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東京営業一課：03-3278-4800 北関東営業所：028-662-7641 大阪営業所：06-6386-6132 九州営業所：093-631-7464
東京営業二課：03-3278-4562 名古屋営業所：052-823-1751 北陸出張所：0766-26-5131

ｸﾗｳﾄﾞ管理

予防保全可
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２０２１（令和３）年１月－３月の主な組合活動報告 

 

（日本パウダーコーティング協同組合活動報告） 

１）１月２０日 第１０１回理事会（リモート）

    理事 １５名中１２名本人出席、監事 ３名中 ２名本人出席（議事録添付） 

２）２０２１年パウダー協賀詞交歓会  

    １月２０日実施で進めて参りましたが、コロナ禍により残念ながら中止とさせていただ 

    きました。 

    例年中部賀詞交歓会、日本塗料工業会他多数の賀詞交歓会に参加させていただきました 

が全部中止となりました。 

３）「パウダーコーティング」誌２０２１年新年号発行  １月２２日付 

   ☆ パウダー協ホームページに２０１５年夏季号以降計２３誌+バックナンバー掲載 

      http://www.powder-coating.or.jp/pc/ 

４) 粉体塗装研究会セミナー

  ① ２０２１年第１回目セミナー  ２月２日ウェビナーシステムを使用して実施  

    コロナ禍により、㈱三王粉体事業所会議室より同社ウェビナーシステムを使用して配信。 

    また、今回は全国中小企業団体中央会令和２年度中小企業組合等課題対応支援事業（連 

合会（全国組合）等研修事業）に応募、承認を得て実施のためにパウダー協と研究会の 

合同事業として実施。  

     参加者 リモート ３５社 ５３名、現地７社１０名 計６３名 

           冊子はパウダー協、研究会両方に送付。 

      講演時の冊子はパウダー協ホームページにアップしています。 

       http://www.powder-coating.or.jp/news/2021/img/210_pc2011-1_book.pdf 

  ② ２０２１年第２回セミナーは研究会の皆様には報告済ですがコロナ禍により中止とさせ 

ていただきました。次回は２０２１年第３回セミナーで６月に２月と同様ウェビナーシ 

ステムを使用して実施予定です。日程は調整中です。 

講演は㈱戸﨑産業 戸﨑社長様と㈱ヒバラコーポレーション 小田倉社長様のコーター 

企業シリーズと致しました。ご案内は５月に入りましたら行います。 

５）ＩＰＣＯ〔国際工業塗装高度化推進会議〕理事会、合同部会他 

      ２月５日 ＩＰＣＯ理事会及びＩＰＣＯ Ｓｔｕｄｙ（リモート） 

          ＩＰＣＯ Ｓｔｕｄｙの講師は埼玉県環境政策課 赤松 真一氏による「環境から取り組 

            むＳＧＤｓ」 

   ６）支部関係 

      ① 大阪支部 ３月２２日 支部役員会 

② 東京支部 ３月２６日 支部幹事会        

  ７）執筆及び講演 

    ① 執筆（投稿） 「工業材料」（日刊工業新聞社）（４月１日発刊）  

    ② 講演   令和２年度第１回いわて塗装技術研究会〔地独）岩手工業技術センター〕セミナー 

                  向けに実施。（リモート） 

http://www.powder-coating.or.jp/pc/
http://www.powder-coating.or.jp/news/2021/img/210_pc2011-1_book.pdf
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  ８）４月以降の予定  

     ① ４月１２日（月） 第１０２回理事会（第２５期事業報告書案、第２６期事業計画案、 

役員改選他） リモートにて実施 

         ② ４月１３日（火）  パウダーコーティング誌及び粉体塗装技術要覧第５版編集会議 

（塗料報知新聞社にて）  

     ③ ５月２４日（月）の予定  第２５回総会  現在の所リモートにての実施の予定。 

     ④ ６月１～２週目  粉体塗装研究会２０２１-３セミナー 

（ウェビナーシステムにての配信） 

 

