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ABA資格認定制度　工場塗装管理技術者について

近藤　旭 *

トピックス

*ABA専務理事（（株）マルシン代表取締役）

　コロナ禍において第 2弾となる緊急事態宣言を受け
た 2021年 2月当初実施予定から延期はあったものの、
去る 2021 年 5月 7・8日、第 1回となる『ABA認定　
工場塗装管理技術者』講習・試験が実施された。難し
い情勢下の中、世間の他の類似試験等の実施状況や方
法を調査し、講習・試験地も会員企業の施設等に変更
したり、送風機や体調管理等のチェックなど万全な感
染対策を敷いた上での実施である。
　ここでは数年間の紆余曲折を経て、晴れて実施され
たこの資格制度の概要について下記の通りお話しする
こととする。

１．ABAとは
　資格認定制度について話す前に、まずは読者の方に
ABAとは何ぞや、ということをご説明しなくてはこ
の資格制度創設の経緯は始まらない。ABAとはアル
ミニウム合金材料工場塗装工業会の英語名Aluminum	
Alloy	Baking	Enamel	Coaters	Association を略したも
のである。アルミニウムに対する素地調整として、薬
剤による化成皮膜処理や陽極酸化皮膜処理の設備を自
社内で保有し、厳格な品質管理の下でアルミニウムに
塗装をする企業の集合体である。処理薬剤の種類とし
ては、有害性は指摘されているものの代替品の性能の
未熟さゆえに未だ使用される六価クロムを始め、環境
により優しい三価クロムを生成皮膜とする薬剤や完全
クロムフリーといった様々な薬剤をどれか一つ、もし
くは複数種類使用している企業も多い。また、性能が
高く環境にも良いとされる陽極酸化皮膜処理を実施で
きる企業も加盟している。主に建築材料に対するアル
ミニウム塗装を実施している企業が中心となって構成
しており、正会員と呼ばれる塗装会社の他、薬剤メー
カーや塗料メーカーを始め、付随する塗装関連の企業
にも主旨を賛同してもらい、賛助会員として名を連ね
てもらっている。令和 4年 1月 1日時点において正会
員は 21社、賛助会員は 16社在籍している。
　ABAに在籍しているものは必ずしも建築材料の金
属塗装だけをしているわけではないが、何らかの形で
アルミニウム（合金）建築材料への塗装を実施してお
り、塗装の中でも比較的、長期の耐候性が求められる
分野を対象にしている。よって長期間での経年劣化に
おける剥がれなどの不具合などに品質管理の焦点が当
てられることが多い。にもかかわらず、長い間、“工
場”における俗に言う“焼付”塗料での建築金属材料
関連の塗装において、公的な品質規格などは存在しな

かった。JIS（日本産業規格）や JASS（建築工事標準
仕様書）における塗料分野の規格と言えば、その多く
が常温乾燥形の塗料であり、“焼付”塗料つまり“加
熱硬化形”の塗料に関する規定・規格は存在しなかっ
た。そこで、日本建築仕上学会では、長年に渡る研究
成果の結晶として、まず 2005 年に素地調整として陽
極酸化処理とクロム酸クロメートを採用した溶剤系塗
装について定めた『焼付け塗装標準仕様書・同解説』、
そして改訂更新版であり、進化版ともいえる、環境に
配慮しながら三価クロム系及びリン酸クロム系化成
処理を加えた 2013 年の『加熱硬化形溶剤系塗装標準
仕様書・同解説』（以下、溶剤系標準仕様書と記す）、
2018年に環境にやさしいVOCを塗料から排出しない
粉体塗装の標準指針として『粉体塗装仕様標準指針・
同解説』（以下、粉体標準指針と記す）を、それぞれ
の書籍の名に起こし言葉として冠されている「建築用
アルミニウム合金材料」への塗装の規格として編纂し
た。ABAの会員企業、特に理事に名を連ねる企業は
この執筆編纂作業に直接関わっている企業も多い。故
にABAは 2014 年 2月にこの溶剤系標準仕様書（と
のちに発刊された粉体標準指針）の遵守を目標とする
ために創設された、といっても過言ではない。創設の
経緯やその他の目的、活動報告などの詳細はABAの
HPをご覧頂きたい（https://aba-jp.org/）。

