
6/23　2021年度全機工連通常総会開催…WEB併用で30人が出席

　6月23日（水）15時より2021年度全機工連通常総会が開催されました。

新型コロナ感染禍、今年も一堂に会することが出来ず、リアル、WEB、書面出席を併用しての開催となり

ました。冒頭、あいさつに立った坂井俊司会長（東京組合：㈱NaITO）は、「昨年春より席巻しているコ

ロナの影響で今回の総会もリモートでの実施となったが、このようなスタイルが当たり前になりつつある。

そしてアフターコロナも同様のスタイルが取られると思う。あらゆるものへのデジタル化とともにカーボ

ンニュートラルが一気に加速してゆく舵が切られて行く中で、会社は対応していかなければならない。」

と所信を述べられました。

総会では、2020年度の事業報告と決算報告、2021年度の事業計画と予算案がいずれも提案通り承認さ

れました。2021年度の事業計画においては、新型コロナ感染禍、他県への移動や多人数の集まりが制限

されることから、感染拡大防止を最優先とし、諸活動については環境が整い次第実施することにしました。

また、2021年度の新しい取組として、「機工メイト推進補助金を新設」し、全機工連が推奨する機工メ

イトの導入拡大を進めるため、「機工メイト販売協力金」の一部を当該対象年度の導入台数に応じて組合・

機工会に還元すことにしました。（支払方法等詳細は各組合・機工会宛てに後日文書連絡したします。）

2021年度は理事・監事の改選の年であり、以下の方々に2年間ご就任いただきました。

東京都機械工具商業協同組合 株式会社NaITO

大阪機械器具卸商協同組合 トラスコ中山株式会社

愛知県機械工具商業協同組合 ミズタニ機販株式会社

東京都機械工具商業協同組合 山田マシンツール株式会社

札幌機工商業会 北海商事株式会社

一般社団法人宮城機工会 キクニ株式会社

東京都機械工具商業協同組合 富士馬鋼業株式会社

愛知県機械工具商業協同組合 株式会社井高

大阪機械器具卸商協同組合 株式会社ジーネット

福岡機械工具商組合 柳原機鋼株式会社

旭川機工商業振興会 株式会社表金属商事

岩手イーハトーヴ機工会 株式会社菅原　

一般社団法人宮城機工会 株式会社植松商会

石巻機工会 株式会社荒川七衛商店

秋田機工会 三栄機械器具株式会社

山形機工会 株式会社ラプラス 山形営業所勝又　 正彦理　　事

植松 誠一郎

荒川　 元一

佐藤　　 伸理　　事

理　　事

理　　事

常任理事

理　　事

理　　事

宮川　 栄一

高田　 研至

古里　 龍平常任理事

常任理事

常任理事
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常任理事

常任理事
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柳原　 一三

表　　　 孝

菅原　 秀行



福島機工会 株式会社エイテック

郡山機工会 永崎機工株式会社

いわき機工会 株式会社青葉

茨城機工会 株式会社ミゾグチ

埼玉県機械機器商協同組合 棒柘産業株式会社

川口機械工具商業協同組合 有限会社加藤酉男商店

千葉機工会 株式会社ワタル

東京都機械工具商業協同組合 長谷川工機株式会社

東京西部機械工具商業協同組合 三和工機株式会社

神奈川県機械器具機材商業協同組合 金沢工機株式会社

新潟機工会 株式会社マルサン

長岡機工会 西川工具株式会社

長野機工会 株式会社國興

富山機械工具商業会 井加田産業株式会社

遠州機工会 株式会社前島商会

岐阜機工会 株式会社シマザキ商会

愛知県機械工具商業協同組合 株式会社モリタ

三重県機械工具商組合 コジマ・フジ通商株式会社

石川県金属商業組合 宮岸株式会社

福井県機工商組合 吉岡幸株式会社

滋賀県機械工具商組合 株式会社山久

京都府機械工具商業協同組合 株式会社サカノシタ

はりまＭＳ交流会 松岡商事株式会社

広島県機械工具商組合 シージーケー株式会社　

高松機械工具商組合 株式会社津川商会　

下関機械工具商組合 株式会社川崎商店

西日本機工組合 太田機工株式会社

熊本機械工具商組合 米善機工株式会社

東京都機械工具商業協同組合 株式会社協育

