
 

2023年 1月 11日 

於：シティプラザ大阪 3階 コッツウォルズ 

 

 

一般社団法人 西日本プラスチック製品工業協会 

第 550回 理 事 会 議 題 
 

 

＜確認事項＞ 
第 549回理事会議事録確認 

 

＜報告事項＞ 
(1) 運営会議報告 

(2) 部会報告 

(3) 委員会報告  

(4) 事務局報告  

(5) 退会会員報告  

(6) 協賛依頼報告 

(7)  その他 

 

＜審議事項＞ 
(1) 入会について 

(2) 業務委託に関する変更について 

(3) 大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク（略称 OBPN）について 

(4) その他 
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第 550回 （一社）西日本プラスチック製品工業協会 理事会 名簿 

役職 氏名（敬称略） 会社名 理事会 

会長 岩﨑 能久 岩崎工業株式会社 ○ 

副会長 山田 浩 ミツワ電機工業株式会社 ○ 

副会長 小島 孝彦 角一化成株式会社 ○ 

副会長 泉 夏樹 株式会社泉製作所 ○ 

専務理事 平田 園子 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 ○ 

名誉会長 下 俊男 株式会社日宝 ○ 

相談役 原 直宏 旭電機化成株式会社 ○ 

総務部長 吉本 叡 旭化工株式会社 ○ 

事業部長 岡田 晋策 株式会社三共プラス ○ 

総務副部長 乾 正孝 エビス株式会社 ○ 

事業副部長 山中 実 三和化工株式会社 × 

 阿部 浩一 ベス工業株式会社 ○ 

 池木 啓仁 池木プラスチック株式会社  

 岩橋 秀昭 株式会社イワハシ ○ 

 植杉 嘉彦 太一工業株式会社  

 大川 博資 東新化学株式会社 ○ 

 川崎 昌夫 株式会社オーエスケー ○ 

 木村 昌一 深江化成株式会社 ○ 

 神末 宗和 国際化工株式会社 ○ 

 酒井 賢一 株式会社酒井製作所 ○ 

 佐々 愼司  東洋ライト株式会社 × 

 生水口 高志 明石プラスチック工業株式会社 ○ 

 鈴木 健史 大同硝子興業株式会社 × 

 高村 禎成 西日本プラスチック工業健康保険組合 ○ 

 田中 将平 エンプラ株式会社 ○ 

 原 伸之  協和化成株式会社 ○ 

 松下 俊治 ヤマトエスロン株式会社 ○ 

 水田 潤 株式会社水田製作所 × 

 森田 秀信 アップルウェアー株式会社  

 森田 洋 森田ライト工業株式会社  

 森谷  浩二 浪華合成株式会社  

 山本 径 西日本プラスチック工業企業年金基金 ○ 

 山佳 慶秀 株式会社山佳化成 ○ 

 吉川 利幸 株式会社吉川国工業所 ○ 

監事 安間 正知 株式会社ツルミプラ × 

監事 林田 光治 三笠産業株式会社 ○ 

監事 宮本 研二 宮本樹脂工業株式会社 ○ 
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＜確認事項＞ 
第 549回 理事会議事録確認〔資料№1〕 

 
＜報告事項＞ 
(1)運営会議報告 

 第 242回 1月 11日、シティプラザ大阪（10名） 

年始会及び各地区団体会員年始会担当者について確認。 

 

(2)部会報告 

 第 1回バイオプラスチック特別部会 2022年 12月 26日 四橋セントラルビル 会議室（12名） 

バイオプラスチック特別部会には、会長に部会長を、委員として小島副会長、総務部長、事業部長

が就任。その他委員として、 

・大阪大学大学院 工学研究科 宇山教授 

・近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 山田課長 

事務局は西プラ専務理事が務める。 

オブザーバーに 

・近畿経済産業局 産業部 製造産業課 辻課長（国の団体所管、業界振興の立場） 

・近畿地方環境事務所 資源循環課 山根課長（バイオプラスチック関連支援策の窓口） 

・大阪府 商工労働部 成長産業振興室 産業創造課 多田課長（大阪府事業との連携） 

なお、委員、オブザーバーは必要に応じ追加できるものとした。 

バイオプラスチック特別部会の役割は以下の通りと説明。 

・大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」のリボーンチャレンジに関すること。 

・バイオプラスチックビジネスに関心を有する府内企業や原材料メーカー、プラスチック利活用企

業、大学等研究機関、行政等支援機関等で構成し、相互の情報交換や交流を図る「大阪バイオプラ

スチックビジネス推進ネットワーク（OBPN）」に関すること 

・その他、バイオプラスチックビジネスの推進に関すること 

今後のスケジュールについて、作成中の参加企業募集要項を基に説明。募集企業の審査は審査会で

実施することとし、公平性を保つために審査員は部会長以外の以下 3名で構成する旨提案があり、事

務局より依頼することとした。 

・大阪大学大学院 工学研究科 宇山教授 

・近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 山田課長 

・国立研究開発法人 産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門  

生体分子創製研究グループ 中山主任研究員 

バイオプラスチック特別部会の役割の一つである、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワ

ーク（OBPN）について、以下を説明。 

＜目的＞脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与するバイオプラスチックビジネスにつ

いて、会員相互の情報交換や交流を図り、それによりバイオプラスチックビジネスの推進につなげる 

＜メンバー＞バイオプラスチックビジネスに関心を有し、前条の目的に賛同する、府内に拠点を有

するプラスチック製品製造業等の企業やバイオプラスチックの原材料メーカー、プラスチック利活用

企業、大学等研究機関、行政等支援機関等 

OBPNについては 1月下旬に関係各所へ周知し、参加を呼びかけていくこととし、参加者にも依頼し

た。 

次回の部会は 1月中に Microsoft Teamsで実施予定。 

 

(3)委員会報告 

 第 3回検定委員会 2022年 12月 15日 （地独）大阪産業技術研究所（25名） 

令和 4年度後期技能検定試験 実施内容と採点に関する注意点について報告、審議。 
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(4)事務局報告 

①各種変更（順不同、敬称略） 

社名 
種別 

支部 

変更内容 

変更事項 旧 新 

ヤマトエスロン株式会社 八尾 代表者 松下 俊治 松永 貴至 

株式会社アトライズヨドガワ 賛助 協会退会     

株式会社ソディック 賛助 
会員代表者 小林 淳司 竹村 俊幸 

E-MAIL akoba@sodick.co.jp takemura@sodick.co.jp 

有限会社森永商会 賛助 協会退会     

ダイヤプラスチックス株式会社 京滋 協会退会   

 

