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九州シートメタル工業会
設　立　趣　意　書

’90年代初めまでの板金加工業界は、内需拡大、設備投資の両面から飛躍的 

躍進を遂げてきたが、’90年半ばにかけては円高不況・土地（建物）・株価下落

ここ数年は価格破壊、海外生産シフト等から来る製造コストダウン攻勢、大型

金融破綻が相次ぎいわゆるバブル経済の絶頂と崩壊という両極を体験し、福岡

県内板金加工業界も様々な問題に直面した｢激震の時代｣であったと思われます。

これからもますます深刻化する少子化による若年者の減少、高齢化社会、情

報化社会への加速、ソフトを含む技術の革新など複雑・多様な対応を迫られる

課題が山積しつづける企業、その中で私共、板金加工業界はこれまで福岡県下

を統一する組織もなく、福岡県の同業他社の動向はもとより、全国の板金加工

業界の動き、技術レベル、人材育成、環境改善、将来指向などについても情報入

手が困難でした。私共、板金加工企業各社の経営の舵取りは更に難しく、重大

な局面が日一日と迫りつつあると言えます。

この様な状況をいかに打破して、21世紀に向けた次代の発展をめざしてどの

ように活路を開いて行ったらよいのか。私共の共通のテーマがここにあります。

各企業が独自の施策、特徴を持って進まれることは勿論大切なことです。しか

し、それに加えて、これまで私共に欠けていた業界の横の繋がりを持つこと、そ

してその繋がりの中から必要な情報や知識を得る事、スケールメリットを生かし

た共同事業などもますます重要になって来ることでしょう。

こうした観点に立って私共は、『福岡県一帯の板金加工業界を統一する組織

を作り、技術情報・経営情報の交流、加工技術研究、経営研究、技能教育、人材

育成などを積極的に推進して、新たな時代を迎えるにふさわしい体制を整えて

いこう』という趣旨で、皆様と意を同じくすることができました。

従来の各社個々の企業活動に加えて、工業会という組織の設立こそが、板金

業界発展の大きな力となると確信する次第であります。

関係各位におかれましては、何卒、この趣旨を宜しくご理解戴き、ご賛同賜り

ます様、お願い申し上げます。

※2008年4月に発足10周年を期に活動を九州全体に広げるに伴い、九州シートメタル工業会と名称変更しました。

平成10年2月19日
福岡県シートメタル工業会

設立発起人代表　田名部　貢
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九州シートメタル工業会
会長
田名部　秀世

　此の度、九州シートメタル工業会は設立20周年を迎えることが出
来ました。
当会は、今から20年前の平成10年に福岡県シートメタル工業会とし
て発足いたしました。その後、徐々に県外からの加入が増えていった
ため、平成20年に九州シートメタル工業会へと名称を改めました。
　発足当時85社だった会員企業も、リーマンショックなど様々な景
気変動の影響により一時は55社にまで減少しました。しかしなが
ら、その後の会員拡大により、段 と々企業数も増加をしていき、今で
は79社にまで回復して参りました。
　現在、シートメタル工業会は全国に26団体あり、その中で九州
シートメタル工業会は創立が18番目となります。思い返せば、当会
発足時の初代会長　田名部 貢氏の苦労は大変なものであったかと
思われますが、今ではその会長職も二代目の高橋氏から三代目の長
澤氏へとバトンが引き継がれ、私で四代目となりました。
　当工業会の設立趣旨は、企業および従業員の技術技能の向上で
す。これは人材育成なくして企業の成長と発展はないとの考えからき
ているものでもあり、私どもは刻 と々変化する経済情勢と技術革新
に対応するために、国家資格である工場板金技能士資格検定の推
進を中心に、溶接クリニック、板金図面検定（全国初）、リーダー研
修、板金い・ろ・は研修（新人向け）など、様々な人材育成カリキュラ
ムをこれまで創設、実施して参りました。お陰さまで、皆さまのご尽
力とご協力に支えられ、工場板金技能士の合格者は、平成30年4月
現在までに、特級が8名、一級が89名を輩出するに至りました。ここ
に当会を代表し、皆さまに厚く御礼を申し上げる次第です。
　また、当会の青年部会である企画推進委員会の活動は、工業会の
活性化と発展に寄与するものであり、全国の工業会のなかでもトップ
クラスと賞される素晴らしい活躍を成し遂げております。特に、優秀
板金製品技能フェアにおける成績には目を見張るものがあり、直近
10年では大臣賞をはじめとする主要な賞を連続して受賞する企業を
多数、輩出するなど高い成果を上げております。
　いま、私たちは戦後2番目に長い好景気のただ中にあります。この
好景気に気を緩めることなく、いかなる環境の変化にも対応できる
よう新しい経営情報や加工技術の提供、ならびに経営研究や技能教
育をはじめとする人材育成の推進を積極的に進めて参ります。設立
20周年の節目に、関係各位の倍旧のご指導ご鞭撻をお願いするとと
もに、当会会員企業の益々のご発展をご祈念申し上げます。

式 辞
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九州経済産業局
局長
髙橋　直人

　九州シートメタル工業会の創立２０周年にあたり、謹んでお祝いを
申し上げます。
　ここ２０年の我が国経済を振り返りますと、創立の平成１０年は、
前年に発生した金融機関の経営破綻などの影響を受け、２４年ぶり
にGDPが減少した年でした。その１０年後の平成２０年はリーマン
ショックに代表され、その後、アベノミクスによる景気拡大、インバウ
ンド需要の拡大など経済状況に大きな変化がみられる一方、地方で
は少子高齢化、人口減少の影響が顕著となっています。
　貴工業会におかれては、福岡県シートメタル工業会として発足さ
れ、その後、一貫して技術情報・経営情報の交流、技能教育等を通
じて、地域経済の発展に多大な貢献をしてこられました。ここに、田
名部会長をはじめ、歴代の役員・会員の方々のご尽力に対しまして深
く敬意を表します。
　貴工業会が継続して実施されておられる技術研修は、匠の技を持
つ技術者を数多く育成されていると聞いております。現場の技術力
や、カイゼンを積み重ねる強い現場が、変わらぬ日本のものづくりの
強みです。
　今日、第４次産業革命が進展するなか、ＡＩやＩｏＴの登場により、
世界のあらゆる産業のあり方が大きく変わろうとしています。今後
は、これまでに培った日本の強みをＡＩやＩｏＴの技術と連携させ、更
なる強みに変えていく力、そして、現場で発生するデータを経営資源
として最大限活用する力が一層重要となっていくと考えられます。
データを介して様々な産業や企業がつながる「Connected 
Industries」を実現することで、新たなビジネスの創出や経済社会
課題を解決し、日本のものづくりが世界をリードし続けることを確信
しています。今後とも新しい時代における貴工業会の果敢な取り組
みに大いに期待しています。　
　政府としては、地方の活性化のために地方創生、すなわち各地域
がそれぞれの特徴を活かし、自律的で持続的な社会の創生を目指す
取り組みを積極的に支援しています。
　九州経済産業局といたしましても、「地域未来投資促進法」や「サ
ポイン事業」をはじめとする政策資源により、技術開発、人材育成等
に対する皆様の挑戦を全力で支援してまいります。加えて、熊本地
震や九州北部豪雨などの災害が発生する中、企業が被害を最小限
に抑えるための事業継続計画（BCP）の策定などにつきましても引
き続きサポートしてまいりますので、御理解と御協力を賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。
　結びに、九州シートメタル工業会及び会員の皆様方がこれまでの
２０年の歩みを礎に、今後益々の飛躍を遂げられますことを祈念い
たしまして、お祝いの言葉といたします。

祝 辞



7

福岡県知事
小川　洋

　九州シートメタル工業会が設立20周年を迎えられましたことを
心からお喜び申し上げます。
　貴工業会におかれましては、平成10年の設立以来、板金加工業
に従事する労働者の技術向上について、多くの優秀な「工場板金技
能士」を輩出するなど、板金加工業を通じて本県のものづくり産業
の振興にご尽力いただいております。田名部会長をはじめとする
役員の皆さま、そして会員企業の方々の熱意とご尽力に対しまして
深く敬意を表します。
　板金加工の技術は、自動車や産業機械、家電製品の構成部品
や、建築物の構成部材の製造など、私たちの暮らしを支える上で不
可欠な技術です。この優れた技術をしっかりと次世代へ継承してい
くため、引き続き業界の皆さまが一体となって充実した活動を展開
されますことを期待しています。
　今日、少子高齢化に伴う労働力人口の減少など、わが国の経済成
長を支えてきた「ものづくり産業」を取り巻く環境は厳しさを増して
います。
　このような中、県では、ものづくり産業分野の人材確保・育成を図
るため、熟練技能者による技能啓発イベントを開催するなど、技能
が尊重される社会づくりを推進しています。また、本県経済を支え
る中小企業の経営基盤の強化に対する支援や、地域の産業ニーズ
に即した公共職業訓練の実施など、「活力にあふれ成長力に富んだ
経済と魅力ある雇用の創出」を実現するための施策を進めていま
す。皆さま方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　最後に、九州シートメタル工業会の今後ますますのご発展と、
会員企業の皆さまのご健勝、ご活躍を心から祈念いたします。

