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２０２２年 度 事 業 計 画 書 

（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） 

 ２０２２年度においては、日々変貌する内外の特殊鋼業界及び需要業界の動向等に対応し、会員への的確かつ

充実したサービス向上を図るため、実施内容を見直しつつ、事業の選択と集中、関係機関との連携強化等により、

効率的な事業を以下のとおり実施する。 

  なお、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況下にあるため、政府の対応・要請等を踏まえ、必要に応

じ、実施の延期・中止等の対応を適切に行う。 

Ⅰ 定款第４条第１号事業：特殊鋼商品知識の普及及び啓発 

１．広報事業 

（１）広報誌「特殊鋼」の発行 年６回（２０２２年度事業は２０２２年５月号から２０２３年３月号まで） 

２０２２年１月号 自動車の未来に貢献する特殊鋼（発刊済） 

３月号 非破壊検査技術と特殊鋼（発行済） 

５月号 特殊鋼と窒化（原稿依頼中） 

７月号 ＤＸと鉄鋼業への適用（原稿依頼中） 

９月号 特殊鋼の基礎（仮題） 

      １１月号 工具鋼（仮題） 

２０２３年１月号 テーマ未定 

       ３月号 テーマ未定 

（２）ホームページによる広報 

特殊鋼倶楽部事業（説明会・講演会・工場見学会等）情報、刊行物（特殊鋼誌、特殊鋼ガイド等）情報、教

材・記号集情報、統計情報等を迅速に特殊鋼倶楽部ホームページに掲載する。 

（３）報道発表・広報活動 

特殊鋼倶楽部事業（説明会・講演会・工場見学会等）情報等を報道機関向けに情報発信する。また、特殊鋼

関連報道関係者と事務局間での定期的な情報交換・意見交換を継続する。 

２．市場開拓調査事業 

（１）説明会・講演会の開催（特殊鋼ＰＲ展示・講演会ＷＧ） 

１）２０２１年度調査事業の「主要自動車企業の調達戦略の見直し等を織り込んだ特殊鋼の需要量予測」報

告書説明会をＷＥＢ会議にて東京地区、名古屋地区、大阪地区合同で開催する。 

２）「２０２２年度自動車産業の動向」説明会（日本自動車工業会）を２０１９年度同様に東京地区、名古

屋地区、大阪地区で開催する。（２０２０年度、２０２１年度はコロナ禍で中止） 

３）講演会ＷＧ選定テーマ講演会の開催 
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２０２１年度は、「カーボンニュートラルへ向けたＳＤＧｓとビジネス案」、「中国における自 