②会員数 

種別 2022年 12月 31 日現在 2022年 3月末 2021年 3月末 

正会員 297 303 306 

賛助会員 115 118 119 

合計 412 421 425 

 

③技能検定試験 訓練センター 

 ・実技試験 

 ブロー成形 2級 2022年 12月 15日～20日（5名） 

 ブロー成形 1級 2022年 12月 21日（1名） 

 射出成形 3級 2022年 12月 26日（13名） 

 

④関係団体活動 

・西日本プラスチック JP会 

 第 125回理事会（オンライン） 2022年 12月 16日（5名） 

 

⑤行事予定 

1月 13日～25日 令和 4年後期技能検定 射出成形作業 実技試験（2級）  

1月 16日 バイオプラスチック特別部会 バイオプラスチックで REBORN 募集要項公開 

1月 19日 JP会新年会 

1月 21日～22日 事務局引越 

1月 23日 令和 4年後期技能検定 ブロー成形製品採点・採点調整会議（第 4回検定委員会） 

1月 23日～24日 第 47期管理技術者養成通信教育講座（管理者）スクーリング 

1月 24日 バイオプラスチック特別部会 バイオプラスチックで REBORN 募集要項説明会 

1月 25日 
情報委員会 オンラインセミナー『3Dデータを使った見積業務の改善と精度アッ

プ プラスチック成形向け３Dビューア活用セミナー』 

1月 25日～2月 7日 令和 4年後期技能検定 射出成形作業 実技試験（1級）  

1月 26日～27日 第 47期管理技術者養成通信教育講座（監督者）スクーリング 

1月 27日 全日本プラスチック製品工業連合会 第 198回理事会、賀詞交歓会 

1月 30日 第 2回バイオプラスチック特別部会 

2月 1日 第 47期管理技術者養成講座 管理者コース 修了試験 

2月 2日 第 47期管理技術者養成講座 監督者コース 修了試験 

2月 3日 プラスチックスクール 3学期第 1回講義 

2月 6日 経営委員会 人材採用対策セミナー オンラインセミナー 

2月 8日 第 3回人材委員会 

2月 9日 第 3回経営委員会 

2月 10日 令和 4年後期技能検定 射出成形作業 採点調整会議（第 5回検定委員会） 

2月 13日～15日 第 48期射出成形 2級技能士コース通信教育 スクーリング 
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(5)退会会員報告 

・ダイヤプラスチックス株式会社（京滋支部） 

退会理由：自主廃業のため。 

 ・有限会社森永商会（賛助会員） 

退会理由：人員不足で会合に参加できないため。 

 

(6)協賛依頼報告 

 内容を確認し、情報の偏りなどないことを検討した上で、以下の企画について協賛を実施。 

 ・「プラスチック表面処理技術の最先端」〔資料№2〕 

   開催日：2月 3日 

   主催：（地独）京都市産業技術研究所、京都合成樹脂研究会 

 

 

 

  

2月 15日 第 6回情報委員会 

2月 16日 第 48期射出成形 2級技能士コース通信教育 修了試験 

2月 17日～22日 第 5期プラスチック成形 1級技能士コース スクーリング 

2月 24日 第 5期プラスチック成形 1級技能士コース 修了試験 

3月 1日～3日 成形現場の為の射出成形用金型（メンテナンス）実技講座 

3月 3日 
第 48回西日本団体会員代表者懇談会 

並びに第 46回工業技術センター・研究所プラスチック担当者懇談会 

3月 6日 プラスチックスクール 3学期第 2回講義 

3月 14日 第 551回理事会 
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＜審議事項＞ 
(1)入会について 
 入会を希望する企業について、入会を審議いただきたい。 

・山本化学工業所（大阪南支部） 

代表者   山本 裕士 

会員代表者   山本 裕士 

所在地   大阪市平野区加美南 2-4-5 

従業員数   5 名 

取扱品目・業種  釣具 

入会理由   技術向上、技能検定受検 

・株式会社 Ring（八尾支部） 

代表者   籾山 典保 

会員代表者   板倉 雅昭 

所在地   大阪府八尾市南久宝寺 1-26 

従業員数   39 名 

取扱品目・業種  プレス・プラスチック金型製作、成形 

入会理由   展示会出展等の事業活用 

 

(2)業務委託に関する変更について 

2022 年 12 月 22 日に業務委託先である一般財団法人化学研究評価機構 高分子試験・評価センタ

ーより、コスト高騰により成果物である試験報告書・証明書等、報告書類の手数料及び送付手数料を

改定したいとの申し入れがあった。 

報告書等については本日以降申請分より下記の価格を適用することとしたい。 

送付手数料については、今後の運用状況を鑑み、後日改定を実施したい。 

なお、本変更に伴い、業務委託基本契約書の再締結を事務局で実施予定。 

表 改訂希望内容 

 改定前（西プラ非経由依頼の場合） 改定後（西プラ非経由依頼の場合） 

試験報告書（和文） 0円（1,000円） 500円（1,500円） 

試験報告書（英文） 0円（3,000円） 500円（3,500円） 

証明書（和文） 0円（1,000円） 500円（1,500円） 

証明書（英文） 0円（3,000円） 500円（3,500円） 

輸入食品等試験成績証明書 

（見本持出用） 
1,500円（1,500円） 2,000円（2,000円） 

試験成績証明書（品目登録用） 3,000円（3,000円） 3,500円（3,500円） 

 

(3)大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク（略称 OBPN）について 

 前回理事会で設立することに承認を得ていたが、規約および参加募集チラシについて確認いただき

たい〔資料№3〕。 

＜設立目的＞脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与するバイオプラスチックビジネスに

ついて、会員相互の情報交換や交流を図り、それによりバイオプラスチックビジネスの推進につなげ

る 

＜メンバー＞バイオプラスチックビジネスに関心を有し、前条の目的に賛同する、府内に拠点を有す

るプラスチック製品製造業等の企業やバイオプラスチックの原材料メーカー、プラスチック利活用企

業、大学等研究機関、行政等支援機関等 

 

(4)その他 

・次回以降の理事会予定 

回 日時 場所 備考 

第 551 回 2023 年 3月 14日（火） 四ツ橋セントラルビル 2023 年度予算 

 

