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新緑の候となり、会員の
皆様には、益々ご健勝の事
と、お慶び申し上げます。
99(平成11)年4月に工業会
が発足いたしまして、早く
も5年が経過致しました。
工業会役員・会員の皆様
及び、事務局の方々のご協
力に厚く御礼申し上げま
す。長い暗いトンネルもよ
うやく仄かに明るさが見え

てきた、今日この頃で有ります。
近時、新聞やTV等で報じられて居ります、製造拠点の国
内増強、技術の海外流出防止等、物造りに対する環境の変

化が現れております。物造りの技能・ノウハウをどう伝え残
すか、企業がこの課題にぶつかっている。リストラで熟練工
が現場から姿を消し、採用抑制で後継者も不足している為
だ。危機感が募り、電機・機械業界では、製造業の一部で、
熟練の、技の伝承に重点を置いた、人材育成が始まってい
ると記されていました。製造業の生き残りの切り札になるの
は、人材と技術ではないでしょうか。他社と差別化した製品
の供給にしのぎを削る中で熟練者の活用は不可欠であります。
私達工業会が主眼にしております、人材育成事業の中の
板金加工通信講座・検定前講習会等、前年に増して力を入
れていく考えです。会員の皆様の多数のご参加をお待ちして
います。工業会ホームページも皆様に親しまれるようリニュ
ーアル致して居ります。ご期待ください。結びに会員各社のご
繁栄と皆様のご健勝を祈念致しご挨拶とさせていただきます。

ご 挨 拶
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群馬県シートメタル工業会

会長岩本　博
（株式会社太田治工社長）

群馬県シートメタル工業会会員の皆様には、常日頃より
私どもの職業能力開発事業につきまして大変ご理解とご協力
をいただき心よりお礼申し上げます。
さて、貴工業会と職業能力開発協会とは、特に国家資格
であります技能検定において深く関わってまいりました。昭
和34年に3職種からはじまりました技能検定試験も現在では
150を超える職種が各都道府県において実施されておりま
す。その中で工場板金職種の2作業であります機械板金作業
と数値制御タレットパンチプレス板金作業においては、貴工
業会の会員企業の従業員の方々が多数チャレンジされており
ます。この2作業の群馬県における状況は、機械板金作業は
昭和60年度から実施し、平成15年度までに1級申請者45名、
合格者16名、2級申請者200名、合格者99名であり、また、
数値制御タレットパンチプレス板金作業は昭和61年度から
実施し、1級申請者26名、合格者7名、2級申請者80名、合

格者36名という状況です。
技能検定試験は、基礎的
技能を客観的にまた全国同
一レベルで計ることにより、
職業人個人の資格のみでな
く、従業員に資質の向上と
意識の向上による企業の底
上げにつながるものとして
十分に認知されております。
これからも貴工業会のお力
添えをいただきながら、県
内産業発展の一助になるよう公正な試験の実施に努めてまい
ります。どうぞご協力をお願いいたします。
おわりに、貴工業会の益々のご発展と会員皆様のご健勝
をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

群馬県職業能力開発協会
専務理事

長江和夫
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2003年度1月～2004年度5月 活動軌跡
'04年1月10日 技能検定前学科講習

