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****************************************************************************
Ⅰ．素形材センター事業トピックス【☆●●●】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅰ-1．月刊誌「素形材」令和 4 年 1 月号特集掲載原稿募集のご案内
--- 掲載は無料です --- 【応募締切：令和 3 年 10 月 29 日】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年度も月刊誌「素形材」令和 4 年１月号に特集「わが社の素形材技術最前線」を企
画しました。
本特集では、自社で開発（他機関との共同も含む）あるいは実用化された素形材技術
や素形材製品をご紹介いただけます。貴技術や製品を需要業界および素形材関連業界、

さらには広範囲な研究者・技術者に広く知っていただき、連携を図り、貴社事業の強
化・拡大に繋がるきっかけになればと考えております。
◆掲載の仕様は１テーマ・１ページ（図表、写真含む）で、
１社３テーマまで掲載できます。
◆また本特集の掲載を経由して、次年度の素形材産業技術賞へのご応募も可能です。
素形材センターが応募書類の作成をお手伝いします。
【応募締切】
令和 3 年 10 月 29 日
【応募方法】
応募方法の詳細・応募用紙などは、下記をご覧ください。
http://sokeizai.or.jp/japanese/publish/kokuchi2022.html
【お問合せ・原稿提出先】
一般財団法人素形材センター 業務部 E-mail：gyoumu@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅰ-2．オンライン素形材技術研修講座「鋳型の生産技術」のご案内
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウィルス感染症の影響で従来の集合型研修講座の開催が困難なため、
オンライン素形材技術研修講座 「鋳型の生産技術」を開催いたします。この機会を是
非ともご利用頂きまして、多数の方々のご参加をお待ちいたしております。
■日 時

令和 3 年 10 月 20 日(水)、27 日(水) 2 日間
オンライン研修講座（Cisco Webex Meetings を使用）
■プログラム
コーディネーター
(公社)日本鋳造工学会 事務局長 佐藤 和則

氏

【令和 3 年 10 月 20 日(水)】
・生型造型法概論
㈱ツチヨシ産業 黒川 豊 氏
・模型設計
トヨタ自動車㈱ 藤田康平 氏
・鋳物工場の環境問題
新東工業㈱ 岡安功史 氏
【令和 3 年 10 月 27 日(水)】
・生型造型ラインとその設備
新東工業㈱ 橋本邦弘 氏
・特殊鋳型概論
神戸理化学工業㈱ 塚田伸明 氏
■詳しい内容やお申込みは、こちらをご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/japanese/seminar/document/R3_seminar_1020_27.docx
【問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail:kensyu@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅰ-3．オンライン素形材技術研修講座「銅合金鋳物の生産技術」のご案内

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウィルス感染症の影響で従来の集合型研修講座の開催が困難なため、
オンライン素形材技術研修講座 「銅合金鋳物の生産技術」を開催いたします。こ
の機会を是非ともご利用頂きまして、多数の方々のご参加をお待ちいたしております。
■日 時

令和 3 年 10 月 15 日(金)、22 日(金)、29 日(金) 3 日間
オンライン研修講座（Cisco Webex Meetings を使用）
■プログラム
コーディネーター ものつくり大学 総合機械学科 教授 岡根利光 氏
【令和 3 年 10 月 15 日(金)】
・銅合金鋳物の諸特性概論(状態図解説を含む)
ものつくり大学 岡根利光 氏
・銅合金の溶解技術
中野生産技術研究所 中野耕作 氏
【令和 3 年 10 月 22 日(金)】
・生型鋳造とその特徴
大丸工業㈱ 廣山剛果 氏
・自硬性鋳型とその特徴
群栄化学工業㈱ 永井康弘 氏
・鋳造方案の考え方と凝固シミュレーション
丸三工業㈱ 丸 直樹 氏