祝 辞
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広島シートメタル工業会
会長
髙村　正和

　九州シートメタル工業会の皆様、この度は、20周年を迎えられ、
おめでとうございます。心よりご祝福申し上げます。
　20年という長期年月のご活動、ご隆盛を成し遂げられましたのは
歴代の会長様・役員の方々の優れたご指導力、また、会員の皆様の
ご努力によるものと推察申し上げます。
　貴工業会と、我が工業会は、隣の工業会ということもあり、発足当
時から、大変懇意にお付き合いさせていただいております。
　確か、福岡県シートメタル工業会として発足され、設立記念式典に
は、前会長の石本邦雄が参加させていただいたと記憶いたしており
ます。
　そして、10周年記念式典には、広島より多くの人が招待され、九州
シートメタル工業会と改名され益々発展しておられます。
　九州全土という大変広大な範囲の会員企業をリードされているこ
とに、頭が下がります。しかも、その中で、活動が活発で、次々、新し
い企画も創設されていらっしゃいます。
　優秀板金製品技能フェアにおいては、年々製品の技能が飛躍的に
上がる中、厚生労働大臣賞・経済産業大臣賞などを毎年授章され、
国内はもとより、全世界の板金業界をリードされており、その受賞回
数と技術は、驚異的なものがございますし、全国から称賛の的と
なっております。
　それも、貴工業会の会員の皆様方の団結力、向上心の賜と察せら
れます。
　板金図面検定など、全国に先駆け、新たな技能士検定の発掘にも
大いに貢献されています。当工業会も図面検定は利用させていただ
いております。
　貴工業会会員企業様とは、何回もお互いに見学交流をさせていた
だいております。昨年も、当工業会の視察として、田名部製作所様、
ナサ工業様を見学させていただきました大変ありがとうございまし
た。その素晴らしさには皆驚いておりました。
　数年前まで、九州・四国・中国地方のシートメタル工業会で、合同
の研修・親睦会を行っておりましたが、このおかげで、お互いの工業
会会員同士が、親しくなり、会話も弾むようになりました。今は、中断
しておりますが、ぜひ再開したいものと思っております。
　貴工業会が、今後30年50年と、益々活躍され、発展されることを
祈念いたしてお祝いの言葉とさせていただきます。

祝 辞
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株式会社 アマダホールディングス
代表取締役会長兼ＣＥＯ
岡本　満夫

　九州シートメタル工業会創立20周年を心からお祝い申し上げま
す。また、平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。
　貴工業会は、1998年に福岡県シートメタル工業会として発足され
ました。以来、直面してきた経済変動の波を乗り越え、今日を迎えら
れました。10年の節目には活動範囲を九州全域とし、一貫して地域
業界の人材育成、技能向上に努めてこられました。この間、厚生労働
省助成金支援団体への認定、技能検定の県内開催許可取得など業
界の地位向上に大きな貢献を果たしてきました。これも偏に歴代の
役員の皆さまそして工業会活動を支えてこられた会員の方々の努力
の賜と深く敬意を表します。

　九州地区は、製鉄、石炭を代表格とした素材産業に始まり、近年
は半導体関連や自動車関連の企業進出で産業構造が大きく変わっ
てきております。また、東アジアのハブ的な機能も期待され、次世代
産業地図の中心に位置する大変楽しみな地域でもあります。

　一方、世界に眼を向けると、Iot、AIを核とした新しいモノづくりが
始まろうとしております。いわゆる第4次産業革命と呼ばれるもので
す。弊社も、創業以来常に時代の先端をゆくマシン、ソフトをご提供
し、多少なりとも皆さまのお役に立てたのではないかと自負しており
ますが、次の20年も皆様のご期待に応えていくためには、新しい時
代の板金モノづくりをご提案していかなければならないと肝に銘じ
ているところでございます。

　貴工業会におかれましては、今後も人材育成、技能向上に努めら
れ、わが国シートメタル加工業界に大きな足跡を残されますよう願っ
ております。
　最後になりましたが､工業会並びに会員企業の皆様の益々のご発
展とご繁栄を祈念しお祝いの言葉といたします。

祝 辞
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株式会社 アマダホールディングス
専務取締役
柴田　耕太郎

　この度、九州シートメタル工業会が20周年をお迎えになられました
事、誠におめでとうございます。
　九州シートメタル工業会は、平成10年２月に福岡県シートメタル工業
会ということで発足されました。発足3年後に、私は福岡に赴任致しまし
て、それから今日までのご縁ということになります。現在では、8県79社
の会員が所属される九州シートメタル工業会へと飛躍されました。
　初代の工業会長は、株式会社三松の当時社長であられた田名部貢様
でした。斬新なお考えの持ち主で、企画推進、若手育成に注力され、全
員参画型の工業会の礎を築かれました。2代目は、株式会社ヒットの当
時社長であられた高橋均様、3代目はナサ工業株式会社 会長長澤儀久
様、現在は株式会社田名部製作所 会長田名部秀世様に工業会長をお
務め頂いております。私は歴代全ての工業会長とご一緒させて頂いてお
りますので、20周年を心からうれしく思っております。
　九州初の地域展を福岡で企画実行させて頂き、工業会の皆様方にご
支援頂いたこと、新設備をお考えのお客さまに会員様が門戸を開いて
工場見学をさせて頂いたこと等が矢継ぎ早に思い起こされます。特に株
式会社田名部製作所様にご案内させて頂いたお客さまからは、必ずと
いって良いほどご成果を頂き、本当に感謝しております。昨今、「共生・
協業」という言葉を見聞きしますが、九州では以前からこれが根付いて
おり、自然体でなされています。その寛容さを誇りに思います。1社では
実現困難である厚生労働省の助成金支援団体への工業会認定や、板金
技能検定試験の県内開催許可取得等、人材の高度化・教育訓練に取組
まれ、延べ200名近くの板金技能士誕生にも寄与されて来られました。
チャレンジ精神と先進的な視点で変化を捉えて、20年の歴史を築かれ
たと考えております。
　ここ数年、工業会正副会長賀詞交歓会時に、青年部の活動について
ご披露頂く催しをさせて頂いておりますが、九州の青年部の活動は、他
に抜きん出ており、「他の模範となる」との声も聞かれます。
　近年、IoTということが盛んに言われます。知能化や自動化が進むと
生産や品質が一律化して行くことが予想されます。「この状況下での差
別化ポイントは何か？」やはり私は“人財”だと考えます。若い力に期待で
きるということは、「明るい将来が約束されている」ということです。
　これからは、工場の内も外もネットワークで繋がる時代。便利である
反面、競争は益々グローバル激化して行きます。アマダグループは、昨
年70周年を迎え、「変革と挑戦」を掲げて100年企業に向けて邁進して
おります。切磋琢磨を続け、九州シートメタル工業会の皆様にも貢献さ
せて頂きます。引き続きましてのご支援をよろしくお願いいたします。
　末筆ながら、九州シートメタル工業会が50年、100年と続きますこと
を、また皆様のご発展、ご健勝を祈念させて頂きます。
　この度は、誠におめでとうございました。

祝 辞
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会 員 マ ッ プ

（有） アカホシ製作所
（株） 立売堀製作所 大阪工場
板付新軽金属 （株）
（株） イトコー
（株） 稲富プレス工業所
ウメザキシートメタル （株）
（有） エムテック
（有） 大賀製作所
（株） オンガエンジニアリング 
（株） 樫本商店
北九州住設 （株）
北原ウエルテック （株）
九機プレス工業 （株）
九州制盤 （株）
ケイエルテック （株）
（株） 玄海技研工業
（株） 研工
サンエイ技研工業 （株）
（有） 三光製作所
（株） 山水製作所
（株） 三松
三和金属 （株）
（株） 柴垣製作所
（株） 新栄製作所
（株） 伸栄金属製作所
伸興テクノ （株）
親和工業 （株）
（有） 宝
（株） タケシタ
竹下産業 （株）
（株） 田名部製作所
（株） 太郎兼光工業所
（株） 鶴元製作所
東野工業 （株）
ナサ工業 （株）
（株） ナダヨシ
（株） 西日本電機器製作所
西村ステンレス工業 （株）
（株） 日新工業
日新産工 （株）