《 添付資料 》 

  １．第１０１回理事会議事録 

 (1) 召集年月日        ：  ２０２０（令和 ２）年 １２月  ３日（木） 

  (2) 開催日時及び場所   ：  ２０２１（令和 ３）年  １月２０日（水） 

 午後１時１０分―午後２時４５分    

                   「リモートにて実施・グーグルミート使用」 

(3) 理事･監事の数及び出席理事･監事の数並びにその出席方法： 

      理事の数１５名  監事の数３名 

出席理事の数    １５名の内   １２名本人出席（オンラインにて）、 

出席監事の数      ３名の内   ２名本人出席（オンラインにて） 

(4) 議長の氏名     ：  渡邊 忠彦 

(5) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 :  福田良介 

 (6) 議事経過の要領及びその結果 ： 

     第１０１回理事会は、第９９回、１００回理事会に続き新型コロナウイルス感染症によりリモート 

にて理事会を実施した結果、組合員・賛助会員の入退会についての承認事項及び各種報告事項に関 

しては特に異議なく承認された。 

（議事内容） 

    （１） 承認事項 

   1) 組合員、賛助会員入退会について   ⇒ 特に意義無く承認された。 

    （２） 報告事項   ９月以降の青地部分について報告 

         1) 第２５期４月－１２月活動報告 

          ・ 第９９回決算理事会（ ４月２４日 リモートにて実施） 

         ・ 第２４回総会（ ５月２０日 リモート及び意思決定通知書、委任状により実施） 

         ・ パウダー誌発行（ＷＥＢ版）（ ４月２４日、 ７月２１日、１０月２０日）会員全員に 

        印刷して配布 

          ・ パウダー誌編集委員会（７月実施予定はコロナ禍により中止をしてメールにて対応） 

                 １１月１６日 ： パウダーコーティング誌編集委員会（きゅりあんにて） 

 ２０２１年新年号及び春季号対応 

         ・ 粉体塗装研究会セミナー（４月、６月は中止。４月分の延期として再度９月に設定も

中止にした） 

           １１月１０日に一社）日本塗料工業会（東京塗料会館）会議室ＡＢにて開催（参加 

者 ２９名） 

            ・ 第１００回理事会（９月２日 リモートにて実施）理事１１名、監事３名参加   
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         ・ クオリコート執行委員会（ ９月３日、１１月１２日 軽金属製品協会にて） 

         本部情報、決算等 

        ・ 一社）国際工業塗装高度化推進会議（ＩＰＣＯ）総会 （ ６月１８日リモートにて）  

・ 一社）国際工業塗装高度化推進会議（ＩＰＣＯ）理事会及びIPCO Study 

       （ ４月２３日、６月２日、８月２５日、１１月１３日、１２月２４日） 

         ①１１月１３日のIPCO Studyは一財）日本環境衛生センター 潮崎先生によるご 

講演（リモート） 

         ②１２月２４日のIPCO Studyは愛知淑徳大学教授の真田幸光氏によるご講演（リ 

モート） 

 ・ 中央会「全国団体月例研修会」（ １２月１５日 中央会にて） 

 【12月】補助金で課題に対応（課題対応支援事業）             

      ・ １２月２-４日の高機能展はコロナ禍により事務局としては訪問せず。  

         ㈱塗料報知新聞社のご厚意で 「パウダーコーティング」誌秋季号とパウダー協 

のパンフレットを置いていただきました。               

        ・ 支部報告より 

            ① 東京支部幹事会 ( ８月１９日、１１月２６日) 報告及び今後について（海外 

研修、賀詞交歓会、セミナー等）１１月２６日は㈱三王新本社を訪問  

         ② 名古屋年末研修会（１１月１０日 名古屋市工業研究所管理棟４Ｆ第２会議室 

にて）（講演）久保孝ペイント㈱ 「機能性粉体塗料と導入事例」 

        2) 対外活動     

           東京工業塗装協同組合総会, 一社）軽金属製品協会総会, ＣＥＭＡ（日本塗装機械工業 

会）総会,全国中小企業団体中央会総会, 日本エルピーガス審査登録運営委員会等は新 

型コロナ感染症により中止に。 

     （３） 第２５期予算と１２月３１日現在の実績  

（４） その他 

        1) 上期は新型コロナ感染症により組合内の理事会や総会、支部会、各委員会活動等及び対 

外活動は一部リモートにて実施もほとんど活動ができない状況でした。下期もこれまで 

上期同様コロナ禍により例年に比べると活動自粛の状態です。 

         2) 粉体塗装研究会のセミナーは４月以降中止が続いたが、１１月１０日に東京塗料会館地 

下会議室ＡＢという１８０名程度は入れる部屋で２９名の参加者で実施した。 

              次は、２０２１年２月２日に中央会の補助金を得て実施をする。 

          会場は東京塗料会館を借りるもコロナが酷くなり、１都３県に緊急事態宣言が発せられ 

たことによりリモートに変更（㈱三王様のウェビナーシステムを使用させていただく）  

       3）年度末会計締めの時点で余裕があれば、専務理事（事務局）の１０年勤続一時金として 1 

ヵ月分以内の支給を考慮する。支給検討の場合は三役と調整し実施する。最終的な報告及 

び承認は次回理事会（４月）となるが支給は決算前の３月末とする。  

 

