三菱樹脂ＯＢ会２０年のあゆみ 年表
ＯＢ会全体

本部地区・各支部

会員数

10/0１ 三菱樹脂ＯＢ会 発足
1990年
H02年

*三菱樹脂一般・当時の社会情勢
*03/15 ダイヤディスク㈱設立

大和田昇会長

*06/28 濱辺正剛社長 就任
08/02 イラク､クウェートを
侵略(中東危機)
*10/01 タンクタワー事業
１８３名
㈱樹脂平塚より移管

林規顧問
岡山尚志関西支部長
設立(第１回) 総会 東京

10/03 東西ドイツ統一

（OB会発足の経緯参照）

11/12 天皇陛下、即位の礼

事務局 ㈱菱樹ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
09/28 定期総会 長浜
1991年

02/27 湾岸戦争 多国籍軍の勝利で終結
*05/- 三菱化成グループでプラスチック
・エコシステム委員会発足

木下英俊顧問 就任

H03年

06/03 雲仙普賢岳火砕流発生
*12/01 フレックスタイムを導入
12/08 ソ連邦消滅 独立国家共同体誕生

*01/01 ダイアホイル㈱、
ダイアホイルヘキスト㈱と改称

1992年
H04年 10/02 定期総会 平塚

２０４名

*04/07 村松会長 ベルギー国「王冠勲章
コマンドール章｣を授与され
る。
09/- エンデバーで毛利衛さん宇宙飛行
*10/08 美祢工場、PM優秀事業場賞受賞

01/- ビル･クリントン米国大統領就任

1993年

*02/01 郡山工場発足

H05年 10/04 定期総会 長浜

02/11 関西支部
｢長浜工場ＯＢ会」発足(長)

２１０名

*05/21 業務用ストレッチフイルム
独禁法違反事件判決（東京高
裁）
06/09 皇太子殿下御成婚
07/- 北海道南西沖地震
*12/01 シンガポール駐在事務所設置

01/04 林規顧問 逝去退任

06/27 長野県松本市でサリン事件発生

1994年 10/04 定期総会 平塚
H06年

大和田昇名誉会長 就任

*06/29 宮部義一社長 就任

04/19 第1回｢ゴルフ会｣(本)

倉持弘会長 就任

ASIA
２２２名 *07/20 HISHI PLASTICS
SDN.BHD.(HPA)を設立
07/- 北朝鮮 金日成死去、金正日後継
*10/01 三菱化成㈱、三菱油化㈱と合併、
三菱化学㈱が発足

村松寿久顧問 就任

01/17 阪神・淡路大震災

1995年
H07年 10/13 定期総会 長浜

03/20 東京地下鉄サリン事件発生

05/10 第1回｢歩こう会｣(本)

２３２名 *04/01 本社組織改正・役員所管制導入
04/10 1ドル 79.75円 史上最高値
*07/01 ダイヤブロー㈱の事業
の移管を受ける(同社を解散)

三菱樹脂ＯＢ会２０年のあゆみ 年表
ＯＢ会全体

本部地区・各支部

会員数

1996年

*三菱樹脂一般・当時の社会情勢

01/11 若田光一スペースシャトル搭乗

H08年 定期総会開催せず

２４９名

事務局 ㈱ﾀﾞｲﾔｻｰﾋﾞｽに移管

07/- 病原性大腸菌伝染
*12/27 ビニホイルISO 9001 認証取得
*12/- 三菱樹脂50年史発行

1997年 05/19 定期総会 平塚
H09年 10/22 倉持弘会長 逝去退任

*09/- 浅井工場 新プレート工場棟竣工

05/10 第1回｢テニス会｣(本)

２５４名

高橋義衛会長代行 就任

11/- 北海道拓殖銀行、山一証券破綻

*04/- 早期退職臨時措置を含む
経営改善策を推進

1998年 04/09～13 上海ツアー
H10年 05/29 定期総会 長浜

２８７名

高橋義衛会長 就任

07/25 和歌山毒物カレー事件発生
08/31 北朝鮮テポドン発射 三陸沖着弾
*12/- ダイヤディスク㈱清算

*02/- 早期退職臨時措置を実施

1999年 05/28 定期総会 平塚
濱辺正剛顧問 就任

H11年
06/-

*12/24 ISO 14001 取得・長浜工場・浅井工場

02/13 関西支部

４３６名 *06/29 菅澤武彦社長 就任

09/30 東海村JCO臨界事故発生
第2回｢梅田ビル同窓会｣(大) H11.10.31
現在

アンケート実施

10/01 三菱化学㈱、東京田辺製薬㈱と合併、
三菱ウエルファーマ㈱が発足

10/31 会報｢OB会だより」第1号発行

05/12 関西支部
05/26 第１０回 定期総会 長浜
2000年
H12年

関西支部 近畿分会 発足

第13回｢OB会ゴルフ｣(長)
06/15 関西支部

05/26 ホームページ開設

10/17 関西支部 第1回｢歩こう会｣(長) ４６６名 *12/08 ISO 14001取得・美祢工場

(ホームページ発足の経緯参照) 11/06 近畿分会 発足会(大)
06/- 会報｢OB会だより」第2号発行

01/- 会報｢OB会だより」第3号発行
2001年 03/- 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ構築・開始
H13年

