
 2019年12月、経済産業省より、ついに、
「型取引の適正化推進協会報告書」（金型
取引に関する新ルール）が公表され、親事業
者の皆様も本格的に型管理への取組が始まり
ました。

 地域・業種を超え、各社取組状況を学び、
さらに、参加者皆様と自由に意見交換、質疑
応答をしていただく場として、今回は中国地方
を舞台にシンポジウムを開催致します。

 型廃棄・保管に関わる悩みを解消し、明日か
らの取組に役立てていただくための、受注者・
発注者双方に役立つ情報満載です。ぜひ、
奮ってご参加ください！

～プログラム～

経済産業省 主催

型管理適正化シンポジウム
日時：2020年3月4日（水）

13：30～16：30
＜申し込み締切：3月2日（月）＞

定員：60名程度 参加費：無料
（※人数を超えた場合、当事者であるメーカー様を優先させていただきます。）

後援：一般社団法人日本鋳造協会、一般社団法人日本鍛造協会
一般社団法人日本ダイカスト協会、一般社団法人日本金属プレス工業協会

事務局：㈱事業革新パートナーズ
会場：TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 ＊駅から徒歩2分

ご参加特典
「簡易版・型管理
マニュアル」
贈呈

金属プレス、鋳造中子、
ダイカスト業界から
講師をお迎えし、

最新の取組事例を
ご紹介します！

オープンディスカッション・
名刺交換会では、普段
接することのない方々と、
直接交流していただく、
またとないチャンスです！

*特徴*

日時 所要時間 内容 講演者

13:30-13:35 5分 主催者挨拶 経済産業省

13:35-13:50 15分 新ルール活用法・ベストプラクティスご紹介 事業革新パートナーズ

13:50-14:10 20分 型管理に関する取組報告①

株式会社 昭芝製作所
（本社所在地：東京都）

取締役 会長　三原　佑介 氏
※型取引適正化推進協議会 委員

14:10-14:30 20分 型管理に関する取組報告②

株式会社 秋葉ダイカスト工業所
（本社所在地：群馬県）

代表取締役 社長　秋葉　雅男 氏
※型取引適正化推進協議会 委員

14:30-14:50 20分 型管理に関する取組報告③
景山産業 株式会社

（本社所在地：岡山県）
専務取締役　景山　傑 氏

14:50-15:00 15分

15:00-16:00 60分 ～オープン・ディスカッション～
「型管理適正化元年、新ルールを語る」

ファシリテーター：
事業革新パートナーズ

16:00-16:25 25分

16:25-16:30 5分 閉会挨拶 経済産業省

名刺交換会

休憩


スケジュール（NEW)



		日時 ニチジ		所要時間 ショヨウ ジカン		内容 ナイヨウ		講演者 コウエン シャ

		13:30-13:35		5分 フン		主催者挨拶 シュサイシャ アイサツ		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ

		13:35-13:50		15分 プン		新ルール活用法・ベストプラクティスご紹介 シン カツヨウ ホウ ショウカイ		事業革新パートナーズ ジギョウ カクシン

		13:50-14:10		20分 プン		型管理に関する取組報告① カタ カンリ カン トリクミ ホウコク		株式会社 昭芝製作所
（本社所在地：東京都）
取締役 会長　三原　佑介 氏 
※型取引適正化推進協議会 委員 カブシキガイシャ ショウ シバ セイサクジョ ホンシャ ショザイチ トウキョウト トリシマリヤク カイチョウ ミハラ ユウスケ シ カタ

		14:10-14:30		20分 プン		型管理に関する取組報告② カタ カンリ カン トリクミ ホウコク		株式会社 秋葉ダイカスト工業所
（本社所在地：群馬県）
代表取締役 社長　秋葉　雅男 氏
※型取引適正化推進協議会 委員 カブシキガイシャ アキバ コウギョウ ショ ホンシャ ショザイチ グンマケン ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ アキバ ミヤビ オ シ カタ

		14:30-14:50		20分 プン		型管理に関する取組報告③ カタ カンリ カン トリクミ ホウコク		景山産業 株式会社
（本社所在地：岡山県）
専務取締役　景山　傑 氏 カゲヤマ サンギョウ カブシキガイシャ ホンシャ ショザイチ オカヤマケン センム トリシマリヤク カゲヤマ スグル シ

		14:50-15:00		15分 プン		休憩 キュウケイ

		15:00-16:00		60分 プン		～オープン・ディスカッション～
「型管理適正化元年、新ルールを語る」 カタ カンリ テキセイカ ガンネン シン カタ		ファシリテーター：
事業革新パートナーズ ジギョウ カクシン

