
 
 

組合基本方針  ◎組合の団結と調和 

 

 

 

 

 

 総務委員会 委員長 伊東 秀幸

今年、５月２５日（月）に組合の第２９回通常総会が組合会館２階会議室にて開催されました。来賓として千

葉県議会議員 武田様、千葉県中小企業団体中央会常務理事 大熊様、全国工場団地協同組合連合会専務理事

山下様、流山商工会議所経営指導員 岡田様、当組合顧問弁護士 渡辺様にご臨席を戴きました。 

 総会の議長には当組合の高橋理事長が選任され議事に入りました。 

 本総会の議事は次の通りです。 

  第１号議案  平成２６年度事業報告書及び決算報告書承認の件 

  第２号議案 平成２７年度事業計画書及び収支予算書（案）決定の件 

     項目１．平成２７年度における経費の賦課金額並びに徴収方法決定の件 

     項目２．平成２７年度特別リース事業賦課金額、特別集積区域整備事業賦課金額、その他の負担金

額並びに徴収方法決定の件 

     項目３．平成２７年度共同施設利用金（電気料金、電気賦課金、共同駐車場）徴収方法（案）決定

の件 

  第３号議案  役員報酬額決定の件 

  第４号議案 平成２７年度における借入金額並びに一組合員に対する貸付金額 高限度決定の件 

  第５号議案 定款の一部変更承認の件   

第６号議案 運営管理規約の一部変更承認の件 

  第７号議案 任期満了に伴う役員改選の件 

  第８号議案 その他 

以上の議事を慎重に審議し、全議案とも全員賛成で可

決されました。役員改選において役員の入替えはあり

ませんでしたが、洞下理事が副理事長に就任され、副

理事長が２名から３名となりました。 

 本総会後には割烹「せきや」にて懇親会が催され、

流山市長 井崎様、流山商工会議所池森会頭を初め会

議所関連の皆様にもご出席いただき、様々な情報交流

の出来た有意義な時間となりました。 
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去る平成２７年５月１９日に流山工業団地組合会館にて、『マイナンバー制度セミナー』を浅山社会保険労務士

事務所 浅山雅人氏を講師に迎え講習会が行われました。各企業から多数参加者があり、皆さんの関心の深い

ことがわかりました。 

 ２０１５年１０月からマイナンバーの通知が始まりますが、 近になりテレビ、新聞などで報道されるよう

になりました。しかし、具体的にはどのような事が始まり、何をしたらよいか理解している人はまだ少ないの

ではないかと思います。この様な時期に講習会を受講できたことは、準備期間に余裕を持つことができ大変良

かったと思います。 

全国民に割り当てられる１２桁の番号については、社

会保障、税、災害対策で利用されるようですが、この

取扱いについて、企業側で責任を以って管理しなけれ

ばならず、扱い方によっては法律で罰せられることか

ら企業側の負担が大きくなると思います。また従業員

への周知も必要となることから、１０月になり慌てな

い様に今から計画を立て対応していきたいと思いま

す。 

 今回の講習会でマイナンバー制度の基本的なことは

理解することができました。今後もこのような講習会

が開催されると大変良いと思いました。 

㈱マルタカ 遠藤 佳男

 

 

 

平成２７年３月６日（金）組合会館会議室において、千葉県中小企業団体中央会 青年部研究会事業により

携帯端末講習会を開催し、携帯端末の利用、セキュリティ問題について、クエスト・フォー㈱ 代表取締役 伊

東 寛記氏に講演をしていただきました。 
 タブレット端末の市場は、Ｉｐａｄの販売が２０１０年から始まり、アンドロイド携帯端末等の販売以降、

急激に増加した。ノートパソコンとタブレット端末の大きな違いは、キーボード入力か、タッチパネルかで、

タッチパネルになったことで、利用者の幅が広くなった。そしてタブレット端末の利点としては、ソフトの開

発や入替が安易にできることで、利用者が利用しやすくなっている。 
利用事例として、 
○営業全員タブレットを導入し、作業時間を１日４時間短縮し、短縮した４時間をお客様との会話時間を増や