【令和 3 年 10 月 29 日(金)】
・銅合金鋳物の鋳造欠陥とその対策
㈱明石合銅 明石隆史 氏
・銅合金鋳物の品質管理と検査
ものつくり大学 永井 寛 氏
■詳しい内容やお申込みは、こちらをご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/japanese/seminar/document/R3_kouza_1015_22_29_onl
ine.docx
【問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail:kensyu@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅰ-4．オンライン新素形材産業動向研究会
New★
「コロナが変えた世界、持続可能な国際ビジネス展望 -欧州におけるグリーン成長
（EV 関連/企業動向等を含めて）- 」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
当センターでは、賛助会員の皆様に、情報提供と意見交換の場として「新素形材産業
動向研究会」を立ち上げております。今年度第 4 回研究会を下記の通り開催します。
皆様のご参加をお待ちしています！
■日 時： 令和 3 年 10 月 7 日

13：00～14：30

オンラインセミナー（Cisco Webex Meetings を使用）
■テーマ： 「コロナが変えた世界、持続可能な国際ビジネス展望
- 欧州におけるグリーン成長 （EV 関連/企業動向等を含めて）- 」
■講 師： 日本貿易振興機構(JETRO) 海外調査部
国際経済課 課長代理 古川 祐 氏
【問合せ・申込み先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail:kikaku@sokeizai.or.jp
****************************************************************************
Ⅱ．素形材センター出版物情報【●☆●●】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅱ-1．月刊誌「素形材」令和 3 年 8 月号（Vol.62,No.9）予告
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今月 20 日の発行予定です！
【主な掲載内容】
◇特集 女性経営者による魅力的な素形材企業（6 企業掲載）
◇政策 TREND：エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の
改正について
◇TOPICS：RIMCOF 活動
◇随想：新型コロナ禍でのものつくり基盤再構築
◇シリーズ「イノベーションを創出する素形材産学連携」
：
岩手大学金型技術研究センターにおける産学官連携
■バックナンバーも含め、下記よりお申込みいただけます。
http://sokeizai.or.jp/japanese/publish/monthly_sokeizai.html
****************************************************************************
Ⅲ．素形材業界関連－募集・トピックス－【●●☆●】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅲ-1．岐阜大学スマート金型開発事業シンポジウムのご案内
New★
「スマート生産システムの構築を目指して」
【国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆日 時：2021 年 9 月 22 日（水）10:00～16:50（受付 9 時 30 分～）
◆開催方法：岐阜大学講堂及びオンライン（Zoom による限定配信）
◆定 員：来場（講堂 100 名／オンライン 100 名
◆参加費：無料
◆申込み方法：メールアドレス（sumak21@gifu-u.ac.jp）に下記の事項をご記入の
上、お申込みください。
(定員になり次第締め切ります)【事前申込み：9 月 15 日(水)まで】
（記載事項）
①お名前
②連絡先：住所、電話番号、メールアドレス
③参加方法：
「ご来場」または「オンライン」
④ご勤務先：企業名および部署名、大学名等
◆詳細情報は以下の URL でご覧ください。

https://www.gifu-u.ac.jp/news/event/2021/08/entry31-10943.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅲ-2．第 106 回金属プレス加工技術研究会 -自動車の 2030 年問題に対応する最新動
向- 「待ったなし！CO2 削減を見据えた、軽量化・電動化のものづくり最前線」
【一般社団法人日本金属プレス工業協会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆日 時：2021 年 10 月 1 日（金）10:00～17:00
◆開催方法：オンラインセミナー（zoom）
◆参加費：当協会会員、および協賛団体会員、プレス技術誌購読者
5,000 円
一般 10,000 円
◆定 員：60 名
◆申込方法：以下の URL からオンラインでの申込み
http://bit.do/NIKKIN106
◆詳細情報は以下の URL でご覧ください。
http://www.nikkin.or.jp/news/202107_106-2030-co2.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅲ-3．令和２年度イノベーション戦略策定事業第２回成果発表会
【一般財団法人機械システム振興協会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆日 時：2021 年 9 月 8 日（水）14:00～15:35
◆開催方法：WEB 会議システム「Cisco Webex」にて、リモート方式での開催
◆参加費：無料
◆講演テーマ：
・デジタルスペアのための設計・製造・運用技術に関する戦略策定
・光集積回路型 LiDAR のドローン・ロボット向け市場開拓に関する戦略策定
◆申込方法：以下 URL に拠ります。詳しいスケジュールも掲載されています。
https://www.mssf.or.jp/seikahappyoukai2-2.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅲ-4．第 342 回塑性加工シンポジウム＜Web 開催＞
「複合材加工技術の最前線」
【一般社団法人日本塑性加工学会（実行：東海支部）】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆日 時：2021 年 9 月 30 日(木) 10:00～17:00
◆会 場：Web 開催
◆定 員：80 名（定員になり次第締切ります）
◆申込方法：学会へお問合せください。
http://www.jstp.jp/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅲ-5.第 80 回全国産業安全衛生大会の開催＜ハイブリッド開催＞
【中央労働災害防止協会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
中央労働災害防止協会が毎年開催している産業安全・労働衛生の関係者が一堂に集
う大会で、今回は東京において参集とオンラインのハイブリッド方式で実施されま
す。
10 月 28（木）には、製造業安全対策官民協議会の特別セッションも開催されます
ので、是非ともご参加をご検討下さい。
◆日 時：2021 年 10 月 27 日(水) ～ 29 日（金）現地開催