４５３名 *03/31 ISO 14001取得・平塚工場

08/29 三宅島噴火
第1回｢菱彦会ゴルフ｣(長) H12.05.16
九州支部発足(支部長置かず)
現在
09/24 シドニー五輪女子マラソン
加藤敏雄近畿分会長 就任 09/05 関西支部 第1回｢見学会｣(長)
高橋尚子 金メダル獲得

11/29
12/07
(九)
04/04
(大)
05/21

第1回｢ﾌｫﾄｻｰｸﾙ2000｣(本)
九州支部 第1回｢懇親会｣
近畿分会 第1回｢花見会｣
第1回｢ＯＢ会作品展｣(本)

(情報ﾈｯﾄﾜｰｸ構築の経緯参照) 11/15 東海地区 第1回｢懇親会｣(名)
05/25 定期総会 平塚
宮部義一顧問 就任
06/- 会報「OB会だより」第4号発行

H12.12.05
*12/22 ISO 14001取得・郡山工場
現在

４７８名 09/11 米国同時多発テロ事件発生
H13.06.18
*12/01 コストハーフ(CH)活動開始
現在

11/18 近畿分会
第1回｢定期総会｣(大)

*12/21 OHSAS 18001取得・平塚工場

５０６名
H13.11.30
現在

三菱樹脂ＯＢ会２０年のあゆみ 年表
ＯＢ会全体
01/- 会報「OB会だより｣第5号発行
2002年 03/17 村松寿久顧問 逝去退任
H14年 05/24 定期総会 長浜
岡山尚志関西支部長 退任

本部地区・各支部
01/28 近畿分会 第1回｢樹楽会｣(大)
04/25 近畿分会 第1回｢ゴルフ｣(大)
06/06 関西支部
第4回｢歩こう会｣(長)

柴田弥蔵関西支部長 就任 11/27 近畿分会
06/- 会報「OB会だより｣第6号発行
01/- 会報「OB会だより｣第7号発行

｢ＨＣＣ菱友会｣(長)
06/- ｢平塚工場ＯＢ会」発足(本)

大阪支部独立

06/21 長浜支部

山口滋大阪支部長 就任
長浜支部 名古屋分会発足

01/- 牛肉偽装事件続発

09/06 丸ビル、リニューアルオープン

03/25 長浜支部

関西支部が長浜支部に

加藤敏雄近畿分会長 退任

*三菱樹脂一般・当時の社会情勢

*01/11 OHSAS 18001取得･長浜工場
･浅井工場
*04/01 塩ビ管生産統括会社
５１２名
「Ｍ＆Ｓﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑｽﾞ」設立
H14.05.24
*06/28 無錫積菱塑料有限公司を設立
現在
09/17 日朝首脳会談、金総書記｢拉致｣
を認める。拉致被害者５人帰国

第2回｢定期総会｣(大)

2003年 05/23 定期総会 平塚
H15年

会員数

５４０名

03/19 米軍イラク攻撃 フセイン政権崩壊

H15.03.31
*06/27 神尾章社長 就任
現在
09/15 阪神セ・リーグ優勝、１８年ぶり

第5回｢ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ｣(長)

５５０名 *10/01 菱麗樹脂有限公司(香港)を設立
H15.05.23
10/28 衆院選・与党絶対安定多数獲得
現在

11/18･19 大阪支部
第3回｢定期総会｣(大)

12/19 OHSAS 18001取得・郡山工場

岸川茂名古屋分会長 就任
06/- 会報「OB会だより｣第8号発行
01/- 会報「OB会だより｣第9号発行

*04/01 事業部門組織の再編・｢パッケージ｣
｢情報電子｣｢ライフライン｣
H16.03.31
の３セグメント ５事業制
｢千葉オープンゴルフ会｣(本)
名古屋分会 支部に変更
現在
*04/01 新連結経営中期計画
岸川茂名古屋支部長 就任 11/12 大阪支部
「プラス５０作戦」策定

2004年 05/21 定期総会 長浜
H16年

*01/16 OHSAS 18001取得・美祢工場

柴田弥蔵長浜支部長 退任

５５６名

11/11 第1回

第4回｢定期総会｣(大)

森川栄寿長浜支部長 就任 12/09 第1回｢平塚工場ＯＢ会
作品展｣(本)

06/- 会報｢OB会だより｣第10号発行

５６６名

10/01 イチロー 年間最多安打２６２本

H16.05.31
10/23 新潟県中越地震発生
現在
12/26 スマトラ沖地震発生
インド洋に大津波連鎖

01/- 会報｢OB会だより｣第11号発行
2005年 05/20 定期総会 東京
H17年

菅澤武彦顧問 就任

11/17 大阪支部
第5回｢定期総会｣(大)

