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第1章 準備編
型の廃棄・保管問題に対する政府・業界活動のまとめです。
 「この下請適正取引推進活動は、政府・製造業界が一体となり進められ
ている」ということを関係者全員（親事業者、社員等）に伝えるための
ツールとしてご利用下さい。



Bi
年月 実施事項 ポイント

2016年 (H28)
1月

安倍内閣総理大臣施政方針演説
（第190回国会）

「原材料コストの価格への転嫁など、下請企業の取引条件の改善に官民
で取り組み・・・」

2016年 (H28)
9月

「未来志向型の取引慣行
に向けて」（世耕プラン）公表

【３つの基本方針】
 公正な取引環境の実現
 親事業者・下請事業者双方の「適正取引」や「付加価値向上」
 サプライチェーン全体にわたる取引環境改善や賃上げ環境整備」
【３つの重点課題】
①価格決定方法の適正化
②コスト負担の適正化・・・>> 金型廃棄・保管問題含む
③支払条件の改善
【業種横断的ルールの明確化】
 下請代金法の運用強化（運用基準改正）
 適正取引、付加価値向上の促進（振興基準改正）
 下請代金支払条件の改善（通達振興基準の見直し）
 下請代金法の調査・検査の重点化
【業界団体への要請事項】
 自動車等の業種に対して、サプライチェーン全体での「取引適正化」と
「付加価値向上」に向けた自主的な行動計画の策定と着実な実行
を要請するとともにフォローアップを行う。

 業種別下請ガイドラインを改訂し、ベストプラクティスを追加する。

「未来志向型の取引慣行に向けて」において、３つの重点課題が示された。
金型廃棄・保管問題も課題の一つとして取り上げられた。

1-1. 政府の動き 2016年



Bi
年月 実施事項 ポイント 成果物／広報

2018年
(H30)
３～６月

「素形材産業取引ガイド
ライン・ 下請法セミナー」
開催
（全国8か所で実施)

 平成30年3月～6月「型管理実践セミナー」
開催場所：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、

高松, 広島、福岡（合計8か所）
 共通フォーマット・ツールの説明。

「契約書のひな型」
「型管理に係るチラシ
（発注者向け、受注者向け）」
「型の管理台帳」
「型廃棄に向けた業務フロー図」
「型廃棄・返却申請書・通知書」

 型管理の先進事例を企業から発表。

2018年
(H30)
12月

平成30年度自主行動計
画フォローアップ調査及び
下請Gメンによる下請中
小企業ヒアリング調査結
果報告

 重点三課題ごとの結果については、受注側
における「不合理な原価低減要請の改善」
や、発注側、受注側両方での「下請代金の
現金払い」については改善が進んでいる。他
方、受注側の「型管理の適正化」は改善の
動きが鈍い。