以上 
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一般社団法人 西日本プラスチック製品工業協会 

第 549回 理 事 会 議 事 録 
1.日時  2022年 12月 13日（火） 15時 30分～17時 

2.場所  ホテルモントレグラスミア大阪 21階 ルピナス （大阪市浪速区湊町 1丁目 2番 3号） 

3.出席者（敬称略） 

理事 24名 

岩﨑、山田、小島、泉、平田、下、原（直）、吉本、岡田、乾、岩橋、大川、川崎、木村、神末、生水口、鈴木、 

高村、田中、松下、森田（洋）、山本、山佳、吉川 

理事 3名 

安間、林田、宮本 

事務局 1名 

大野 

 

会長より、「本日はこの後、役職員合同忘年会を控えており、そちらで挨拶をさせていただくが、本日は大阪府事

業との連携、バイオプラスチック特別部会について、皆様のご意見をいただきたい。ご審議の程宜しくお願いいた

します。」と挨拶。 

＜議事＞ 

理事会議事に先立ち、議長は会長があたることとした。議長より議決権確認を確認し、出席理事 24名により、定

款第 34条に該当することを報告。議事録署名人は、議長が署名捺印することを報告し、議案の審議に入った。 

 

＜確認事項＞ 

議長より、第 548回理事会 議事録を確認。 

 

＜報告事項＞ 

(1)関連業界懇談会報告 

専務理事より報告。 

9 月 9 日 シティプラザ大阪において、リアル出席 36名、オンライン出席 64 名で開催。プラスチック業界のサー

キュラーエコノミーへの取り組みと題し、「第 1 部 各分野からの事例紹介」「第 2 部 パネルディスカッション」の構

成で、会長にも登壇いただいた。 

 

(2)連合会報告 

専務理事より報告。 

①特定技能に関する陳情として、10月 18日 経済産業省へ 5名で訪問。当業界の人不足状況を説明し、早急

にプラスチック製品工業業事態を特定技能対象としてほしい 旨を陳情し、その際、会員企業に向けて実施した

アンケート結果を報告。回答としては、一部国会議員からの強い申し入れもあり、新たな追加に向けて動き出し

ている状態ではあるが、今後法務省との調整等必要であり、今しばらく時間が必要とのこと。 

②第 197 回理事会を、11 月 9 日 安保ホールで開催（16 名）。前期技能検定試験実技試験、事務局会議につ

いて報告。令和 5 年新年賀詞交換会（東京）、4 月理事会（大阪）、6 月総会（大阪）、成形品販売に係る件につ

いて審議。 

③第 25 回技能検定にかかる情報交換会を、11 月 18 日 ホテルメトロポリタンエドモンドで開催（21 名）。令和 4

年度事業経過報告、令和 4年度前期技能検定試験実施状況報告、令和 4年度後期技能検定実施日程、中央

技能検定委員推薦者候補者（案）について審議を実施。引き続き懇親会を実施。 

 

(3)運営会議報告 

専務理事より報告。 

第 241 回運営会議を、12 月 8 日 オンラインで開催（11 名）。第 549 回理事会議題、2023 年度年始会、バイオ

プラスチック部会等について審議。 

 

(4)支部会報告 

①第 179回西日本プラスチック奈良支部会について、吉川支部長より、11月 22日 ホテル日航奈良で開催し、

副知事を始めとする奈良県幹部との有意義な情報交換ができたことを報告（19名）。 

②第 191回西日本プラスチック兵庫支部会について、木村支部長より、11月 25日 鮓 廣嶋で開催し、兵庫支

部からの年始会参加者は、参加料を支部会負担とすることを決定したことを報告（9名）。 

№1 
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③第 179回西日本プラスチック東大阪支部会について、泉副支部長より、11月 29日 シティプラザ大阪で開催

し、関西フィルハーモニーメンバーによる弦楽四重奏を楽しんだことを報告（18名）。 

④第 185回西日本プラスチック大阪南支部会について、川崎支部長より、12月 1日 シェラトン都ホテル大阪で

開催し、川嵜前支部長や、OB である今在家氏、藤井氏にも参加いただき、久しぶりに充実した支部会であった

と報告（14名）。 

 

(5)委員会報告 

 ①経営委員会 

   専務理事より以下を報告。 

第 1回 9月 14日 四ツ橋セントラルビル 会議室（5名） 

第 2回 11月 21日 四ツ橋セントラルビル 会議室（5名） 

  ＜展示会出展支援＞ 

・2022年度事業 

  メッセナゴヤ 2022 を対象展示会とし、11 月 16 日～18 日ポートメッセなごやにてリアル開催、オンライン展示

会は 11 月 1 日～30 日まで開催。出展支援 3 社と協会の計 4 小間出展、協会小間内ではミドルウェアの紹

介、協会会員のパンフレット展示。来場者数は 3 日間合計で 41,445 名（2021 年 36,868 名（4 日間）、コロナ

前の 2019年は 62,422名（4日間）。オンライン展示 1 ヶ月間で約 100PV（西プラ協会ブースのみ）。 

・2023年度事業 

  満場一致で IPFJAPAN2023 を 2023 年度の出展支援事業対象展示会にする事を決定。その後、小間数や

補助金額について審議した。前回（3 年前）は 5 小間の募集に対して 7 小間の申込があり、抽選にて出展者

を決定した事から、募集数を増やして補助金額を下げる等の案も含めて検討したが、今回は以下の通り、例

年と同様の内容とした。 

 ・支援小間数：5小間 

 ・支援補助額：本支援利用が初回の場合、基礎小間料金全額を補助。2回目以降の場合は、基礎小間料金の

半額を補助 

 ・出展支援者の決定：6小間以上申込みがあった場合、初支援者を優先。抽選で支援者を決定。 

 ＜講座の企画：経営に役立つ講座＞ 

 〇開催調整中のセミナー 

  ・テーマ：カーボンニュートラルと企業の取り組みについて（仮） 

       ※CO₂排出量の計算方法、節電対策を含む 

      講師予定‥MS&AD インターリスク総研㈱ ※三井住友海上火災保険 グループ会社 

  「浅く、広く学ぶ」を心掛け、初級者向けセミナーとして開催予定。開催時期については、以下の労務管理セ

ミナーを含めて今後調整予定。 

・労務等に関する法律改正セミナー 

      講師予定‥社会保険労務士法人みらい人事労務サポート 代表社員 杉森 隆志 氏 

  ※労務管理に関する大幅な法令改正が予定されているかを杉森氏に確認し、大きな改正が予定されていれ

ば優先して労務管理セミナーを 3月に開催し、そうでなければ 5月､6月の開催にて調整。 

 ＜業界視察（国内）＞ 

  団体行動が基本となり再開の目途は立っていないが、候補を検討。以下の様な発言があった。 

 ・プラスチックに拘る必要はなく、製造業であれば何かしら参考になる部分はあると思う。 

 ・会員企業の工場見学でも良いのでは。 

  ・銀行系は視察を再開しているので、もう再開しても良いのでは。 

 ＜ビジネスマッチング＞ 

  2018年 4月から会員専用掲示板「西プラマーケット」の運用を開始。 

前委員会以降の新規投稿はなかったと報告し、委員にも是非活用頂きたいと依頼した 

 