２．工場塗装管理技術者の創設
　先に述べた溶剤系標準仕様書及び粉体標準指針の第
1章「総則」には、二つの建築用アルミニウム工場塗
装に関する資格認定について言及されている。その一
つが当該投稿のテーマである「塗装管理技術者」であ
り、もう一つは「塗装技能者」である。前者は後述す
るとして、後者は似て非なるものとして、厚生労働省
によって所管されている国家資格である技能検定制度
において「塗装」の検定がある。5種類の塗装作業（木
工、建築、金属、鋼橋、噴霧）に分けられ、金属塗装
作業は1級から 3級、その他の塗装作業は 1級と 2級
の等級があり、各都道府県職業能力開発協会が行う技
能検定試験（実技および学科）の合格者は塗装技能士
として認定される。これらの技能士は工場におけるア
ルミニウム合金材料に対する加熱硬化形塗装に際し
て、他の技能者に指導する立場で作業をして、塗装品
質の確保と向上を図る目的においては有用であると考
えるが、これらの試験内容は当該仕様書・指針で提示
するアルミニウム合金材料に対する加熱硬化形溶剤系
塗装の技能や知識・情報としては、必ずしも適切では
ないと考えられる。故に塗装技能者においても別途建
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築金属材料の工場塗装に関する認定資格創設が望まし
いが、塗装技能の評価方法や評価場所・評価者の選定
など、新技能者検定制度の創立・実施におけるハード・
ソフト双方のパワーは生半可な内容では難しく、会員
が日本でもごく限られているABAの現状では容易で
はない。故にABAでは、当面の建築材料への塗装品
質管理を担保するために、先に「塗装管理技術者」の
創立の焦点を当てた。
　その第一歩となる第 1回会議は 2019 年 4 月に、	
（一社）軽金属製品協会の関連団体である（株）アルミ
建材センターが所有する東京赤坂のアープセンタービ
ル 3Fにて執り行われ、ものつくり大学名誉教授の近
藤先生をはじめ、ABA各企業よりのちに正式に委員
として活動する大塚常務理事（大塚金属（株）代表）、
前島理事（筒井工業（株）代表）、近藤専務理事（筆
者）、ABA技術スタッフである加納氏（宮越工芸（株））、
長谷川氏（（株）日本電気化学工業所）、賛助会員から
近藤氏（（株）トウペ）、渡部氏（大日本塗料（株））が
参加した。また、特別オブザーバーとして（一社）軽
金属製品協会専務理事である佐藤氏をはじめ、当組合
の専務理事である福田氏、また前述の厚労省所管の塗
装技能検定に一部携わっている（一社）日本工業塗装
協同組合連合会から事務局長の宮原氏、そして会とし
て独自の工場塗装認証制度創設を目指す（一社）国際
工業塗装高度化推進会議（IPCO）理事長窪井氏に参
加頂き、各団体の意見を聞かせて頂いた。この際、資
格創立を目指す委員会として正式に『ABA資格認定
制度検討委員会』を立ち上げた。委員長を前島氏とし、
顧問として近藤先生にお手伝い頂くことになった。ま
た第2回以降は原則委員のみによって議論が進むこと
となった。
　足掛け 1年半、11回にもわたる検討委員会の会議
の中では、技能検定以外の、主に民間企業・機関が主
宰する塗装に関する資格検定などを分析して、ABA
会員企業へのアンケートによって資格へのニーズの把
握、試験に盛り込む内容などを決定し、全 70ページ
以上にわたるテキストの作成も行った。テキストの内
容は基本前述の溶剤系標準仕様書、粉体標準指針に
準ずるが（特に下記の 2章）、建築業界の基礎知識や
ISOをはじめとした一般的な品質・環境管理などのマ
ネジメント知識が欠落した状態では管理者として顧客
との的確な会話や交渉が出来ないと考え、下記のよう
な内容を盛り込んだ（章のみ抜粋掲載）。
　第1章　環境配慮と工場塗装
　第 2章　工場塗装一般
　第 3章　建築に関する基礎知識
　第 4章　マネジメント
　また、受験希望者に対する試験のみの実施ではなく、
1日目に講習を受け、2日目に試験を実施する、とい
うスタイルを取った。なお、第1回では、テキスト編
纂に携わった各委員が講師となり講習会を実施した。
2回目以降も当面は同様のスタイルを取ろうと考えて
いるが、のちには当該試験合格者が順調に成長し、各
企業における中心となり、塗装や工場作業における品
質や工程管理を語れるような人材になった暁には、彼

