありますが、青年部らしい新しいアイディアと、この状況だからこそ取り組む

べき事をしっかり行い青年部会を盛り上げて行きたいと思います。会員の皆さん

には、積極的な会への参加とご協力をお願い致します。また、青年部会に興味の

ある方はお声かけ頂ければ説明にあがりますので、会員または事務局までお気軽

にお声かけ願います。

青年部会だより

青年部会代表幹事
髙松　宗一郎

高松機械工業㈱
代表取締役社長
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