日創プロニティ （株）
日本産業 （株）
日本厨房 （株）
博多シヤリング工業 （株）
（有） 橋本技研工業
八祥産業 （株）
（有） 早川プレテック
（株） 平山プレス工業所
（株） ヒロメンテナンス商会
（株） 福岡建興
ベルテクネ （株）
三葉電機工業 （株）
（株） 三藤製作所
（株） ヤスナガ
リョーユウ工業 （株）
（株） 共栄製作所
公栄工業 （株）
シンエイメタルテック （株）
（株） ダイニチ
（株） 中園製作所
日新電工 （株）
（株） 脇山製作所
（有） 岸川製作所
出口工業 （株）
中野鉄構 （株）
（有） 中村製作所
（株） アドヴァンス
（株） シマヅテック
（有） 真和ステンレス工業
（株） ダイチ
（株） ティービーエム
（有） ユー・アイ技研
（株） 修電舎
（株） 昭和
（有） 花菱精板工業
（株） 日向中島鉄工所
（株）ＮＴメタル
長嶺電機 （株）
新興電機 （株）

福岡

佐賀

宮崎

沖縄
鹿児島

山口

福岡

長崎

熊本
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（有）アカホシ製作所

TEL : 093-283-0657
〒811-4213
福岡県遠賀郡岡垣町大字糖塚1203-10

代表取締役　赤星 光二福
　
岡

（株）アドヴァンス

TEL : 096-286-8014
〒861-2236
熊本県上益城郡益城町広崎向峠1592-31

代表取締役　堀 良継熊
　
本

（株）立売堀製作所 大阪工場

TEL : 092-944-2251
〒811-3135
福岡県古賀市小竹5-1

九州工場長　梅本 泰司福
　
岡

板付新軽金属（株）

TEL : 092-574-3333
〒816-0921
福岡県大野城市仲畑1-10-20

代表取締役　武田 淳二福
　
岡

（株）イトコー

TEL : 092-932-2159
〒811-2101
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘4-1-10

代表取締役　糸井 光博福
　
岡

（株）稲富プレス工業所

TEL : 093-791-1812
〒808-0109
福岡県北九州市若松区南二島2-5-13

代表取締役　稲冨 靖彦福
　
岡

ウメザキシートメタル（株）

TEL : 0944-73-7657
〒832-0087
福岡県柳川市大字七ツ家970-1

代表取締役会長　梅﨑 政信福
　
岡

（有）エムテック

TEL : 092-931-2231
〒811-2207
福岡県糟屋郡志免町南里3-2-22

代表取締役　阿部 淳一福
　
岡

（有）大賀製作所

TEL : 092-934-1033
〒811-2124
福岡県糟屋郡宇美町若草2-3-1

代表取締役　佐野 晴信福
　
岡

（株）オンガエンジニアリング

TEL : 0947-28-3998
〒822-1101
福岡県田川郡福智町赤池474-117 

代表取締役　栗原 秀夫福
　
岡

（株）ＮＴメタル

TEL : 099-230-0594
〒891-0132
鹿児島県鹿児島市七ツ島1-4-9 

代表取締役　富永 典康鹿 

児 

島

ア

（株）玄海技研工業

TEL : 092-327-2868
〒819-1306
福岡県糸島市志摩松隈282-14

代表取締役　石井 光俊福
　
岡

（株）樫本商店

TEL : 093-751-6211
〒808-0022
福岡県北九州市若松区大字安瀬1-23

代表取締役　濱屋 慎吉福
　
岡

（有）岸川製作所

TEL : 095-865-2136
〒850-0077
長崎県長崎市小瀬戸町809-9

代表取締役　岸川 一義長
　
崎

北九州住設（株）

TEL : 093-751-8180
〒808-0022
福岡県北九州市若松区大字安瀬1-16

代表取締役社長　森戸 哲福
　
岡

北原ウエルテック（株）

TEL : 0942-32-4069
〒839-0801
福岡県久留米市宮ノ陣町宮瀬4-6-8

代表取締役　北原 明彦福
　
岡

九機プレス工業（株）

TEL : 093-293-2559
〒811-4304
福岡県遠賀郡遠賀町若松2606-3

代表取締役　定行 洋福
　
岡

九州制盤（株）

TEL : 093-621-4861
〒806-0011
福岡県北九州市八幡西区紅梅2-1-13

代表取締役　坪根 美直福
　
岡

（株）共栄製作所

TEL : 0955-46-4746
〒849-4152
佐賀県西松浦郡有田町広瀬甲1009-4

代表取締役　廣 道夫佐
　
賀

ケイエルテック（株）

TEL : 092-932-9775
〒811-2126
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-1-8

代表取締役　百田 周平福
　
岡

カ

会 員 名 簿
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公栄工業（株）

TEL : 0952-71-8111
〒849-0903
佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉2060-5

代表取締役　公門 康雄佐
　
賀

サンエイ技研工業（株）

TEL : 092-503-7003
〒816-0912
福岡県大野城市御笠川2-13-14

代表取締役　増田 治人福
　
岡

（有）三光製作所

TEL : 092-572-5025
〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2-2-40

代表取締役　坂上 武志福
　
岡

（株）山水製作所

TEL : 092-611-4080
〒812-0062
福岡県福岡市東区松島1-13-8

代表取締役　千葉 伸一福
　
岡

（株）三松

TEL : 092-926-4711
〒818-0013
福岡県筑紫野市岡田3-10-9

代表取締役　田名部 徹朗福
　
岡

三和金属（株）

TEL : 093-701-3155
〒808-0109
福岡県北九州市若松区南二島2-13-3

代表取締役　大和  啓介福
　
岡

（株）柴垣製作所

TEL : 092-946-9771
〒811-3122
福岡県古賀市薦野1439-1

代表取締役　柴垣 拓史福
　
岡

（株）シマヅテック

TEL : 0964-33-2528
〒869-0524
熊本県宇城市松橋町豊福342-1

代表取締役　島津 研三熊
　
本

サ

（株）昭和

TEL : 0982-34-3538
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町39-17

代表取締役　黒木 保善宮
　
崎

（株）修電舎

TEL : 0982-33-3789
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町39-112

代表取締役　一瀬 直行宮
　
崎

（株）研工

TEL : 093-481-5790
〒800-0115
福岡県北九州市門司区新門司1-14-18

代表取締役　下薗 利成福
　
岡

（株）新栄製作所

TEL : 092-410-0460
〒811-2202
福岡県糟屋郡志免町大字志免3-13-23

代表取締役　白水 靖久福
　
岡

（株）伸栄金属製作所

TEL : 092-939-1183
〒811-2315
福岡県糟屋郡粕屋町仲原4-3-1

代表取締役　貫 裕充福
　
岡

シンエイメタルテック（株）

TEL : 0952-44-2150
〒842-0065
佐賀県神埼市千代田町崎村551

代表取締役　田原 和幸佐
　
賀

伸興テクノ（株）

TEL : 093-772-5151
〒808-0109
福岡県北九州市若松区南二島2-2-12

代表取締役　井川 伸也福
　
岡

新興電機（株）

TEL : 0832-54-3661
〒751-0833
山口県下関市武久町2-21-17 

代表取締役　横川 忠行山
　
口

親和工業（株）

TEL : 092-933-3264
〒811-2114
福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠1291-2

代表取締役　入江 敏明福
　
岡

（有）真和ステンレス工業

TEL : 096-358-5757
〒861-4101
熊本県熊本市南区近見8-11-57

代表取締役　野口 寿郎熊
　
本

（株）ダイチ

TEL : 0968-78-7448
〒869-0123
熊本県玉名郡長洲町大字長洲2492-1

代表取締役　山本 大地熊
　
本

タ

（株）ダイニチ

TEL : 0942-96-2461
〒840-1105
佐賀県三養基郡みやき町大字寄人1280-1

代表取締役　江頭 孝之佐
　
賀
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会 員 名 簿

（株）タケシタ

TEL : 0944-33-2000
〒830-0423
福岡県三潴郡大木町大字大藪871

代表取締役　竹下 義人福
　
岡

竹下産業（株）

TEL : 0944-73-7111
〒832-0045
福岡県柳川市本町68-4

代表取締役　竹下 政敏福
　
岡

（株）太郎兼光工業所

TEL : 0942-38-6262
〒830-0048
福岡県久留米市梅満町265-1

代表取締役　井上 正通福
　
岡

（株）田名部製作所

TEL : 0942-51-7277
〒833-0032
福岡県筑後市大字野町327-1

代表取締役　田名部 淳福
　
岡

（株）鶴元製作所

TEL : 093-473-1922
〒800-0212
福岡県北九州市小倉南区新曽根1-8

代表取締役　鶴元 清一郎福
　
岡

（株）ティービーエム

TEL : 0964-23-0505
〒869-0404
熊本県宇土市走潟403-1

代表取締役　松枝 俊博熊
　
本

出口工業（株）

TEL : 0958-81-3348
〒851-2106
長崎県西彼杵郡時津町左底郷1-7

代表取締役　出口 雄一郎長
　
崎

東野工業（株）

TEL : 092-934-0625
〒811-2126
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-11-33

