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　2021 年の新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し
上げます。
　昨年は、新型コロナウイルスに始まり、新型コロナ
ウイルスに終わった一年でした。新型コロナウイルス
の影響で、世界経済は未だかつてない打撃を受け、現
在もその影響は継続しています。日本政府も昨年から
様々な経済対策を打ち出しておりますが、長引くコロ
ナ不況で、残念ながら好転の兆しが見つけられない状
況にあります。
　「マスク着用」「手洗い」「三密回避」等、新型コロ
ナウイルス対策が政府から打ち出され、コロナ以前と
は異なったライフスタイルが求められていますが、ラ
イフスタイルの変化は個人の価値観等の変化に繋が
り、社会のニーズは大きく変わると思われ、我々には、
これまで積み重ねた経験だけでなく、全く新しい観点
での企業経営が必要になると考えられます。
　昨年、日本鋳造協会が新体制となりスタート致しま
したが、新型コロナウイルスの影響で対面会議がほと
んど開催できず、Web 会議主体の活動となりました。

そんな状況の中、新型
コロナウイルスの影響
調査を実施させていた
だき、会員企業の皆様
の実態ならびに要望を
把握し、政府への提言
に役立たせていただい
ております。
　今年も新型コロナウ
イルスの影響は続くと
思われますが、会員企業の皆様には、必ずくる「アフ
ターコロナ」に対応できる企業を目指して邁進してい
ただきたいと思います。日本鋳造協会も皆さまと力を
合わせて活動して参ります。
　本年が、会員企業の皆様にとりまして、意義ある年
となります事を祈念申し上げ、新年の挨拶と致します。
＜（株）大亀製作所 社長・愛媛県銑鉄鋳物工業組合 代
表理事＞

2021 年 年頭所感

アフターコロナを見据えて
副会長（経営部会長）　大亀 右問

P04-16_01 年頭所感_2101.indd   9P04-16_01 年頭所感_2101.indd   9



10371

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は、コロナ禍で大変な一年でありました。副会
長となってから、一度も東京の機械振興会館に行くこ
とも無く、会長・副会長・専務理事に直接お会いした
のは名古屋で一度だけで、後は Web での会議と電話
での打合せという異常な状態で、副会長として本当に
責務を果たしているか心配な状況です。
　私たち鋳造業にとっては、景気の動向が全く読めな
い中、雇用調整助成金の特例措置のお陰で、社員の雇
用が守れたのではないでしょうか。
　最近よく使われる言葉に「DX」があります。よう
やく IT・IoT・AI と言う言葉に慣れ、導入を検討し
ているところへ、DX です。私たちは、言葉に踊らさ
れる事なく良いことは取り入れ、事務の効率化・現場
の生産性向上により一層取り組まなければなりませ
ん。
　人材に対する対策も急務です。リーマンショックの
時は、新規雇用が大幅に楽になりましたが、今回は違
います。雇用調整助成金の影響もありますが、生産年
齢人口の減少トレンドは変化しないと各企業は認識し
ている事で人材の囲い込みが行われ、人手不足は継続
しています。働き方改革への対応は、法律を守ってい
るだけでは、入社を希望する人にはインパクトは無く
なってきています。同時に、職場環境対策をしていな
いと、面接にも来てくれない時代になってきています。

　これからは、すぐに
効果の見える投資だけ
でなく、たぶん効果が
あるだろう投資と経
費増に我々は対応しな
くてはならない時代で
す。そこには、元手で
ある利益が必要です。
型の保管費用の請求・
材料サーチャージの運
用・数が大幅に減少した補用品の価格見直し・毎年上
がる人件費に対する価格見直し・なかなか進まない支
払い条件の改善等を実施していかなければ、利益は減
り続けます。いつかは赤字になり、廃業すれば、お客
様は大変な労力が必要になり大変な経費増加になりま
す。国の後押しがあり、お客様も理解しつつある中、
やるべき事をやり、供給責任を継続する経営が必要に
なっています。必要な情報は、協会がどんどん発信し
ていきます。
　最後になりましたが、鋳造協会の副会長として、微
力ではありますが、会員の為になる協会になる様、職
務を行う所存でありますので、会員皆様のご協力をお
願いします。
＜丹羽鋳造（株） 社長・岐阜県鋳物工業協同組合 理事
長＞