らに講師を務めていただきたい、というのが委員の本
音であり、希望である。
　こうして順調に進んでいったかのように見えた資
格認定制度であるが、その最中、ご存知のように新
型コロナウィルスが世界を直撃した。会議もリアルな
討論ではなく、リモートやメールが中心となり、思っ
たように審議内容が進まないこともあった。また当初
は 1ヶ所での講習試験の開催を見込んでいたが、全
国に会員企業が存在することもあり、公共交通機関
による移動に不安の声もあったことから、関東（大
宮）・中京（名古屋）・関西（大阪）での三地点同時開
催の試験とし、講習は各企業からのZoom®を利用し
たリモート接続による開催に変更した。そうして最初
は 2020 年秋の実施を目指していたものの、中々コロ
ナの実態が見えてこないことから早々に延期を決定
した。一旦緊急事態宣言が空け、感染が落ち着いた
2020年10月頃に翌年2021年2月の実施を決定したが、
2020 年末の感染者増大に伴い、新年早々に緊急事態
宣言が再び発出されたため、これも再度の延期を余儀
なくされた。
　こうして新しい予定日を5月初旬として再び動き出
し、3月には徐々に状況が落ち着いてきて緊急事態宣
言やまん延防止等重点措置を解除する地域も出てき
た。東京においては講習試験開催の 5月 7・8日には
緊急事態宣言が出されていたものの、試験地である埼
玉、愛知は各市で地域差があるもののまん延防止等重
点措置の期間中であった。しかし、試験直前のゴール
デンウィーク前 4月 25日には大阪に緊急事態宣言が
発出されてしまった。そこで、受験者がいる企業や受
験者本人達にも確認をし、試験地迄の交通手段等も確
認した上で、難しい判断だったが、予定通りこの日程
で実施することを決定した。直前でのコロナ情勢によ
り数名の辞退者がいたものの、第1回の受験者は全部
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で 11名ということになった。会員企業への調査にお
いてはコロナ発生以前では約 30名の受験希望者がい
たため、すこし寂しい感じもあったが、こういった状
況下で各企業・各人の考え方等は異なる故に致し方な
いと思う。厳しい中でも、こうして第1回講習試験が
開催された。

３．今後の認定試験について
　第 1回講習試験では前述の 11名中 9名が晴れて合
格した。合格率が高いように思われるが（約 82％）、
第 1回ということで、受験者は各企業の中でも選抜さ
れた人材であり、筆者も度々ABAや塗料メーカーが
主催する各地の勉強会等で拝見した顔ばかりで（注：
だからと言って身内びいきがあるわけではない）、合
格率が高くなるのも必然である。
　なお、合否判定に関しては、受験前から一定程度の
合格ラインの目安を決めていたが（約 80％前後の正
答）、上記の検討委員会から、各企業・受験者に雇用
や利害関係のない第三者である近藤照夫顧問と検討委
員会の委員長である前島氏、及び各人の回答・試験結
果を唯一知っている事務局である筆者の3人のみで合
否判定委員会を開き、各受験者の各設問への回答状況
を鑑みて、最終的な合格ラインを区切った。これは当
初の合格目安と大差のないものであった。この際、筆