 業界別では、自動車業、建設機械業は重
点三課題全てが改善しており、特に建設機
械業の発注側においては、「下請代金の現
金払い」について大幅に改善している。

 「型管理の適正化」については、素形材産業
の受注側での改善への動きが鈍い。

1-2. 政府の動き 2018年



Bi1-3. 政府の動き 2019年
年月 実施事項 ポイント 成果物／広報

2019年
(H31)
2月

＜取引適正化＞
「未来志向型・型管理
シンポジウム」開催

 サプライチェーン全体での取り組みが効果的とさ
れている「型の管理の適正化」に的を絞り開催

 「型管理アクションプラン」の説明
 素形材業界における型管理アクションプランの企
業の取組紹介

 各業界団体（工作機械、建設機械、電子・情
報技術産業等）による取組紹介

2019年
(R1)
８月

「型取引適正化推進
協議会」設置

 弁護士、学識者、産業界で委員を構成。
 8～10月にかけて、協議会の下に、作業部
会・目安分科会（自動車、産機、電機電
子）を設置し、業界別に徹底的に議論。

 主な論点：「受発注時の取引条件」、
「型代金相当額の資金繰り負担」、「型
の維持管理に係る負担の偏在」、「型取
引の規範となるための方策」

2019年
(R1)
12月

「型取引の適正化協
議会報告書」公表

 協議会でまとめた報告書案に対し、10月25日
～11月24日にかけて、1か月のパブリックコメント
を実施。

 12月、型管理に関する新たなルール（目安）
として、「型取引の適正化協議会報告書」が発
表された。

⇒次頁に概要を掲載

各工業会の取組報告資料も配布

 型取引の適正化協議会報告書はこちらからダウンロードできます
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191211002/20191211002.html

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191211002/20191211002.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191211002/20191211002.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191211002/20191211002.html


Bi1-4. 型の廃却・返却、保管に関する「目安」 概要
型の廃棄・返却

特に補給期間への移行後から最終的な生産終了
に至る、サプライチェーン全体で連携を密にし、一貫
した取組を進めていく。

（１）手続き的目安
・量産期間（又は特注品の生産終了）から補給
期間への移行にかかる連絡を遅滞なく発出する。
・型の廃棄・保管に関する定期的な協議・連絡
⇒遅くとも3年以内に定期的協議・連絡を行う。

（２）実体的目安
・量産終了/最終生産からの経過年数：
遅くとも「XX年（業界毎に異なる）」を経過した型
については廃棄を前提に当事者間で協議する。
■自動車関連産業：量産終了後15年
■産業機械関連産業：量産終了後10-15年
■電機電子情報関連産業：最終生産後3年

型保管費用
型管理方法について当事者間で協議するととも
に、実際に必要となる費用について、エビデンス
をもとに算定する。

＜主要項目＞
土地・建物費、外部倉庫費、固定資産税、運
送費、メンテナンス費(サビ取り、磨き、油差し、
表面処理等）、設備費（パレット等）、備品
費（ビニール等）、労務費

＜補足項目＞
インフラ整備費(床の強化等）、耐震工事費、
設備点検・維持費、型管理に必要となるデータ
ベース・情報システム構築・維持関連費

数値的目安が示されたことで、今後は型廃棄・返却活動が加速化する見込み
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第2章 実践編

型の廃棄・返却と、型の保管費用の算定・請求を円滑に行うためのヒント集です。
 ここで紹介されている取組事例・成功事例を、自社の型管理プロジェクトをご活用
下さい。



Bi2-1. 下請取引適正化のための社員教育

全社取組とするために、まずは社員教育から始めましょう。

下請取引適正化のための活動には、複数社員の協力が必要です。社長の強いリーダーシップの下、
関係部署の幹部（生産管理部長、品質管理部長、工場長等）を招聘し、社員教育のための勉
強会を開催するところから始めましょう。経済産業省ＨＰや業界団体主催の型管理セミナーなどを利
用して、最新情報を収集することもお勧めします。

ワンポイント
全社プロジェクトにし、社員全員に取組み状況を伝えると効果的です。「型の廃棄が出来た」など目に見えた成
果が出始めると、社員の士気も上がり、生産性も上がったという事例も報告されています。

2018年 東京都金属プレス工業会主催、型管理セミナー風景



Bi2-2. 下請取引適正化ロードマップの策定

全社プロジェクトとして目標を明確にした、ロードマップを策定しましょう。

ターゲット顧客を選定し、取組内容（テーマ）を決めて、ぞれぞれロードマップを策定します。
テーマ例）①型廃棄と保管料申請、②支払い代金の現金化/短縮化、③補給品の値上げ

その際、責任者を明確にし、誰が、いつまでにやるか、期限も明確にしましょう。

ワンポイント
ターゲット顧客を複数選び、同時進行で作業を行うと効果的です。顧客間の対応について比較ができる上、
「他社は既に廃棄申請通知に返答されていますよ」など、相手先にプレッシャーをかけることもできます。