2021 年 年頭所感

コロナ禍の後、鋳造業頑張るぞー
副会長　丹羽　龍
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　2021 年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し
上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が全世界に公衆
衛生上の脅威を与え、人の移動や接触が制限され、五
輪の延期を始め社会・経済両面でリーマンショックと
は違った大きな打撃を与えました。
　未知のウィルスの脅威に対して健康の大切さを痛感
し、医療従事者の皆様が自身や家族の感染リスクと闘
い、人の命を救うために献身的に頑張って下さる姿に
心から感謝し、敬意を表すると同時に、改めて自分や
会社が「世の為、人の為に何が出来るか」を、企業の
存在意義や使命ともあわせて考えさせられた次第で
す。
　今回のコロナ禍は、経済面のみならず、人々の価値
観や生活様式にも大きな影響を及ぼし、これから 5 年
から 10 年くらいかかると思われていたことが一気に
前倒しされたと思います。会社や当協会では、感染防
止対策の一環として WEB 会議や在宅勤務などの新た
な仕事の進め方が試行され、政府もデジタル庁を新設
するなど、今後は DX を活用した効率化は益々加速す
ると思われ、環境整備が急がれています。その一方で、
雇用や労働環境、人権やジェンダーなどの「人」や「働
き方」に関わる社会の関心も高まっており、バランス
のとれた対応が求められております。
　また、最近は、報道でも SDGs と言う言葉が頻繁に
聞かれ、経団連会長も「企業はサステナビリテイを重
視し、社会に貢献する存在でなければ存続できない」
と発言されているように、新たな価値観として、持続
可能性や社会課題の解決がより重視されております。
　この中では、エネルギー多消費型産業の鋳造業界に
とっては環境問題への取り組みは大きな使命だと思い

ま す。 菅 政 権 が 2050
年カーボンニュートラ
ルを打ち出し、経済産
業省が 2030 年以降を
見据えた自動車の電動
化に関する議論を本格
化するなど、今後は、
CO2 削減の取り組みは
加速し、製品動向やモ
ノづくりなどの企業の
存続に関わる部分に大きな影響を与える事が懸念され
ております。
　これらの一連の動きは、従来からのビジネススタイ
ルに大きな変革を迫っており、個々の企業努力だけで
は解決できない大きな難題が多いですが、多種多様の
企業が会員である、日本鋳造協会の叡智を集めたワン
チームとしての取り組みや、政府に対しては、環境整
備やイノベーションのためのサポートを最大限に引き
出すための提言をすることが重要だと考えておりま
す。
　今年の干支は、辛丑（かのとうし）です。物事の転
換期となる年と言われ、丁度 60 年前も新たな歴史の
始まりとなる出来事が多くありました。鋳造業界も新
たな時代への転換期を迎え、先ずはコロナ禍を生き抜
き、山積する課題に対応していく必要があります。会
員企業の皆様のお役に立てるように努めて参る所存で
す。ご協力を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
皆様方のご健勝、ご多幸を祈念いたしまして新年のご
挨拶とさせていただきます。

