２０２１年度事業報告書
令和３年度の我が国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響の下に
あるが、令和３年９月末の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の解除以降
は、厳しい状況は徐々に緩和されており、このところ持ち直しの動きがみられる。
ただし、オミクロン株を含めた新型コロナウイルス感染症による内外経済へ
の影響、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意す
るとともに、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
こうした中、政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、
「ウィズコロナ」
下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え、未来社会を切り拓く「新しい
資本主義」の起動、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保を柱と
する「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
（以下「経済対策」という。）
を策定し、令和３年度補正予算を編成した。
新型コロナウイルス感染症に対しては、最近の感染拡大を含め、最悪の事態を
想定した上で各種の対応に万全を期すとともに、
「経済対策」を迅速かつ着実に
実行することを通じて、足元の経済の下支えを図り、景気下振れリスクに対応し、
感染拡大に際しても国民の暮らし、雇用や事業を守り抜き、経済の底割れを防ぐ。
また、
「新しい資本主義」を起動し、
「成長と分配の好循環」を実現して、経済を
自律的な成長軌道に乗せる（出展：令和４年度の経済見通しと経済財政運営の基
本的態度：令和４年１月１７日閣議決定）と報告された。
２０２１年（暦年）のダイカストの生産動向は、前年を上回り、国内総生産量
は 925,981 トン（前年比 10.3％増）
、同総生産金額は 607，232 百万円（前年比
15.8％増）となり、前年からの世界的な新型コロナウイルス感染症の影響による
需要後退から、回復基調となった。
このうち、アルミニウム合金ダイカストの生産量は 905,134 トン（前年比
10.2％増）
、生産金額は 517,372 百万円（前年比 15.4％増）で、うち、自動車用
が 799,173 トン（前年比 8.8％増）、二輪自動車用が 22,961 トン（前年比 22.2％
増）、一般機械用が 31,485 トン（前年比 20.3％増）、電気機械用が 17,593 トン
（前年比 22.6％増）となり、全需要分野において大幅に前年を上回る数字とな
り新型コロナウイルス感染症による景気後退から、回復基調になった。
当協会としては、開催可否の検討を含め感染症対策を実施しつつダイカスト
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業界の基盤強化・発展を目指して、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
員会活動を通じて「新ダイカスト産業ビジョン」に基づく協会事業を実施すると
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
を継続し、当協会として、原材料費・エネルギーコストの高騰に対し適正な取引
へのお願い文書を会員に配布し、また、ダイカスト産業における DX（デジタル
トランスフォーメーション）の推進や SDGs への貢献についても情報収集や検
討を行い、会員への情報発信を行い、型取引の適正化推進協議会報告書の周知や
素形材産業取引ガイドラインの改訂や周知に協力した。
さらに、政府の新型コロナウイルス感染症への支援策等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、新たな取組
として企画運営委員会では、
「緊急非常事態（感染症、自然災害等）に対する BCP
を初めとした対処法策の検討」、環境・安全委員会では、
「脱炭素政策及び技術情
報の収集と会員への情報提供」を実施し、また、
「素形材産業取引ガイドライン」
の周知やフォローアップ活動等への対応など関係官庁・関係団体に対する協力
等を継続して実施した。
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１．通常総会（Web 会議）
期 日 ２０２１年５月２０日
本拠地 協会会議室
議 題
(1) ２０２０年度決算報告書承認
報告事項
(1) ２０２０年度事業報告書について
(2) ２０２０年度公益目的支出計画実施報告書について
(3) ２０２１年度事業計画書並びに収支予算書について
２．理事会（Web 会議３回・書面審議１回）
議 題
(1) ２０２１年度通常総会に付議する２０２０年度決算報告書（案）の承認
(2) ２０２０年度事業報告書及び２０２０年度公益目的支出計画実施報告書の
承認
(3) ２０２１年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）の承認
(4) 役員改選に関する承認
(5) 2022 年度協会主要行事の開催日・場所（案）の承認
(6) 中部ダイカスト工業協同組合解散後の現組合単独会員の協会入会時におけ
る入会金免除についての承認
(7) 2020 日本ダイカスト会議の延期開催の承認
(8) 「2050 年カーボンニュートラル実現に向けて（案）」共同要望書への連名
の承認
(9) 2022～2023 年度会費ランク見直しの承認
(10) 小野田賞・浦上賞対象案件の承認
(11) 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) 2020 年度競争法コンプライアンス規程履行状況報告
(3) 2021 年度委員会活動の中間報告
(4) 理事の退任報告
(5) 2022 日本ダイカスト会議･展示会準備状況報告
(6) 2022 年新年賀詞交歓会開催方法の報告
(7) 退会
３．企画運営委員会（杉本 潤 委員長）（Web 会議３回）
(1) 中部ダイカスト工業協同組合解散後の協会入会への勧誘対象企業の入会
金免除について審議
(2) １月２４日(月)開催の新年賀詞交歓会についての開催方法等の審議
(3) 緊急非常事態(感染症、自然災害等)に対する BCP を初めとした対処方策
についての情報収集、セミナー開催等の討議
(4) 2021 年 3 月 12 日発出の「健全な取引の継続ならびに安定供給に向けたお
願いについて」の後続版(コロナ禍、材料高騰などの影響に対するご配慮のお
願い)の作成、発出についての審議
(5) 今後の協会役職員の定年についての審議
(6) 関西支部兵庫県中小企業部会の関西中小企業部会への統合についての審議
(7) 兵庫県中小企業部会の関西中小企業部会への統合に伴う支部規定及び支部