動車市場の構造的見通しとNEV新興ブランドの事業戦略」、「インドにおける電動車普及政策の進捗と部品

部素材メーカーへの影響」、「新勢力ブランドのクルマづくりとマーケティング（中国・NIOの事例）」、

「主要国（日欧米）における自動運転の動向」の計５回の講演会を開催したが、引き続き、会員のニー

ズの高いテーマを市場開拓調査委員会及び特殊鋼ＰＲ展示・講演会ＷＧで検討・選定し、講演会を開催す

る。 

（２）新需要分野の動向、鉄鋼・特殊鋼需要実態等の調査（調査ＷＧ） 

環境変化、技術進歩等に対応した鉄鋼・特殊鋼需要実態調査のテーマを設定して行う。 

（３）特殊鋼製品技術ＰＲ（特殊鋼ＰＲ展示・講演会ＷＧ） 

ユーザー等に対しての特殊鋼の認知度アップ、特殊鋼製品技術ＰＲを目的として、関西地区で第９回関西 

高機能金属展（５月１１日～１３日＠インテックス大阪）、及び東京地区で第８回高機能金属展（１２月 

８日～１０日＠幕張メッセ）に出展し、事務局展示（特殊鋼の基礎知識、特殊鋼倶楽部及び出版物等の紹介） 

及び会員企業展示（需要開拓に意欲のあるものの出展経験が少ない等一企業では出展が難しい会員企業の自 

社製品・取扱製品・サービスのＰＲ）を行う。 

３．人材確保並びに育成に関する事業 

（１）ビジネスパーソン研修講座の実施 

  １）選定テーマ（従来方式） 

  人材確保育成委員会において会員ニーズの高い研修テーマを選定し、会員企業社員向けの研修を２０２

３年２月に実施する。研修方法は、実施時期での新型コロナ禍の状況に応じたオンライン、対面の選択肢

を配する。 

２）定期テーマ（新規） 

  ２０２２年度以降同じテーマ、内容を毎年度繰り返し定期的に実施する。詳細は、人材確保育成委員会

において検討する。 

（２）特殊鋼教養講座の実施 

   ２０２１年度にそれまでの内容を一新し、「鉄鋼業の歴史と先端技術による未来への挑戦」をテーマに聴

講のみの講義として、ほぼ同じ内容をオンライン方式により２０２１年９月から１２月にかけて４回実施し

た。２０２２年度は基本的に前年度を踏襲するも、開催時期、回数や一回の内容を分割化するなど工夫を凝

らす。 

（３）特殊鋼及び関連産業の工場見学会 

２０２１年度は、新型コロナ感染症への対応策として実施しなかった。２０２２年度では、新型コロナ禍

の状況に応じて実施を見極める。 

（４）業界紹介パンフレット「夢みる鉄」の普及 

   ２０２２年度の鉄鋼協会「経営幹部による大学特別講義」が実施された場合には、特殊鋼メーカー（愛知
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製鋼㈱、山陽特殊製鋼㈱、大同特殊鋼㈱、日鉄ステンレス㈱、日立金属㈱、三菱製鋼㈱）が講師の講義で、

受入側の可否を聞いた上で、受講者に対しパンフレットを配布する。 

Ⅱ 定款第４条第２号事業：特殊鋼に関する諸統計の収集及び提供 

１．特殊鋼の生産・需給及び特殊鋼関連産業の統計 

（１）特殊鋼鋼材需給月報（業界自主統計）の調査・集計・公表 

経産省の政府統計廃止を受け、２０２１年度に引き続き、特殊鋼倶楽部において業界自主統計として特殊

鋼鋼材需給月報を調査、集計し、ホームページで公表する。 

（２）特殊鋼統計月報の作成、発行 

 特殊鋼及び需要産業の活動状況を網羅する特殊鋼統計月報の作成、発行する。 

２．特殊鋼輸出・輸入の統計 

（１）特殊鋼輸出船積実績 

通関統計に基づき特殊鋼輸出船積実績表を作成、配布する（年１２回）。 

（２）輸入統計表 

輸入モニタリングの一環として、関税協会からデータを購入し、揚げ地別輸入量も含めた輸入統計表を作

成、配布する（年１２回）。 

３．海外特殊鋼統計 

海外特殊鋼統計として以下の資料を作成し、各々の頻度で会員会社に配布する。 

（１）ステンレス鋼（鋼板、棒鋼、線材）の世界流通統計…………年 １回 

（２）ステンレス鋼板（熱延、冷延）仕向国別輸出実績表…………年１２回 

（３）鉄鋼に関する紛争案件一覧表……………………………………年１２回 

Ⅲ 定款第４条第３号事業：特殊鋼の貿易保険輸出包括保険に関する業務 

１．貿易保険包括保険特約の締結 

特殊鋼輸出に係る貿易保険包括保険特約を株式会社日本貿易保険と締結し、輸出者である会員企業の貿易保

険付保を円滑に行う。 

２．包括保険付帯業務の実施 

上記包括保険特約締結に伴う保険引き受け等の業務及びこれに付随する業務を行う。 

Ⅳ 定款第４条第４号事業：特殊鋼の生産、消費等の調査研究 

１．国内調査事業 

（１）工具鋼、ステンレス棒鋼、構造用鋼の流通委員会鋼種別分科会用の統計資料について、倶楽部会員専用 

ホームページへの毎月掲載を継続する。 
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（２）経済産業省及び鉄鋼業界全体の動向を踏まえ、取引適正化の推進を進める。 