東京都機械工具商業協同組合 大栄工機株式会社

5/10　全機工連元会長　田中康造様ご逝去。80歳でした。

全機工連　元会長　田中康造様が5月10日　病気療養中のところ満80歳で永眠

いたしました。謹んで哀悼の意を表します。田中康造様には長きにわたって全機

工連の役員をお努めいただきましたことに深く感謝申し上げます。

下河内 一成

津川　 博統

川崎　 喜正理　　事

理　　事

理　　事

平山　 正樹

阪ノ下　 勝

松岡　 浩司理　　事

理　　事

理　　事

2016年10月全機工連東京
大会で功労者表彰をお受け
になった時のお写真

監　　事

監　　事

武士俣 義博

　　　　2001年6月から2006年5月　常任理事　2006年6月から2009年5月　副会長
　
　　　　2009年6月から2014年5月　会　長

太田　 和夫

高橋 不二夫

井田 智佐子

理　　事

理　　事

山田　　 浩

宮岸　　 誠

吉岡　 正盛理　　事

理　　事

理　　事

前嶋　 孝行

嶋﨑　 晴久

森田　 乾嗣

理　　事

理　　事

理　　事

西川　 邦一

辰巳　 進恒

井加田 剛志理　　事

理　　事

理　　事

中野　 芳徳

金沢　 邦光

田村　　 圭理　　事

理　　事

理　　事

加藤　 進一

西田　 孝志

長谷川 浩司理　　事

理　　事

理　　事

伊藤　 和彦

溝口　 明洋

明石　 和彦理　　事

理　　事

理　　事

熊倉　 太郎

永崎　 貴宏理　　事

理　　事



6/4　全機工連・ブロードリーフ共催　Webセミナー開催

　6月4日（金）14時より、全機工連・ブロード

リーフ共同開催のセミナーが行われました。

新型コロナ感染禍、営業活動に様々な支障をきた

しています。この様な時代の営業のあり方は如何

にあるべきか…「機械工具商のDX」と題しWEB

での開催としました。

開催案内は全機工連本部から各組合・機工会へのメールでの周知、参加申込は全機工連HPの専用バナー

からとしました。

セミナー受講者は109社、122名。全国から参加をいただきました。セミナー内容はアフターコロナも

続くとされる非接触における営業活動。具体的にはテレワークとオンライン商談について、㈱ブロードリ

ーフ 首都圏営業課 吉田知弘氏を講師に50分間の勉強を行いました。

セミナー終了後、アンケートをお願いし約3割の方々から回答をいただき、50％に方に「満足」の回答を

いただいた他、「全ての商品のQRコードまたはRFID化」や「機械工具業界の市場状況の定期的フィード

バック」などの要望もお受けしました。

1973年（昭和48年）11月15日に全機工連「かいほう」創刊号を発刊し、今日まで48年間で151号

まで積み重ねて参りました。昨年10月に開催した広報委員会において「かいほう」の役割、役割を果た

すための「かいほう」のあり方について検討し、冊子としての「かいほう」。タイムリーな情報誌として

の「メールマガジン」としてはどうかとの結論になりました。そして今年2月に開催した常任理事会では

会員の皆様のご意見も伺って見てとのアドバイスもあり、今後の「かいほう」「メールマガジン」のあり

方について忌憚のないアドバイスをいただきたいと思います。

まずは、タイムリーな情報誌としての「全機工連メールマガジン創刊号」お送りします。

全国の組合・機工会の活動を紹介し、活動活性化の素材提供

タイムリーな情報提供が必要。

全機工連の広報誌としての役割

会議・イベント案内。決定事項の周知。

大イベント（総会、大会、若手交流会など）の記録誌として

全機工連の歴史の記録

会員、友好団体、取引先との交流を図る

投稿による交流

①「全機工連メールマガジン」はメール配信とします。

②今後、配信先は組合・機工会の事務局とします。

③会員へ一斉配信を希望される場合は、全機工連事務局へご連絡下さい。

（info@kikou.or.jp）

かいほう

（2ヵ月に 1回程度）（年1回冊子）

mail magazine

冊子「かいほう」とmail magazineの役割

○

○

全機工連メールマガジン発刊に当たって

○

○



全機工連会員向けに大阪組合がオンライン講演会を企画