		16:00-16:25		25分 フン		名刺交換会 メイシ コウカン カイ

		16:25-16:30		5分 フン		閉会挨拶 ヘイカイ アイサツ		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ





スケジュール

		日時 ニチジ		所要時間 ショヨウ ジカン		内容 ナイヨウ				講演者候補 コウエン シャ コウホ

		13:30~13:35		5分 フン		主催者挨拶 シュサイシャ アイサツ				経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ

		13:35~13:55		20分 プン		講演① コウエン		事例紹介（中国地区企業・鋳造） ジレイ ショウカイ チュウゴク チク キギョウ チュウゾウ		候補企業については
次頁記載 コウホ キギョウ ジページ キサイ

		13:55~14:15		20分 プン		講演② コウエン		事例紹介（中国地区企業・中子） ジレイ ショウカイ チュウゴク チク キギョウ ナカゴ

		14:15~14:35		20分 プン		講演③ コウエン		事例紹介（中国地区企業・ダイカスト） ジレイ ショウカイ チュウゴク チク キギョウ

		14:35~14:45		10分 プン		休憩 キュウケイ

		14:45~15:05		20分 プン		講演④ コウエン		事例紹介（中国地区企業・金属プレス） ジレイ ショウカイ チュウゴク チク キギョウ キンゾク

		15:05~15:25		20分 プン		講演⑤ コウエン		事例紹介（関東地区企業） ジレイ ショウカイ カントウ チク キギョウ

		15:25~15:45		20分 プン		講演⑥ コウエン		新ルール活用法・ベストプラクティスご紹介 シン カツヨウ ホウ ショウカイ		事業革新パートナーズ・茄子川

		15:45~15:55		10分 プン		休憩、レイアウト変更 キュウケイ ヘンコウ

		15:55~16:25		30分 プン		パネルディスカッション		「型管理適正化元年、新ルールを語る」 カタ カンリ テキセイカ ガンネン シン カタ		ファシリテーター：茄子川
パネラー：講演者＋α ナスカワ コウエン シャ

		16:25~16:30		5分 フン		閉会挨拶 ヘイカイ アイサツ				経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ





候補企業

		業種 ギョウシュ		会社名 カイシャメイ		所在地 ショザイチ		選定理由 センテイ リユウ

		鋳造 チュウゾウ		北川鉄工所 キタガワ テッコウ ジョ		広島県府中市 ヒロシマケン フチュウシ		自動車～産業機械まで、幅広い話が聞ける。自動車では、マツダ、ジャトコ、三菱（若干）が顧客。
 ジドウシャ サンギョウ キカイ ハバヒロ ハナシ キ ジドウシャ ミツビシ ジャッカン コキャク

				福山鋳造（第2候補） フクヤマ チュウゾウ ダイ コウホ		広島県福山市 ヒロシマケン フクヤマシ		産業機械の話が聞ける。ヤンマーなどは、製廃ルールがないというので自動車より産業機械の方が型管理に苦戦している。内容は、苦労話中心となるだろう。 サンギョウ キカイ ハナシ キ セイ ハイ ジドウシャ サンギョウ キカイ ホウ カタ カンリ クセン ナイヨウ クロウ バナシ チュウシン

								三菱自動車の対応は良いと聞く。（基本、量産終了後15年保管だが、5年～10年の間に連続して生産しなかったら廃却OKなど、廃棄を促進中）
この地域では、三菱の生産量減により、産業機械の型数割合が増えている鋳造企業が多い模様。 ミツビシ ジドウシャ タイオウ ヨ キ キホン リョウサン シュウリョウゴ ネン ホカン ネン ネン アイダ レンゾク セイサン ハイキャク ハイキ ソクシン チュウ チイキ カタ スウ ワリアイ チュウゾウ キギョウ オオ モヨウ

		中子 ナカゴ		大勢シェル オオゼイ		島根県松江市 シマネケン マツエシ		日本鋳物中子工業会・会長。型保管問題について関心が高い。中子全体の問題を語ってくれることが期待できる。 ニホン イモノ ナカゴ コウギョウ カイ カイチョウ カタ ホカン モンダイ カンシン タカ ナカゴ ゼンタイ モンダイ カタ キタイ

				景山産業（第2候補） カゲヤマ サンギョウ ダイ コウホ		岡山県岡山市 オカヤマケン オカヤマシ		日本鋳物中子工業会・監事。若手中心に勉強会を行っている。アサゴエ工業の藤原氏とも親しく、型取引ルールについては、藤原氏より説明を受けている。一度、鋳造協会より「鋳造＋中子」で勉強会を開催すると言われたが、立ち消えとなってしまった。ぜひ、シンポジウムなどあれば参加したい。 ニホン イモノ ナカゴ コウギョウ カイ カンジ ワカテ チュウシン ベンキョウカイ オコナ コウギョウ フジワラシ シタ カタ トリヒキ フジワラシ セツメイ ウ イチド チュウゾウ キョウカイ チュウゾウ ナカゴ ベンキョウカイ カイサイ イ タ ギ サンカ