代表取締役　東野 秀一福
　
岡

（株）中園製作所

TEL : 0952-52-3209
〒842-0007
佐賀県神埼市神埼町鶴3854-6

代表取締役　中園 吉信佐
　
賀

ナ

（有）宝

TEL : 0946-72-2907
〒838-1702
福岡県朝倉郡東峰村大字福井2809-1

代表取締役　伊藤  務福
　
岡

中野鉄構（株）

TEL : 0958-82-0362
〒851-2108
長崎県西彼杵郡時津町日並郷3611

代表取締役　中野 匤長
　
崎

長嶺電機（株）

TEL : 098-878-2121
〒901-2134
沖縄県浦添市港川512-28

代表取締役　長嶺 義貢沖
　
縄

（有）中村製作所

TEL : 0958-82-5688
〒851-2102
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷611-1

代表取締役　中村  敬明長
　
崎

ナサ工業（株）

TEL : 092-932-1126
〒811-2115
福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷1323-1

代表取締役　長澤 貢多福
　
岡

（株）ナダヨシ

TEL : 092-944-4755
〒811-3134
福岡県古賀市青柳194番地

代表取締役　植木 剛彦福
　
岡

（株）西日本電機器製作所

TEL : 093-381-3531
〒800-0039
福岡県北九州市門司区中町4-1

代表取締役　江戸 正勝福
　
岡

西村ステンレス工業（株）

TEL : 092-947-0543
〒811-2414
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1043-1

代表取締役　西村 俊治福
　
岡

（株）日新工業

TEL : 092-935-6901
〒811-2112
福岡県糟屋郡須惠町大字植木1257-11

代表取締役　佐藤 昭彦福
　
岡

日新産工（株）

TEL : 092-932-4181
〒811-2114
福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠1432

代表取締役　林 高英福
　
岡

日新電工（株）

TEL : 0955-46-3990
〒849-4174
佐賀県西松浦郡有田町上本丙76-5

代表取締役　木原 信吾佐
　
賀
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日本産業（株）

TEL : 093-581-3513
〒803-0821
福岡県北九州市小倉北区鋳物師町1-1

代表取締役　中上 宗嗣福
　
岡

日本厨房（株）

TEL : 092-410-1851
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1187-7

代表取締役　大庭 有朝福
　
岡

博多シヤリング工業（株）

TEL : 092-411-4065
〒812-0008
福岡県福岡市博多区東光2-9-25

代表取締役　野村 圭昭福
　
岡

（有）橋本技研工業

TEL : 093-222-3066
〒807-0133
福岡県遠賀郡大字芦屋1243-1

代表取締役　橋本 亮信福
　
岡

八祥産業（株）

TEL : 093-571-1921
〒803-0801
福岡県北九州市小倉北区西港町3-6

代表取締役　原田 龍太郎福
　
岡

（有）花菱精板工業

TEL : 0982-33-7464
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町39-9

代表取締役　稲田 健宮
　
崎

（有）早川プレテック

TEL : 093-293-8530
〒811-4301
福岡県遠賀郡遠賀町島津字野々後484-1

代表取締役　早川 和寿福
　
岡

（株）日向中島鉄工所

TEL : 0982-52-7215
〒883-0062
宮崎県日向市日知屋17148-9

代表取締役　島原 俊英宮
　
崎

ハ

（株）平山プレス工業所

TEL : 092-932-4177
〒811-2114
福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠1432

代表取締役　平山 茂美福
　
岡

（株）ヒロメンテナンス商会

TEL : 0940-62-0021
〒811-3502
福岡県宗像市江口83-5

代表取締役　畑 博一福
　
岡

日創プロニティ（株）

TEL : 092-552-3749
〒815-0035
福岡県福岡市南区向野1-15-29

代表取締役　石田 徹福
　
岡

（株）福岡建興

TEL : 0944-72-7121
〒832-0827
福岡県柳川市三橋町蒲船津1366-5

代表取締役　野田 徹郎福
　
岡

三葉電機工業（株）

TEL : 092-411-6161
〒812-0092
福岡県福岡市博多区東那珂1-15-71

取締役　中村 登福
　
岡

（株）三藤製作所

TEL : 092-938-2409
〒811-2301
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈665-1

代表取締役　藤  伸次福
　
岡

（有）ユー・アイ技研

TEL : 0968-64-9050
〒864-0023
熊本県荒尾市水野1725-18

代表取締役　宮本 健司熊
　
本

（株）脇山製作所

TEL : 0955-74-3431
〒847-0804
佐賀県唐津市後川内1401-1

代表取締役　脇山 和人佐
　
賀

マ

（株）ヤスナガ

TEL : 0944-63-2141
〒832-0811
福岡県柳川市三橋町大字中山310

代表取締役　安永 修福
　
岡

ヤ

リョーユウ工業（株）

TEL : 092-933-6811
〒811-2126
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-3-5

代表取締役　諸石 裕福
　
岡

ラ

ワ

ベルテクネ（株）

TEL : 092-932-4166
〒811-2114
福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠1495-1

代表取締役　鐘川 喜久治福
　
岡
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板金 技能 検 定

■板金技能検定年度別合格率推移

■検定員コメント
　九州シートメタル工業会が創立20周年を迎えられますことを心からお祝い申し上げます。
長年にわたって九州のシートメタル業界発展のためにご尽力をされてこられました歴代の役員
の皆様、支えてこられた企業様、そして関係する多くの方々の努力の賜物だと思います。
　私は、工場板金・数値制御タレットパンチプレス作業の技能検定員を15年以上務めさせて
頂いております。
　技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検
定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向
上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。工場板金という
職種分類には「数値制御タレットパンチプレス作業」と「機械板金作業」の二つの作業があ
り、九州シートメタル工業会からこれまでにのべ290名の板金技能士が誕生しています。
　思い起こせば、私自身がこの技能検定2級を受検したのが1998年で、まさに九州シートメタ
ル工業会の前身である福岡県シートメタル工業会が発足した年でした。
当時の技能検定では自動プログラミング装置の使用が認められておらず、方眼紙に手書きで
展開図を作成した後、Gコードを手書きでコーディングしていくという検定方法が採られてい
ました。社内でもまだ紙テープによるNCコードのやりとりが行われていたことを思い出します。
　時代の流れとともに技能検定のあり方も変わっていき、現在では自動プログラミング装置を
使用した展開とプログラミング、パンチレーザー複合機を使用した検定作業となっています。
「昔に比べるとずいぶん楽になったなあ」と感慨深いですが、受検者の中には日ごろはプログ
ラムだけをやっていたり、逆に機械操作だけをやっていたりする方もおられるようで、時間がか
かったり、慣れない手つきで一生懸命作業しているのを後ろから見ていると、心の中で「頑張
れ」と応援したくなります。時には明らかに準備不足な受検者もおり、しっかり練習と対策をし
て臨んで頂きたいと思います。
　受検者の皆様には、技能検定がきっかけとなってのスキル向上はもちろんのこと、いろんな
人とのつながりを大切にし、広い視野を持った技術者へと成長して頂きたく、自分もそうあり
たいと考えています。
　技能検定員を務めさせてもらっている中で、設問のあり方や採点方法、注意事項等に疑問を
感じた時にこちらから提案して改善につながったこともあります。ロボットやAIといった技術革
新が進む中、技能検定の方法も変わっていくことが不可欠となっていきますが、これからもよ
りよい技能検定を実施していけるよう微力を尽くして参ります。
　最後になりましたが、九州シートメタル工業会の今後のご発展を祈念し、あらためまして敬
意を表しますとともに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

株式会社三松
極微細加工ライン ライン長
宮田　信一
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板金図面検 定

■板金図面検定について

■検定内容
【Ⅰ】板金図面検定制度について
（1）板金図面検定の概要
図面検定は、工業会会員企業を対象に『板金加工に従事する者が、そのレベルに応じて身に付けるべき図面の
知識や技術を体系的に習得させ、試験を通じて客観的な評価基準を提供し、働く人々の技能と地位の向上を図
る事を目的として』九州シートメタル工業会にて実施されるものです。
（2）板金図面検定の実施機関
図面検定は、九州シートメタル工業会が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については職業訓練
法人アマダスクール及び㈱アマダが、試験の実施については九州シートメタル工業会がそれぞれ行なう。
（3）板金図面検定の試験内容
図面検定試験は、級区分ごとに学科試験と実技試験が実施されます。

・製図用語、記号がわかる 
・寸法記号がわかる 
・溶接記号がわかる 
・CAD用語がわかる 
・板金材料がわかる 
・展開がわかる 
・【A群（真偽法）】30問 
・【B群（多肢択一法）】26問 
・【C群（筆記法）】6問（1・2級共通） 