５７３名 *04/01 コンプライアンス憲章･行動指針制定
H17.03.31
04/25 JR福知山線 脱線事故発生
現在

相馬義一九州支部長 就任

09/11 衆院選自民党 圧勝３２６議席獲得

06/- 会報｢OB会だより｣第12号発行

５８５名

*10/03 三菱ケミカルホールディングス
（ＭＣＨＣ） 設立

H17.05.31
現在

01/- 会報｢OB会だより｣第13号発行 09/09 長浜支部 第1回
2006年 03/18 大和田昇名誉会長 逝去退任

｢フォトクラブびわこ｣撮影会(長)

５９１名

01/- ライブドア事件 堀江社長逮捕

H18.03.31
03/21 野球、王ジャパンＷＢＣ制覇
H18年 05/19 定期総会 長浜
10/02 九州支部 第1回｢ゴルフ｣(九)
現在
*05/18 平塚工場環境報告書
高橋義衛前会長 顧問就任 11/09 大阪支部
・サイトレポート賞受賞

鳥居正義会長 就任

第6回｢定期総会｣(大)

岸川茂名古屋支部長 退任 11/28 長浜支部 ｢見学会｣(長)
伊藤寿名古屋支部長 就任
06/- 会報｢OB会だより｣第14号発行

６０８名

07/15 北朝鮮ミサイル発射

H18.05.31 *10/19 三菱樹脂労働組合
結成６０周年記念式典開催
現在

三菱樹脂ＯＢ会２０年のあゆみ 年表
ＯＢ会全体

本部地区・各支部

会員数

*三菱樹脂一般・当時の社会情勢
*02/08 ＭＣＨＣグループ機能材料事業分野
の再編・統合「新生三菱樹脂」発表

６２３名 *02/22 長浜工場 新研究棟竣工

2007年 01/- 会報｢OB会だより｣第15号発行 11/22 大阪支部
H19年 05/25 定期総会 平塚

第7回｢定期総会｣(大)

06/- 会報｢OB会だより｣第16号発行 11/25 茅ヶ崎地区家庭菜園研究会
発足(本)

H19.03.31
07/- 米サブプライム問題発生
現在
*07/10,11 公取「塩化ビニル管カルテル」
強制調査

６３０名

07/29 参院選 自民党大敗 ・民主党第１党に

H19.05.31 *10/01 菱樹化工㈱、三宝化成㈱と合併、
現在
ダイアモールディング㈱発足

01/- 会報｢OB会だより｣第17号発行
2008年 05/23 定期総会 長浜
H20年

神尾章顧問 就任

11/13 大阪支部
第8回｢定期総会｣(大)

*04/01 新生｢三菱樹脂｣発足
吉田宏社長 就任
*04/01 ｢ＣＳＲ経営の完遂｣を
６４１名
経営方針として、５つの委員会設置
H20.03.31
04/- 後期高齢者医療制度発足
現在

06/- 会報｢OB会だより｣第18号発行

05/- 北京五輪開催

08/23 濱辺正剛顧問 逝去退任

６４７名 *09/- ダイアモールディングスロバキア 設立
H20.05.31
09/15 リーマンブラザーズ破綻
現在
*04/01 事業を｢生活快適化分野｣｢産業･
生活基盤分野｣に区分し、事業部を再編

2009年 01/- 会報｢OB会だより｣第19号発行 11/13 大阪支部
H21年 05/22 定期総会 平塚

第9回｢定期総会｣(大)

６５７名

01/20 オバマ米大統領就任

H21.03.31 *05/- スイスQUADRANT社との
現在
戦略的事業提携

06/- 会報｢OB会だより｣第20号発行

05/25 裁判員制度発足

11/08 木下英俊顧問 逝去退任

６６９名

09/- 民主党政権誕生

H21.05.31
*12/17 長浜 ＣＳセンター「大志館」竣工
現在

2010年 01/- 会報｢OB会だより｣第21号発行
H22年 06/04 第２０回 定期総会 長浜
山口滋大阪支部長 退任
熊倉寛大阪支部長 就任
06/- 会報｢OB会だより｣第22号発行

11/21 第1回｢テニス会｣(長)
11/29 大阪支部
第10回｢定期総会｣(大)

*01/- 三菱樹脂アジアパシフィック社
（シンガポール）設立
*04/01 事業を｢高機能ﾌｲﾙﾑ分野｣｢環境･生
６７９名
活資材関連分野｣｢高機能成形材・部品
H22.03.31
関連分野」に区分し、事業部を再編
現在
05/- 宮崎県・口蹄疫流行

６８１名 *07/01 ㈱三菱樹脂販売 発足
H22.06.15 07/- 参院選 民主党 惨敗
現在
11/- 横浜ＡＰＥＣ開催

注) 本;本部地区 長;長浜支部 大;大阪支部 名;名古屋支部 九;九州支部

