平成２９年度事業報告書
平成２９年度の我が国経済をみると、アベノミクスの推進により、雇用・所
得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続いた。また、海外経済が回復
する下で、輸出や生産の持ち直しが続くとともに、個人消費や民間設備投資が
持ち直すなど民需が改善し、経済の好循環がみられた。

平成２９年（暦年）のダイカストの生産動向は、１年を通して前年を上回る
推移をたどり、国内総生産量は 1,042,377 トン（前年比 6.0％増）、同総生産金
額は 609,309 百万円（前年比 6.0％増）となり、上記の経済状況を反映して３年
振りに 100 万トンを超える結果となった。
このうち、アルミニウム合金ダイカストの生産量は 1,018,812 トン（前年比
6.0％増）、生産金額は 575,947 百万円（前年比 6.0％増）で、うち、自動車用が
909,322 トン（前年比 5.7％増）、二輪自動車用が 27,609 トン（前年比 7.0％増）、
一般機械用が 31,498 トン（前年比 17.7％増）、電気機械用が 16,803 トン（前年
比 2.9％増）となり、自動車をはじめとするすべての需要分野において前年を上
回り景気の回復を裏付ける結果となった。

当協会としては、ダイカスト業界の基盤強化・発展を目指して、
「新ダイカス
ト産業ビジョン」の策定、体系的人材育成事業の推進や技術に関する調査研究
の推進、標準類の整備、環境保全と安全な職場環境の確保等について各委員会
活動を主体に実施するとともに、支部中小企業部会の事業を更に発展させるこ
とを目指して具体的活動を展開した。また、新たな取り組みとして、平成２７
年度にダイカスト工場の安全確保に役立てるために発刊した「ダイカスト工場
の安全・衛生マニュアル」を広く会員に普及浸透させるための講習会を東京、
名古屋の２ヶ所で開催した。
さらに、外部情報の会員への発信、会員相互間の交流促進、各委員会事業の
実施、各種統計の整備、研究開発、亜鉛合金ダイカスト品質証明制度、表彰制
度などを継続して実施し、また、関係官庁・関係団体に対する協力等を継続し
て実施した。

１．通常総会
期 日 平成２９年５月２５日
場 所 名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県名古屋市）
議 題
(1) 平成２８年度決算報告書承認
(2) 理事補欠選任
報告事項
(1) 平成２８年度事業報告書について
(2) 平成２８年度公益目的支出計画実施報告書について
(3) 平成２９年度事業計画書並びに収支予算書について
２．理事会（３回）
議 題
(1) 平成２９年度通常総会に付議する平成２８年度決算報告書（案）の承認
(2) 平成２８年度事業報告書及び平成２８年度公益目的支出計画実施報告書
の承認
(3) 平成２９年度通常総会に付議する理事補欠選任（案）の承認
(4) 平成３０～３１年度会費ランクの承認
(5) 以下の規程類改正（案）の承認
・ 亜鉛合金ダイカスト品質証明制度施行要領（改訂案）
・ 職員退職給与規程（改正案）
・ 常勤役員退職慰労金規程（改正案）
・ 講演会・報告会等の原稿料、謝金、交通費規程（改正案）
・ 会費規程（改正案）
(6) 会議・展示会専用ホームページ開設に係る事業計画及び予算の承認
(7) 平成３０年度通常総会開催日程、付議議案等の承認
(8) 平成３０年度事業計画書及び収支予算書の承認
(9) 平成３０年度通常総会に付議する役員改選（案）の承認
(10) 新ダイカスト産業ビジョン（案）の承認
(11) ダイカスト産業の環境自主行動計画（案）の承認
(12) 菅野賞対象案件の承認
(13) 平成３０年度協会主要行事の開催日・場所の決定
(14) 新規入会の承認
報告事項
(1) 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
(2) 平成２８年度競争法コンプライアンス規程履行状況報告
(3) 平成２９年度委員会活動の中間報告
(4) 平成２９年度通常総会収支報告
(5) ２０１８日本ダイカスト会議・展示会準備状況報告
(6) ダイカストスキルアップ研修開催結果
(7) 工学的知識講座開催結果
(8) 新入社員研修開催結果
(9) ダイカスト技術交流会開催結果
(10) 女子社員ダイカストセミナー（工場見学会を含む）開催結果
(11) アルミセミナー開催結果
(12) 鋳造業リスクアセスメント推進研修会（４団体合同）開催結果