・2～4回曲げ（90°）
・両引き、片引きの突合せ
・内折込、外折込
・基本的な展開計算ができる

学科・実技試験の合計140点以上（200点
満点）とする。※但し、学科・実技どちらも
最低60点以上が条件

学科・実技試験の合計160点以上（200点
満点）とする。※但し、学科80点・実技60
点以上が条件

・4～8回曲げ（90°、鈍角）
・両引き、片引きの突合せ
・内折込、外折込
・重ね合わせ
・複雑な展開計算ができる

60分 60分

90分 90分
展開問題-５問、展開計算問題

合格点

学
科
試
験

実
技
試
験
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セミナー

■参加者数、参加企業数推移

■当工業会オリジナルセミナーについて

板金い・ろ・は研修

新入社員を対象に、社会人としての基本だけで
なく、板金業界の位置づけや板金加工の基礎を
学び、板金が好きな人材を育てる事を目的とし、
メイン研修（社会人のマナー、板金加工基礎、板
金業界位置づけ・加工の流れ・モノづくりの意
義、社長への手紙、決意表明）、フォロー研修（3
か月間の職場経験を振り返り、自己変革のポイン
トを明確化）、工場視察（研修参加企業を視察、
受講生が会社説明、工場案内を実施）の3部か
ら成る。

セミナー参加者・参加企業数推移

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
（人・社）

H29年度H28年度H27年度H26年度H25年度H24年度H23年度H22年度H21年度H20年度H19年度

問題解決（不良削減）実践訓練 参加企業数問題解決（不良削減）実践訓練 参加者数
リーダー能力強化 参加企業数リーダー能力強化 参加者数
板金い・ろ・は研修 参加企業数板金い・ろ・は研修 参加者数

パワーアップ研修 参加企業数パワーアップ研修 参加者数

参
加
者
数
・
参
加
企
業
数



20

パワ－アップ研修会

リーダー及び中堅社員を対象に、主体的に職場
課題を抽出し、自ら設定した目標達成に向け、周
囲の協力を得て改善実施し、成果発表（報告）で
きる人材を育てる事を目的とし、メイン研修
（リーダーの在り方やリーダーシップを生かした
職場改善ノウハウの習得）、フォロー研修（職場
での実践の進捗確認と発表練習を通して改善の
完成度を向上）、成果発表会（経営者や上司を招
き、各10分の改善成果発表）の3部から成る。

リーダー能力強化セミナー

リーダー及び後継者を対象に、パワーアップ研修
より更に踏み込んだ内容で、リーダーとしての資
質を高める事を目的とし、「職場パワーを高め
る、リーダーの日常行動ポイント」「職場パワー
は、上司力（リーダーシップ）で決まる！」「部下
のヤル気を高め維持するリーダー職務ノウハウ」
「自ら考え判断し、的確な行動が積極的にでき
る部下を育てる」の4つの独立したテーマで構成
される。

問題解決（不良削減）実践訓練

管理監督者及び中堅社員を対象に、「不良削減」
をテーマにＱＣ手法を習得し、問題解決（不良削
減）力を強化する事を目的とし、メイン研修（不
良削減の重要性、ＱＣアプローチ、ＱＣツール使
用訓練、例題演習によるステップ毎のアプローチ
訓練）、フォロー研修（実態報告･テーマ選定･目
標設定状況のフォロー、要因解析･原因追及発
表準備のサポート）、成果発表会（経営者や上司
を招き、実践成果を発表）の3部から成る。
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職業訓練法人
アマダスクール
鈴木　淳一 先生

　九州シートメタル工業会 設立20周年おめでとうございます。
　職業訓練法人アマダスクール在籍の鈴木淳一です。貴工業会事業として
毎年度開催している各種社員研修の講師を平成19年度より継続して担当
させていただいております。

　実はそれ以前も九州地区とは長いご縁があります。工業会活動とは別で
すが、九州地区では平成6年～11年頃に、㈱アマダ在籍中に担当職務に関
連していた生産管理セミナーや、5Sセミナー、現場改善セミナー、
ISO9000認証取得セミナーなどを、博多駅前のホテルを会場にして講師を
担当させて頂いた記憶があります。当時在籍した㈱アマダプラント推進部
や、コンサルティング事業部（今はもう残念ながら部署がありません。）在
任中は、九州地区で大手企業の九州進出や既存工場の生産力増強等の案
件や、板金加工企業様の新工場建設やISO取得、現場改善サポート等のお
手伝いなどを多くのお客様で関わらせて頂きました。
　当時を振り返れば、平成に元号が変わり、九州地区に大手企業の大規模
拠点工場の新設が相次いで進出が始まった時期です。九州地区で板金加工
の仕事の幅が拡大し、仕事量の大幅な増加に急激に転じた頃のように記憶
しています。以後、九州地区では工業会会員企業様を中心に多くのご努力
や積極的な設備投資などにより、現在では各企業様の大きく発展され現在
に至っています。

　その後、担当職務の変更で、しばらくの間は九州地区とは縁遠くなってお
りましたが、全国工業会支援部門に異動となり、平成19年度から太宰府の
研修センターを会場に開催していた初期のリーダーパワーアップ研修から
講師担当させていただくようになりました。　　
　以後10年間継続して、研修内容のご提案や、企画委員会からのご要望に
より研修内容の改定や変更を行いながら継続して進めてまいりました。本
年度からは、問題解決（QC）実践研修が増え、4本立ての構成で研修を
行っております。
　他工業会でも各種研修講師を行っていますが、全国の工業会の中でも会
員数も多く、経営者の皆様が「社員の能力開発に一番積極的に取り組んで
いる」工業会となっています。私の担当研修だけではなく、他の講座やセミ
ナーなども、受講者数も多く、参加者の「学ぶ意欲や熱心さ」は素晴らしい
ところがあります。また担当する研修構成も、職務階層別に構成しており、
以前受講された方との再会や、先輩後輩との出会いなどもあり、担当する側
としても、とても楽しみなものになっております。

　「企業は人なり」「人財育成」などの言葉があるように、企業発展の源泉
は、「社員の保有能力とヤル気、実践経験」がキーポイントであり、差別化
の大きな源泉です。社員に新たなチャンスを与え、新たな潜在能力を引き出
す。時間は必要かも知れませんが、努力を継続できる社員であれば、必ず素
晴らしい成果が得られると考えております。
　今後も、貴工業会の多様な各種企画や活動を通じて、九州シートメタル
工業会会員各社の益々のご発展を祈念いたします。

セミナー講 師コメント
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職業訓練法人
アマダスクール
生駒　由次 先生

　九州シートメタル工業会20周年おめでとうございます。私は創立
以来技能検定にかかわらせていただきました。過去19年間に受験者
650名合格者300名です。貴工業会の皆様の検定に対する熱意の表
れかと存じます。貴工業会が発起されたとお聞きしています図面検
定を始めてから10年で受験者500名合格者240名になります。特に
図面検定については他の工業会では自然消滅した所が多い中で今
年も82名が受験されました。貴工業会の学習に対する熱意の表れ
には感服いたします。技能検定では初期の頃学科が100問もありそ
の解説にこちらの方が勉強させられてしまいました。日頃業務に追
われてなかなか学習する機会がとれない従業員の皆様には大変励
みになるよい機会だったのではないかと思います。
　検定の中身について初期には機械板金作業はシャーリングマシ
ン、コーナーシャRGを使っての箱作り、タレットパンチプレス作業で
は頭脳計算で展開図を描きGコードで割り付ける課題でした。今は
ブレーキもNC機能を使用、展開も自動プログラミング装置を使用
可になりました。又学科もほとんど出回っていない機械についての
問題もあります。今本当に現場で求められている技能とは何なのかを
図面検定をも含めて問題をご覧になってご意見をお聞かせ願います。
　技能検定、図面検定も今後共継続させ貴工業会の益々の発展を
お祈り申し上げます。

職業訓練法人
アマダスクール
津留崎  晃一 先生

　九州シートメタル工業会創立二十周年、誠におめでとうございます。
　貴工業会は、全国26工業会の中で研修会の年間開催数が最も多
く、参加人数も群を抜いております。勿論、参加者の皆様は熱心に研
修に臨んでおられます。
　これは、偏に工業会会員企業の皆様のご理解とご支援の下に成り
立っているものと感謝しております。
　二日間研修の合間のお楽しみ行事として、一日目の晩に懇親会が
催されますが、正に参加者同士の懇親に役立っています。毎回、二日
目の研修会の雰囲気が、初日に比べて和やかになっています。
　研修の間に懇親会が含まれる例は、他の工業会ではあまり多くな
いようですが、ここ九州では参加者の皆様にとって大変有意義な時
間になっていると感じます。
　結びになりますが、今後とも工業会研修の継続をお願いするととも
に、貴工業会の益々のご発展と皆様のご健勝をお祈りいたします。
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技能フェア

優秀板金製品技能フェアと九州シートメタル工業会の歩み

■受賞歴
銀賞

チェーンケース

板金加工部品の部

（株）田名部製作所

 『アマダ優秀板金製品技能フェア』は1989年（平成元
年）より毎年開催しており、今年度は節目となる、30回
目を迎えました。
　国内外の板金加工技術・技能の交流と向上を目的
に、平成元年より毎年開催して、時折、時代に合わせて
部門数、部門名を変えながら、現在は5つの部門に分か
れています。
　毎年5月ころから製品を募り、10月末に締切り、11月
から翌年2月までの審査を経て、3月に表彰式を行って
います。審査は、学会、工業会、アマダ・ソリューション
センター来場者、そして別途選出されている審査員に
よって行われ、各ジャンルの優秀製品には金・銀・銅の
各賞のほか、厚生労働省、経済産業省、中央職業能力
開発協会、日刊工業新聞社そしてアマダから賞が贈ら
れています。
　第25回フェアからは、高度な技能・手法を用いた製
品に厚生労働大臣賞が、加工法・加工技術が高度で、
業界に貢献すると思われる製品に経済産業大臣賞が
授与されるようになりました。
　製品の募集は次の5部門にわけて行います。