＜中央可鍛工業（株） 代表取締役会長＞

2021 年 年頭所感

新たな変化に向けチャレンジ
副会長　武山 尚生
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　新年、明けましておめでとうございます。
健やかに新春を迎えられましたことを、心からお喜び
申し上げます。
　一方、世界的に蔓延し続けている新型コロナウイル
スとの戦いが続く中、会員各位の胸中を察する次第で
す。一日も早く安心・安全なワクチンが普及すること
を願うばかりです。
　さて、鋳造産業ビジョン 2017 を策定し、早くも 3
年が経過致しました。改めて読み返しますと、企業規
模を問わず業界を牽引することを目指す中核リーダー
企業への指針として、客観的な SWOT 分析により現
状を捉え、その上で 10 年後に直面するであろう課題
とあるべき姿が示されています。
　更には、下記の通り目指すべき 6 つの方向性が記さ
れております。
1．技術・技能で商品力を高め攻めの経営
2．経営基盤強化と健全な取引による事業展開
3．同業 / 異業 / 地域との新連携の構築
4．市場拡大のための海外展開
5．グローバル人材も含めた積極的な人材の確保・育
成
6．安全・環境・エネルギー対策の強化
　改めて多くの方々のご尽力によって創り上げられ
た、分かりやすく実現したくなる指針であると痛感し
た次第です。
　私事で恐縮ですが、20 数年前に伊藤前会長から「経
営計画書」の策定に関する、一倉定先生の講演録をお

借り致しました。一度
は拝聴したものの、自
社の経営計画書策定ま
でには至らずにおりま
した。
　しかしながら、コロ
ナ禍によって外部の会
合が激減し、多くの時
間が与えられたことを
幸いに、自社の長期経
営計画策定に取組むことに致しました。
　『計画通りにいかないからこそ、計画が必要である』
との一見矛盾した一倉理論ですが、見えない先（未来）
を懸命に考え、見えるように予測を立て、社員に夢や
希望を与えることが経営者の役割であり醍醐味である
との考えに共感を得ました。
　この策定に際して、鋳造産業ビジョン 2017 が大い
に役立っていることは言うまでもございません。「ど
うなるか？（予想）」よりも「どうしたいか？（希望）」
を指し示してくれる“鋳造産業の道しるべ”であるこ
とに感謝を申し上げたいと思います。
　まだしばらくは、対面でお会いすることが叶わない
ことと存じますが、皆様との再会を心待ちに致しなが
ら、微力を尽くしてまいりたいと存じます。
　本年も変わらぬご指導、ご鞭撻を何卒宜しくお願い
申し上げます。

＜（株）田島軽金属 代表取締役＞

2021 年 年頭所感

鋳造産業ビジョンの実現を目指して
……社員に夢を！

副会長　田島 正明
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　令和 3年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し
上げます。
　昨年は新型コロナの感染で世界中が振り回された一
年でした。まだ完全には出口が見えたわけではありま
せんが、早くコロナ感染前の状況に戻したいというの
が世界共通の願いだと思います。昨年はそのような状
況ゆえ、国内外のイベントはことごとく中止・延期と
なり、特に国をまたいだ移動はままならない状況でし
た。当協会の国際部会は、往来による海外の鋳造関連
団体との交流や情報交換ができず、会員皆様への情報
提供の役割に関しては厳しい結果になってしまいまし
た。世界レベルの疫病が原因とは言え、申し訳なく感
じております。今年は新型コロナの感染も収まり、中
止・延期されたイベントに備えた国際交流や情報発信
ができると期待しております。
　また今年は、今後の国際交流の話題の一つにもなり、
鋳造業界として活動しなければならない「温室効果ガ
ス削減の対応」を日本鋳造協会で取り上げていきたい
と考えております。カーボンニュートラルは世界の大
きな流れとなり、日本も菅首相の所信表明で 2050 年
達成を目指すこととなりました。このご発言により、
政府内や各種業界でいろいろな動きが出てきておりま
す。とりわけ、自動車の電動化が大きな話題となって
おります。しかし、素形材の原材料づくりから廃車ま

で自動車のライフサイ
クルで見たときのCO2
排出量と、動力源とな
る電力や水素をどうつ
くるのかを考えなけれ
ばカーボンニュートラ
ルは語れません。エネ
ルギー多消費産業と言
われる鋳造業界は、そ
の矢面に立たされるこ
とになると思います。この状況は放置することも反対
することもできません。今年は、日本鋳造協会として
この課題に取り組むべく「温室効果ガス削減活動」の
元年としたいと考えております。
カーボンニュートラルは 2050 年達成という長期目