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

技術技能研修講座開催結果
YDEC 工場見学会及び YDEC 技術講座開催結果
新年賀詞交歓会開催結果
経営講演会開催結果
退会

３．企画運営委員会（杉本 潤 委員長）（３回）
(1) 平成３０～３１年度会費ランク見直しに関する審議
(2) 以下の規程類の改正に関する審議
・ 亜鉛合金ダイカスト品質証明制度施行要領
・ 職員退職給与規程
・ 常勤役員退職慰労金規程
・ 講演会・報告会等の原稿料、謝金、交通費規程
・ 会費規程
(3) 協会が実施する人材育成研修に関する討議
(4) 新ダイカスト産業ビジョン（案）に関する審議
(5) ダイカスト産業の環境自主行動計画（案）に関する審議
(6) 役員・支部正会員懇談会の開催のあり方に関する討議
(7) 平成２９年度委員会事業報告・決算（見込）の審議
(8) 平成３０年度委員会事業計画・予算（案）の審議
(9) 平成３０年度協会事業計画・収支予算（案）の審議
3-1

ダイカスト産業ビジョン推進部会（杉本

潤 部会長）
（４回うち書面審議１回）
(1) 新ダイカスト産業ビジョンの策定に向けた検討・とりまとめ
(2) 新ダイカスト産業ビジョンの印刷・配付

４．経営委員会（浦上 彰 委員長）（１回）
(1) ２０１７年度受注動向調査の検討
(2) 経営アンケートの集計・配布
(3) 経営講演会の計画・実施（名古屋・東京）
【名古屋】
日 時：平成２９年５月２５日（木） １３：３０～１５：００
場 所：名古屋マリオットアソシアホテル １７階 「コスモス」の間
演 題：「素形材産業ガイドライン・下請法セミナー」
講 師：経済産業省素形材産業室長 蘆田 和也 氏
（一財）素形材センター副会長・専務理事 板谷 憲次 氏
参加者：６５名（うち、講師､来賓、会長､委員長､事務局 計９名を含む）
【東京】
日 時：平成３０年１月２２日（月） １３：００～１４：５０
場 所：如水会館 ３階 「松風」の間
演 題：「どうなる？ 今後の日本経済」
講 師：(株)第一生命経済研究所首席エコノミスト 永濱利廣 氏
参加者：７７名（うち、講師､委員長､事務局 計５名を含む）
4-1 需要予測部会（小川 幸宏 部会長）（２回）
(1) ２０１８年度受注動向調査のアンケート内容の検討
(2) ２０１８年度受注動向調査の集計結果の検討
4-2