すことができ、業績が向上した。 
○工場内の改善の写真を撮るのに許可が必要であった

が、写真を撮って、撮った写真のデータはサーバー

にだけ保存でき、その他アプリや、データの保存が

出来ないようにして、写真を撮れる人も限定したこ

とにより、写真を撮る許可が不要になったことから

問題解決のスピードが上がった。 
等がある。 
 遠隔操作による端末のロック、データの消去等のセ

キュリティ対策も確立されているが、ＯＳにより差が

あることや、タブレット端末を導入するにあたり、導

入を決めたら全員が使用しなければコスト削減等の効

果が出ない等の重要な点がある。  

マ イ ナ ン バ ー 制 度 セ ミ ナ ー の 開 催

携帯端末講習会の開催 



 
  

平成２７年４月２９日（水）から５月２日（土）の３泊４日でマニラに㈲澤地シェルモールド 澤地社長、

㈱マルタカ 遠藤社長と３名で視察に行って来ました。 

現在、外国人実習生事業を実施し、中国より実習生の受け入れをしていますが、実習生事業を開始したころ

の中国の給与水準は、月２，０００元位でしたが、現在は給与水準が３，０００元位に上昇し、円安元高の影

響から日本に来る魅力が半減、中国で募集をしても応募する人が減少していることから、今から新しい送出し

国を探す必要があると考え、フィリピンを視察することになりました。 

フィリピンを候補に選んだ理由として、流山市の地元ＮＰＯ法人がフィリピンに人脈があり送出し機関、日

本語学校を見せていただけること、実習生が英語を話せる可能性があるからです。 

マニラには、成田から空路で４時間３０分で到着します。まず、到着して驚いたのが、飛行機を降りてすぐ

に、検疫に関する書類の提出で書類を確認してもらうために通路が大渋滞をしていて、入国審査までに時間が

かかることです。そして、入国審査を無事通過して、外に出ると外気温は３４度、日本のゴールデンウィーク

の時期フィリピンは一番暑いそうです。 

ＮＰＯの人脈を利用して、外国人実習生事業を管掌する政府機関の方に挨拶をさせていただき、フィリピン

の実習生事業としての状況についていろいろと情報交換をさせていただきました。 

送出し機関３箇所、日本語学校２箇所を訪問させていただき、送出し機関では、募集して応募があるのか、

応募してくる人達の給与水準、日本で問題は発生していないか、問題が発生した場合の対応方法等について質

疑応答させていただき、日本語学校では、授業を見学させていただき、どのような方法で日本語勉強している

か、日本に来て何を望んでいるのか発表してもらい、フィリピンの実習生事情を知ることができました。 

また、実習生として来る人たちの住居のダウンタウンを見せていただきましたが、治安は思っていたより全

然問題なく怖いと感じることはありませんでした。しかし、住居は驚きましたが、そのような建物中にも立派

な家があり、そういう家は、家族の誰かが外国で働いているとの説明でした。 

実習生事業の説明、情報交換等をさせていただき、現地に行かなければわからないこともあり大変有意義な

視察をさせて頂きました。 

そして、視察の 後に１名のスーツケースが名古屋に行ってしまい、名古屋から直接成田に送ることが出来

ず、名古屋からフィリピンに戻り、それから成田に戻ってくることを初めてしることができ、おまけでいい体

験もさせて頂きました。 



 

 

平成２７年６月３日１８：００より、平成２７年度の事業計画及び予算決定会議が行なわれました。 
 平成２７年度の主な事業予定と致しましては、工業団地ニュースの編集・発行、７月に第２３回となります

恒例の組合のボウリング大会の運営、９月に予定をしております第３回団地祭りの運営に加え、リサイクルを

考えたゴミ処理の実践となります。 
 今までは主に廃コピー用紙、ダンボール類の回収を行なっておりましたが、今年度からペットボトルのキャ

ップの回収、空き缶のプルトップ（プルタブ）の回収も行なっていく事を決定致しました。ペットボトルのキ

ャップは分別回収することでリサイクルを行い、再資源化の促進を実践し、そしてその買い取り金額はワクチ

ン等が購入され必要な国に送られます。空き缶のプルトップ（プルタブ）に関しましては、アルミ精製工場の

買い取り金額により施設等への車椅子として寄贈することが出来ます。 
 限りある資源のリサイクルと社会貢献への意識向上を目的としてリサイクルを考えたゴミ処理の実践の事業