-3-

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

中小企業部会運営細則改訂についての審議
２０２１年度委員会事業報告・決算（見込）の審議
２０２２年度委員会事業計画・予算（案）の審議
２０２１年度協会事業報告・決算（見込）の審議
２０２２年度協会事業計画・収支予算（案）の審議
２０２２年度協会行事・会議の開催日程について審議

3-1 ダイカスト産業ビジョン推進部会（杉本 潤 部会長）（０回）
(1) 新ダイカスト産業ビジョンの普及・啓発
(2) 新ダイカスト産業ビジョンの実施担当委員会・部会における取組状況のフ
ォローアップ
４．経営委員会（浦上 彰 委員長）（Web 会議１回）
(1) ２０２１年度受注動向調査の検討
(2) 経営アンケートの集計・配付
(3) 経営講演会の計画（東京・大阪）
※大阪開催コロナ禍により中止・東京開催次年度へ延期
4-1 需要予測部会（小川 幸宏 部会長）（Web 会議２回）
(1) ２０２２年度受注動向調査のアンケート内容の検討
(2) ２０２２年度受注動向調査の集計結果の検討、発信
4-2 取引編部会（秋葉 雅男 部会長）（Web 会議３回・書面審議１回）
(1) 「ダイカスト取引ガイドライン」改訂についての検討・発刊
(2) 「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」についての審議・承認
(3) 2022 年度経営員会取引編部会事業計画について
５．中小企業委員会（小林
哲 委員長）（Web 会議１回）
(1) コロナ禍での各支部中小業部会の活動状況の報告
(2) コロナ禍における生産動向等について
5-1

展示検討部会（植田 敦郎 部会長）（０回）
※ 2022 年度開催予定

６．環境・安全委員会（加藤 節夫 委員長）（Web 会議３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と結果の検討
(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) 第１３回環境保全セミナーの企画・実施（Web）
日 時：２０２２年３月２９日（火）１３：００～１６：３０
本拠地：協会会議室
テーマ：「カーボンニュートラルに伴う CO₂削減に向けた取り組み」
参加者：６４名（うち、講師、委員、事務局 計１１名を含む）
(5) カーボンニュートラルに対する取組みについてのアンケート調査の実施
6-1 安全作業標準作成部会（丹羽 信博 部会長）（Web 会議２回）
(1) 労働災害事例集の作成・発刊・配付
(2) ダイカスト工場の安全･衛生講習会の企画･実施 ※コロナ禍により中止
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７．日本ダイカスト会議・展示運営委員会 (高橋 新 委員長）(Web 会議１回)
(1) ２０２２日本ダイカスト会議・展示会の企画
日時：２０２２年１１月１０日（木）～１２日（土）
場所：会 議 パシフィコ横浜・アネックスホール
研究論文発表及び現場改善事例発表(有料)・特別講演(無料)
展示会 同・展示ホールＣ･Ｄ
出展者による製品・技術セミナー(無料)
セミナー 同・アネックスホール
工場見学会：取り止め
(2) 2018 ダイカスト会議・展示会収支報告及び 2020 年開催中止収支報告
7-1 ダイカスト会議部会（菊池 政男 部会長）（Web 会議 1 回）
(1) ２０２２日本ダイカスト会議２０２２年１１月１０日（木）～１２日（金）
の講演プログラム(案)の審議
7-2