技能フェアとは
①単体品の部
※原則として、1枚の素板から製作した製品の部
1枚の展開素板からつくられたことを
特徴とする板金加工品。

②組立品の部
※複数部材を組み合わせてつくられた製品の部
複数の加工部材を組み合わせたことを
特徴とする板金加工品。

③高度溶接品の部
製品の如何を問わず、製作に際して、溶接の技術・
技能に優れて特徴のある板金加工品。
④造形品の部

⑤学生作品の部

造形の考案とその表現技能に特徴のある板金加工品。

第21回
2009年 銅賞

業務用ペットバス（ミニチュア1/15）

溶接を主体とする組立品の部

（株）ナダヨシ

第21回
2009年 中央職業能力開発協会会長賞

宝箱（樹脂成形金型1/2サンプル）

溶接を主体とする組立品の部

（株）ナダヨシ

第22回
2010年 銅賞

花瓶

造形を主眼とする組立品の部

（株）田名部製作所

第22回
2010年

厚生労働大臣賞

シューター

板金加工部品の部

（株）田名部製作所

第23回
2011年 銅賞

カスタム三輪車

溶接を主体とする組立品の部

シンエイメタルテック（株）

第23回
2011年 厚生労働大臣賞

攪拌機

板金加工部品の部

（株）田名部製作所

第24回
2012年 経済産業大臣賞

スクリューフィーダー

組立品の部

（株）田名部製作所

第25回
2013年

高等学校、高等専門学校、大学、職業訓練校等におい
て金属加工、板金加工等を学んでいる学生からの作
品。企業の出品作品とは異なる分野で審査します。
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参加意義

　出品の仕方は会社によって様々です。『今年は君の
番だ、がんばれよ』というトップダウン方式のところ、
作りたい人に立候補してもらうところ、資格を取った
社員から選ぶところ、社内コンテストの優秀作品を
提出するところ、製作グループを結成するところ、会
社行事として全体でとりかかるところ、新入社員に
必ず提出させるところ、社員が勝手に応募している
ところなど、決まった形はありませんし、どの出品の
仕方が有利というのもありません。しかしいずれに
せよ会社に経験という財産が残るのは間違いない
ようです。
　何回か出品して他社の作品を見て表彰式での批評
を聞けると、改善点やポイントとなるところがなんと
なくですがわかるようになって、次回に生かそうと思
うところが出てきます。同じテーマで前回の教訓を生
かし挑戦するものや、違う部門で挑戦するものも参
考になるものがあるはずです。
　また、受賞した先輩のアドバイスを聞くという交流
も深まりますし、先輩にでかい顔されたので見返して

やりたいとモチベーションをあげる人もいます。
　通常業務をこなしながら出品作品の製作をするこ
とは大変なことです。社のみんなが帰った後で一人
残ってかかるのは気持ちが暗くなりがちですし、通常
業務が忙しさのピークのときには全く作品に触れるこ
となく、何週間も過ぎていくこともあります。
　うまくいかずに一度残材箱にいれて、『まてよ？こ
のやりかたならどうだろう？』と残材箱にまた取りに
戻る。思い通りの形にならず最初から作り直す。溶接
がしにくいから切り込みや展開を変えよう、研磨機が
入らないから段取りや溶接個所を変えよう、最終的
にきれいに仕上がるように設計からやり直そう。そう
した苦労をして10月の締切りに間に合わせたときは
それだけで達成感に満たされます。
　そういった気持ちを持って製作した人たちは戦友の
ようなもので会社の中に一体感が生まれます。
　また表彰式や懇親会で他社の方と技術話をする
と、日頃後輩社員に通じない製作の苦労話に花が
咲き、一気に打ち解けるのです。

銅賞

時空（自在置物）

造形品の部

（株）太郎兼光工業所

第25回
2013年

銅賞

日本パズル

組立品の部

（株）鐘川製作所

第25回
2013年金賞

壷

単体品の部

ナサ工業（株）

第25回
2013年 金賞

昇開橋

組立品の部

シンエイメタルテック（株）

第25回
2013年 金賞

幼稚園用手洗いシンク（1/3ミニチュア）

高度溶接品の部

（株）ナダヨシ

第25回
2013年

厚生労働大臣賞

240面体

単体品の部

（株）ナダヨシ

第27回
2015年銀賞

御神輿台車 装飾ホイール

高度溶接品の部

（株）ナダヨシ

第26回
2014年経済産業大臣賞

フィルター

組立品の部

（株）田名部製作所

第26回
2014年
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技能フェア

目指すのは未来に向けての技術向上
　賞を頂くと、日刊工業新聞等に掲載されることによ
り、お取引の引き合いや見積り依頼や、他の新聞・テ
レビの取材、展示会の依頼など今までになかった問
い合わせが増えます。
　また以下のような話もあります。不況で会社の業
績が振るわない中、受賞した会社にメーカーが、「こ
の会社がうちの加工機を使ったらどんなふうに使う
だろう？」と売り込みに来る。会社としてもその加工
機があれば技術も生産性も上がる。しかしお金はな
い。ダメもとで金融機関に「業績が悪いのですがお
金借りられますか？」と聞いたところ、「どうぞ！」と
快い返事。どうして貸してくれるのかと尋ねると「金
融機関は決算書だけではなく、どういった取り組みを
して業界からどのようにみられているかというのも評
価のひとつとして見ています」といわれたそうです。そ

うして購入できた加工機を使って数年後更に良い賞
を受賞したそうです。
　もちろん最初からそんな効果を期待してフェアに
出品してもかかった時間や労力に見合わなかったと
嘆く結果になりかねませんから、長い目で見た先行
投資、社員の技能向上に重きを置くという考え方で
当たられた方が良いと思われます。
　どんなに「これは最高のものができた！」と自社で
褒められても賞がもらえるかどうかは発表されるま
でわかりません。ですから一番大事だと思われるの
は最後まであきらめず、妥協せずひとつの作品を作り
出す過程です。
　今まで出品経験のない会社の方はぜひ社員教育
や技能向上の場として参加してみてください。その過
程の経験こそが財産です。

■受賞歴
経済産業大臣賞

ボルト、ナットM200

高度溶接品の部

シンエイメタルテック（株）

第27回
2015年 銅賞

選手用水風呂（1/4モデル）

高度溶接品の部

（株）ナダヨシ

第27回
2015年銀賞

パスBOX（受け渡しBOX）

組立品の部

（株）ナダヨシ

第27回
2015年板金技能名人賞

水車

組立品の部

（株）田名部製作所

第27回
2015年

銅賞

M100六角ボルト、ナット

造形品の部

ナサ工業（株）

第27回
2015年 銀賞

ステンレス胡蝶蘭

造形品の部

（株）ナダヨシ

第28回
2016年銀賞

エレキギター

組立品の部

（株）田名部製作所

第28回
2016年経済産業大臣賞

スケルトンエスカレーター

組立品の部

ナサ工業（株）

第28回
2016年

銅賞

ボール型オブジェ

単体品の部 単体品の部

ナサ工業（株）

第28回
2016年 銀賞

オードブル保温器

高度溶接品の部

（株）ナダヨシ

第29回
2017年金賞

遊星歯車

組立品の部

シンエイメタルテック（株）

第29回
2017年厚生労働大臣賞

FLAT-PANEL-CHAIR
ナサ工業（株）

第29回
2017年
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業界のさらなる発展を願って
　毎年、学生作品の部でも、多くの優れた作品が出
品されています。板金加工の将来に大いなる期待を
抱かせます。学校の先生の主導で製作したり、生徒
が卒業制作として製作したり、普段の授業の延長で
作ったものを出品したりしています。「出品する生徒
は就職内定率が高いんですよ」という話も表彰式の
後の交流会で聞きました。
　そういった生徒が板金加工の会社に入り、また企
業の代表として出品する、そんな伝統ができてくると
ますます楽しく、レベルの高いフェアになっていくで
しょう。
　九州シートメタル工業会の会員企業の出品作品は
凄いです！！毎年のように上位の賞を頂いています。
他の工業会から「また九州か！」といわれるほどで