取引編部会（日下田 雅男

部会長）（１回）

(1) 取引適正化に向けた素形材産業取引ガイドライン、自主行動計画、型
管理アクションプラン 及び下請法に関する普及セミナーの開催支援
(2) 素形材産業取引ガイドライン改訂版等関連資料の配布
(3) 適正取引に係るフォローアップ調査結果の分析と課題等の整理
５．中小企業委員会（桑名 紀文 委員長）（１回）
(1) 各中小企業部会活動についての情報共有
(2) 適正取引に関するフォローアップ調査結果報告
６．環境・安全委員会（加藤 節夫 委員長）（４回うち書面審議１回）
(1) エネルギー使用量及び廃棄物排出量アンケート調査の実施
(2) ダイカスト工場の労働災害統計調査及び報告
(3) ＤＣ－ＮｅｔＥＭＳの運営
(4) ダイカスト産業の自主行動計画（案）の策定
(5) 第１０回環境保全セミナーの企画・実施（東京）
日 時：平成２９年１１月２９日（金）１３：００～１６：２５
場 所：機械振興会館 地下２階 Ｂ２－１会議室
テーマ：省エネ・省資源・安全に関する現場改善事例発表会
参加者：３３名（うち、講師、委員長、事務局 計１１名を含む）
6-1 安全作業標準作成部会（丹羽 信博 部会長）（３回）
(1) ダイカスト工場の安全・衛生マニュアルに係る講習会の企画・実施
【東京】
日 時：平成２９年１２月１３日（水）１０：３０～１６：２０
場 所：機械振興会館 地下３階 Ｂ３－２会議室
参加者：５２名（うち、講師、委員、事務局 計９名を含む）
【名古屋】
日 時：平成３０年 １月３０日（火）１０：３０～１６：２０
場 所：ウインクあいち １１０８会議室
参加者：４９名（うち、講師、委員、事務局 計７名を含む）
(2) ダイカスト工場の安全・衛生マニュアルの増刷
7．日本ダイカスト会議・展示会運営委員会（高橋 新
(1) ２０１８日本ダイカスト会議・展示会の企画

委員長）（１回）

7-1 ダイカスト会議部会（菊池 政男 部会長）（２回）
(1) ２０１８日本ダイカスト会議の企画
7-2 ダイカスト展示部会（小川 幸宏 部会長）（３回）
(1) ２０１８日本ダイカスト展示会の企画
８．国際委員会（高橋 新 委員長）（書面審議１回）
(1) EUROGUSS2018（2018.1.16-18 開催）への視察団派遣
(2) 第１３回中国国際ダイカスト会議・展示会への視察団派遣の検討
９．広報委員会（奥田 清仁 委員長）（０回）
(1) 大学、工業高専、工業高校におけるダイカストの認知度向上に向けた広
報活動実施のための調査及び検討
(2) 大学等に対する「ダイカストって何？」の贈呈
(3) 「ダイカストって何？」改訂への検討

(4) 協会ホームページの見直し・運営、及び英文ホームページの検討・作製
(5) 広報見学会の企画・実施
開催日：平成２９年１１月２２日（水）
見学先：三井金属ダイカスト㈱ 本社・ダイカスト工場
山梨県立リニア見学センター
参加者：３１名（ 学生２２名・教授１名、他団体３名、事務局３名
協会技術アドバイザー２名）
9-1 会報ダイカスト編集部会（小川 幸宏 部会長）（２回）
(1) 会報ダイカストの企画・編集及び原稿の校閲・校正
10．研究開発委員会（青山 俊三 委員長）（会議６回・実験１回）
(1) ダイカスト鋳肌品質に影響する因子に関する調査研究及び同報告書の作
成（ 公益目的実施事業 ）
(2) ダイカスト技術交流会の企画・実施（２回）
【第６０回ダイカスト技術交流会】
日 時：平成２９年６月２３日（金） １３：００～１９：００
場 所：機械振興会館 地下２階 Ｂ２－１
内 容：積層金型技術；今後の金型冷却技術を考える。
対 象：会員限定
参加者：７２名（うち、講師・事務局 計１７名を含む。）
【第６１回ダイカスト技術交流会】
日 時：平成２９年１１月１７日（金） １３：００～１９：００
場 所：ウインクあいち
内 容：最新の鋳造シミュレーション技術の活用による生産性の向上
対 象：会員限定
参加者：６２名（うち、講師・事務局 計１６名を含む。）
11．技術・技能者育成委員会（菊池 政男 委員長）（６回）
(1) 技術アドバイザー制度の運営
(2) 技術研修の企画・実施
【技術技能研修講座】
日 時：平成２９年１０月５日（木）１２：４０～１６：５０
６日（金）１０：００～１６：４０
場 所：新大阪丸ビル 本館３ 階 ３０３
内 容：ダイカストマシン及び周辺機器、金型、材料及び溶解、製品
設計と鋳造方案、鋳造作業（コールドチャンバー＆ホットチ
ャンバー）、後処理、鋳造欠陥とその対策、検査と品質保証、
高品質ダイカスト法･････新入社員研修講座の上位研修
対 象：ダイカストに携わる技能者・技術者（会員及び非会員）
参加者：５２名（うち、講師、事務局 計１１名を含む）
【第５回ダイカスト技術セミナー】
日 時：平成３０年３月１３日（火）１０：００ ～１７：００
場 所：機械振興会館 地下２階 Ｂ２－１
内 容：
「ダイカスト品質ハンドブックの解説と品質向上のための勘所」
参加者：参加者５８名（うち、講師、委員、事務局 計１２名を含む）
【第８回女子社員ダイカストセミナー】
日 時：平成２９ 年７ 月１３ 日(木) １３：００～１８：３０
場 所：機械振興会館地下２階 Ｂ２－１
内 容：一から学ぶダイカスト（｢ダイカストって何？｣、ダイカスト