ロードマップ例： 【目標】2020年度末までに、必ず型廃棄を完了させる！！
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Bi
現状を、数値、イラスト、写真を使って細かく見える化しましょう。

見える化にはいろいろな方法がありますが、割合を示すには 円グラフが効果的です。たとえば、値上げ
交渉の際、非量産品の中の単価1,000円未満の製品数の多さを示すことは有効です。

2-3. 現状の見える化

ワンポイント
視覚に訴えることは、一目瞭然で大変効果的です。“異常さ”を訴えるために、沢山使用しましょう。

 円グラフ例：非量産品の単価状況
※非量産品のうち、80%が、単価1,000円未満である。
これでは売上に貢献できない。

 写真例：屋外に積まれている金型  イラスト例：保管型量
（4トン車ロング26台分）
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まずは、「型管理台帳」から作成しましょう。

型廃棄から保管費用請求まで取引先と協議・相談するためには、自社で保有する型を把握すること
が重要であるため、型管理台帳から着手することをお勧めしています。

ワンポイント
型管理台帳を整備するために棚卸作業から開始すると相当の工数がかかります。外注するか、余裕がなけれ
ば不要な型（廃棄したい型）の情報だけをまとめて取引先との協議を始めましょう。その上で、残りの型の棚
卸作業を行いましょう。

2-4. 型の保管：台帳による管理
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廃棄・返却する型を決めましょう。

廃棄・返却型の決定には、２つの方法があります。とくに②を行うと、古い型が捨てやすくなります。
①親事業者からの部品廃番リストに基づき、廃棄／返却型を特定（受信型：相手の条件次第）
②自社で「不要な型」の基準を決めて、廃棄／返却型を特定（発信型：自社で条件決定）

ワンポイント
「不要な型」を自社で定義するには思い切りが必要ですが、社員の意識向上にも繋がりますのでお勧めします。
例えば、2019年12月に経済産業省より公表された「型取引の適正化協議会報告書（新ルール）」を根拠に
し、「量産終了後15年以上（自動車産業の場合）経過した型は一斉廃棄・返却する」と決めるのも良いでしょう。
また、「出荷個数がこの〇年間で〇〇個未満のものは廃棄・返却対象とする」「所在／所有者のわからない金
型は廃棄する」等、自社の状況に合わせてルールを決めるのも有効です。

2-5. 型の保管：廃棄・返却型の決定

親事業者に説明する際には、「報
告書」を見せながら、「この報告書
のP.14に書いてあります通り、15
年で線引きしました」と根拠を現物
とともに示すと、一層効果的です。

型取引の適正化協議会報告書（報告書）より抜粋
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廃棄または返却する型が決まったら、「型返却・廃棄申請依頼書/廃棄通
知書」を作成しましょう。

廃棄対象の型を決めたら、依頼書または通知書を作成します。取引先からの回答を得やすくするため
に、下記のサンプルのように、依頼書と結果通知書を一体化させるケースもあります。

ワンポイント
依頼書／通知書は、取引先とのコミュニケーションツールです。盛り込む情報が多すぎると、記入だけに時間が
かかってしまうので、なるべくシンプルな形にしましょう。

2-6. 型の廃棄・返却：依頼書／通知書の作成
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書面による通知は、相手を見て表現
を工夫しましょう。

これまで、親会社との間で契約書や覚書を交わし
たことがない、というケースが多々あります。
まずは「依頼状」「申請書」などの形式で通知し、そ
の後に面会に行って現状を説明する、という方法
が一般的です。

2-7. 書面通知の工夫

ワンポイント
強い効力を発揮するために、右の例のように、「依頼
状ではなく、一段階強制レベルを上げて、「申請書」と
して相手先を動かしたという成功事例があります。
一方、「覚書」のトーンをやわらげるために、「甲乙」で
はなく「御社、弊社」として、親事業者と摩擦が生じな
いような工夫もされているケースがあります。