す。技能フェアでの評価が九州全体の板金加工技術
の高さの評価となってきています。日本の板金処（ば
んきんどころ）となって、九州に仕事を持ってくる力と
なって、全体で盛り上がっていけるといいですね。
　最後に技能フェアにあたって、長年多大なご厚意と
ご支援を賜りました株式会社アマダ様、貴重な製品
の出品をご快諾いただいた板金加工に携わる皆さま
方、ご後援くださった省庁・企業・諸団体の方々、ご
協賛・ご協力いただいた学会・関係者の方々に、心よ
り御礼申し上げます。
　今後もたくさんの会社が切磋琢磨して、高度な加
工技術、優れた加工技能が着実に進歩し、業界のさ
らなる発展に繋がるように願っております。

銅賞

Moving blades

組立品の部

ナサ工業（株）

第29回
2017年 日刊工業新聞社賞

Stitched Tubering

単体品の部

ナサ工業（株）

第30回
2018年経済産業大臣賞

ウォームギア

組立品の部

シンエイメタルテック（株）

第30回
2018年銅賞

METAL DICE

高度溶接品の部

ナサ工業（株）

第29回
2017年

神奈川県知事賞

ギアクロック

組立品の部

ナサ工業（株）

第30回
2018年 銅賞

三重らせん回転部品

組立品の部

（株）田名部製作所

第30回
2018年銀賞

ステンレスおせち容器

高度溶接品の部

（株）ナダヨシ

第30回
2018年金賞

ステンレス薔薇花束

造形品の部

（株）ナダヨシ

第30回
2018年

銅賞

じょうろ

高度溶接品の部

ナサ工業（株）

第30回
2018年
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視 察 研 修

■これまでの視察研修

平成10年度  第1回

平成12年度  第2回

平成13年度  第3回

平成14年度  第4回

平成15年度  第5回

平成16年度  第6回

平成17年度  第7回

平成18年度  第8回

平成19年度  第9回

平成20年度  第10回

平成21年度  第11回

平成22年度  第12回

平成23年度  第13回

平成24年度  第14回

平成25年度  第15回

平成26年度  第16回

平成27年度  第17回

平成28年度  第18回

平成29年度  第19回

10社／13名

17社／21名

17社／18名

18社／44名

16社／35名

11社／20名

19社／34名

19社／31名

21社／31名

9社／13名

16社／26名

16社／27名

14社／21名

15社／23名

14社／24名

9社／12名

14社／20名

11社／20名

17社／26名

開催年

静岡

長野

愛媛

会員企業

会員企業

広島

名古屋

北海道

東大阪

中国上海

千葉

静岡

宮崎

京都

茨城

中国上海

名古屋

東北

沖縄

開催地

玉吉製作所様

（有）タカノ様／（株）堀井製作所様

日新製鋼（株）様／愛建電工（株）様

（株）三松様／（株）イトコー様／ナサ工業（株）様

ヒット（株）様／トヨタ自動車九州

（株）アールテック・リジョウ様／（株）高村興業所様

（株）日洋工業様／名古屋万国博覧会

（株）ワールド山内様

（株）タナカファクトリー様／田中電工（株）様

上海国際機械見本市／キングダム プレシジョン様

（株）インスメタル様／正幸産業（株）様

（株）ヤマイチ様／（株）関東精工様

（株）ミヤザキ様／黒木本店様

西垣金属工業（株）様／伊東板金工業（株）様

日本ゲージ（株）様

維益埃電器成套有限公司・忠嗣金属様／FBC2014上海展示会

（株）稲熊製作所／（株）タニテクニカル様／メッセナゴヤ異業種展示会

三光総業（株）様／（株）ネクスト様

長嶺電機（株）様／オリオンビール（株）様

視察先 参加社数/人数
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九州シートメタル工業会　会則

［名称］
本会は九州シートメタル工業会と称する。

［目的］
本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため広く親睦をはかり、教育・技能・
経営等の業界に関わる諸問題の研究をする。

［事業］
本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
（１）技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。
（２）教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。
（３）経営及び経済・社会に関わる懇話会。
（４）関係団体との連絡協調。
（５）会員の親睦交歓・健康維持、その他必要と認める事業。

［会員］
（１）正会員
本会の会員資格は原則として、九州地域に在籍する板金加工機械を使用して製造をする企業とし、
商社・代理店等転売を目的とする企業は除くものとする。
但し、本会事務局はこの限りではない。

［入会］
本会に入会を希望する企業は、所定の手続きにより申込み、役員会の承認を得るものとする。

［役員］
（１）本会に次の役員を置く。
　顧問…………………若干名
　会長…………………1名
　副会長………………若干名
　会計…………………2名以内とする
　幹事…………………若干名
　監査…………………若干名
（２）会長・副会長は、役員の互選とする。
（３）副会長は、支部長を兼任する。
（４）顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。

［役員の任期と選任］
役員の任期は2年とし、総会において選任する。但し、留任は妨げない。

［役員の職務］
（１）会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。
（２）副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
（３）会計は経理を管理する。
（４）幹事は会長・副会長を補佐し、会務を司どる。
（５）監査は、本会の会計を監査する。
（６）顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、意見を述べる。

［役員会］
通常（年4回）役員会の他に必要に応じて臨時に開催する事ができる。

第１条

第２条

第３条

第４条

第５条

第６条

第７条

第８条

第９条
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［事業年度］
本会の事業年度は毎年4月1日～翌年3月31日までとする。

［総会］
本会は毎年1回定期総会を開く、ただし役員会が認めた時は臨時総会を開く事が出来る。
総会の議長は会長が任務し、又会長が指名する副会長が代行することができる。
総会は会員の過半数の出席により成立し、決議はその総会の出席者の過半数による
（委任状は出席とみなす）。可否同数の時は議長がこれを決する。

［部会］
本会は必要に応じて各種部会を置くことができる。

［会費］
本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費として
36,000円（月額／3,000円）を年次初めに一括納入するものとする。

［経費］
本会の経費は会費・その他の収入をもってこれにあてる。

［会則の改正等］
本会則の改正は総会の決議による。

［退会］
本会の会員が退会しようとする場合は、所定の書面をもって届け出なければ
ならない。ただし退会の場合、入会金および会費は返金しない。

［除名］
本会の会員で本会の名誉を著しく傷付け、又目的に背反する行為のあった時及び
会費を１年間滞納した場合は、役員会の議決を経て除名処分にすることができる。

［事務局］
本会の事務局は㈱アマダ九州支店に置きその任にあたる。

［慶弔規定］
別項に定めた通りとする。

［その他］
本会則に定め無き事項については、役員会にて決定し、以後の総会で報告をする。

①事務局の所在地
　九州シートメタル工業会 事務局
　〒816-0912　福岡県大野城市御笠川1-9-4
　TEL：092-580-8575　　FAX：092-580-8577
②本会則は平成10年2月19日より発効する。
③平成15年4月18日会則改訂。（第4条2項の追加：準会員の取り扱い）
④平成16年4月22日会則改訂。（第6条1項・4項、第8条6項の追加）
⑤平成21年4月16日会則改訂。（第1条名称変更、第4条準会員項目削除）
　　　　　　　　　　　　　（第4条2項 福岡県→九州地域変更）
　　　　　　　　　　　　　（第18条事務局名称変更）

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第19条

第20条

付　則
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部会・委員会 活動

■部会・委員会活動の内容

工業会活動の企画から総務・厚生に関わる部会 
イ） 総会・役員会の準備・運営

ロ） 文書・庶務・経理事務・予算計画

｢厚生・企画｣ 
イ） 会員の福利厚生に関わる事業

ロ） 工業会全体の活動報告書の制作・配布

ハ） 広報活動

ニ） 懇親会・その他

経営者のための部会 
イ） 経営者セミナー（企業経営、税務、経済など）

ロ） 会員のための親睦・研修事業（旅行・工場見学など）

ハ） 経営者事例発表会（経営・各種管理、技術など）

ニ） 情報交換のための例会

ホ） 部会活動報告書の制作・配布（年１回）

ヘ） 税務研究・他

生産に携わる従業員のための部会 
イ） 技能検定に関して、関係各機関（福岡県職業能力開発協会、

　　 ポリテクセンター、県・労働部など）との折衝、連携の諸業務 

ロ） 会員企業従業員の技能検定受検書類のとりまとめと申請

ハ） 技能検定実技試験会場及び実技試験用機械・装置・消耗品等の確保

ニ） 技能検定実技試験の運営（技能検定委員、補佐員の選出）

ホ） 技能教育セミナーの開催に関わる業務

ヘ） 管理・監督者対象のセミナー開催

ト） 従業員による会員企業の工場見学会の開催

チ） 従業員による工場・現場改善事例発表会

リ） 部会活動報告書の制作・配布（年１回）

工業会運営事業の企画のための委員会 
イ） 人材高度化運営事業における工業会主催の教育訓練計画立案。

ロ） 人材高度化事業の広報活動。

ハ） ｢会報｣の制作に関わる編集活動。

ニ） 工業会運営事業に関する新規取り組み事業の企画立案。

総務 部会

経営部会

生 産部会

委員会
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■ 九州シートメタル工業会  年間事業計画表

■役員会

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

■企画推進委員会

第一回役員会
定期総会・記念講演会・懇親会

第一回企画推進委員会

第二回企画推進委員会

第三回企画推進委員会

第四回企画推進委員会

第五回企画推進委員会

第六回企画推進委員会
モノづくりフェア
（マリンメッセ福岡）

第七回企画推進委員会

第八回企画推進委員会

第九回企画推進委員会

第十回企画推進委員会

工場視察
ゴルフコンペ
西部地区交流会

事業・予算（案）検討会議　総務部会・経営部会
・生産部会
第二回役員会

工業会正副会長会（フォーラム246）
賀詞交歓会

第三回役員会
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副会長
稲冨　靖彦
株式会社 稲富プレス工業所
代表取締役