（伊勢崎文化会館）

'04年1月21日 賀詞交歓会／第30回役員会
（ウェルシティ前橋）

'04年1月22日 技能検定実技試験（太田治工）

'04年1月25日 技能検定実技試験（岡部工業）

'04年2月8日 技能検定学科試験
（職業能力開発協会）

'04年2月20日～22日 リーダー研修会Ⅰ
（朝霧スクエア）

'04年2月22日～23日 県外優良企業見学会（山形）
（セゾンファクトリー・山本製作所）

'04年3月9日 第31回役員会（島田工業）

'04年3月23日 技能検定合否発表
20名が技能検定に合格し技能士となった。

'04年4月23日 四県交流会（伊香保GC）

'04年4月27日 総務部会会合（岡部工業）

'04年4月28日 生産部会会合（協和工業）

'04年5月11日 第32回役員会（アリギス）

'04年5月27日～30日 Advanced  Stage
（朝霧スクエア）

'04年6月3日 第5回総会・第33回役員会
（ウェルシティ前橋）

'04年6月4日～6日 リーダー研修会Ⅱ（朝霧スクエア）

'04年6月24日～27日 新入社員研修（朝霧スクエア）

'04年7月17日 若手社員教育 アマダマシン見学

'04年8月 第34回役員会

'04年9月10日～12日 パワーアップ研修会Ⅱ（朝霧スクエア）

'04年9月 現場作業者の為の実習教育第2回
スポット溶接

'04年10月 メンテナンスゼミ NCT、金型

'04年10月 第35回役員会

'04年10月 第6回親睦ゴルフコンペ

'04年10月1日～3日 リーダー研修会Ⅰ（朝霧スクエア）

'04年11月 県外優良企業見学会

'04年11月 技能検定前学科講習（伊勢崎文化会館）

'04年11月 技能検定前実技講習会

'04年11月 工業会役員代表者懇話会
（フォーラム246）

'04年12月10日～12日 パワーアップ研修会Ⅰ（朝霧スクエア）

'04年12月 技能検定前学科講習（伊勢崎文化会館）

'04年12月 第36回役員会

'05年1月 板金加工通信講座第三期開講

'05年1月 技能検定前学科講習（伊勢崎文化会館）

'05年1月～2月 賀詞交歓会・第37回役員会

'05年2月 技能検定

'05年3月 第38回役員会

●2004年度これからの主な事業計画●
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技能検定1級に合格して�
�

渡辺製作所　木村社長�
�
　念願の工場板金1級に合格できました。�
　社員の自己啓発の一環として、まず自らも挑戦しなくては、と
の思いで他の社員と受検しましたが、学科は一発で合格しまし
たが、実技はさすがに難しく今回ようやく実技も合格できました。�
　練習で何個か作るうちにとても良く考えられた問題に驚かされ
ました。NCTと最新のベンダーで作れば簡単ですが、精度の
出ないシャーリング、コーナーシャー、ベンダーで±0.2で仕上
げるのは思ったより難しく、材料の圧延方向、残材のテスト曲
げの方向、作業手順をまとめてひたすらイメージトレーニングをく
りかえしました。特に鈍角曲げの曲げ直しは無理なのでテストピ
ースの取り方がポイントだと思います。基本に立ち返り色々な条
件を加味し作業する事の大切さを改めて感じました。�

機械板金 2級�
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当工業会会員企業より下記の方々が�
平成15年度技能検定に合格されました。�

機械板金作業�

1級合格者�

機械板金作業�

2級合格者�

数値制御タレットパンチプレス板金作業�

2級合格者�

数値制御タレットパンチプレス板金作業�

1級合格者�

岡部工業（株）赤堀工場�

洞口　潤さん�

（株）協和工業�

長島　健さん�

（株）協和工業�

天田  広幸さん�

（株）渡辺製作所�

木村　功さん�

（株）協和工業�

橋元  忠明さん�

（株）協和工業�

窪田  秀行さん�

（株）協和工業�

村社  勝己さん�

（有）太伸工業�

山口  直哉さん�

（株）西村製作所�

井上  篤史さん�

（株）西村製作所�

本山  春夫さん�

（株）林製作所�

七五三木 昌宏さん�
（株）西村製作所�

湯浅　篤さん�

（株）太田治工�

中村  福良さん�

（株）林製作所�

大塚  利昭さん�

（株）協和工業�

井上　順さん�

（株）高崎アマダ�

金　秀樹さん�

（株）熊谷アマダ�

三輪　剛さん�

（株）協和工業�

釜賀  達也さん�

（株）高崎アマダ�

宮崎 康次郎さん�

（株）高崎アマダ�

米倉  泰正さん�
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何事も（良い事も）長い間やっていると必ずマンネリ化して、
そこにいる人間は楽でいいのですが、面白みも刺激も何にもなく
なってしまいがちです。人間が向上していく為には、常に変化と
いう事が（刺激が）必要です。この会報も今回で第９号、次回は
節目の第10号となります。そろそろマンネリ化してしまい、構
成も内容もパターン化してしまっています。編集は楽でよいので

すが、面白みはなくなってきています。総務部にも新しい若い役
員を登用しましたので、次回あたりより少々趣向を変えて、チョ
ットは皆さんの気を引くような会報にしていきたいと考えており
ます。会員の皆様には、いつも会の運営に御協力頂きましてあり
がとうございます。