2021 年 10 月 28 日(木）～ 11 月 30 日（火）オンライン開催
◆会 場：東京フォーラム＆Web 開催
◆会 費：一般 13,200 円
◆申込方法：以下の URL からオンラインでの事前申込み
https://www.nep-sec.jp/taikai2021/
****************************************************************************
Ⅳ．素形材産業政策関連－トピックス・募集等－【●●●☆】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅳ-1．統計
【経産省】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●経済産業省生産動態統計速報（７月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html
●鉱工業生産・出荷・在庫指数速報（７月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●製造工業生産予測指数（８月調査）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/yosoku/result-1.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅳ-2．小規模事業者持続化補助金（低感染ﾘｽｸ型ﾋﾞｼﾞﾈｽ枠）について【中企庁】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
中小企業庁では、
「小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）」の公
募を行っています。
本補助金は、小規模事業者がポストコロナに向けて、今より顧客や従業員との接触
機会を減らすビジネス転換の取り組みに加えて、感染防止対策（アクリル板、消毒液、
換気対策など）を支援するものです。
令和３年度内に６回の公募を行っており、第３回の公募締切は９月８日（水）１７
時と迫っています。事業活動の推進のため、ぜひご活用ください。
【事業概要】
１．予算額
2,300 億円の内数（中小企業生産性革命推進事業）
２．補助率
３／４
３．補助上限 １００万円
４．対象者
小規模事業者
５．対象経費 機械装置費、広報費、開発費、外注費、委託費、感染防止対策費等
６．対象事業 コロナ対策として顧客や従業員との接触機会を減らすサービスやビジ
ネス、生産プロセスの導入（テイクアウト・デリバリーへの参入、３
密を防ぐ店内・オフィス改修、キャッシュレス決済、非対面営業・イ
ベント等）
詳細は以下をご覧ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅳ-3．事業再構築補助金について（３次公募）
【経産省】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待
しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中
小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要とさ
れています。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い

切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金制度とな
っており、補助額も最大で 1 億円となっております。
この度、３次公募が７月３０日から開始（締切は９月２１日）されました。今回の
公募から、新たに「最低賃金枠」が設けられたほか、
「通常枠」の補助上限額の見直し、
要件の緩和なども行われています。
詳細は以下をご覧ください。
https://jigyou-saikouchiku.jp/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ⅳ-4．ものづくり・商業・サービス高度化連携促進事業（２次公募）【経産省】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本事業は、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む生産性向上を推進
する取組等に係る経費の一部を補助するものです。支援内容としては、①企業間連携
型（最大補助額２０００万円/者）
、②サプライチェーン効率化型（最大補助額１００
０万円/者）への支援となっております。
現在、２次公募が８月２日から開始されており、締め切りは９月１７日となってお
ります。また、本事業に関する説明会が８月２４日にオンラインで開催予定となって
おりますので、関心のある方は是非ご参加下さい。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.nttdata-strategy.com/r3tousyo-monohojo/
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Ⅳ-5．新型コロナウイルス感染症関連支援策について
【経産省】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方々に対する、経営相談、資金
繰り、給付金、設備投資・販路開拓、経営環境の整備から税・社会保険・公共料金対
応まで幅広く支援策を網羅した経済産業省のパンフレットが８月３０日付けで最新版
に更新されております。支援策の全体像を俯瞰するに大変に役に立つものと思われま
す。
詳細は以下をご覧ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0830
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