製品価格改定ならびに
金型返却・廃棄申請

拝啓
貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「自動車産業適正取引ガイドライン」ならびに
「下請取引の適正化（公取企第87号）に基づき、
下記事項を申請致します。

敬具

記

１．別紙記載の金型返却もしくは廃棄
２．別紙記載の製品価格改定

【申請経緯】
・弊社下請先が相次いで廃業の申し出をされています。
・売上高減少ならびに加工高減少により経営を維持で
きないことから、A社からは廃業を打診されています。
・製品移管を検討するにも現在の価格では社内・社外
ともに引受先の選定もできません。
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
現状をご理解の上、〇月〇日までにご回答いただきます
ようお願い申し上げます。

以上



Bi
保管する型が決まったら、スペース代の試算から始めましょう。

スペース代の算出は基本です。1型（またはパレット）当たりで算出しても良いし、専有面積によって
算出しても良いです。

2-8. 型の保管：保管料試算①

ワンポイント
保管料の請求の仕方についても社内ルールを決めると作業が進みます。例えば、「単価決定には、
型保管を行っている地域の一般的な倉庫代を参考とする」と決め、スペース代だけでも試算してみ
ましょう。いかにコスト負担がかかっていたかが見える化できます。

保管料＝（単価／型）×（型総数）

保管料＝（単価／㎡）×（保管面積）

型保管料の計算①：
型数で決定

型保管料の計算②：
専有面積で決定

※1パレット当たりで計算しても良い。



Bi
＜型保管費用算出項目＞（「報告書」P.17）を参照し、スペース代以外の費
用についても保管料請求を検討しましょう。
社内の型保管コストがどれくらいかを認識しておくことは重要です。この機会にコストを算出しましょう。

2-9. 型の保管：保管料試算②

型取引の適正化協議会報告書（報告書）より抜粋

自社の型管理に関連する
費用項目はすべて対象としま
しょう。

項目 算出方法

スペース費 １パレットあたり
1,500円/月

パレット購入費 5,000円/枚

外部倉庫費 20,000円/月

移動費・運搬費 10t車、2往復、17,000円

メンテナンス費 昨年度実績
70,000円／型

ワンポイント
取引先とコミュニケーションを進めていく上
で、算出根拠を表にまとめ、自社の考え方
を示しましょう。

例：
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【加工部品品番】
某鋳造金型メーカーの例

a00

a01 すでに廃番

a00 廃棄可の顧客通知

a02 補給部品対応

【素材品番】

A000 主型

A001 中子

【金型/中子品番】

A000の金型は
廃棄NG

2-10. その他：誤廃棄に留意する

ワンポイント
金型の廃棄判定には、加工部品品番と素材品番など、関連ある品番の紐づけが必要になります。
そうしないと誤廃棄の可能性が生じるので、紐付けを確実にさせるための工夫(親会社との密な
情報交換、共有データ管理システムの導入等）が必要になります。

とはいえ、こうした仕組みを整えることは時間的にも費用的にも困難です。取り急ぎの場合は、手
持ちのデータに「備考欄」を設け、紐づけ情報を書き加えることが有効です。「備考欄」の活用は、
共有型（型の流用）の対応にも有効です。まずは、出来る部分から、時期を区切るなどして、少
しずつ情報を整理していくことで、最終的には大きな断捨離が実現します。



Biお問合せ先

本資料に関するお問い合わせは、株式会社事業革新パートナーズまでお問合せ下さい。

株式会社事業革新パートナーズ (BIPC)
Business Innovation Partners Co., Ltd.

 Email： katakanri@bipc.co.jp
 所在地： 神奈川県川崎市幸区新川崎7-7 AIRBIC A05
 担当者： 石﨑 奈保子
 TEL :     044-201-8390
 URL :     http://bipc.co.jp/

mailto:ikatakanri@bipc.co.jp
http://bipc.co.jp/
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