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新理事長 荻山 孝夫 氏（有限会社岩宗鋳造所 取締役社長）(左) と 
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２０２２年８月 1 日 

新理事長就任 
 



 

年頭のごあいさつ 

川口新郷工業団地協同組合  

理事長  荻山  孝夫  

 新年あけましておめでとうございます。  

 組合員の皆様におかれましては、つつがなく新年をお迎えのこととお喜び申し上げます

とともに、日頃より組合の運営にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。   

また、埼玉県、川口市、埼玉県中小企業団体中央会をはじめとする関係各位におかれ

ましては、格別のご指導、ご鞭撻を賜り誠にありがとうございます。  

長きに渡りご指導いただき、当組合の発展にご尽力いただきました石川最高顧問に代わり、昨年の８月に川口新郷工

業団地協同組合第７代理事長に就任いたしました。今後におきましても、電力の共同受配電事業を組合の大きな柱とし

て、組合員とそこで働く従業員、更に近隣住民の皆様と共に、「ものづくり」の工業団地として、前理事長が一歩一歩積

み重ねてまいりました歴史を、引き継いでまいりますので、なお一層のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

さて、昨年は新型コロナウイルスの再拡大や、急激に進んだ円高によるによる影響を受け、大変厳しい社会経済状況

の一年でありました。今年もロシアの軍事進攻による原材料・エネルギー価格の高騰が中小企業の経営を直撃し、厳し

い経済状況が続くことが予想されます。  

組合におきましては、中小企業を取り巻く経営環境を油断することなく注視し、国、県及び川口市が実施する経済対

策と積極的に連携を図り、組合員の事業活動の一助となるよう努めてまいります。本年も雇用を守り、中小企業の事業

継続に資するよう尽力してまいる所存でありますので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。  

 結びに、本年が皆様にとって新たな飛躍の年になることを心よりご祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただき

ます。  

 

川口新郷工業団地協同組合  

最高顧問  石川  義明  

 新年あけましておめでとうございます。  

 組合員の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます

とともに、日頃より組合の運営にご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。  昨年

まで２０年余りの長期に渡り、当組合の理事長を務めさせていただき、埼玉県、川口市、

埼玉県中小企業団体中央会をはじめとする関係各位、並びに組合員の皆様から格別

のご指導、ご鞭撻を賜り、組合運営に係わることができましたことを心から御礼申し上げま

す。そして、荻山理事長に無事たすきを渡すことができ、新理事長の下で組合が更に発展いたしますことを大いに期待し

ております。  

さて、未だに新型コロナウイルス感染症が経済活動与える影響は大きく、更に、ウクライナ情勢や円高による原材料・

エネルギー価格の高騰によって、組合員をはじめとする中小企業の経営に深刻な影響を与えています。  

こうした中、当組合におきましても、県、及び川口市が実施する中小企業支援策と連携を図り、地域経済を支え雇用

を守り続ける工業団地として役割を果たしてまいりたいと存じます。更に、今後におきましても、主力事業である共同受配

電事業におきまして、変電所を含む電力供給設備の再構築をはじめとして、業務システムの改善に取り組み、組合員へ

のサービス向上に向け、努めてまいりたいと存じますので、これからも、組合の最高顧問として、これらのことにつきまして、

お支えできればと考えている次第であります。  

 令和５年が皆様にとってますますの発展の年になりますことを心よりご祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただ

きます。  

 



 

川口市長  奥ノ木  信夫  

新年明けましておめでとうございます。  

川口新郷工業団地協同組合の皆様におかれましては、健やかに令和５年の新春をお迎え

のこととお慶び申し上げます。貴組合は、日頃より地域と共生した種々の活動を通じて、地域

経済の活性化や発展に多大なる貢献をされており、荻山理事長をはじめとする皆様方の情熱

とご尽力に深く敬意を表する次第です。  

 さて、国内の景気動向については、ウクライナ情勢等の影響により、燃料費や原材料費な

どの高騰が続き、市内経済に大きな影響を与えております。そこで本市では、製造業者・道路

運送業者向けに高騰対策支援金の支給を行っております。引き続き市内経済の状況を注視しながら適時適切な対策

を講じて参ります。  

 こうした中、昨年、８回目となる川口市市産品フェアを開催いたしました。期間中の商談件数は過去最多となり、天

候についても３日間晴天に恵まれ、多くの来場者を迎え、成功裡にフェアを終えることができました。これも貴組合をはじ

めとする多くの関係者の皆様のご支援ご協力の賜物と深く感謝を申し上げる次第です。  

 今後も「住みやすいまち」を超えて「さらなる選ばれるまち川口」の実現に向け、市政運営に全力を尽くして参ります

ので、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。  

 結びに、川口新郷工業団地協同組合の益々のご発展と、組合員の皆様のご繁栄を祈念申し上げ、年頭の挨拶と

いたします。本年もよろしくお願いいたします。  

 