の幅を広げ進めて参ります。従来までの各組合員企業様の多大なご協力に感謝を申し上げると共に、今後とも

各組合員企業様の事業のご参加とご協力をお願い申し上げる次第です。 
 青年部の人員は７名となっておりますが、少数精鋭として本年度も団結の精神で頑張って参りますので宜し

くお願い致します。 
㈱スイコー 小溝 陽介

青 年 部 懇 親 旅 行
３月１４日土曜、皆様忙しい中日程を合わせ、青年部メンバー全員で熱海懇親旅行に行くことが出来ました。

この日はちょうど北陸新幹線の開業日です。出発駅である東京駅のホームで真新しく輝くブルーの車体を見

ることが出来、少し得した気分で熱海に向かいました。 
乗車時間は一時間弱、あっという間に到着した熱海駅は曇天で生暖かい気温という微妙なコンディションで

したが観光客で賑わっていました。その日はすぐホテルに行き温泉へ、しょっぱい温泉はまさに熱海という名

にふさわしい。肉体疲労よりも肌に良さそうな泉質です。 
翌日、天気は相変わらずの曇りで初島もぼやけて見えました。ですが、その分気温は落ち着いていてゴルフ

はしやすそうでした。 
私は観光組なので熱海駅へ、お昼前のためか昨日よりも賑わっています。買い物は後回しにして早めの昼食

へ、干物料理屋さんに入りました。干物は普段あまり進んで食べませんが、それをメインに出しているお店、

さすがに美味しかったです。店を出るころには 20 人くらいのお客さんが待っていました。人気店だったようで

す。 
その後は駅前商店街をぐるぐると、ひたすら干物を求めて動き回りました。今までの人生これほど干物に熱

中したことはありません。定番の金目鯛の干物はどこにでも売っていますが、店ごとやタイミングで並ぶ干物

の種類が違って探しがいがありました。 
同行者が車海老の干物（大特価）を目の前で取り逃してしまう事件はありましたが、無事買い物終了。 
花火大会も年４回やっているらしく、熱海は活気づいています。近いし美味いし、また行ってみようと思い

ます。 
㈲長浦製作所 長浦 匡成 

 

平成２７年度 青年部事業計画会議について



 

 

 

５月１３日（水）、流山市の割烹「日本」で岩佐祥一さんの歓迎会が行われました。 

岩佐祥一さんについては、ご存知の方も多いと思いますが、新たにお迎えするにあたり、部員一同力強く、

頼もしく感じております。 

諸事情で全員は揃わなかったものの、遠藤部長の挨拶から、いつも通りに楽しく大いに盛り上がり、活気の

ある時間を過ごす事ができました。 

今後、青年部通常活動の他に、ボウリング大会や団地祭り等様々な行事が予定されています。組合員の皆様

には、これまで同様青年部活動へのご協力をお願いする事が増えていくと思われます。何卒ご理解、ご指導ご

鞭撻の程よろしくお願い申し上げます！！ 

季節の変わり目でございますが、皆様におかれましては、お身体にはくれぐれもご自愛下さいませ。 

㈱サンオー 大塚 英一

 

新しく流山工業団地協同組合青年部に入部致しました栄光産業㈱常務取締役の岩佐祥

一と申します。 
私は１９６７年生まれの４８歳、２００５年より栄光産業㈱に勤務しております。趣

味は読書とサッカー観戦（柏レイソルの応援と言った方がいいかもしれません）です。

以前より仕事を含めボウリング大会や工業団地まつりなどで皆様と交流する機会はあ

りましたが、今後はメンバーの一員として活動にも企画段階から参加させていただき、

青年部の皆様とは今まで以上に親密にお付き合いをさせていただきたいと思っておりま

す。 
以前から交流があったにしてもメンバーとなると立場も違ってまいりますので不慣れ

な点があるかと存じますが早くなじんでいきたいと存じます。 

 