者は最終合格ラインの選定自体には一切かかわってい
ないことは付け加えておく。また、合格者の名簿は同
年7月からABAのHP上でも公開されている（https://
aba-jp.org/certification/）。昨今、個人情報保護などの
規制は厳しくなっているが、合格者氏名を公表するこ
とは各受験者に事前に確認済みである。会員の顧客企
業等が「認定試験の合格者がその企業に確かに存在す
る」と唯一確認できるツールであるため、今後もHP
上での合格者掲示は続けていきたい。また、2021年 7
月には合格者には認定証を送付し、名刺などで『ABA
認定　工場塗装管理技術者』と名乗ることを認めてい
る。
　第 2回はコロナの状況との相談事ではあるものの、
本年 2022 年の 5月から 6月に実施予定である。第 1
回の反省等を踏まえ、更に運営にも磨きを掛けたい。
また、コロナが落ち着いてきたら受験者数も拡大でき
ることを願っている。最終的にはABA会員企業のみ
ならず、会員外であっても建築金属材料の塗装に携わ
る技術者や管理者、例えばゼネコンやサッシメーカー
の技術者やその他の塗装企業などにもその実績を紹介
し、受験者が現れることを期待している。この認定制
度の活用を通して、溶剤系標準仕様書や粉体標準指針
の認知度向上、そして工業塗装における品質の向上と
国内塗装企業の力強さをアピールしていきたい。
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ベトナム・ホーチミンから Chúc Mừng Năm Mới！！

戸﨑　勇人 *

海外情報

　Chúc Mừng Năm Mới！！
　ベトナムから、新年明けましておめでとうございま
す。
　皆様におかれましても、去年は一昨年以上にコロナ
禍に惑わされた年だったと存じます。
　私はその中でもかなりコロナ禍に虐げられた部類
で、１年の３分の１を隔離生活、更にコロナ陽性も経
験させて頂きました。
　今回は異国の地での“コロナ陽性者”の待遇をお伝
え出来ればと存じます。
　私が陽性になったのは、ベトナム政府の付け焼き刃
法令による最も厳しい処置を受け、会社内で“労食住”
を集約する工場隔離の真っただ中での出来事でした。
　その日は起床時から頭痛があり何かいつもと違うと
感じましたが、身体は大丈夫でしたので通常勤務をし
ておりました。しかし日が暮れるにつれ身体の調子も
悪くなってきたので念のため簡易検査を行うとまさか
の２本線（陽性反応）・・・事務所にいたベトナム人
スタッフがそれを確認した途端、皆一斉に走って散っ
た姿を今でも忘れません。次の日にはやはり熱が出た
ので横になり安静にしていたところ、念のため近くの
国際病院で入院することになり、異国の地ということ
もありVIPルームを用意したと言ってくれました。
　それを聞き安心して向かったところ、まずは再度
正式にPCR検査を行い、その検査結果が出るまでは
待機所で待つことになりました。しかし昼過ぎに入り
夕方ごろには結果が出ると聞かされてから待てど暮ら
せど誰も来ず、通された待機所というところは清掃の
行き届いていない公衆トイレのような不衛生な建物で
検査待ちの人ですし詰め状態。その中の１人の女性が
辛そうに咳き込んでおり、偶然通りかかったドクター
に呼吸し難いので助けて欲しいと懇願すると、おもむ
ろに体温計と血圧計と取り出し一通り検査し終える
と、少し待ってと言い病棟に向かったがそれから一向
に戻ってくることはありませんでした。時間も 21時、
22時に差し掛かっても結果報告もなく、その間に何
度となく通訳の子に連絡を取り、「一体いつになった
ら結果が出るのか？」「食事は出ないのか？」「薬も出
してくれないのか？」と聞くと「ドクターに連絡しま
す。」「連絡が取れましたので安心して下さい。」「ドク
ターがこれからそちらに向かうそうです」・・・結局
この公衆トイレには自分が出るまで誰も来なかったで
す。