								（中子問題を取り上げることについて）
岡山は中子を外注するケースが多く、中子屋さんが「保管料を払ってほしい」と声を上げている。鋳造屋より中子屋の方が型保管問題に敏感。
中子は1つの主型に対し複数存在。セットでの保管が必要。積み上げられないので、保管に工夫が必要。
中子を取り上げずして鋳造は語れない、という意見が多いので、ぜひシンポジウムでは取り上げるべきと考える。 ナカゴ モンダイ ト ア オカヤマ ナカゴ ガイチュウ オオ ナカゴ ヤ ホカンリョウ ハラ コエ ア チュウゾウ ヤ ナカゴ ヤ ホウ カタ ホカン モンダイ ビンカン ナカゴ オモガタ タイ フクスウ ソンザイ ホカン ヒツヨウ ツ ア ホカン クフウ ヒツヨウ ナカゴ ト ア チュウゾウ カタ イケン オオ ト ア カンガ

		鍛造 タンゾウ		なし				中国地方では多くの鍛造企業が廃業してしまい企業数が少ない。（地域ヒアリングより）
また、摩耗が激しく頻繁に更新型を申請できる鍛造メーカーにとっては、型保管はさほど問題になっていない。保管料を算出しても売り上げの0.01%程度だったりするので、型廃棄・保管をメインとするシンポジウムでは講演者は見つからない。 チュウゴク チホウ オオ タンゾウ キギョウ ハイギョウ キギョウ カズ スク チイキ マモウ ハゲ ヒンパン コウシンガタ シンセイ タンゾウ カタ ホカン モンダイ ホカンリョウ サンシュツ ウ ア テイド カタ ハイキ ホカン コウエン シャ ミ

		ダイカスト		リョービ		広島県府中市 ヒロシマケン フチュウシ		12月に型管理が一区切りをむかえる。前回（10月時点）では型の全数を把握できていなかったが、1月以降は進んでいるものと思われる。（1月に再訪問を依頼中）
年数ではなくショット数で廃棄基準を考えるなど、ダイカストならではの考え方にも触れていただく。 ガツ カタ カンリ ヒトクギ ゼンカイ ガツ ジテン カタ ゼンスウ スウ ハアク ガツイコウ スス オモ ガツ サイホウモン イライ チュウ ネンスウ スウ ハイキ キジュン カンガ カンガ カタ フ

		金属プレス キンゾク		ヒルタ工業 コウギョウ		岡山県笠岡市 オカヤマケン カサオカ シ		補給品だけで18800型以上あり（量産：5300型）。これから型管理プロジェクトをスタートするところ。保管料に関しては、ダイキンが1500円/㎡の支払いが始まった。 ホキュウ ヒン カタ イジョウ リョウサン カタ カタ カンリ ホカンリョウ カン エン シハラ ハジ

		関東地区 カントウ チク		中岡プレス工業 ナカオカ コウギョウ		東京都品川区 トウキョウト シナガワク		日本金属プレス工業協会・副会長　
今年3月を目途に、型廃棄をどんどん進めている。トラック業界の難しさ：Tier1も正確なEOP情報がわからない、特需でまとめて出るときもあるので予測不能、数が少なくても「量産」扱いなど、苦労話と克服話をセットで聞くことができる。 ニホン キンゾク コウギョウ キョウカイ フクカイチョウ コトシ ガツ メド カタ ハイキ スス ムズカ クロウ バナシ コクフク バナシ キ







 会場ご案内
 会場：TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 ６F

カンファレンスルーム ６B （13:00 開場）

 住所：〒732-0821 広島県広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島
 電話：082-909-2609
 アクセス： ＪＲ山陽本線 広島駅 南口 徒歩2分

広島電鉄 広島駅 徒歩3分
ＪＲ芸備線 広島駅 南口 徒歩2分
ＪＲ呉線 広島駅 南口 徒歩2分
ＪＲ可部線 広島駅 南口 徒歩2分

 申込方法：別添申込書に所要事項を記入し、Eメールにてお申込み下さい。
 Eメール：katakanri@bipc.co.jp
 申込締切：3月2日（月）17:00
（定員に達した場合は、締切前でも受付を終了する場合がございますので、予めご了
承ください。）
 問合せ先：

㈱事業革新パートナーズ（「型管理適正化シンポジウム」 開催事務局）
担当：石﨑（いしざき）、野口（のぐち）
Eメール：katakanri@bipc.co.jp
電話： 070-1254-8273
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