 ②第 1回総務・財務委員会 

総務部長より以下を報告。 

 10月 11日 オンライン（8名） 

＜団体事務局担当者会議（以下、事務局会議）、西日本団体代表者懇談会並びに各府県工業試験場・研究

所・工業技術センタープラスチック担当者会議（以下、代表者懇談会）＞ 

2021年度事業を報告 

2022年度事業として、事務局会議を 11月 14日（月）14～16時に開催。開催方法の要望を事 前アンケー

トで確認し、検討内容の一つに代表者懇談会の開催方法の検討（リアル、もしくはオンライン）を挙げ、同会議
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で決定予定であることを報告。候補日は 2023年 3月 2日（木）～3日（金）で全員了承。 

＜定時総会＞ 

2022年度事業を報告。 

2023 年度事業の日時、会場について、現状を報告。内容について、例年通り「通信教育講座修了式」「講

演会」「懇親会（立食）」の開催を予定。講演テーマについて意見を求めたところ、副委員長より「本イベントを

含めて、年 3 回 講演会を開催しているが、テーマとして、年始会：景況感、定時総会：経営に役立つ内容、

関連業界懇談会：時事テーマと区別すればいいのでは」と提案があり、全員賛成。 

＜関連業界懇談会＞ 

2022年度事業を報告。 

2023 年度事業の日時は 2023 年 9 月 8 日と予定していることを報告。実施方法を検討した結果、新型コロ

ナ感染症の流行状況次第ではあるが、可能な限り集客して開催し、懇親会も実施する、その場合、会場はシ

ティプラザ大阪を予定することで、全員了承。 

＜業界年始会＞ 

2022年度事業について、会場の予定を報告。講演会について、講師をりそなアセットマネジメント株式会社 

チーフ・ストラテジスト 黒瀬 浩一氏 「2023 年度の世界経済とマーケット見通し」（講師謝金 なし）に決定。

委員から、株価等を中心とした話ではなく、中小企業に向けた軟らかい話をしてほしいとの要望があり、その

旨伝えることとした。懇親会について、案内対象者は従前通りとし、着席形式での実施として、懇親会を 18:30

～であれば開催可能であることから、全体スケジュールを見直すこととなった。また、実施内容についても福引

抽選会は不要との意見がある一方、着席で実施すると懇談時間もなく時間を持て余した印象となるため、出し

物等を用意する必要があるとの意見があり、委員長よりパフォーマーの紹介をいただき、調整することとした。 

＜理事会・忘年会＞ 

2022～2023 年度理事会開催予定について検討。忘年会はホテルモントレグラスミア大阪での実施で全員

了承。 

 

 ③人材委員会 

  山佳委員長より以下を報告。 

  第 1回 10月 13日 四ツ橋セントラルビル 会議室（6名） 

  第 2回 11月 30日、鳥よし（6名） 

 ＜2023年度講習会ガイド＞ 

講習会ガイド発注先を選定。講習会受講料について、インボイス制度への対応のために見直し実施。講習会

の実施予定、内容についても検討。新入社員教育講座の案内を年内に実施し受講者数をより多く確保すること

を狙う。プラスチックスクール実機見学に大阪産業技術研究所を利用できないことから代替案を検討。 

 ＜教育用ビデオの制作＞ 

  動画のイメージについて、また取り扱う内容について、検討。 

 ＜高卒採用セミナー＞ 

セミナー内容について、講師からの提案に基づいて検討。 

 

④情報委員会 

 岡田委員長より以下を報告。 

第 4回 10月 19日 四ツ橋セントラルビル 会議室（10名） 

第 4回ゴルフコンペ 10月 26日 奈良カントリークラブ（10名） 

第 5回 11月 24日 四ツ橋セントラルビル 会議室（10名） 

＜会報の編集、発行＞ 

 会報掲載内容を報告。 

＜プラスチック手帳の編集、発行＞ 

発注数は 2,500冊に決定したことを報告。 

  改訂を約 10年に一度のペースで実施していたが、より頻度高く改訂することで販売数が伸びることを期待して、

今後は毎年 1項目追加することで全員了承。 

販売価格について、まとめ買いでの割引制度やホットスタンプの料金設定について購入数と用途を含めて、

販売数検討。 

 ＜講座・講習会＞ 

（株）シーセット 1/25実施予定 

＜会員検索サイトの更新＞ 

12月の運用開始に向け準備中。 
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(6)事務局報告 

 事務局より以下を報告。 

①各種変更（順不同、敬称略） 

社名 
種別 

支部 

変更内容 

変更事項 旧 新 

エンプラ株式会社 京滋 E-MAIL 1972j-enpla@wao.or.jp keiri@enpla-kyoto.co.jp 

川崎化工株式会社 兵庫 協会退会     

キンジヨ株式会社 大阪南 協会退会     

三笠産業株式会社 奈良 E-MAIL info@mikasa-ind.co.jp stakemoto@mikasa-ind.co.jp 

YKアクロス株式会社 大阪支店 賛助 代表者 西田 将人 竹内 克広 

株式会社部屋製作所 大阪南 協会退会     

佐原化学工業株式会社 八尾 代表者 佐原 博 桒畑 康司 

 
②会員数 

種別 2022年 11月 30日現在 2022年 3月末 2021年 3月末 

正会員 298 303 306 

賛助会員 117 118 119 

合計 415 421 425 

 