の特徴と用途、安全、これだけは知っておきたいダイカスト）
参加者：７４名（うち、講師・事務局 計１０名を含む。）
【第９回女子社員ダイカストセミナー】
日 時：平成２９年９月２９日（金）１０：００～１８：００
内 容：工場見学：（午前）岩機ダイカスト工業（株）坂本工場見学
（午後）同社 本社工場・小平工場見学
講
演：「高品質ダイカストの特徴」 協会 渡邉 一彦
参加者：３７名（うち、事務局 ２名を含む。）
【スキルアップ研修①】
日 時：平成２９年５月２２日(月)～２３日(火)９：００～１７：００
場 所：日本ダイカスト協会分析試験室
内 容：ダイカストの品質評価・・・不良の原因を調べる
対 象：協会中小企業会員の技能者・技術者
参加者：９名（うち、講師・事務局 計３名を含む。）
【スキルアップ研修②】
日 時：平成２９年７月５日(水)～６日(木) １０：００～１７：００
場 所：日本ダイカスト協会分析試験室
内 容：アルミニウム合金溶湯の品質評価・・・溶湯の品質を調べる
対 象：協会中小企業会員の技能者・技術者
参加者：９名（うち、講師・事務局 計４名を含む。）
【スキルアップ研修③】
日 時：平成３０年２月２７日(火)～２８日(水) １０：００～１７：００
場 所：日本ダイカスト協会分析試験室
内 容：PQ 線図・・・PQ 線図を活用する
対 象：協会中小企業会員の技能者・技術者
参加者：１１名（うち、講師・事務局 計３名を含む。）
【工学的知識講座Ⅰ】
日 時：平成３０年１月２９日（月） １０：００～１６：４０
場 所：機械振興会館 地下２階 Ｂ２－１号室
内 容：平衡状態図の見方、金属材料と特性、金属組織とその見方、
熱処理・表面処理
対 象：ダイカストに携わる技能者・技術者
参加者：３３名（うち、講師・事務局 計６名を含む。）
【工学的知識講座Ⅱ】
日 時：平成２９年６月８日（木） １２：４０～１６：５５
場 所：機械振興会館６階 ６Ｄ-４号室
内 容：流体力学、伝熱・熱工学、腐食と防食
対 象：ダイカストに携わる技能者・技術者･･･技術技能者研修講座の
上位研修
参加者：４４名（うち、講師・事務局 計５名を含む。）
【工学的知識講座Ⅲ】
日 時：平成２９年１１月８日（水） １２：４０～１６：５５
場 所：機械振興会館 地下２階 Ｂ２－１号室
内 容：材料力学、機械的性質、図面を読む
対 象：ダイカストに携わる技能者・技術者･･･技術技能者研修講座の
上位研修
参加者：４０名（うち、講師・事務局 計５名を含む。）
【新入社員研修】
日 時：平成２９年６月１６日（金） １３：１０～１７：００
場 所：ウインクあいち １３階 会議室１３０４