最後に、Clear Sky サポーターに登録して１年を経過したことを報告。 

   ２０１９年９月に登録して早１年経過しました。粉体塗装は目的に合致した塗装方法だと考 

   え登録したものです。（ＶＯＣ削減）東京都よりＰＲ用のロゴマークグッズが送付されて参 

りました。あらためて、ＰＲさせていただきます。会員の中では、関西ペイント㈱（東京事 

業所）、関西ペイト販売 ㈱、㈱三王、大日本塗料㈱、中国塗料㈱、ロックペイント㈱様が登 
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録されています。関係団体等では一社）日本塗料工業会、一社）国際工業塗装高度化推進会 

議（ＩＰＣＯ）、坂井技術士事務所様です。東京都に事業所をお持ちの法人及び東京都にお 

住まいの個人の方々は登録できますのでどうぞ！      

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/clearsky/index

.html 

登録者一覧  

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/clearsky/clear

_sky.html 

 

 Clear Sky サポーターロゴ            

                                 

  

 

 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/clearsky/index.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/clearsky/index.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/clearsky/clear_sky.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/clearsky/clear_sky.html
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ここにも粉体が！(粉体塗料の実用例調査　青地は追加分です）
　　　　　　* この他に実用例がございましたらパウダー協まで！　⁑ここにある実用例で使用されてない場合もパウダー協までご一報を！

分野 実用例

１．工業機械
工業用ミシン，工業用編み機，工具
２．工作機械
切断機，旋盤，複合加工機，板金加工機，切削加工機，プレス加工機，[工作機械カバー］
（屋内）配電盤， ガス器具， ガスメーター， 給湯器（ガス、石油、電気）， 計器ボックス，  計測
機器， 自動販売機（自販機）， 制御盤， 耐薬品用機器， 厨房機器， 厨房器具，電子レンジ厨房関
連， 空調機器， 空調用ダクト，通信機器，鉄道部品， 駐輪機， ワットメーター，立体駐車場，駐車
場の料金計算機 ，ボイラー， ＥＶ（急速）充電器， ソーラーパネル架台， チェーンブロック， パ
ワーコンディショナ， 発電機， コンプレッサー， 塗装ブース，
①計測機器
電子天秤， 顕微鏡， マイクロメーター， 投影機， 座標計測機器， 分析装置， 流量計
②厨房機器・器具
（業務用炊飯器），（給湯器），（レンジフード），業務用冷蔵庫
③通信機器
ケーブルラック、（電話機）、スピーカー， 拡声器， デジタルミキサー（音響）
④鉄道部品
内装パネル，つり革金具，網棚，レールクリップ，ホーム柵（ドア），行先表示板
⑤医療機器・機械
ＤＮＡ分析装置， 検体検査装置， 医用画像診断機器， 医療用ベッド
⑥大型産業機器・機械
建機、建設機器（パワーショベル等），船舶部品，農機、農機具（トラクター等）
１．アルミ建材
アルミサッシ， アルミパネル，アルミフレーム， アルミカーテンウォール
２．屋内外建材
屋内鉄骨構造物，カーテンウォール（建築構造上取り外し可能な壁），鉄筋（建築用鉄筋），PC鋼材＊
1，耐火扉，鉄骨、鉄骨構造物，ドア、ドア取っ手， ビル外装材・部品， プレハブ鉄骨，内装パネル、
フロアパネル，雨樋受け，階段、階段手すり，シャッター

３．道路資材
ガードレール，ガードフェンス，ガードポール，交通標識、交通標識用支柱、その他標識、標識用支
柱，街路灯，街灯支柱，信号機、信号ボックス，カーブミラー，車止めポール， マンホール蓋、グレー
チング（側溝用格子蓋），落石防止柵，防風柵，投光器

４．鋼管
鋼管、鋼管継手、鋼管類（内外），異形管内面，集合管，水道（鋼）管、水道管（バルブ， 異形管，
継手）、水道管継手類、水道管用鋳物、水道バルブ、水道用鋳鉄管、その他鋳鉄管、継手、バルブ，埋
設鋼管用，