岡部　浩章

編 集 後 記

①  伊勢崎市内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈱アッセンブリー・プラント・グローリー 臂　友幸 飯島町542-2 0270-31-5001�
㈱アイワ 飯山　弘 大字茂呂3801-8 0270-26-0377�
㈱グンゴー 六本木　信幸 粕川町1835-1 0270-25-8655�
㈱住吉製作所 橋本　文秀 北千木町1640 0270-25-1840�
島田工業㈱ 島田　利春 長沼町2202 0270-32-3516�
三波工業㈲ 荒木　義人 波志江町4728-1 0270-26-2090�
武蔵工業㈲ 阿久津　光康 波志江町4734-1 0270-26-1681�
㈱協和工業 福島　寛 日乃出町473-1 0270-25-5231�
㈱ナガヌマ 長沼　秀憲 日乃出町643-7 0270-25-2654�
㈲小花製作所 小花　弘樹 宮子町3324 0270-25-7271�
   �
②  高崎市内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈱林製作所 林　進 沖町368-1 027-343-1211�
クシダ工業㈱ 串田　紀之 貝沢町965 027-362-1234�
㈲大河原製作所 大河原　芳高 京目町386 027-352-1045�
㈱中沢工業所 中澤　志光 倉賀野町2918-14 027-346-3611�
伊藤機械工業㈱ 伊藤　文隆 倉賀野町2985-1 027-347-2333�
㈱小野製作所 小野　喜一 倉賀野町3379-1 027-346-6243�
㈱高木製作所 高木　賢治 倉賀野町3395-3 027-346-8205�
林工業㈱ 林　洋子 筑縄町47-1 027-364-4444�
高崎鋼管㈱ 堀口　敏雄 南大類町1216-4 027-360-5430�
㈱モハラテクニカ 茂原　純一 矢島町326-1 027-352-1700�
   �
③  邑楽郡内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈲太伸工業 山口　猛 邑楽町大字石打甲995 0276-88-7800�
㈱太田治工 岩本　博 邑楽町大字藤川208 0276-88-7531�
㈱コイズミ 嶋田　英昌 大泉町大字仙石3-29-2 0276-63-4811�
丘山産業㈱ 米澤　靖徳 大泉町大字吉田1221 0276-63-1155�
赤城機械工業㈱ 大濱　義彦 大泉町大字吉田1221 0276-62-4116�
大泉工業㈱ 野沢　徹 大泉町大字吉田1221 0276-63-1121�
   �
④  前橋市内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈱アリギス 須田　亮伸 天川大島町1214 027-263-2765�
㈱小玉製作所 小玉　實 天川大島町1243-3 027-263-2466�
㈱吉田鉄工所 吉田　勝彦 天川大島町230 027-261-4111�
金井板金工業所㈲ 金井　清四郎 大渡町1-23-17 027-251-8810�
�
⑤  太田市内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈲青山製作所 青山　正美 西新町123-1 0276-31-0696�
㈲茂木工業所 茂木　豊次 西矢島町337-1 0276-46-3366�
中島鉄工㈱ 中島　紀世一 東金井町1317-3 0276-25-0981�
フジセン技工㈱ 木下　不二夫 東新町649-1 0284-70-1055

⑥  桐生市内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈲タナベ 田辺　賢二 相生町3-800-22 0277-55-1020�
㈲丹羽勝工業 丹羽　勝彦 新宿3-11-29 0277-44-4050�
加藤鉄工㈱ 遠山　忠一 広沢町1-2835 0277-52-1302�
�
⑦  佐波郡内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
岡部工業㈱ 岡部　浩章 赤堀町大字五目牛651 0270-23-2111�
㈲三光製作所 天田　博久 境町大字小此木459-1 0270-74-0754�
   �
⑧  館林市内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈱渡辺製作所 木村　功 近藤町318-9 0276-74-1271�
㈱大谷鉄工 大谷　利雄 城町8-21 0276-72-1985�
�
⑨  群馬郡�
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
イーケーエレベータ㈱ 海老沼　孝之 箕郷町大字上芝688 027-371-7000�
�
⑩  多野郡�
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈲福田工業 福田　賢哉 吉井町大字池770-3 027-387-8381�
�
⑪  富岡市�
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈱富岡富士製作所 奥田　秀敏 宇田250-8 0274-62-1171�
�
⑫  藤岡市�
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈱西村製作所 西村　龍 白石798 0274-23-9119�
   �
⑬  新田郡内  �
 会社名 会員氏名 住　　所 ＴＥＬ�
㈲ネギシシートメタル 根岸　敏夫 笠懸町大字阿左美横町766-7 0277-76-4975�
㈱阿部製作 阿部　浩則 新田町大字大根矢大神260-1 0276-57-3550

群馬県シートメタル工業会�
会員マップ�


