
司 会 勝山 会場監督  点 鐘 谷道 会長 

国歌斉唱 

ロータリーの目的／四つのテスト 

ゲスト 

《幹事ゲスト》 

高岡信用金庫 常務理事 奈良 康功様 

会長挨拶／報告 

■皆出席表彰 ～・～・～・～・～・～★～★～ 

＊永田 義邦さん（41 年）  

＊藤田 益一さん（29 年）  

＊加藤 一博さん（26 年）  

＊河村 拓栄さん（25 年）  

＊板谷  聡さん（18 年）   

＊林  成興さん（3 年）   

■米山記念奨学会から米山功労者感謝状  贈呈 

＊第 1 回功労者 柳澤 剣治さん 

＊第 1 回功労者 島 尚之さん 

＊第 1 回功労者 杉林 政孝さん 

＊第 3 回功労者 谷道 伸也さん 

＊第 11 回功労者メジャードナー 若野 恒彦さん 

＊第 17 回功労者メジャードナー 前川 俊朗さん 

■10／22、23 地区大会で授与されました表彰状披露 

＊ロータリー財団協力優秀クラブ 

＊ロータリー財団累積 50 万ドル達成クラブ  

＊ロータリー在籍 45 年  本多剛治 会員 

＊ロータリー在籍 30 年且つ出席率 100％津嶋春秋さん 

＊ロータリー在籍 30 年且つ出席率 100％前川俊朗さん 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

幹事報告 

■1 月のロータリーレート  

1＄＝148 円（10 月 1＄＝145 円） 

■11 月定例理事会⇒13：30～（桐の間） 

■3 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒本日 ひろもと 18：20～ 

（送迎車 18：05HN ｵｰﾀﾆ高岡発） 

委員会報告 

■雑誌委員会 

ロータリーの友 11 月号紹介 （四津谷委員長） 

 

 

 

 

＜ ニコニコＢＯＸ 10 件 32,000 円 ＞ 

谷道会長／本多先輩、永田先輩、先日は大変お世話にな

りありがとうございました。宮城さん、卓話楽しみ

にしております。幹事ゲスト奈良さん、ようこそ！ 

塩崎副会長／奈良康功様ようこそ高岡 RC へ。本日の

卓話宮城さん宜しくお願いします。 

島幹事／宮城さん本日の卓話よろしくお願いします。

奈良さん幹事ゲストようこそ高岡 RC へ！ 

若野君／奈良さん、ようこそ大歓迎です！本多さん、永

田さん有難うございました。 

中野君／高信、奈良さんをお迎えして。 

勝山君／宮城さん卓話楽しみにしております。 

田中君／孫 3 号が誕生しました。 

永田君／皆出席表彰をいただきました。 

加藤君／皆出席祝をいただきました。 

板谷君／皆出席祝ありがとうございます！ 

 

 

プログラム 

                      

 

＜会員卓話＞ 

 

 

 

演題 「日本ゼオン 高岡工場の最新活動 

～こんな事もやってます～」 

宮城 孝一 会員 

日本ゼオンの紹介 

日本ゼオンは 1950 年設立。2021 年度連結売上高 3,617

億円、連絡経常利益 495 億円、利益率 14％、連結の従

業員数 4 千名の化学メーカーです。本社は東京丸の内

にあり、国内に 6 か所の製造拠点を持っています。事

業セグメントは「エラストマー事業」「高機能材料事業」

「その他事業」の 3 つに分かれており、高岡工場では

「エラストマー事業」「高機能材料事業」関連の製品を

生産しています。過去 10 年間の売上高・利益推移は多

少の凸凹はあるものの堅調に成長しており、特に 2021

年度決算は前年に比べ連結売上高約 20％、連絡経常利
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益約 30％の増収増益です。また、2021-2030 年度の中

期経営計画を進めており、『大地の永遠と人類の繁栄に

貢献する』との企業理念のもと、2030 年ビジョン『社

会の期待と社員の意欲に応える会社』を目指し、注力す

る SDGｓを定めて事業活動をしています。 

高岡工場の紹介 

高岡工場は 1956 年に設立された日本ゼオンで最も古

い工場です。従業員数は 2022 年 10 月時点で 163 名、

工場敷地面積は 13 万 5 千㎡（東京ドーム約 3 個分）、

主要製品は特殊合成ゴム、電子材料、高機能樹脂です。

元々は塩化ビニル生産拠点として設立しましたが

2008 年に塩化ビニル事業から撤退し生産を停止しま

した。その為、塩化ビニル工場跡が空地化しています。

日本ゼオンの他の生産拠点に空地はほとんど無いこと

から、この空地はマイナスと捉えておらず、成長余地が

大きいチャンスと捉えています。 

こんな事もやってます 

今年のトピックスを幾つか紹介します。 

①リサイクルプラント建設開始。2022.1.11 にプレスリ

リースしています。日本ゼオン氷見二上工場で生産す

る光学フィルムは生産時に廃棄してしまうフィルムが

発生しています。その廃棄フィルムをバージン樹脂同

等のレベルにリフレッシュする技術を開発し、その技

術を活用したリサイクルプラントを高岡工場に建設す

ることになりました。2022.8.16 に高岡市長をお招きし

て起工式を実施、地元メディアにも大きく取り上げら

れました。2024 年度に稼働予定です。 

②統合生産センター稼働。2022.10.18 にプレスリリー

スしています。ものづくり部門の従業員が入居する建

屋で愛称は“剱”、総工費は 16 億円です。コンセプト

は「リサイクルプラントの人員も収容できる拡張性」

「ものづくり部門の一体化による生産安定性の進化」

「魅力的な職場環境でのモチベーション UP」「自然災

害に強く、地球環境に優しい建屋」の 4 つです。太陽

光パネルやエネルギー管理システムの導入により一般

的に建屋に比べ約 40％の CO2 排出量が削減できます。

2022.10.18 に富山県副知事、高岡市副市長をお招きし

て竣工式を実施、地元メディアにも大きく取り上げら

れました。 

③CO2 削減。日本ゼオンは 2030 年 CO2 排出量を 2019

年比で 50％削減することを目標としています（ゼオン

単体、scope1+2 対象）。高岡工場では北陸電力様からグ

リーン電力、カーボンニュートラル LNG の購入を 4 月

から開始し、2022.4.13 に北陸電力様と同時にプレスリ

リースを実施しました。 

④業務の DX 化推進。大型タンクの内部点検にドロー

ン活用を開始、また、作業手順書の動画化を実施しまし

た。作業手順に関して従来は紙に書かれていましたが、

動画にすることにより文章では表せない動作や注意点

が明確になり、教育スピードのアップや作業員毎の作

業バラツキが少なくなることを期待しています。 

⑤地域貢献活動再開。コロナで中止になっていた活動

の一部を再開しています。例えば、3 年振りに氷見海岸

清掃をゼオン高岡グループとして参加しました。また、

来年には駐車場を開放して地域住民の方も参加される

納涼祭も再開する予定です。 

以上 

 

《11 月理事会》 

＊指名委員承認の件…承認 

 前川筆頭理事、谷道会長、塩崎副会長、島幹事 

 大谷理事、菅野理事、中川副幹事      以上 7 名 

 指名委員会は 11 月 24 日(木) 13:30～開催予定 

＊新年初例会の件…承認                      

  令和 5 年 1 月 5 日（木）18:00～ 

＊山岳同好会開催報告、助成金 15,000 円申請の件 

…承認            

 ⇒今後はルールの作成が必要と次年度に申し送り 

＊伏木高校 IA 海外研修参加申し込みの件…承認           

 日程 令和 5 年 3 月 22 日（水）～28 日（火） 

 場所 オーストラリア 

 氏名 足立 たくや（あだち たくや） 

    水田 百音 （みずた もね） 

 費用 223,000 ～ 265,000 （2 名分） 

＊12 月理事会時間変更の件…承認 

 12/15（木）13:30～を 12/22（木）11:30～に変更 

報告事項 

〇第 2 回親睦ゴルフ収支報告                   

〇IDM 収支報告                          

〇女性の会収支報告                       

〇炭元 嘉雄 会員 所属会社変更の件               

（株）スミカ → （有）一心コーポレーション  

職業分類：不動産賃貸業 

〇10 月までの一般会計収支執行状況 

〇10 月のニコニコ BOX 寄付 143,000 円 

〇次回 12 月理事会  

12/22(木)11:30～ホテルニューオータニ高岡 桐の間 

 

《3 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ》10/17 ひろもと 18：20～ 

 