内
対

容：ダイカスト従事者必修の基礎知識
象：ダイカスト企業の新入社員及びダイカストの基礎を
学びたい社員
参加者：７９名（うち、講師・事務局 計１０名を含む。）
(3) 「ダイカストの標準」ほか増刷
11-1 ＹＤＥＣ運営部会（安徳 亮 部会長）（９回）
(1) YDEC の企画・運営
(2) YDEC 技術講座の企画・実施
【第１３回 YDEC 技術講座】
日 時：平成２９年１２月１４日（木）１３：１０～１８：３０
場 所：機械振興会館 地下３階 研修２
テーマ：鋳造理論と射出波形を活用した鋳造条件設定と不良対策
参加者：５５名（うち、講師・部会委員・事務局計１０名を含む）
(3) YDEC 工場見学会
日 時：平成２９年１１月１０日（金） １３：００～１５：３０
見学先：リョービ㈱広島東工場
参加者：２０名
(4) 新入社員研修の企画
12．ダイカスト用アルミニウム合金委員会（会議５回・実験１回）
（北岡 山治 委員長 日本アルミニウム合金協会顧問）
(1) Al-Mg 系合金ダイカストの使いこなし及び製造技術向上に関する調査
研究（パートⅡ）（公益目的実施事業）
(2) アルミセミナーの開催
日 時：平成２９年７月１４日（金） １３：００～１６：５０
場 所：機械振興会館 地下３階 研修２号室
内 容：ダイカスト用アルミニウム合金委委員会研究報告
対 象：会員及び非会員
参加者：４７名（うち、講師・事務局 計１０名を含む。）
13．ダイカスト用亜鉛合金委員会（会議７回・実験２回）
（佐藤 健二 委員長 サトウ鋳造技術研究所所長）
(1) 急冷相変態を利用した亜鉛合金ダイカストの特性改善に関する調査研究
（公益目的実施事業）
(2) 亜鉛ダイカスト年間大会の開催
日 時：平成２９年１１月２８日（火） ９：３０～１６：５０
場 所：機械振興会館 地下２階 ホール
内 容：亜鉛合金ダイカストの需要拡大に資する研究報告 等
対 象：会員及び非会員
参加者：９６名（うち、講師・来賓・事務局 計２２名を含む。）
14．マグネシウム合金ダイカスト委員会（会議５回・実験１回）
（茂木 徹一 委員長 千葉工業大学名誉教授）
(1) 熱処理したマグネシウム合金ダイカスト品の機械的性質及び組織に関す
る調査研究及び同報告書の作成（公益目的実施事業）
15．亜鉛合金ダイカスト品質証明制度運営委員会(日下田雅男 委員長)
（５回うち書面審議４回）

(1) 亜鉛合金ダイカスト品質証明制度施行要領の改訂審議
(2) 品質証明制度の運営
品質証明制度と依頼分析の実績（平成２９年１月～１２月）
証明制度
検定 ９６１件（９６８件） ＊（ ）内は、前年
不合格
０件
依頼分析
会員 ２７０件（３５４件）、一般
２４件（１５件）
(3) 新規適用申請工場 ２社〔中西産業(株)、(株)丸富〕の工場審査・承認
(4) 品質証明制度１０年経過工場表彰の実施（４社）
(有)樺澤ダイカスト工業所、(株)キャテック、(株)堀尾製作所、(株)聖製作所
16．菅野賞選考委員会（１回）
（佐藤 健二 委員長 サトウ鋳造技術研究所所長）
(1) 平成２９年度授賞対象案件の候補者を選考し、理事会に推薦
17．競争法コンプライアンス検討委員会（和田 秀之 委員長）（書面審議１回）
(1) 平成２９年度競争法コンプライアンス規程履行状況報告書（案）の審議
18．支部活動
(1) 関東支部（高橋 新 支部長）
懇談会・講演会
次世代・若手経営者の会
工場見学会
臨時総会
① 関東中小企業部会（上和田 貴彦
正会員・賛助会員交流推進協議会
正会員・賛助会員交流会
地区部会
技能検定学科試験講習会
技能検定の受託実施
(2) 中部支部（大澤 勝実
講演会・交流会
工場見学会
新年祝賀会