一般工業用・一般
金属（その他）

 ＬＰＧ、プロパン、その他ガスボンベ，缶、チューブ，高欄、高欄フェンス，防護柵，クリーンルー
ム、クリーンルーム内装，エレベーター内パネル、エレベーター部品，サイディングパネル，プラス
ティック，床下グレーチング，モーターカバー類，研究用実験台，石油リグと供給品，ＮＤＴ（非破壊
検査），パラソルのシャフト部及びベース部（某コーヒーチェーン等），賽銭箱

１．ＭＤＦ家具
台所，浴室・洗面所，家具等
２．電子・電気部品、電子機器
ハイブリッドＩＣ，ＰＰＴＣ（Polymer Positive Temperature Coefficient)，ＳＳＲ（Soid state-
Relay) ，コイル，小型モーター，ＮＴＣ（Negative Temperrature Confficient) ＆ＰＴＣ(Positive
Temperature Coefficient)サーミスタ， 絶縁用電気・電子部品，セラミックコンデンサ，セラミック部
品センサー，フィールドコイル，フィルムコンデンサー，モーター，ブスパー，バスパー，バリスタ，
針測器
，

公園遊具（ジャングルジム，鉄棒支柱， 滑り台等），スポーツ設備（ 野球場スコアボード， ピッチン
グマシン、球場及び競技場のベンチ・肘掛等）， スポーツレジャー（釣り用ルアー，BBQグリル等），
トレーニングマシーン

自転車， 自動二輪（フレーム、ガソリンタンク、 自動二輪キャリヤー（原付含む） 、ミラー，装飾
品），自動車関係（足回り部品、自動車部品、 アルミホイール， エンジンブロック， オイルフィル
ター， ショックアブソーバー、ばね， エンジンカバー， ドライブシャフト， トーションバー， ブ
レーキキャリパー， ブレーキパッド， ワイパーブレード， エアバック，モニターカバー），四輪カー
ト、産業車両（フォークリフト） ，児童乗り物，〈自動車ボディ〉

冷蔵庫外装、 冷蔵庫部品， 洗濯機， 食器洗い機，電子レンジ、 業務用炊飯器，給湯器（電気），電
子レンジ， オーブンの扉，レンジ、レンジフード，オーブンの扉， 換気扇， 電気ファンヒーター，
オイルヒーター， エアコン（空調機器）、 エアコン室外機（空調室外機）， 照明機器、 照明器具、
蛍光灯反射板， ゲーム機， ノートパソコン筐体， プロジェクタ， オーディオ類（筐体）， 電話器，
その他家電ケース類（空気清浄器--）

装飾家具，建築内装材（内装パネル， パーテーション），家具装飾品，インテリア商品　（ごみ箱，
テレビ台）

門周り（門扉），玄関ドア、玄関周り，テラス、バルコニー周り，庭周り，ネットフェンス，スクリー
ン，カーポート，車庫周り，駐輪場，郵便ポスト，ベンチ，換気口，物置，鋳物フェンス

消火器、消火器内面，金庫，カセットコンロ，暖房機（石油・ガス），ベッド、ベッドフレーム，トイ
レ便座， 針金ハンガー，園芸用品（スコップ、シャベルハサミ、植木鉢の台），骨壷，仏具，ショッピ
ングカート，台車 ，芝刈り機

ＯＡ機器、ＯＡ機器のフレーム，椅子，鋼製家具（スチール家具）、 鋼製ラック， ショーケース，書
棚，スチールパネル、スチールロッカー，棚、棚板、 陳列棚， 机（デスク）， 店舗什器，パーテー
ション、パンチ（穴あけ）

事務機器・事務用
品

家電製品

インテリア

エクステリア

日用品・家庭用品

その他

乗り物

建材・道路土木資
材・鋼管

レクレーション・
スポーツ

産業（用）機器
・機械

機械
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製品紹介１　パーカーエンジニアリング㈱
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製品紹介２－１　㈱ヒバラコーポレーション
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表紙解説
表紙絵画：小島輝夫
表紙写真
「チューリップ咲き誇る春」
　桜に少し遅れて咲きだすチューリップは春が来たこ
とを代表する花の一つでしょう。赤や黄色、ピンク色
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まさに春が訪れた景色で、なんとなく浮き浮した開放
感のある気分になります。
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