２．需要見通し説明会 

（１）経済産業省の特殊鋼鋼材の毎四半期の需要見通し説明会について、従来の開催方式を見直し検討する。 

３．海外調査事業 

（１）説明会・講演会 

①海外特殊鋼市場調査説明会 

２０２１年度は、２０２２年度調査委託先であるコベルコビジネスパートナーズ殿からの「海外特殊鋼 

メーカーの現状とその取り巻く環境」を４月～５月に報告会を開催予定。 

②安全保障貿易説明会 

２０１９年度と同様に、安全保障貿易管理説明会を日本鉄鋼連盟、ステンレス協会との共催により実施

する。(２０２１年度は対面説明会は開催されず、経済産業省主催によるＷＥＢ会議のみ実施。経済産業

省殿が対面会議を開始した場合、開催を行う。) 

③講演会 

海外特殊鋼市場をテーマとする講演会の実施を海外委員会専門部会で検討する。 

（２）海外市場調査事業 

    海外における特殊鋼市場の情報収集と分析を行う。 

（３）顧問弁護士を通じた海外通商動向調査 

米国、カナダの海外通商動向調査のため鉄連、線材製品協会と、中国の海外通商動向調査のため鉄連と

共同で弁護士をリテインし、情報収集を行う。 

（４）特殊鋼貿易問題対応負担金に係わる業務 

特殊鋼の新規ＷＴＯ案件の発生に備えた対応準備として、負担金の積み増しを行う。 

（５）輸出通商問題への対応 

輸出通商問題に関する情報・ノウハウの共有、アンチダンピング提訴等問題発生時の対応、特殊鋼の通

商問題の一義的な相談窓口機能の提供、ステンレス協会との連携による通商摩擦未然防止対応を実施する。

また、日本鉄鋼連盟拡大通商WGとの連携でタイムリーに海外委員会会員に情報を共有する。 

４．流通海外展開事業 

   ２０１９年度より、特殊鋼流通の海外展開に関する課題に資する事業の一環として、特殊鋼倶楽 部なら

ではの特殊鋼 ・鉄鋼に関する情報提供を目的に、商社鉄鋼部門の海外展開状況の紹介を内 容とする講演

を実施しており、今年度はその４回目を予定。 

Ⅴ 定款第４条第５号事業：特殊鋼に関する内外関係機関等との交流及び協力 

１．安全保障貿易情報センター（ＣＩＳＴＥＣ）との交流及び協力を進める。 

２．日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）との交流及び協力を進める。 
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３．ステンレス協会との交流及び協力を進める。 

４．日本鉄鋼連盟との交流及び協力を進める。 

Ⅵ 定款第４条第６号事業：その他本会の目的を達成するために必要な事業 

１．新年賀詞交換会の開催 

  ２０２３年１月５日（木）にホテルニューオータニにて賀詞交換会を開催する。 

Ⅶ．支  部  活  動 

 １．名古屋支部 

（１）第５３回定時総会（２０２２年６月６日） 

（２）第１回運営委員会（２０２２年４月） 

（３）新年賀詞交換会（２０２３年１月６日）(三団体共催)  

（４）部会 

①構造用鋼  ……４回（４月、７月、１０月、２月） 

②工具鋼   ……４回（４月、７月、１０月、２月） 

③ステンレス鋼……４回（４月、７月、１０月、２月） 

④企画部会  ……１回（１月） 

（５）講演会 

①２０２２年６月６日 総会後の講演会  

演題 「ポストコロナの未来年表 ２０５０年の日本の姿は」 

講師  作家、ジャーナリスト 河合雅司氏 

②２０２２年１１月（三団体共催）一般講演会 （演題、講師：未定）  

③２０２３年２月 （三団体共催）技術講演会 

      演題 「未定」 

      講師  JFEスチール㈱  未定  

（６）説明会 

①２０２２年６～７月「２０２２年度の自動車工業の見通し」(三団体共催)  

      講師 日本自動車工業会 

②２０２２年４月「２０２２年度第１・四半期の特殊鋼需要見通し」(三団体共催)