ダイカスト展示部会（小川 幸宏 部会長）
（Web 会議３回・事前打合せ２回）
(1) ２０２２日本ダイカスト展示会及び協会ブースの企画検討

８．国際委員会（高橋 新 委員長）（０回）
(1) 第１６回中国国際ダイカスト会議・展示会への視察団派遣
※コロナ禍により中止
(2) EUROGUSS2022 視察団派遣の企画検討
※コロナ禍により中止
９．広報委員会（奥田 清仁 委員長）（Web 会議１回）
(1)
協会ホームページの見直し・運営
(2)
広報見学会の企画・実施 ※コロナ禍により中止
(3)
冊子「ダイカストって何？」改訂版の作成・発刊・配付
9-1 会報ダイカスト編集部会（小川 幸宏 部会長）（０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）（WEB 会議７回）
(1) 鋳造性（湯流れ性）評価方法に関する調査研究（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６５回ダイカスト技術交流会（Web）】
日 時：２０２１年６月 11 日（金） １３：００～１６：４０
場 所：機械振興会館 日本ダイカスト協会会議室（Web）
内 容：現場で役に立つ改善事例・現場技術
参加者：１２１名（うち、講師、委員、事務局 計２４名を含む）
【第６６回ダイカスト技術交流会（Web）】
日 時：２０２１年１２月 1６日（木） １３：００～１７：１０
場 所：機械振興会館 日本ダイカスト協会会議室（Web）
内 容：2020 年度ダイカスト会議論文・小野田賞・浦上賞記念講演
参加者：６３名（うち、講師、委員、事務局 計２１名を含む）
11．技術・技能者育成委員会（菊池 政男 委員長）（Web+協会会議６回）
(1)「ダイカスト標準 DCSQ 品質検査編」の発刊
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(2)「ダイカストって何？」の見直し
(3) 講習会、セミナーの企画・運営
（3-1）知識・技能習得講座
【新入社員研修(総合講座（Web）)】
日 時：２０２１年７月２日（金） １３：００～１７：００
場 所：機械振興会館 日本ダイカスト協会会議室（Web）
内 容：ダイカスト従事者必修の基礎知識
対 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
（会員及び非会員）
参加者：１００名（うち、講師、委員、事務局 計１６名を含む）
【技術技能研修講座(総合講座（Web）)】
日 時：２０２１年１１月２５日（木）１０：００～１６：５０
２６日（金）９：４０～１６：４０
場 所：機械振興会館 研修２
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：５９名（うち、講師、委員、事務局 計１２名を含む）
【スキルアップ研修①】
日 時：２０２１年５月２４日(月)～２５日(火) ９：００～１７：００
場 所：日本ダイカスト協会分析試験室
内 容：ダイカストの機械的性質評価･･･ダイカストの強さを調べる
対 象：協会中小企業会員の技能者・技術者
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【スキルアップ研修②】
日 時：２０２１年９月９日(木)～９日(金) １０：００～１７：００
場 所：日本ダイカスト協会分析試験室
内 容：溶湯品質・・・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
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【スキルアップ研修③】
日 時：２０２１年１２月６日(月)～７日(火)１０：００～１７：００
場 所：日本ダイカスト協会 分析室
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
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【スキルアップ研修④】
日 時：２０２２年３月３日(木)～４日(金)１０：００～１７：００
場 所：日本ダイカスト協会 会議室
内 容：PQ2 線図・・・PQ2 線図を活用する
対 象：協会中小企業会員の技能者・技術者
中 止：参加申込みがないため