　その間に病棟から大きな袋を乗せたストレッ
チャー（見るからに人型の形）が目の前を何度も往復
している姿を、空腹と高熱でボヤっとしている頭の中

VIETNAM	SUCCESS	CO,LTD（戸﨑産業株式会社）
工場隔離時のストレス解消にとスポーツに励む姿（飛んでいる
のが私）

外出禁止との政令が出された時に政府は軍隊の出動要請を行った

食糧の購入も含め一切の外出禁止時の政府からの配給
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で、「このまま異国の地で自分も孤独に死ぬのかな」と、
不謹慎ですが死を覚悟しました。
　結局結果が出たのは次の日の昼過ぎで、勿論陽性（こ
こで陰性でも50	m2 にも満たない不衛生な密室で陽性
者約 20人と１日中共にしていたので後日 100％陽性
になるでしょうが）と診断され、やっと状況から解放
されてVIPルームに通されるのかと思ったが「あな
たは比較的軽度の症状。VIPルームは重度の患者のみ
の使用となり、軽度の人は今から野戦病院に移動して
もらいます。」と一蹴・・・通訳にクレームをつけると、
「病院がそう判断したのなら仕方がない。野戦病院に
行ってください。」と真っ当な返答。これは最初から
野戦病院に行かせるための手の込んだ罠だったのかと
肩を落とし涙を堪えながら５時間程待たされ、やっと
来た救急車に乗り野戦病院に向かいました。
　到着後すぐに持ち物検査され、延長コードの持ち込
み禁止と言われ没収。すると検査員が目を離した隙に、
建物からひょいと出てきた男が没収ボックスから私の
延長コードを取り逃げようとしたので呼び止めたとこ
ろ、満面の笑みで「黙っててくれる？？」と言い走っ
ていきました。ですので私もそれを真似て他に没収さ

れた物を黙ってカバンに忍び込ませ、満面の笑みで建
物に入りました。
　私の入った野戦病院はまだ新しい巨大倉庫を貸し
切った場所で、中はとても綺麗でベッドが整然と並べ
られ、それぞれに仕切りもあり昨日までいた公衆トイ
レとは天と地の差があり正直驚きました。ただベトナ
ムあるあるで、トイレが洋式だったのですが全ての便
座が壊され、タンクの蓋が割れて地面に転がっていて、
洗面台は傾いていました。ベトナム人はトイレを使用
するとき落ち着いて出来ないものかといつも不思議に
思います。
　とはいうものその他はどこぞの国際病院と比べて快
適で、不満なく約２週間もの隔離生活を終えました。
　現在では社会隔離等、様々な規制は解除され生活は
通常通りに戻っておりますが、約半年に及ぶ政府の対
策は数々の工場、飲食店等を廃業に追い込んだりと、
国民は未だコロナだけでなく生活に対する不安の声が
出ております。しかし少しずつ「ウィズコロナ」をス
ローガンに前進しつつ、コロナ禍以前よりも活気だっ
た国に成長することを願っています。
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〔日本パウダーコーティング協同組合より新年のご挨拶〕