２回
４回
１回
１回
部会長）
３回
１回
６回
１回

支部長）
１回
１回
１回

① 中部中小企業部会（久保 忠継 部会長）
技能検定講習会
１回
その他の事業は支部と共同実施。
(3) 関西支部（蔦 昌樹
幹部会
懇談会
新年会

支部長）

① 関西中小企業部会（佐伯
青年部会
技術委員会
新入社員研修
技能検定学科試験講習会

１回
２回
１回
幸一

部会長）
１回
３回
１回
２回

中堅社員研修
技能検定の受託実施
② 兵庫県中小企業部会（大西
技能向上会議
例会
新年会

１回

康久

部会長）
１回
１回
１回

19．発刊・配付
(1) 平成２８年度事業報告書並びに決算報告書
(2) 平成２９年度事業計画書並びに収支予算書
(3) 新ダイカスト産業ビジョン
(4) ダイカスト産業の環境自主行動計画
(5) 会報 １４６号、１４７号
(6) 協会だより（４月、７月、１０月、１月発行）
(7) ダイカストの経営に関するアンケート集計結果
(8) ダイカスト作業の労働災害報告書
(9) エネルギー使用量等調査結果
(10) ダイカスト鋳肌品質に影響する因子に関する調査研究
(11) 熱処理したマグネシウム合金ダイカスト品の機械的性質及び組織に関す
る調査研究
(12) 素形材産業取引ガイドライン、及び同活用パンフレット
(13) 素形材産業の適正取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行動
計画
(14) 未来志向型・型管理に向けたアクションプラン
(15) 協会ホームページ、電子メール等による情報発信（主要項目）
◎ホームページ
① セミナー・講習会、講演会等協会行事開催案内
② 適正取引の推進に向けた自主行動計画掲載のご案内
③ 自動車向け「アルミ接合マニュアル」日本語版へのリンク案内〔 (一
社)アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会作成〕
④ 平成 29 年度ダイカスト技能検定学科試験対策講習会のご案内
⑤ 三酸化二アンチモンの特定化学物質への位置付に係る改正政令の
施行について
⑥ 2018 日本ダイカスト会議発表論文及び現場改善事例発表の募集
⑦ 厚労省主催リスクアセスメントセミナーについてのご案内
⑧ 第 17 回 亜鉛ダイカスト年間大会講演会ご案内
◎電子メール、ＦＡＸ
① セミナー・講習会等協会行事開催案内
② 素形材産業適正取引に係る自主行動計画について
③ 「素形材産業取引ガイドライン・下請法セミナー」開催案内
④ 未来指向型・型管理の適正化に向けたアクションプランの公表に
ついて
⑤ 型管理アクションプラン説明会について
⑥ 適正取引等に係るフォローアップ調査のお願い
⑦ 「下請取引の適正化に係る要請文」発出のご案内（経産省より）
⑧ 自工会・部工会「中小事業者のための自動車産業適正取引ガイド
ライン セミナー」開催のご案内
⑨ 石綿ばく露防止の実施について（厚労省より）
⑩ 粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省

⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑

令の施行について
平成 29 年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」（サポイン
事業）の公募開始について
平成 29 年度省エネ補助金について
高度ポリテクセミナー開催のお知らせ
労働安全衛生法改正に伴う「化学物質管理の無料相談窓口(無料)」
と「化学物質のリスクアセスメント訪問支援(無料)」のご案内
「平成 29 年度素形材産業優良従業員表彰」募集開始について
「事業承継マニュアル」の公表について
平成 29 年度ものづくり中核人材育成事業の公募開始について
平成 29 年度税制改正を踏まえた研究開発税制について
再生可能エネルギーの固定価格買取制度に係る減免認定システ
ムについて
JETRO・在中国日系企業における営業秘密流出防止支援事業の公
募開始について
素形材経営セミナー（デジタル技術の進化をどう取り込むか）の