③講座、セミナー 

 ・プラスチックスクール 2学期「成形」 

・第 1回講義 9月 13日 四ツ橋セントラルビル 会議室（12名） 

・第 2回講義 10月 12日 四ツ橋セントラルビル 会議室（12名） 

・実機見学 10月 27日 大阪産業技術研究所（9名） 

 ・射出成形 成形条件の作り方講座 9月 15日 訓練センター（2名） 

 ・射出成形実技講座 基礎コース 9月 27日～29日 訓練センター（13名） 

 ・射出成形不良対策講座 10月 17日 訓練センター（2名） 

・情報委員会主催 新技術セミナー『超音波溶着加工技術を利用して水と空気以外は接着可能に！？』 10 月

18日 オンライン開催（36名） 

 ・射出成形実技講座 初級コース 10月 19日～21日 訓練センター（9名） 

 ・機械取扱講座随時 3級 10月 24日～25日 訓練センター（5名） 

・経営委員会主催 インボイス制度の解説セミナー（協同組合西日本プラスチック購買センター共催） 10 月 24

日 オンライン開催（47名） 

 ・ダイレクトブロー成形実技講座 基礎コース 10月 26日 訓練センター（5名） 

・機械取扱講座射出成形 1級 11月 18日 訓練センター（5名） 

 ・機械取扱講座射出成形 2級 11月 21日～22日 訓練センター（10名） 

 ・機械取扱講座射出成形 3級 11月 25日 訓練センター（3名） 

 ・機械取扱講座ブロー成形 11月 28日 訓練センター（1名） 

 ・技能検定射出成形 3級学科講座 12月 9日 訓練センター（5名） 

 
④技能検定試験 訓練センター 

 ・機械説明会 

  射出成形随時 2級 10月 5日（1名） 

射出成形随時 3級 10月 28日（5名） 

後期射出成形 2級 12月 2日～5日（27名） 

後期射出成形 1級 12月 5日～6日（16名） 

後期射出成形 3級 12月 9日（6名） 

後期ブロー成形 12月 12日（6名） 

・実技試験 

 射出成形随時 2級 10月 5日（1名） 

射出成形随時 3級 10月 28日（5名） 
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⑤外部講習会等への職員派遣 

・OSAKA女性躍進推進会議事業 ドーン de キラリ 2days 2022 9月 17日 

・射出成形基礎級検定委員 11月 15日、21日 

・大阪公立大学経済学部講義 11月 25日 

・射出成形随時 3級検定委員 12月 6日 

 

⑥その他会議等 

・西日本団体会員事務局担当会議 11月 14日 オンライン開催（4名） 

各地区工業会・組合の現況について、事前アンケートを基に報告。会員景況感調査報告について事務局より

説明。第 47 回西日本団体会員代表者懇談会並びに第 45 回工業技術センター・研究所プラスチック担当者懇

談会の開催について、開催希望方法を聞いたところ、リアル開催の要望が多く、一方コロナの流行状況が見通

せないことから、2022 年度は 2023 年 3月 3 日(金)に大阪府で開催することを提案。全員が了承した。また、リア

ルとオンラインを併催することで参加者数を増やしたいと意見があった。 

 ・成形加工シンポジア'22 11月 28日 特別セッションⅤ「特色ある関西のものづくり企業」（7社） 

  関西地区にはプラスチック成形加工関連の技術・製品開発などを精力的に行う、ユニークで高い技術力を誇る

企業によるポスター発表を実施。参加登録者 660名。 

 

⑦関係団体活動 

・西日本プラスチック JP会 

 ・第 1回ゴルフコンペ 10月 15日 シプレカントリークラブ（14名） 

 ・家族会 10月 22日～23日 神戸しあわせの村（31名） 

 ・勉強会 11月 11日 サカエ株式会社、株式会社河島製作所（20名） 

 ・西日本プラスチック P.G.A会 

  ・第 312回 9月 28日 奈良カントリークラブ（9名） 

・第 313回 12月 9日 万壽ゴルフクラブ（8名） 

 

⑧行事予定 

 

(7)退会会員報告 

・川崎化工株式会社（兵庫支部） 

退会理由：地理的に行事への参加が難しいため。 

 ・キンジヨ株式会社（大阪南支部） 

退会理由：10月 26日付で破産手続き開始。 

 ・株式会社部屋製作所（大阪南支部） 

  退会理由：10月 21日付で自己破産申し立て手続き開始。 

 ・株式会社アトライズヨドガワ（賛助会員） 

  退会理由：経費削減のため。 

 

(8)その他 

①訃報 

・株式会社山佳化成（八尾支部）会長 山佳 光彦氏が 9月 9日逝去され、統国寺において葬儀が執り行われ

た。 

・元全日本プラスチック製品工業連合会会長 服部 和彦氏（和泉化成株式會社 代表取締役会長）お別れの

12月 15日 令和 4年後期技能検定 プラスチック成形 射出成形作業 開所式 

12月 15日～20日 令和 4年度後期技能検定 プラスチック ブロー成形作業 実技試験（2級） 

12月 16日 JP会 第 125回理事会（オンライン） 

12月 21日 令和 4年度後期技能検定 プラスチック ブロー成形作業 実技試験（1級） 

12月 26日 令和 4年度後期技能検定 プラスチック成形 射出成形作業 実技試験（3級）  

12月 26日 第 1回バイオプラスチック特別部会 

12月 29日～1月 4日 年末年始休業 

1月 11日 第 550回理事会 

1月 11日 2023年業界年始会 
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会が、11月 5日 和泉化成株式会社において執り行われた。 

・株式会社チヨダ（大阪中央支部）取締役 門阪 昌勝氏が 11 月 5 日逝去され、ベルコシティホール巽会館に

おいて葬儀が執り行われた。 

 

②大阪府職業能力開発促進大会における感謝状授受 

 令和 4年大阪府職業能力開発促進大会において、当協会が認定職業訓練優良事業所として、大阪府職業能

力開発協会 会長より感謝状を授受した。 

 

③各団体主催会合・講演会・会議等への参加 

 ・環境省 NCP事業運営委員会  

第 2回 9月 28日 

第 3回 11月 30日 

 ・大阪府ものづくり人材魅力発信連携会議 9月 28日 

 ・おおさかプラスチック対策推進プラットフォーム 

流出対策分科会 第 2回 10月 31日 

排出抑制事業スキーム分科会 第 2回 11月 9日 

・滋賀県プラスチック工業会 研修会及び忘年懇親会 12月 12日 会長 

 

＜審議事項＞ 

(1)バイオプラスチック特別部会関連 

 専務理事より以下を説明。 

 大阪・関西万博に 2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会が出展する大阪ヘルスケアパビリオンの

「展示・出展ゾーン」の企画・運営を担うために公益財団法人大阪産業局、大阪商工会議所が共同設置している

「中小・スタートアップ出展企画推進委員会」により、同ゾーンにおける中小企業・スタートアップを支援する事業企

画として、当協会の申請内容が「リボーンチャレンジ」に認定された。 

 そのため、前回理事会で審議の通り、＜①バイオプラスチック特別部会＞を立ち上げ、第 1回会合を 12月 26日

に開催予定。 

 バイオマス特別部会の活動の一環として、＜②バイオプラスチック関連イベント＞を 

 また、府内中小企業等のバイオプラスチック製品のビジネス化を、「情報共有」「交流・マッチング」「情報交換」の

面から支援するために＜③大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク（略称 OBPN）＞を大阪府支援のもと