-6-

【工学的知識講座Ⅰ】
日 時：２０２１年６月１８日（金） １０：００～１６：４０
場 所：機械振興会館 日本ダイカスト協会会議室
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
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【工学的知識講座Ⅱ】
日 時：２０２１年１０月２９日（金） １２：４０～１６：５５
場 所：機械振興会館 日本ダイカスト協会会議室
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
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【工学的知識講座Ⅲ】
日 時：２０２２年２月１８日（金） １２：４０～１６：５５
場 所：機械振興会館 日本ダイカスト協会会議室
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
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【第８回ダイカスト技術セミナー】
日 時：２０２２年１月２８日（金）１０：００ ～１７：００
場 所：機械振興会館 ６－６６
内 容：溶解・溶湯品質
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
（3-2）ダイカスト技術情報講座
【第１５回女子社員ダイカストセミナー】
日 時：２０２１年９月３０日（木）１３：００～１７：００
場 所：機械振興会館
内 容：ダイカストの品質
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【第１６回女子社員ダイカストセミナー】
日 時：２０２１年１１月５日(金) １０：１０～１７：３０
内 容：工場見学 中部地区
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
11-1 ＹＤＥＣ運営部会（林 勇人部会長）（Web 会議 14 回）
(1) YDEC の企画・運営
(2) YDEC CS(ケーススタディ)の企画・運営（Web 会議 14 回、上野分析室
４回）
(3) YDEC 技術講座の企画・実施
【2021 年度ケーススタディプレセミナー（Web）】
日 時：２０２１年４月１５日（木）１４：００～１６：００
場 所：機械振興会館 日本ダイカスト協会会議室
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テーマ：「第７期ケーススタディのご案内
参加者：29 名（うち、講師・部会委員・事務局計 9 名を含む）
【工場見学・講演会】
日 時：２０２１年１０月７日(木)～８日(金)
場 所：関東地区
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
【第１８回 YDEC 技術講座】
日 時：２０２２年３月２５日（金）１３：００～１８：３０
場 所：機械振興会館
研修 1
テーマ：ダイカストの不良について
延 期：新型コロナウイルス感染防止のため
12．ダイカスト用アルミニウム合金委員会
（Web 会議４回・小委員会２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
研究及び同報告書の作成・発刊（公益目的実施事業）
(2) 非熱処理型 Al-Mg 系合金ダイカストの製造技術向上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）
(3)【２０２１年度アルミニウムセミナー】
日 時：２０２１年７月９日(金) １３：３０～１７：００
内 容：ダイカスト用アルミニウム合金委員会研究報告会
中 止：新型コロナウイルス感染防止のため
13．ダイカスト用亜鉛合金委員会（Web 会議 2 回・実験 1 回）
（佐藤 健二 委員長 サトウ鋳造技術研究所所長）
(1) 亜鉛合金ダイカストの高靱性化製造プロセスに関する調査研究（公益目的実
施事業）
14．マグネシウム合金ダイカスト委員会（Web 会議３回）
（茂木 徹一 委員長 千葉工業大学名誉教授）
(1) 耐熱性・難燃性を有したマグネシウム合金ダイカストに関する調査研究（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（０回）(秋葉 雅男 委員長)
(1) 品質証明制度の運営
品質証明制度と依頼分析の実績（２０２１年１月～１２月）
証明制度
検定 ８５９件（８７７件） ＊（ ）内は、前年
不合格
１件（
０件）
依頼分析
会員 ２７４件（３９３件）、一般 ５件（１件）
(2) 品質証明制度１０年経過工場表彰の実施（１社）
16．菅野賞選考委員会（０回）
（佐藤 健二 委員長 サトウ鋳造技術研究所所長）
(1) ２０２１年度応募無し
17. 浦上賞選考委員会（１回）
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（佐藤 健二 委員長 サトウ鋳造技術研究所所長）
(1) ２０２１年度授賞対象案件の候補者を選考し、理事会に推薦
18．競争法コンプライアンス検討委員会 (書面審議１回) (金森 安弘 委員長)
(1) ２０２１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
19．支部活動
(1) 関東支部（高橋 新 支部長）
懇談会(Web)
次世代・若手経営者の会(Web)
工場見学会()

２回
４回
０回

① 関東中小企業部会（秋葉 雅男 部会長）
正会員・賛助会員交流推進協議会(Web) ５回
地区部会(Web)
１回
技能検定主席・事務局会議 ()
０回
技能検定水準調整会議
()
１回
技能検定学科試験講習会(Web)
１回
技能検定の受託実施
()
３回
正賛交流会
()
０回
(2) 中部支部（奥田 清仁
講演会
新入社員研修(Web)
工場見学会()
新年祝賀会()

支部長）
０回
１回
０回
０回

① 中部中小企業部会（中根 由雄
技能検定学科講習会(Web)
(3) 関西支部（蔦 昌樹
懇談会
新年会
工場見学会

部会長）
１回

支部長）

① 関西中小企業部会（米田
青年部会
技能検定学科試験講習会
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
１回
０回
俊雄