標であることから、協会会員様の中でも幅広い年代の
方々で議論し、海外の鋳造業界の対応状況なども国際
交流の中で意見交換をしていきたいと思います。とて
も重要で難しい案件です。ご協力のほどよろしくお願
い申し上げます。
　最後に、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し
上げます。

＜アイシン高丘（株）顧問＞

2021 年 年頭所感

温室効果ガス削減活動元年
副会長（国際部会長）澤田 正治
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　2021（令和 3）年の新春を迎え、謹んで新年のお喜
びを申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染拡大に始まり、一
向に先が見えない状況下で外出／出張の自粛・在宅勤
務推奨・営業自粛などにより、社会経済機能の多くが
停滞し窒息状態に陥りました。また、新型コロナウイ
ルス感染拡大により、不条理な非日常状態を強いられ
る状況が続いております。
　しかし、それは現代の社会経済の在り方やわれわれ
のライフスタイルを見直す契機として捉え、これまで
なかなか進捗しなかった在宅勤務が定着すれば確実に
働き方や暮らし方が変わり、ビジネス慣行の変更も余
儀なくされ、企業の生産性向上も進んでいくことが期
待されます。今年以降は新たな生活様式、経済活動が
“with コロナ ““after コロナ ” で大きく変わる局面に来
ております。
　当面は新型コロナウイルス感染リスクを前提とし
た ”with コロナ “ 環境でのモノづくりを行う必要があ
ります。専門家によりますと、ワクチンが開発され一
般に行き渡るまでに最短 2 年はかかる見通しの様で、
従業員を感染から守ることを優先とすることが求めら
れます。新型コロナがインフルエンザ並みのリスクに
なる ”after コロナ ” 環境になるまでに、一気に成長軌
道に乗せるモノづくり、そして新たなパンデミックや
自然災害のリスクに耐えうる強靭なモノづくりの仕組

みを構築しておかなけ
ればと痛感しておりま
す。
　技術・環境部会とし
ても、ネットワークキ
ング技術の多様性の高
まりを背景に、リモー
トによる設備監視、モ
ノのインターネット

（IoT）を活用した新し
いアプリケーション、技術、ソリューションに対する
需要が高まる中、多方面からの情報集を進め取り組ん
で参りたいと思います。また、エネルギ―多消費産業
の当業界においては温室効果ガス排出量（2050 年ま
で実質ゼロ）の難しい対応も求められております。丑
年は十二支の二番目で、子年に蒔いた種が芽を出して
成長する時期とされています。丑年には、先を急がず
目の前のことを着実に進めることが将来の成功につな
がっていくと言われています。技術・環境部会の取り
組み課題についても将来に向けての新たな基盤作りを
進めて参りたいと思います。皆様方のご支援、ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
　最後に皆様方のご健康とご多幸を祈念いたしまして
新年のご挨拶とさせていただきます。
 ＜（株）IJTT 常務執行役員生産本部生産第 2 部門統括＞

2021 年 年頭所感

新たな日常で難局を乗り越えよう
副会長（技術・環境部会長）柳澤 忠幸
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　新年あけましておめでとうございます。令和も 3 年
目を迎えました。皆様におかれましては健やかに新年
を迎えられましたことをお喜び申し上げます。
　さて、昨年は、コロナに始まりコロナで終わったと
言っていいほど、ほぼコロナ一色の年でした。世界経
済の停滞による景気悪化は、国内経済のみならず、私
たち鋳造業界にも深刻な影響を与えております。
　鋳造協会の活動もほとんどが中止となり、会員相互
で顔を合わせることなく、新年を迎えることになりま
した。しかし、このような中、協会がいち早くリモー
トによるWeb会議を導入し意見交換をできるように
したことは、大変有意義でありました。
　総務部会が最重要課題として取り組んでいる人材育
成の中核となる「鋳造カレッジ」も、残念ながらほぼ
中止となりました。そのような中、北海道地区だけは
現地責任者の方々や講師の先生方のご協力により試験
的にリモートにて開催しています。次年度については、
関係各位のご協力を頂きながら、感染状況やコロナ後
を見据え、リモート開催などを含め進めて参りたいと
存じます。世界に大きな変革の波が押し寄せている中、
その波を乗りきるためには多くの若い人材を育てるこ
とが、日本の鋳造業界を盛り上げることであり重要だ