立ち上げ、事務局を西プラ内に設置する前提で、現在規約などを準備中。 

 

＜①バイオプラスチック特別部会＞ 

☆構成：「委員」と「オブザーバー」で構成 

  ・委員 

※西プラ役員企業 

   ※大阪大学大学院工学研究科 宇山教授（有識者） 

   ※近畿経済産業局産業部製造産業課 辻課長（国の団体所管、業界振興の立場） 

   西プラ専務理事（事務局） 

  ・オブザーバー 

    ＜近畿経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課 山田課長＞ 

      （近日参加意向確認。本省のバイオプラスチック関連支援策の紹介・窓口） 

    ＜近畿地方環境事務所 〇〇課長＞ 

      （近日参加意向確認。本省のバイオプラスチック関連支援策の窓口？） 

    大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課 多田課長 

  ・委員、オブザーバーは必要に応じ追加できるものとする 

   （大阪産業局や大商のリボーンチャレンジ担当課長には傍聴のご案内を出す） 

   ※印は、別途、公募を行うリボーンチャレンジへの参加企業の選定の際に、設置する審査会の委員としても関

わる。 

   （審査会事務局：西プラ事務局） 

☆取組内容 

  ○大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」のリボーンチャレンジ 

  「バイオプラスチックで REBORN」に関すること 

  ○バイオプラスチックビジネスに関心を有する府内企業や原材料メーカー、プラスチック利活用企業、大学等研

12



 

 

究機関、行政等支援機関等で構成し、相互の情報交換や交流を図る「大阪バイオプラスチックビジネス推進

ネットワーク（OBPN）」に関すること 

  ○その他、バイオプラスチックビジネスの推進に関すること 

☆プロジェクトチーム 

  〇リボーンチャレンジへの参加企業として選定された、単独企業又は複数企業で編成。展示に向けた開発は、

基本、塊となる個々のプロジェクト毎に進めていくが、大阪パビリオンでの展示が、統一感を有し万博にふさわ

しいものとなるよう、西プラとしてクリエイターとの連携支援など各プロジェクトに伴走してバックアップ。 

 

＜②バイオプラスチック関連イベント＞ 

☆テーマ（仮） 

府内中小企業による、バイオプラスチック製品の社会実装促進に資する取組み 

☆目的 

バイオプラスチック製品の社会実装の促進に向けて、２本立てで実施。 

・世に知られていないバイオプラスチックの啓発・普及に向けたビジネス促進の取組み。 

→バイオプラスチックとはどんなものか？ 

我が国の現状や今後のマクロ動向紹介 

大阪の産業・社会の中での取扱いの現状と課題 

中小プラスチック製品製造業界としての課題解決に向けた取組み紹介 

府の取組紹介 

・万博の機会を使って、府内中小企業のバイオプラスチックのビジネスを伸ばす上での、展示での製品の見せ

方など課題を抱える中小企業とクリエイターとの交流・マッチングを実施。今後の共創につなげる。 

 ☆内容（仮） 

■第 1部：フォーラム（2時間） 

○バイオプラスチックについての啓発（大阪大学 宇山教授ほか）20分 

○府の調査事業・中間報告の概要紹介（矢野経済研究所様）15分 

○バイオプラスチックビジネスの現状・課題の紹介（調査協力の川上・川下・中小企業）各 15分 

○業界団体として、課題解決に向けて創設した OBPN（大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク）の

お披露目、参加募集の紹介／リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】の概要、参加企業募集中

の紹介（西プラ）20分 

○バイオプラスチックのビジネス化促進に向けた、R5予算案の紹介（府）10分 

○質疑応答 10分 

■第 2部：中小プラスチック製品製造業とクリエイターとの意見交換会（2時間） 

○バイオプラスチック関連の製品やサービス開発で万博出展に意欲あるが、見せ方を工夫したい・知恵がほ

しい中小企業と、プラスチックに関心があって、万博を軸に、自分の製品アイデアを実現したいクリエイターと

の交流・マッチングを図る意見交換会を実施。万博に向けて盛り上がり、万博を契機としたビジネス共創につ

なげる。 

→参加中小企業 10社を Aチーム（5社）、Bチーム（5社）の二手に分け、それぞれで 

・（参加企業のプレゼン 10分＋クリエイターとの意見交換 10分）×５回  

を行った上で、全体での名刺交換会を 20分。 

☆日時・場所 

2023年 2月 16日(木) 13:30～17:30 大阪市内 

☆ターゲット 

直接：バイオプラスチックに関心のある中小企業（ビジネス化の機運醸成、ネットワークづくり） 

間接：マスコミに取材してもらい、消費者たる府民や、小売などの様々な業界にバイオプラスチック製品の状況

を知ってもらい、事業化や購入、採用など、社会的な受入れ促進につなげる。 

 

＜③大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク（略称 OBPN）＞ 

☆目的 

脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与するバイオプラスチックビジネスについて、会員相互の情

報交換や交流を図り、それによりバイオプラスチックビジネスの推進につなげる 

☆メンバー 

 バイオプラスチックビジネスに関心を有し、前条の目的に賛同する、府内に拠点を有するプラスチック製品製

造業等の企業やバイオプラスチックの原材料メーカー、プラスチック利活用企業、大学等研究機関、行政等支

援機関等 
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  ①、②及び③について賛否を問うたところ、全員一致で賛成した。 

 

(2)その他 

・次回以降の理事会予定について、専務理事より説明。 

回 日時 場所 備考 

第 550回 2023年 1月 11日（水） シティプラザ大阪 年始会 

第 551回 2023年 3月 14日（火） 四ツ橋セントラルビル 2023年度予算 

 

以上 

 出席監事のうち、安間監事に意見を求めたところ、以下のようにいただいた。 

 「電気代が倍になり、地方から仕入れる製品は運賃等も値上がりしている現状、理事会でお会いした皆様からは

それほど経営が苦しいとはお聞きしない。経営者である理事の皆様が、リーダーシップを発揮し、周辺とうまくコミュ

ニケーションを取り、舵を切っておられるからだと思う。西プラもバイオプラスチックに関する事業に取り組むこととな

ったが、イベントが無事に終了することを願っている。」 

 

 

 

第 549回理事会の閉会を宣した。 

以上 

 

 

 

2022年 12月 13日 

 

上記の通り相違ありません。 

 

議    長     岩 﨑   会 長                        ㊞ 

 

 

 

   安 間   監 事                        ㊞ 

 

 

 

   林 田   監 事                        ㊞ 

 

 

 

   宮 本   監 事                        ㊞ 
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プラスチック表面処理技術の最先端 
❏開催日：2023年 2月 3日（金） 13：25 ～ 16：50 

❏会場：（地独）京都市産業技術研究所／2階／多目的ホール 
  
濡れ性・撥水性、熱・電気特性、摩擦特性や硬度、さらには抗菌性など、我々の身の回りにある多くの製品が、表面処理に

より基材と異なる特性を付与されています。このように製品開発及び製造において、表面処理は重要な技術であり、より効

率よく、好ましい機能を表面に付与するため、産学問わず様々な研究が行われてきました。本講演会では、特に、プラスチッ

クを対象とする表面処理技術について、３名の講師よりご講演いただきます。基礎から最先端の技術及び処理装置に関す

る内容までご紹介いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。 

プログラム   講演 3件  

1. 13：25 開催挨拶 

2. 13：30 ～ 15：00  
 『塗って焼くだけ！セラミックスコーティング技術』 

京都工芸繊維大学 材料化学系 教授 

菅原 徹 氏 

セラミックスは、半導体特性、絶縁体特性、耐熱性、熱伝

導性などの多様な物性を有し、広く電子部品に採用されて

います。本研究室では、印刷法を利用したプラスチックへ

の機能性セラミックス材料のコーティング技術と、その薄膜

を利用した電子デバイス開発などの応用研究に取り組んで

きました。これまでに、有機金属塩を含む錯体を基とした溶

液(前駆体溶液)を、各種印刷・塗布し、単純に焼成(焼結)す

ることで、基板へ直接薄膜を生成する技術を開発していま

す。当日は、それらの成膜技術の詳細と、各種電子デバイ

スへの応用例を講演します。 
 
3. 15：10 ～ 16：10   

『プラズマによるポリマー表面処理技術の原理と応用』 

株式会社魁半導体 プロセス開発部 指導役 

山原 基裕 氏 

（株）魁半導体では、独自開発の真空及び大気圧プラズマ

装置の製造販売や、新規プロセス技術の研究を行っていま

す。これまでに、シート、成形品及び粉体への新規プラズ

マ照射技術を確立いたしました。本講演では、プラズマ照

射によるポリマーの表面処理技術の原理と表面改質の考

え方を解説します。さらに、最近開発した液切れ向上撥液

処理等、ポリマーに対するプラズマ技術の用途例について

も紹介します。 

ポリイミドへの酸化チタン膜の形成 
T. Sugahara et al., ACS. Appl. Ele. 
Mater., 2, 6, 1670 (2020).  

プラズマ－表面相互作用の模式図 

№2 
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4. 16：20 ～ 16：50    
『高速スパッタリング装置による樹脂への高密着コーティング技術』  
 

株式会社島津製作所 産業機械事業部 戦略グループ 
吉岡  尚規 氏 

 
当社高速スパッタリング装置は、従来法と
比べ処理時間の大幅短縮と省エネを実現し
ています。高い反射率を確保しつつ、立体成
形品への回り込みも良好な金属成膜手法で
す。また特殊プラズマ処理との組合せにより、
様々な樹脂に対して高い密着性を得ること
が可能です。この技術を用いてコストや環境
性能に厳しい車載部品を中心に展開してお
り、今回その技術について紹介します。 

 
4. 16：50 ～ 16：55 閉会挨拶 
 
❏ 主催：(地独)京都市産業技術研究所、京都合成樹脂研究会 【http://www.kyoto-gouken.jp/】 
  協賛：京都ものづくり協力会、京都府プラスチック協同組合、(一社)西日本プラスチック製品工業協会、 
     （一社）日本接着学会関西支部、（一社）プラスチック成形加工学会関西支部、SPE日本支部 

❏ 開催日時：2023年2月3日（金） 13：25 ～ 16：50 

❏ 会場：（地独）京都市産業技術研究所 2階多目的ホール 

       【京都市下京区中堂寺粟田町91 http://tc-kyoto.or.jp/】 

❏ 定 員：50名（先着順，定員になり次第締め切ります。） 

❏ 参加費：京都合成樹脂研究会会員 1,000円、協賛団体会員 3,000円、一般4,000円 

❏ 申込方法：参加希望者は所定申込書に御記入のうえ，１月 27日（金）までに、京都合成樹脂研究会ホームペ

ージ、もしくは FAXにより京都市産業技術研究所（FAX：075-326-6200）までにお申し込み下さい。   

❏ 問い合わせ先：（地独）京都市産業技術研究所 産業支援グループ 野口TEL：075-326-6100 (代表) 

 
FAX (075)326-6200 

京都市産業技術研究所 行 プラスチック表面処理技術の最先端 
申 込 書 

氏 名：                           （※お一人一枚でお申し込み下さい） 

勤務先：                                           

所 属：                                           

勤務先住所：(〒       ) 

                                               

TEL                     FAX                      

E-mail                                            

所属団体 （番号を○で囲んで下さい）  

1. 京都合成樹脂研究会   2. 京都ものづくり協力会  3.京都府プラスチック協同組合  4.（一社）西日本プラスチック製品

工業協会  5．（一社）日本接着学会関西支部 6.（一社）プラスチック成形加工学会関西支部  6．一般（該当団体なし）   

装置概略図           高速スパッタリング装置 
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大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク規約 

 

（目的） 

第１条 脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与するバイオプラスチックについて、会員相互の情報交換や交

流を図り、もってバイオプラスチックビジネスの推進につなげることを目的として、大阪バイオプラスチックビジネス

推進ネットワーク（Osaka Bioplastic business Promotion Network(略称 OBPN)、以下「本ネット

ワーク」という。）を設置する。 

 

（会員） 

第２条 本ネットワークは、バイオプラスチックビジネスに関心を有し、前条の目的に賛同する、大阪府内に拠点を有す

るプラスチック製品製造企業や原材料メーカー・商社、小売や化粧品・飲食料品などのプラスチック利活用企

業、機械設備やサービスなどのプラスチック関連企業、大学等研究機関、行政等支援機関などを会員として

構成する。 

２ 会員は、第４条第１項に定める入会手続を有効に行った者とする。 

 

（活動） 

第３条 本ネットワークは、次の各号に掲げる活動を行う。 

(1) 会員の募集、登録、一覧の作成及び公表 

(2) 会員間の情報交換や交流 

(3) その他、本ネットワークの目的達成のために必要な活動 

 

（入会手続等） 

第４条 本ネットワークに入会しようとする者は、入会申込書（様式第１号）に必要事項を記載し、事務局に提出

するものとする。 

２ 会員は、入会申込書の記載情報を変更する場合は、速やかに変更通知書（様式第２号）を事務局に提出す

るものとする。 

３ 事務局は、入会申込書又は変更通知書の内容を確認し、入会申込又は変更通知を受け付けた旨を当該会員

に通知するものとする。 

４ 事務局は、入会申込又は変更通知内容のうち、入会企業等の名称、ホームページ及び企業等の情報欄の記載

事項は、本ネットワークの目的達成に必要な範囲で公開することができるものとする。 

５ 本ネットワークの会費（入会費、年会費）は当面の間、無料とする。 

 

（退会手続） 

第５条 本ネットワークから退会を希望する会員は、退会通知書（様式第３号）を事務局に提出するものとする。 

２ 事務局は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会させることができるものとする。 

(1) 前項の通知があったとき 

(2) 連絡を取ることができなくなったとき 

(3) 本ネットワークの目的に反する活動を行うなど、会員として不適切と認められる場合 

 

 

№3 
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（規約の変更） 

第６条 事務局は必要に応じ、規約の変更ができるものとする。 

２ 事務局は、規約の変更を行った場合は、会員に対して速やかに変更内容を通知するものとする。 

 

（事務局） 

第７条 本ネットワークの事務局は、大阪市西区新町 1 丁目 3-12 四ツ橋セントラルビル内 一般社団法人西日

本プラスチック製品工業協会に置く。 

 

（雑則） 

第８条 本規約の定めるもののほか、本ネットワークの運営に関し必要な事項は、事務局が別に定めることができる。 

 

（附則） 

 本規約は、2023 年１月 16 日から施行する。 
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（様式第１号） 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 入会申込書 

 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 あて 

 

 私は、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク規約を了承の上、規約第４条第１項に基づき、本ネットワー

クへの入会を申込みます。 

 

  年  月  日 

 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク登録情報 

名 称 
 

 

所 在 地 
（〒      ） 

 

代表者氏名  

連 絡 先 

（〒      ）※所在地と同様の場合は記入不要 

 

■申込者（担当者） 

【所  属】 

【職・氏名】 

(TEL) (FAX) 

E-mail： 

区 分 

プラスチック製品製造企業 ／ 原材料メーカー・商社 ／ 

プラスチック利活用企業（小売・化粧品・飲食料品など）／ 

プラスチック関連企業（機械設備・サービスなど）／ 大学等研究機関 ／ 行政等支援機関 

※該当箇所に○印をお願いします。 

ホームページ ＵＲＬ  

掲載情報 

（自己ＰＲ） 

■バイオプラスチックビジネスに関する相互の情報交換や交流を図るため、得意分野などを 

ご記入ください（事務局ホームページ等で公表します）。 

そ の 他 
 

・本申込書にご記入頂いた情報は、事務局（一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会）において、本ネット 

ワークにおける各種連絡・情報提供のために利用し、当該事業の目的以外には一切利用しません。 

・上記登録情報のうち、名称、所在地（市区町村名まで）、区分、ホームページ及び掲載情報（自己ＰＲ）に記 

載された情報は、本ネットワークの目的実現のために事務局ホームページ等で公表します。 
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（様式第２号） 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 登録情報変更通知書 

 

 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 あて 

 

 私は、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク入会申込書の登録情報を変更しますので、規約第４条第２

項に基づき、通知します。 

 

  年  月  日  本通知書提出者 職・氏名    ・           

連絡先(TEL)                     （E-mail）                

 

             変更のあった部分のみ記入。□にチェック「レ」を入れてください。 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 登録情報 

□名  称 
 

 

□所在地 
（〒      ） 

 

□代表者氏名  

□連絡先 

（〒      ）※所在地と同様の場合は記入不要 

 

■担当者 

【所  属】 

【職・氏名】 

(TEL) (FAX) 

E-mail： 

□区  分 

プラスチック製品製造企業 ／ 原材料メーカー・商社 ／ 

プラスチック利活用企業（小売・化粧品・飲食料品など）／ 

プラスチック関連企業（機械設備・サービスなど）／ 大学等研究機関 ／ 行政等支援機関 

※該当箇所に○印をお願いします。                                                   

□ホームページ ＵＲＬ  

□掲載情報 

（自己ＰＲ） 

■バイオプラスチックビジネスに関する相互の情報交換や交流を図るため、得意分野などを 

ご記入ください（ホームページ等で公表します）。 

□その他  

・本申込書にご記入頂いた情報は、事務局（一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会）において、本ネット 

ワークにおける各種連絡・情報提供のために利用し、当該事業の目的以外には一切利用しません。 

・上記登録情報のうち、名称、所在地（市区町村名まで）、区分、ホームページ及び掲載情報（自己ＰＲ）に記 

載された情報は、本ネットワークの目的実現のために事務局ホームページ等で公表します。 
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（様式第３号） 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 退会通知書 

 

 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 あて 

 

 私は、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワークからの退会を希望しますので、規約第５条第１項に基づき、

通知します。 

 

  年  月  日  本通知書提出者 職・氏名    ・           

連絡先(TEL)                     （E-mail）                

 

名 称 
 

 

所 在 地 
（〒      ） 

 

代表者氏名  

・本申込書にご記入頂いた情報は、事務局（一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会）において、本ネット 

ワークにおける各種連絡・情報提供のために利用し、当該事業の目的以外には一切利用しません。 
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大阪バイオプラスチックビジネス
推進ネットワークのご案内

■趣旨・目的
脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与する、バイオプラス
チックに関心を有する企業や大学等研究機関、行政等支援機関で構成。
相互の情報交換や交流を図ることを通じて、バイオプラスチックビジネス
の推進につなげる。

■構成員
【企業】
・大阪府内をはじめとするプラスチック製品製造企業
・原材料メーカーや商社
・小売や化粧品・飲食料品などのプラスチック利活用企業
・機械設備やサービスなどのプラスチック関連企業など
【大学等研究機関】
・大学、国立研究開発法人、地方独立行政法人、公設試験研究機関など
【行政等支援機関】
・国、地方公共団体、産業支援機関など

■入会手続等
・会費無料。入会には申込書を事務局に提出。会員一覧は公表。

■設置時期
・令和5年1月

■問合せ
一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会
（所在地）大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル
（電話）06-6538-6100 （FAX）06-6538-6200
（e-mail）kyokai@nishipla.or.jp22
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