元  総務大臣・衆議院議員   新藤  義孝   

川口新郷工業団地協同組合の皆さまには、令和５年の新春をお健やかにお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。長年にわたり大変お世話になり、組合顧問として仲間に加

えていただいておりますことに、心より厚く御礼申し上げます。  

 新型コロナ感染症発生から 3 年がたち、いま日本では社会経済活動が日常を取り

戻しつつあります。一方で予断を許さないウクライナ情勢による世界的な物価高や北

朝鮮の相次ぐミサイル発射、さらに中国による覇権主義的な行動など日本を取り巻く

経済・安全保障環境は緊迫を深めています。  

 私は政権を支える自由民主党の政調会長代行として、年末に策定・成立させた総合経済対策と令和４年

度第２次補正予算を速やかに実行するとともに、令和５年度予算の成立に全力を尽くし、国民生活と経済活

動の正常化を推し進めてまいります。  

まずは、コロナ後を見据えた新しい経済成長を創り出すため、スタートアップ支援や社会全体のＤＸ・カ

ーボンニュートラルを見据えたＧＸの推進、全国どこでも誰もが快適な生活ができる｢デジタル田園都市国

家構想｣などの施策を強力に推進してまいります。併せて、厳しい安保環境に対応する防衛力の抜本強化を

行い、国の安全を守り抜きます。  

また、国策の最適実践地と位置付ける私たちの街・川口においては、京浜東北線「中距離電車の川口駅停

車」に向け、今年度に川口市からＪＲに調査委託が行われ、駅整備の具体的な検討が行われています。ＳＫ

ＩＰシティへのＮＨＫ施設建設工事は、渋谷放送センターより移転されるスタジオが６室に増え、いよいよ

新年度から着工されます。皆さまからいただいた国・県・市の太い絆を活かし、川口市の力強いまちづくり

に取り組んでまいります。  

川口新郷工業団地は様々な製造業が集積・連携する充実した組合活動を展開しつつ、地域住民とのふれあ

いを大切にする「川口の元気づくり」の原動力です。私も引き続き精一杯お手伝いさせていただきます。  

荻山孝夫理事長を中心に、本年も川口新郷工業団地協同組合のますますの発展と、組合員皆さまのご隆盛

を祈念申し上げます。  



 川口新郷工業団地協同組合 ２０２２この一年  
 

１月 新春祝賀会中止                                          
 

２０２２年１月１９日、埼玉県により「新型コロナウィルス感染症に関するまん延防止等重点措置」

が発出され、１月２１日（金）から２月１３日（日）までまん延防止等重点措置が実施された。これを

受けて、組合員の感染防止を第一として組合主催の新春祝賀会を中止した。 

 

２月１７日(木） 臨時総会                                        
 

役員選挙を行うための臨時総会を開催した。組合員７８名 投票組合員６２名 

理事当選  関口 雅英 田中 宏明 石田 哲 森 雄児 山口 基永 久保木 満江 

理事選挙の結果、前回の役員選挙の当選者と合わせて１１名の当選者となったため、理事の定数

（８名以上１２名以下）の範囲に達した。 

 

３月１６日（水） 理事長選出                                      

  
第４１３回理事会において、２回の臨時総会による選挙での当選人１１人のうち理事就任を承諾

した１０人によって理事長選出がおこなわれ、石川義明氏が全会一致で理事長に選出された。 

 

６月２９日（水） 第５３期通常総会                                  
 

出席組合員数と出席方法（総組合員数７６） 

６４名内訳 出席者２３名 書面議決書 ４１名 

総会議長  岩崎 康彦（岩崎金属興業株式会社） 

第１号議案 ２０２１年度（第５２期）事業報告の承認について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第２号議案 ２０２１年度（第５２期）収支決算報告承認及び剰余金処分（案）

決定について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第３号議案 ２０２２年度（第５３期）事業計画（案）並びに 

収支予算（案）決定について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第４号議案 ２０２２年度賦課金の賦課徴収方法（案）決定について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第５号議案 ２０２２年度組合借入金の最高限度額（案）決定について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第６号議案 ２０２２年度一組合員に対する貸付金の最高限度額（案）決定について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第７号議案 ２０２２年度理事報酬（案）決定について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第８号議案 ２０２２年度監事報酬（案）決定について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