１月も２１日となり、若干遅いですけどあらためまして新年明けましておめでとうござい

ます。

皆様方におかれましては２０２０年初頭より続くコロナ禍ではありますが、お健やかに２０２２年

の新春をお迎えになられた事と、心よりお慶び申し上げます。

２０２１年も２０２０年に続きコロナに始まり、コロナに終わった年でした。２０２２年を迎えてもコ

ロナは変異株「オミクロン」として年明け早々第６波を迎えています。感染力は強いけどワクチン

接種も進んでいることなどから重症化率はどうも低い傾向にある様です。しかし、感染者数が

多くなると重症化率が低くても数は多くなるので注意が必要です。引き続き、手洗い・マスク・三

密等基本を守り行動下さい。

日本の景気は横ばい傾向にあったものが、２０１６年後半より２０１７年にかけての内需外需の

増加によりゆるやかな回復基調が続きました。２０１８年は災害の影響により、輸出・生産活動は

弱含みで景気一服といった状態の中、設備投資や個人消費等の内需は緩やかに回復をし、２

０１９年１０月の消費税引き上げまでは同様の状況が続きましたが、１０月の８％⇒１０％への消

費税アップでは個人消費等が今一つ低調になりました。２０２０年は初頭より新型コロナ感染症

（COVIT-19）がもたらされ、ほとんどの業界、特に観光・飲食・旅行業界は打撃を受けた年とな

りました。

コロナ禍が続く中、２０２１年はかなり２０１９年レベルまで我々が関係する業界は戻りつつあり

ましたが、年中よりの半導体不足やコロナによる東南アジア特にベトナムからの部品等の供給

不足の影響で自動車関連や家電関連等で大きな打撃を被り生産状況は芳しいものではありま

せんでした。２０２２年もこの様な影響が続くのではと思われます。コロナの終息、半導体不足

等の解消により早く景気回復して欲しいものです。

更に、米中対立と共にウクライナ情勢に伴う米露対立等世界のあちこちできなくさい状況が増

加し、日本においても日中関係、日韓関係、対北朝鮮等不安要素が多く予断を許さない状況

と言えます。

この様な状況の中で、我々を取り巻く業界は２０１９年までは若干景況感がアップの方向性

でしたが、２０２０年、２０２１年は関係する業界の動向と同じ状況が続いています。

ちなみに、２０２１年１-１１月の全塗料及び粉体塗料の生産量・販売量の対２０２０年前年比及

び２０１９年対前々年比は

   全塗料生産量    :  １０３．１％（２０２０年比）、９２．４％（２０１９年比）

   全塗料販売量  ：  １０３．１％（２０２０年比）、９３．６％（２０１９年比）

    粉体塗料生産量  ：  １０５．０％（２０２０年比）、９９．７％（２０１９年比）

   粉体塗料販売量  ：   １０６．６％（２０２０年比）、１０１．２％（２０１９年比）

でした。 〔主な業界の１１月までの生産量対前年比及び塗料生産量対前年比については巻

末の別表を参照下さい〕

我々が取り扱う塗料はこと環境に対しては決して優しいというものではありません。欧州や中

国では環境規制が厳しく、環境に優しい塗料である水性樹脂系塗料や粉体塗料に溶剤系塗

料がＶＯＣ削減の為に大きく切り替わって来ています。日本はその様な国と比較するとまだま
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だ環境規制が比較的緩く、各種規制が行われている欧州や中国などに更に遅れをとる可能性

もあります。昨年より日本でもＳＤＧｓやカーボンニュートラルなどが進められて来ていますので

チャンスであり今後に期待したいものです。

日本パウダーコーティング協同組合では昨年に引き続き環境に優しい粉体塗装の発展を目

指し今後も諸活動を展開して参ります。言うまでもありませんが、これらの活動を通じ私ども日

本パウダーコーティング協同組合が発展するためには経済産業省や全国中小企業団体中央

会及び関係団体のご指導が欠かせません。

これからも組合としてなすべき事は沢山あります。今年も組合員・賛助会員各位のご期待に沿

うべく気持ちを新たに頑張っていく覚悟でございます。

最後になりましたが皆様のご健康、ご発展とご多幸を心より祈念申し上げ新年のご挨拶とさせ

て頂きます。

    

               「富士黎明」 JAPCA News220（1月号）より    小島氏撮影    
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２０２１年（令和３年）１０月－１２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）「パウダーコーティング」誌２０２１年秋季号発行 １０月２２日付