経営部会
幹事
入江　敏明
親和工業 株式会社
代表取締役

監査
糸井　光博
株式会社 イトコー
代表取締役

経営部会
部会長
田原　和幸
シンエイメタルテック 株式会社
代表取締役

総務部会
幹事
野村　圭昭
博多シヤリング工業 株式会社
代表取締役

副会長
安岡　貞勝
株式会社 三松
取締役会長

生産部会
部会長
安永　修
株式会社 ヤスナガ
代表取締役

生産部会
幹事
早川　和寿
有限会社 早川プレテック
代表取締役

経営部会
幹事
下薗　利成
株式会社 研工
代表取締役

総務部会
幹事
梅﨑　政信
ウメザキシートメタル 株式会社
代表取締役会長

顧問
長澤　儀久
ナサ工業 株式会社
取締役会長

総務部会
部会長
原田　龍太郎
八祥産業 株式会社
代表取締役

会計
藤　伸次
株式会社 三藤製作所
代表取締役

総務部会
幹事
鶴元　清一郎
株式会社 鶴元製作所
代表取締役

経営部会
幹事
黒木　保善
株式会社 昭和
代表取締役

生産部会幹事・
企画推進委員
宮本　健司
有限会社 ユー・アイ技研
代表取締役

会長
田名部　秀世
株式会社 田名部製作所
代表取締役会長

役 員・委員会メンバー

生産部会
幹事
前田　努
ベルテクネ 株式会社
取締役事業本部長
兼工場長
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企画推進委員会
委員長
長澤　敏光
ナサ工業 株式会社
取締役専務

企画推進委員
大和　啓介
三和金属 株式会社
代表取締役

企画推進委員
田名部　淳
株式会社 田名部製作所
代表取締役

企画推進委員
白水　靖久
株式会社 新栄製作所
代表取締役

企画推進委員
中村　充德
有限会社 中村製作所
専務

企画推進委員
林　高英
日新産工 株式会社
代表取締役

企画推進委員会
副委員長
植木　剛彦
株式会社 ナダヨシ
代表取締役

企画推進委員
山本　大地
株式会社 ダイチ
代表取締役

企画推進委員
田名部　徹朗
株式会社 三松
代表取締役

企画推進委員
北條　裕人
ウメザキシートメタル 株式会社
取締役専務

企画推進委員
島津　竜太朗
株式会社 シマヅテック
専務取締役

企画推進委員
黒木　雄介
株式会社 昭和
取締役専務

企画推進委員
野口　武志
有限会社 真和ステンレス工業
取締役専務

企画推進委員
柴垣　拓史
株式会社 柴垣製作所
代表取締役

企画推進委員
藤　雄一朗
株式会社 三藤製作所
係長

企画推進委員
稲冨　隆大
株式会社 稲富プレス工業所

初代会長　　田名部 貢（平成10年2月～平成16年3月）
二代目会長　高橋 均（平成16年4月～平成19年3月）
三代目会長　長澤 儀久（平成19年4月～平成24年3月）

企画推進委員
野口　誠二
株式会社 玄海技研工業
専務取締役
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● リーダー能力開発
　 セミナー初開催

● ｢FBC上海2014日中ものづくり商談会｣出展
● モノづくりフェア2014初出展

● 愛知県精密板金工業会
　 青年部との交流会

2013 2014 2015

● 福岡県シートメタル工業会設立
● 設立総会
● 初代会長、田名部貢氏選任

● 板金技能検定実技試験初開催
● 第一回人材高度化支援事業
　 推進委員会

● 第一回能力開発給付金説明会

1998 1999 2000

福岡県シートメタル工業会設立 板金技能検定実技試験初開催

 リーダー能力開発セミナー初開催 ｢FBC上海2014日中ものづくり商談会｣出展

● 設立10周年記念式典
● 10周年記念会報誌発行
● 九州シートメタル工業会に名称変更

● パワーアップ研修
　 成果発表会初開催
● 中国工場視察

● 企画推進委員会二代目委員長、
　 田名部淳氏選任
● 千葉・神奈川工場視察

2008 2009 2010

沿 革HISTORY

● 広島県シートメタル工業会との交流会 ● 二代目会長、高橋均氏選任
● ホームページに会員専用掲示板開設
● リーダー研修（のちのパワーアップ研修）初開催
● 広島県シートメタル工業会との交流会

● プレス金型取付調整
　 特別教育

2003 2004 2005

リーダー研修（のちのパワーアップ研修）初開催 広島県シートメタル工業会との交流会 プレス金型取付調整特別教育

千葉・神奈川工場視察中国工場視察
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● ｢問題解決（不良削減）実践訓練｣初開催
●企画推進委員会三代目委員長 長澤敏光氏選任
　副委員長 植木剛彦氏選任
●長野県シートメタル工業会 青年部会、
　信州ZukuDa’sとの交流会

● 天田財団九州産学交流会

2016 2017

● ホームページ開設
● 第一回人材高度化研究会"産･学･官"連携事業
● 全国工業会役員代表者懇話会

2002
● 企画推進委員会発足
● 初代委員長、安永修氏選任
● 会報｢シートメタルふくおか｣創刊

2001

会報委員メンバー会報｢シートメタルふくおか｣創刊

天田財団九州産学交流会

● 工業会初の特級技能士誕生
● 会報誌のネット配信開始

● 四代目会長、田名部秀世氏選任
● 全国初"板金い･ろ･は研修"初開催
● ホームページに｢設備別企業検索機能｣追加

2011 2012

全国初"板金い･ろ･は研修"初開催 ホームページに｢設備別企業検索機能｣追加会報誌のネット配信開始

● 東東京シートメタル工業会交流会
● 西日本地区工業会交流会（岡山･広島･愛媛･福岡）

● 西日本地区工業会交流会（岡山･広島･愛媛･福岡）
● 三代目会長、長澤儀久氏選任
● "業界初"板金図面検定初開催

2006 2007

 "業界初"板金図面検定初開催西日本地区工業会交流会（岡山･広島･愛媛･福岡）東東京シートメタル工業会交流会



37

ロゴマークについて

［ 九州シートメタル工業会ロゴマーク ］

　工業会が発足20周年を迎える事を記念し、その記念事業の一
環として平成29年2月、新たに工業会のシンボルとなるロゴマー
クを会員の皆様から公募しました。
　同年8月末に公募を締め切り、応募総数は全11点となりまし
た。その後、役員会と企画推進委員会による厳正なる審査が行
われ、株式会社ナダヨシの植木次義相談役の作品が工業会のロ
ゴマークとして選定されました。

　九州・沖縄8県で構成される九州シートメタル工業会が今後も
成長・発展・輝いていく様をイメージしています。紫色は古くから
高貴な色とされ、飛鳥時代に聖徳太子が定めた冠位十二階では
最高位の色でした。青と赤が混ざり合い多様な色合いが生み出
される紫は、感性を鋭くしインスピレーションを高めます。

Copyright（C）九州シートメタル工業会 All Rights Reserved.

カラー仕様 モノクロ仕様

ロゴマーク

株式会社ナダヨシ
相談役
植木　次義

出品者



あ と が き
　1998年に「技術・経営情報の交流、加工技術
研究、経営研究、技能教育、人材の高度育成の促
進」実現の為、福岡県シートメタル工業会が設立
されました。
　工業会発足10周年に工業会の名称を九州シート
メタル工業会に変更し、活動範囲を九州全域に
広げて10年が経ち、この度設立20周年を迎える
ことができました。

　設立20周年記念事業の一環として、この記念誌
を製作することとなり、企画推進委員会より記念誌
製作メンバーを募り、製作を進めてまいりました。
　発行にあたって、各界の代表の方々、講師・検定
員の方々より御寄稿いただきましたこと、厚く御礼
申し上げます。おかげさまで、20年の歩みを記念
誌として残す事ができました。

　なお、本紙の内容につきましては、委員一同不
慣れな為に未熟な点が多い事をご了承願います。

　最後に、製作にあたってご協力いただきました
関係各位の皆様に、心より御礼申し上げます。

記念誌製作委員会

長澤　敏光
植木　剛彦
中村　充徳
安部　克哉
本村　和也

発 行
印 刷

平成30年（2018年）4月1日
キンコーズ



九州シートメタル工業会
20周年記念誌