組 合 ゴ ル フ コ ン ペ の 開 催 
第１１回組合ゴルフコンペを平成２７年４月１１日（土）に千代田カントリークラブにおきまして、８名の参

加で開催を致しました。 

成績は、優勝 安藤 正典氏 ［㈱商工組合中央金庫 松戸支店］ 

２位 岡  雅明氏 ［サンコーテクノ㈱］ 

３位 遠藤 佳男氏 ［㈱マルタカ］ 

以上の通りでした。 

ゴルフコンペ優勝者コメント 

この度は、流山工業団地協同組合様のゴルフコンペ

に初めて参加させていただき、また、隠しホールに助

けられ、思いがけないことに運よく優勝までさせてい

ただき誠にありがとうございました。 

この春の人事異動で商工中金松戸支店長として赴任

し、早々にこのような機会に恵まれ、髙橋理事長他、

皆様と楽しく過ごせたことに感謝いたします。 

前任地では、なかなかゴルフをする機会もなく、腕

前はまだまだ皆様には及びませんが、スポーツ好きの

私といたしましては、これから始まる、松戸支店ゴルフ人生は、今回のコンペで楽しく有意義なスタートを

きることができました。皆様とは、これからもグリーンでも仕事でも親しくお付き合い頂ければと思います。

次回以降もお声をかけていただければ、喜んで参加したいと思っております。今後ともご指導ご鞭撻お願い

いたします。 

商工中金松戸支店 支店長 安藤 正典

 

岩 佐 祥 一 さ ん 歓 迎 会 開 催 



＝＝＝＝＝事務局だより＝＝＝＝＝ 

交通安全注意喚起看板の設置 

工業団地出入り口付近に駐停車する車両が多く、団地内より危険なので対応をして欲しいとの要望があり、

出入り口付近に駐停車する運転手の方に駐停車をお願いする注意喚起の看板を設置しました。 

設置後は、ご理解、ご協力いただき、改善されました。 

 

ドラマの撮影 

フジテレビ木曜日１０時に放映されている（いた？）「医師たちの恋愛事情」ですが、第１話の桜のシーンと

第４話の公園で子猫と主人公のシーンについては、工業団地に隣接するにおどり公園で撮影され、工業団地と

しても撮影に一部協力もさせていただきました。 

特に第１話の桜のシーンは、とてもきれいに撮影されていますので、再放送がありましたら是非見て下さい。

そして、原稿締切前に入ってきた情報で確定していないのですが、最終回でも撮影に使われる可能性も出てき

ましたので、最終回に間に合いましたら見て下さい。 

 

今後の予定 

７月 ３日（金） 第２３回ボウリング大会 

７月２９日（水） 暑気払い 

９月下旬から１０月上旬 第３回団地祭り 

 

 

 

 

２０１５年が早くも５ヵ月を過ぎました。某有名洋画で描かれていた未来がこの２０１５年、また、某有名

日本アニメでは、使徒襲来した年でもあります。 

ここ半年の現実世界での主な出来事を個人的目線でほんの少しですが抜粋します。 

東京～金沢間を結ぶ北陸新幹線が開業し、宇都宮線・高崎線・常磐線が品川駅まで乗り入れる、上野東京ラ

インが開通しました。また、Ｊリーグでは１１年振りに２ステージ制を導入し、ＡＣＬでは、日本勢から柏レ

イソルとガンバ大阪が８強進出を決めました。経済では、円相場で一時１２５円を記録し、１２年半ぶりに円

安水準となりました。 

６月以降の出来事では、サッカー女子ワールドカップカナダ大会が開幕します。澤穂希選手が、男女を通じ

て世界初となる６大会連続での参加となります。昨年の男子ワールドカップでは残念な結果で終わってしまい

ましたが、前回王者のなでしこジャパンが連覇達成となるか注目です。（執筆している時点で、まだＷ杯は開幕

していません。）是非明るいニュースを届けて欲しいなと思います。 

菊地

 

編 集 後 記