第９号議案 定款改正について 

書面議決書で４１名の賛成及び会場での多数の拍手により可決 

石川義明理事長 



７月１３日（水） 理事長選出                                      

  
第４１８回理事会において石川義明理事長が推薦した荻山孝夫理事が次期理事長に選出さ

れ、８月１日より就任することとした。尚、就任までの間荻山氏は副理事長となることを理事会で決

定した。 

 

７月２２日(金） 役員選任                                        
 

第４１９回理事会において、８月１日よりの副理事長・専務理事・常務理事が選出された。 

なお、石川義明氏は理事長退任後最高顧問に就任する。 

最高顧問 石川 義明 理事長  荻山 孝夫 副理事長 岩崎 康彦 

専務理事 田中 宏明 常務理事 石田  哲 常務理事 森  雄児 

 

 

７月２４日(日） 変電所点検                 
 

毎年１年に１回実施している組合変電所の定期点検を本

年度も実施した。 

 

７月２４日(日） ９月２５日（日） 破損電柱交換工事  
 

工業団地内に設置している電柱（５本）の交換作業を実施

した。 

 

８月１日（月） 理事長交代                                        

 
当組合の理事長を１０期２０年務め、組

合の発展・地位向上に多大な貢献をした石

川義明理事長から、(有)岩宗鋳造所取締

役社長荻山孝夫氏に理事長職が引き継が

れた。 
 

詳しくは… 

日刊工業新聞 web版 

「工業団地 info」特集 

 
 

 

２０２２年度組合福利厚生事業 潮干狩り助成                            
 

組合員及びその従業員とその家族が、４月１５日から８月３１日までの間

に個別に実施する潮干狩りを対象に助成を行った。 

３３人が千葉県での潮干狩りで利用し好評を博した。 

 

 

荻山理事長と石川最高顧問 

変電所点検 



９月９日（金） 集団健康診断                                      
 

組合員と従業員の健康増進を図るため、定期健康診断・胃検診等を新工会

館で行った。感染対策として、事業所ごとに時間指定して三密を防ぎ、マスク着

用・検温を徹底した。定期健診１４８名、有機溶剤２４名、塵肺検診２名、胃検診

２３名が受診した。 

 

１０月２１日（金）～１０月２３日（日） 川口市市産品フェア２０２２        
 

「知ろう・使おう・広げよう」をテーマとする展示会がＳＫＩＰシティで開催され、組合も出展した。石

川金属機工(株) ・(株)共和歯車製作所・神陽金属工業(株)・中原建設(株) ・(株)明光社・(株)モリ

チュウの６社も出展し、自社製品や新型コロナウィルス対策関連商品の展示を行った。 

 

１０月２６日（水） 秋季合同清掃                                   
 

組合員事業所が、各ブロックに分かれ工業団地内の道路やゆうゆう歩道などの清掃を実施し

た。合同清掃により団地内の美化が図られ、集めたごみは川口市役所が回収した。 

 

１１月４日（金） インフルエンザ集団予防接種                           
 

新工会館にてインフルエンザ集団予防接種を実施し、合計２７２名が接種した。 

 

１１月１０日（木） 第７４回中小企業団体中央会全国大会                    

 
「つながる ひろげる 連携の架け橋 

～希望の未来 中小企業の「光」結集～」 

第７４回中小企業団体全国大会が、長崎県長崎市の

「出島メッセ長崎」で開催された。全国から中小企業団体

代表者が参集し、当組合からは役員等４名が出席した。 

大会では「震災復興・豪雨・風水害対策の拡充」「中小

企業組合等連携組織対策の拡充」等６項目を国に要望

する決議が採択された。 

 

 

 
１１月２１日(月） 合同ブロック会議「省エネ診断と県補助金について」                                 

 
埼玉県環境部地域エネルギー企画幹石塚智

弘氏を講師に「省エネ診断と県補助金について」

の講座を開催した。産業を取り巻く２つの大きな

課題に「エネルギー価格の高騰」「２０５０年カー

ボンニュートラル」があり、それに対する補助金や

制度融資等、埼玉県からの事業支援の説明が行

われた。（参加者２１人） 

石川最高顧問 荻山理事長 岩崎副理事長 田中専務理事 

埼玉県環境部 

地域エネルギー企画幹 

石塚智弘氏 



 

 

 