20．官庁・関係団体
(1) 経済産業省
① 自動車産業取引適正化研究会（１回）
自動車産業適正取引ガイドラインのフォローアップ
② 型管理における未来志向型の取引慣行に関する研究会（４回）
「型管理」に関する現状整理及びアクションプランの取りまとめ
(2) 一般財団法人素形材センター
① 素形材産業取引ガイドラインフォローアップ委員会（２回）
適正取引に関するフォローアップ調査結果の分析と課題の整理
② 素形材産業取引ガイドライン検討委員会（２回）
素形材産業取引ガイドラインの見直し案検討
③ 素形材産業・型管理ＷＧ（１回）
型管理アクションプランの推進
④ 素形材団体交流委員会（４回）
平成２９年度素形材月間事業計画（案）等の審議
⑤ 素形材産業優良従業員表彰委員会（２回）
平成２９年度素形材産業優良従業員表彰に関する審議
⑥ 素形材編集委員会（１回）
月刊「素形材」の掲載内容について検討
⑦ 研修委員会（１回）
一般財団法人素形材センター主催の研修・セミナーの企画
(3) 一般社団法人日本鋳造協会、日本ダイカストマシン工業会
① ISO/TC306（鋳造機械）国内審議委員会（５回）
鋳造機械全般の安全に関する国際標準化について検討
② ISO/TC306/WG3（ダイカストマシンの安全要求事項）検討委員会（１０回）
ダイカストマシンの安全要求事項に関する国際標準化について検討
(4) 一般社団法人日本アルミニウム協会
① アルミニウム調査会（２回）
アルミニウム関連８団体による平成２９年度の需要見通しについて審議
② 自動車の軽量化委員会（９回）

自動車の軽量化についての情報収集、自動車のアルミ化技術講習会の
企画・運営 等
(5) 八軽会（１回）
アルミニウム関連８団体によるアルミニウム事情、各業界の動向等
について報告と意見交換
(6) 中央職業能力開発協会
① 通常総会（１回）
平成２８年度事業報告・決算、平成２９年度事業計画・予算案等の審議
② 理事会（１回）
平成３０年度事業計画・予算案等の審議
③ 中央技能検定委員会（４回）
基礎、１、２級の試験問題及び解答の作成
随時３級基準素案の作成
(7) 全国ダイカスト工業厚生年金基金
① 清算人会（１回）
清算結了に向けた事務処理状況報告、資産管理状況報告、残余財産（分
配金）処理結果報告、決算報告書の承認申請、今後のスケジュール 等
(8) 全国中小企業団体中央会
① 総会（１回）
平成２８年度事業報告・決算、平成２９年度事業計画・予算案等の審議
② 取引問題委員会（２回）
取引条件改善に向けた取組み、適正取引に関するフォローアップ調査結
果等について意見交換
(9) 一般財団法人全国中小企業共済財団
① 理事会（１回）
平成２８年度事業報告・決算、評議員・理事候補者の推薦 等の審議
② 評議員会（１回）
評議員及び理事辞任に伴う補選
(10) 日本鉱業協会・鉛亜鉛需要開発センター
① 「ＩＺＡ市場連絡会」（１回）
(11) 公益社団法人日本鋳造工学会
① ダイカスト研究部会（１回）
② 軽合金部会（１回）
21．会員の移動及び現状（平成３０年３月３１日現在）
期中入会
期中退会

正会員
正会員

１社
１社

平成２９年度末における会員数
正会員 １９５社
賛助会員

賛助会員
賛助会員

１８２社

１社
１社

合計

３７７社