   ☆ パウダー協ホームページに２０１５年夏季号以降掲載 

  「パウダーコーティング誌編集委員会 １０月１２日 品川区大井町「きゅりあん」にて 

２) 粉体塗装研究会セミナー  

① ２０２１年第４回目 １１月９日 リモートにて実施 

      １．独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所（５０分） 

                     電気安全研究グループ  部長  崔 光石氏  

     ２．ＢＳ＆Ｂセイフティ・システムズ㈱ （５０分） 

                      IEP 営業部 セールスマネージャー 那須 貴司氏 

      ３．㈱ヒートエナジーテック（３０－４０分） 

                           営業統括本部 本部長 萩原 和徳氏 

     ② 第５回目工場見学会〕 コロナ禍により中止 

３）クオリコート委員会  １１月４日〔（一社）軽金属製品協会にて〕 

４）ＩＰＣＯ〔国際工業塗装高度化推進会議〕理事会、合同部会他 

    ① １０月２０日 :  理事会及び合同部会 

    ② １１月 ８日 ： 坂井理事長、高橋副理事長と工塗連・鈴木事務局長と福田（パウダー 

協・IPCO 顧問）の４名で経産省訪問              

    ③ １２月 ９日 :  コーティングジャパン（幕張メッセ）にてＣＥＭＡ→ＩＰＣＯ枠で講 

演〔パウダー協関係者では高橋（大）理事(IPCO 副理事長)、㈲タナベ 

塗工所  田辺社長、福田（事務局、IPCO 顧問）〕  

    ④ １２月１６日 ： 合同部会（ハイブリッド開催）  

             関東経済局主催カーボンニュートラルセミナー（リモート）  

 ５）２０２１年度海外視察研修は２０２０年度に計画したイタリアを中心に再度検討して参り 

    ましたが、コロナ禍により中止にしました。次年度以降再設定予定。 

   ６）支部関係 

      ① 東京支部 １１月１７日 支部幹事会  

      ② 名古屋支部 支部年末研修会 １１月 ２６日 筒井工業㈱にて      

   ７）粉体塗装技術要覧第５版編集会議 

    ① １０月１２日、１０月２２日 初校に対して会議実施  その後再校、再々校に対して 

会議をリモート及びメールにて順次実施。２０２２年１月末発刊予定。（塗料報知新聞社 

発行） 

  ８） 関係団体・関係会社等の総会・セミナー等 

    ① １０月２７日 労働安全衛生総合研究所における一委員会にアドバイザーとして参画 

             リモート開催〔福田（パウダー協事務局）〕 

 ② １２月８－１０日  コーティングジャパン  

      ㈱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パンフ 

組 合 便 り
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      レットを置いていただきました。 

    ③ １２月１５日  全国中小企業団体中央会月例研修会「補助金での課題対応」に出席 

 

（会員・関係先転居関係）  

（会員会社） 

１．旭サナック㈱  東京支店移転 １月１０日より  

  東京都千代田区岩本町２丁目１８－３ ＮＢＳ岩本町ビル７Ｆ 

  TEL: 03-5846-9675 FAX: 03-5846-9685  

２．ダイテック㈱  

  代表取締役会長  長谷川 智久氏（パウダー協副理事長）同社社長より  

  代表取締役社長  三浦 直和氏 新就任 

 

（主な今後の予定） 

  １．１月２１日予定のパウダー協賀詞交歓会はコロナ禍により中止と致しました。 

  ２．「パウダーコーティング」誌新年号 １月２１日発行 

  ３．パウダー協１０５回理事会 ２月１日リモート開催 

  ４．パウダー協第２６期締め  ３月３１日 

  ５．パウダー協第第２６回総会 ５月１８日（水）予定 場所はメルパルク東京  

 

（東京都環境局「Clear Sky サポーター」に２０１９年９月に登録して２年経ちました） 

２０１９年９月に登録して２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て

登録したものです。（VOC削減） 

会員の中では、関西ペイント㈱（東京事業所）、関西ペイント販売㈱、㈱三王、大日本塗 

料㈱、中国塗料㈱、ロックペイント㈱様が登録されています。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            支給のトートバッグ 

               

                                   

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


     

       

２０２１年（令和３年）パウダー協 名古屋支部年末研修会 実施報告書

日 時 ： ２０２１年１１月２６日 １４：００～１６：３０

場 所 ： 筒井工業株式会社    参加者 ： ２４名

司 会 ： 社本 吉正氏 （㈱アック代表取締役・パウダー協理事）

タイムスケジュール 内  容 場 所 担  当

14：00～14：05 支部長挨拶 会議室 名古屋支部長 前島靖浩

14：05～14：30
ＩＰＤ微粒化粉体塗装制御システム

の説明
会議室

川口化成品㈱

代表取締役 川口洋平氏

14：30～14：55

筒井工業概要説明

・粉体塗装について

・Ｔ-ＣＸコンサル事業部について

会議室

筒井工業㈱

製造部チーフリーダー

中園広平氏

15：05～15：30 ＩＰＤ制御システムの実演（Ａ） 工場
筒井工業㈱

バッチ式塗装設備

15：30～16：00 工場見学（その間にＡを焼付） 工場

16：00～16：15 Ａの仕上がり確認 工場

16：15～16：30 質疑応答・アンケート 会議室

   座学（会議室内）             ＩＰＤ実演中          非接触膜厚計による測定（焼付前）

     焼付け後              焼付後の塗膜確認
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支部便り（名古屋）



                  工場見学

・３４名のお申し込みを頂きましたが、蜜を避けるため人数制限をさせていただきました。

ご参加できなかった方はご容赦下さい。
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