長寿のお祝い 

古希 

石川金属機工株式会社 

石川 義明 様 

 

 

 

 

ものづくり企業研究会 年頭あいさつ 

会長 田中 宏明 

新年明けましておめでとうございます。 

組合員の皆様には、日頃よりものづくり企業研究会の活動にご支援・ご協力を賜り、心より御礼申し上

げます。 

 ２０２２年６月開催の第３５期総会におきまして、第１２代会長に選出されました。何卒、ご厚誼賜ります

ようお願い申し上げます。 

 長引くコロナ禍により、私達を取り巻く環境も大きく変わりましたが、昨年はおよそ２年ぶりに視察研修

を実施致しました。少しずつではありますがコロナ後を見据え、勉強会や研修に取り組んで参ります。ま

た、川口の若手企業家で組織する他団体との交流も引き続き積極的に行って参ります。 

 難しい状況の時こそ、若手の発想と行動力を活かし、各企業及び川口新郷工業団地の発展に鋭意努力する所存です。 

 今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げますと共に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 

 

 

事務局人事  退職 田中 昇 

 

昭和５０年４月に当組合事務局に採用していただき、職員として働かせていただきました。 

当時は川口商工会議所内に事務局が仮住まいをしており商工会議所での入社式でした。 

９月に共同受配電事業がスタートし、現在の変電所内に事務局が移転し、工業団地内で

の電気事業課としての仕事がスタートしました。以後４７年間、共同受配電事業と組合の発展

に微力ながら関与でき、大過なく務めさせていただいたのも、理事長をはじめとする役員の皆

様並びに歴代事務局長のご指導の賜物と感謝しております。２０２２年３月をもって満６５歳で

の定年退職となりました。 

在職中の組合員の皆様と同僚の事務局職員一同のご厚情に感謝し厚くお礼申し上げます。 

４７年間誠にありがとうございました。 

                            ２０２２年３月３１日  田中 昇 退職 
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川口トラック協同組合 さつき工作所 

フロロテック株式会社 アサヒコンストラクト株式会社 

株式会社栄興産業  川口工場 いすゞ自動車首都圏株式会社東京北ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

株式会社川口鍛工所 青木製缶工業株式会社 

中原建設株式会社  川口事業所 有限会社小島昭工業所 

岩崎金属興業株式会社 埼玉プレス鍛造株式会社 

有限会社大島鋼器製作所 有限会社亜細亜鍛造所 

太陽鉱油株式会社 川口新郷ｲﾝﾀｰ SS 株式会社リョーキ 川口営業所 

株式会社滝口興業 株式会社ＦＵＪＩ 

クラフトパック株式会社 有限会社茂呂製作所 

株式会社松田製作所 野口プレス株式会社 川口工場 

アールアイ株式会社 有限会社日置 

有限会社中央ボルト 川口工場 有限会社精研クローム工業所 

株式会社黛鋳工場 有限会社杓屋製作所 

有限会社岩宗鋳造所 飛鳥興産株式会社 

株式会社ヴェルム 興栄工業クローム株式会社 

いすゞ自動車エンジン販売株式会社 有限会社ミノル機械製作所 

株式会社山口熱処理工業所 川口工場 オルエット株式会社 

髙橋金属有限会社 株式会社ナコジ 川口営業所 

神陽金属工業株式会社 鈴木鍍金工業株式会社 

有限会社神中製作所  

サンテック株式会社  

株式会社御法川工場  
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関東いすゞ自動車株式会社川口支店 株式会社共和歯車製作所 

株式会社倉田電子 渡辺機工有限会社 

株式会社明石鉄工所   川口工場 共和テクノロジー株式会社 

石川金属機工株式会社 アサヒ建材株式会社 

有限会社崎浜興業 株式会社嶋根板金製作所 

タナカエステート株式会社 有限会社川口プレナー加工所 

三愛オブリテック株式会社  東京事業所 有限会社蓜島機械 

センコー株式会社   川口 PDセンター 有限会社丸和 

株式会社ランテック 埼玉支店 有限会社丹野製作所 

株式会社明光社  川口工場 福岡スチール株式会社 

堀田工業株式会社 株式会社北辰機械製缶 

株式会社大西鋳工所 有限会社コバヤシ雪 

粉末機械工業株式会社 株式会社茗渓 

株式会社テクノスセキグチ 株式会社千代田技工 

株式会社モリチュウ 川口板金株式会社 

 川口電子株式会社 

 川口板金サービス株式会社 

 東洋ＦＰＰ株式会社 
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