と思います。是非とも
ご理解ご協力をお願い
致します。
　今、コロナ後を見据
えてある中国の事業家
が、「元の世界に戻す
という再生や再建は、
もう考えていない。新
築する方が効率的だ
し、早いし、成長でき
る」というようなことを言っているのを聞きました。
粘りを大事にする日本と見切りやスピードを大事にす
る中国人の違いを感じ、一長一短はありますが、時流
を正確に読まねばと考えさせられました。
　私たち日本の鋳造業界もこれまでの成功体験やビジ
ネスモデルに囚われず、若い人材やエネルギーを大い
に活用し、これまでにない新しい展開を、スピード感
をもって進めていければと感じております。
　最後に、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し
上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

＜佐藤鋳工（株）社長＞

2021 年 年頭所感

コロナ禍における人材育成への取り組み
副会長（総務部会長）佐藤 孝造
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　令和 3 年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し
上げます。
　昨年は新型コロナウィルスの流行が発端となり、協
会員皆様の会社におかれましても、経済の停滞による
受注の減少、感染防止のために仕事の仕方や業務形態
の変更など大変なご苦労があり、2 年前の台風被害の
時とはまた違った甚大な影響があったとご推察申し上
げます。さらに完全なる終息が見えない中、日本のみ
ならず世界を取り巻く経済環境にも大きな打撃は避け
られず、下りかかっていた経済環境がますます改善さ
れない状況になり、さらに昨年末から第 3 波も全世界
的な同時発生となって、まだまだ出口が分かりません。
一方で、ワクチンの開発が進んでいると情報が流れ、
一部で接種も開始されるなど、わずかながら明るい兆
しもあり、米国の株価が先行投資で右肩に上がるなど
少しうれしくなるニュースもありました。
　「丑年」の 2021 年は、子年の繁栄を土台に先を急が
ず一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年にしよ
うということが言われ、気配も感じられます。ゆっく
りとではあるとは思いますが、堅実に企業運営をはか
り、歩み続けられるよう皆様と共に努めていきたいと
思います。
　我々機材部会も機器、副資材の専門家集団として、
各種鋳物製品製造の手助け、会員企業様の事業活動に
機器・副資材の有益な情報の提供をさせて頂いていま
す。この専門家集団は、木型・金型等の製造業、副資
材等の製造業、機械・設備等の製造業、そしてそれら

を扱う商社も含め、鋳
造関連企業として少し
分野は違いますが、鋳
造業に関連するポテ
ンシャルの高いサポー
ティング企業です。こ
れらの企業は AI、IoT
をはじめとしたデータ
利活用に関連した技術
革新に取り組んでい
ます。これらの IoT 技術が益々進展し、波及効果を
生んで日本の鋳造業に真の IoT 革新を起こせたなら、
航空機、ヘルスケア、新素材、3D プリンタなどの新
しい分野を切り開く鋳造企業様もおられるのではない
かと思います。
　部会メンバーとともに、サポーティング企業として
基本理念を再認識して着実に物事を進め、将来を展望
しておられる鋳造業の皆様の新たな事業拡大への一助
に邁進してまいりたいと考えております。牛歩ではあ
りますが、地に足をつけ、たゆまず歩み続ける、機材
部会でありたいと思います。
　昨年はなかなかお会いしにくい状況ですが、お会い
できる日を楽しみにしております。本年、鋳造業界に
関係する皆様にとって、堅実に実りある年になります
ことを心よりお祈り申し上げます。（令和 3 年元旦）

＜太洋マシナリー（株） 社長＞

2021 年 年頭所感

堅実に実りある年に
副会長（機材部会長）　渡辺 兼三
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