部会長）
１回
２回
２回

康久

部会長）
０回
０回
０回

20．発刊・配付
(1) ２０２０年度事業報告書並びに決算報告書
(2) ２０２１年度事業計画書並びに収支予算書
(3) 会報 １５４号、１５５号
(4) 協会だより（４･７･１０･１月発行）
(5) ダイカストの経営に関するアンケート集計結果
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(6) ダイカスト作業の労働災害報告書
(7) エネルギー使用量等調査結果
(8) 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 会議・展示会専用ホームページの更新及び 2022 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、会議・展示会出展者募集等
② セミナー・講習会、講演会等協会行事開催案内
③ ダイカストの生産統計 等
◎電子メール、ＦＡＸ
① セミナー・講習会等協会行事開催案内
② ダイカスト受注動向調査
③ 事業再構築補助金 募集の開始について
④ 「2020 年度エネルギー使用量等」の調査について
⑤ 「労災報告書・詳細資料」送付のお知らせ
⑥ 「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の策定」に
ついて
⑦ ダイカスト技能検定試験（ホットチャンバー作業）の実施に関して
⑧ 2022 日本ダイカスト会議発表論文募集・現場改善事例発表の募集
⑨ 第 66 回技術交流会のご案内
⑩ エネルギー使用量・温室効果ガス排出量の調査について
⑪ 国家公務員倫理法・倫理規程に係る協力依頼について
⑫ 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内について
⑬ セーフティネット保証５号の指定業種について
⑭ 下請代金の支払い手段について及び知的財産取引の適正化について
⑮ 「素形材産業取引適正化ガイドライン」の公表について
⑯ 通常総会委任状の開催場所変更に対するご承認のお願いと Web 会議
による通常総会への変更のお知らせ
⑰ 「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」のフォローアップ調査の依頼
⑱ 障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査の依頼について
⑲ 令和３年度補正予算について
⑳ ルール形成支援補助金について 等
21．官庁・関係団体
(1) 経済産業省・中小企業庁
①素形材産業取引適正化委員会（WEB 会議 2 回）
素形材産業取引適正化ガイドライン改正案の審議
②自動車産業取引適正化委員会（書面審議 1 回）
「自動車産業適正取引ガイドラインの改定について」
③製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会（書面審議１回）
特定技能外国人材の受入れ状況について
特定技能外国人材受入れ事例 等
(2) 一般財団法人素形材センター
①素形材団体交流委員会（Web 会議４回）
令和４年度素形材月間事業計画（案）等の審議
②素形材産業優良従業員表彰委員会（Web 会議２回）
令和３年度素形材産業優良従業員表彰に関する審
③研修委員会（Web 会議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
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(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（０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
（Web 会議１５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（１回）
アルミニウム関連８団体による 2022 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（Web 会議３回）
自動車の軽量化についての情報収集、自動車のアルミ化ホームページのリニ
ューアル 等
(5) 八軽会（０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（０回コロナ禍のため人数を縮小して開催されたため未参加）
令和２年度事業報告・決算、令和３年度事業計画・予算案等の審議
② 理事会（０回コロナ禍のため人数を縮小して開催されたため未参加）
令和３年度事業計画・予算案等の審議
③ 中央技能検定委員会（Web 会議４回・書面審議１回）
基礎、１、２級、特級の試験問題及び解答の作成
④ 経済産業省特定技能１号問題作成委員会（Web 会議４回）
(7) 全国中小企業団体中央会
①総会（０回コロナ禍のため人数を縮小して開催されたため未参加）
令和２年度事業報告・決算、令和３年度事業計画・予算案等の審議
②取引問題委員会（１回）
取引条件改善に向けた取組み
(8) 一般財団法人全国中小企業共済財団
① 評議員会（書面審議１回）
令和２年度決算承認 等の審議
(9) 日本鉱業協会・鉛亜鉛需要開発センター
① 「ＩＺＡ市場連絡会」 ※コロナ禍のため中止
22．会員の移動及び現状（２０２２年３月３１日現在）
期中入会
期中退会

正会員
正会員

３社
２社

賛助会員
賛助会員

２０２１年度末における会員数
正会員 １９７社
賛助会員

１９０社
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３社
６社
合計

３８７社