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 

③２０２２年７月「２０２２年度第２・四半期の特殊鋼需要見通し」(三団体共催)

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 
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④２０２２年１０月「２０２２年度第３・四半期の特殊鋼需要見通し」(三団体共催)     

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 

⑤２０２２年１２月「２０２２年度第４・四半期の特殊鋼需要見通し」(三団体共催)  

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 

（７）見学会 

  ①２０２２年１０月(三団体共催) 工場見学  見学先：未定 

  ②２０２２年１１月(三団体共催) 優良企業見学会  見学先：未定 

（８）研修 

①新入社員研修(二団体共催) 

   ２０２２年４月２１日 

テーマ: 仕事の基本、コンプライアンス、ビジネスマナー 

講師：リ・カレント㈱ 森 仁氏 

２０２２年１０月 

テーマ1）： 工場見学、大同特殊鋼株式会社 知多工場 

テーマ2) ： 「特殊鋼の基礎知識」  

講 師  ： 大同特殊鋼株式会社  

②中堅社員研修(三団体共催) 

   ２０２２年１０月、２０２３年２月    

   テーマ： 未定 

講師： ㈱名南経営コンサルティング 三軒 佳 氏 

  ③管理職研修(三団体共催) 

２０２２年１１月  

テーマ : 未定 

   講師： ㈱名南経営コンサルティング 山田亮太 氏 

④特殊鋼教養講座(二団体共催) 

   ２０２２年１０～１２月頃  

   テーマ：  未定 

   講師 ： 特殊鋼倶楽部専務理事  脇本眞也 

⑤ステップアップ研修（三団体共催) 

   ２０２３年２月 テーマ、講師 未定 

⑥ビジネスパーソン研修（三団体共催） 

   ２０２３年３月 テーマ、講師 未定 
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（９）人材確保育成委員会（２０２３年３月）  

(１０)会員交流；(二団体共催) 

第１０回 中部特殊鋼ゴルフ大会 

   開催日 ２０２２年１１月 

２．大阪支部 

（１）第５３回定時総会（２０２２年６月１３日） 

（２）第１回運営委員会（２０２２年５月） 

   第２回運営委員会（２０２３年２月） 

（３）人材確保育成委員会（２０２２年７月） 

（４）会計監査（２０２２年５月） 

（５）新年賀詞交換会（２０２３年１月５日）（三団体共催） 

（６）第１回特殊鋼三団体責任者会議(２０２２年８月) 

   ①講演会他本年共催事業検討 

②各団体秋季事業のすり合わせ他 

  第２回特殊鋼三団体責任者会議(２０２２年１２月) 

   ①賀詞交換会他共催事業検討 

   ②各団体年明け事業のすり合わせ他 

（７）講演会（２０２２年１２月）(三団体共催) 

講師 未定 

（８）説明会 

①２０２２年４月「２０２２年度第１・四半期の特殊鋼需要見通し」(二団体共催)

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 

②２０２２年度特殊鋼需要調査説明会（２０２２年６月） 

③２０２２年７月「２０２２年度第２・四半期の特殊鋼需要見通し」(二団体共催)        

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 

④２０２２年１０月「２０２２年度第３・四半期の特殊鋼需要見通し」(二団体共催)

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 

⑤２０２２年１２月「２０２２年度第４・四半期の特殊鋼需要見通し」(二団体共催)

    講師 経済産業省 製造産業局金属課 

（９）研修 

  ①２０２２年９月工場見学会付新人研修（二団体共催） 
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    見学先 愛知製鋼株式会社 知多工場 

  ②２０２２年１０～１２月頃特殊鋼教養講座（新入社員・若手社員向け）(二団体共催)  

    講師 特殊鋼倶楽部 専務理事 脇本眞也 

  ③２０２３年３月ビジネスパーソン研修（二団体共催） 

    テーマ/講師 未定 

（１０）工場見学会（２０２３年２～３月）(二団体共催) 

     見学先 未定 

（１１）第９回高機能金属展（２０２２年５月１１～１３日） 
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