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１．会員名簿
（会社名五十音順）

会社名 〒 所在地 電話番号 本会代表者 役職名

㈱神戸製鋼所
141-

8688
東京都品川区北品川5-9-12

03-5739-

6310
輿石 房樹

取締役専務執行役員

溶接事業部門長

㈱ＪＫＷ
111-

0051

東京都台東区蔵前2-17-4

JFE蔵前ビル

03-3864-

3530
小澤 康治 代表取締役社長

四国溶材㈱
794-

0083
愛媛県今治市宅間甲360

0898-23-

3500
村上 裕一 代表取締役社長

大同特殊鋼㈱
108-

8478

東京都港区港南1-6-35

大同品川ビル

03-5495-

1252
立花 一人 常務執行役員

㈱タセト
221-

0014

神奈川県横浜市神奈川区

入江1-30-8

045-430-

3832
桝田 謙吾 代表取締役社長

特殊電極㈱
660-

0881
尼崎市昭和通2-2-27

06-6401-

9421
髙田 芳治 代表取締役社長

ナイス㈱
660-

0804
尼崎市北大物町20-1

06-6488-

7700
金川 芳香 代表取締役社長

永岡鋼業㈱
743-

0021
光市浅江5-23-21

0833-71-

0092
永岡 栄之 代表取締役会長

西日本ステンレス

鋼線㈱

742-

1513

山口県熊毛郡田布施町

大字麻郷610

0820-52-

3185
多名賀 剛 代表取締役社長

ニツコー熔材工業㈱
557-

0063
大阪市西成区南津守5-1-2

06-6651-

9024
津田 育久 代表取締役社長

日鐵住金溶接工業㈱
135-

0016

東京都江東区東陽2-4-2

新宮ビル2階

03-6388-

9000
木村　 寛 代表取締役社長

日本ウエルディング・

ロッド㈱

104-

0061

東京都中央区銀座1-13-8

ウエル・ビル

03-3563-

5991
山﨑 達彦 代表取締役会長

日本電極工業㈱
565-

0875
吹田市青山台4-19-10

06-6831-

5910
中久保 栄八 代表取締役社長

パナソニック

　　　　溶接システム㈱

561-

0854
豊中市稲津町3-1-1

06-6866-

8501
高橋　 学 代表取締役社長

阪神溶接機材㈱
709-

2105

岡山市北区御津伊田

1028-12

086-724-

4181
山本 英樹 代表取締役社長

㈲福島熔材工業所
960-

8162
福島市南町251-1

024-546-

2893
渋谷 修一 代表取締役社長

吉川金属工業㈱
340-

0834
八潮市大曽根1237

048-997-

5612
吉川 隆造 代表取締役会長

＊6月下旬までの各社株主総会後に変更ある場合は、7月の理事会にて名簿更新の予定
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２．理事名簿
（会社名五十音順）

役職名 指名 会社名 役職・所属

代表理事

会長
輿石　房樹 ㈱神戸製鋼所

取締役専務執行役員

溶接事業部門長

代表理事

副会長
木村　　寛 日鐵住金溶接工業㈱ 代表取締役社長

代表理事

理事長
山本　　明 ㈱神戸製鋼所

執行役員

溶接事業部門　企画管理部長

代表理事

副理事長
山下　　一 日鐵住金溶接工業㈱

参与

営業本部長

理事 清水　弘之 ㈱神戸製鋼所
溶接事業部門

技術センター　溶接開発部長

理事 小澤　康治 ㈱ＪＫＷ 代表取締役社長

理事 村上　景一 四国溶材㈱ 代表取締役会長

理事 秦野　敦臣 大同特殊鋼㈱
執行役員

自動車ビジネスユニット長

理事 桝田　謙吾 ㈱タセト 代表取締役社長

理事 上林　克彦 特殊電極㈱
取締役

営業本部長

理事 津田　育久 ニツコー熔材工業㈱ 代表取締役社長

理事 菅原　　聡 日鐵住金溶接工業㈱ 総務部 業務改革グループ長

理事 山﨑　　勲 日本ウエルディング・ロッド㈱ 代表取締役社長

理事 松本　一徳 パナソニック㈱
溶接システム統括部

国内営業部　商品営業課 課長

理事

専務理事
山﨑　幸信 （一社）日本溶接材料工業会 専務理事

監事 梅山　恭一 ㈱神戸製鋼所
溶接事業部門

企画管理部　担当部長

監事 山﨑　秀介 日本ウエルディング・ロッド㈱ 取締役　管理本部長

＊6月下旬までの各社株主総会後に変更ある場合は、7月の理事会にて名簿更新の予定
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３．委員会分科会・委員名簿
◎委員長（分科会は主査）、○副委員長、＊幹事、△オブザーバ  （会社名五十音順）

１．統計委員会（7名） ４．理事会

◎ 山下　一 日鐵住金溶接工業㈱        ホームページ運営委員会（5名）

原田　和幸 ㈱神戸製鋼所 ◎ 小澤　康治 ㈱ＪＫＷ

松本　禎史 ㈱ＪＫＷ ○ 鈴木　励一 ㈱神戸製鋼所

○ 中尾　公一 大同特殊鋼㈱ 堀　　哲也 日鐵住金溶接工業㈱

吉田　和弘 ㈱タセト 澤口　直哉 ㈱神戸製鋼所

＊ 堀　　哲也 日鐵住金溶接工業㈱ 山﨑　幸信 （一社）日本溶接材料工業会

嶋中　秀行 パナソニック㈱*

５．理事会

２．技術調査委員会（12名）        海外分科会（5名）

◎ 清水　弘之 ㈱神戸製鋼所 ◎ 梅山　恭一 ㈱神戸製鋼所

＊ 鈴木　励一 ㈱神戸製鋼所 中尾　公一 大同特殊鋼㈱

福本　孝男 ㈱ＪＫＷ 桝田　謙吾 ㈱タセト

平原　　司 四国溶材㈱ 菅原　聡 日鐵住金溶接工業㈱

平井　宏樹 大同特殊鋼㈱ 山﨑　秀介 日本ウエルディング・ロッド㈱

中村　　稔 ㈱タセト

外崎　敬一 特殊電極㈱

川中　伸介 ニツコー熔材工業㈱ ６．理事会

須田　一師 日鐵住金溶接工業㈱        輸入原材料分科会（7名）

○ 斉藤 貞一郎 日本ウエルディング・ロッド㈱ ◎ 岩波　英之 ㈱神戸製鋼所

川本　篤寛 パナソニック溶接システム㈱ 矢野　忠幸 四国溶材㈱

大西　保行 阪神溶接機材㈱ 阿比留 宣栄 特殊電極㈱

松本　貴志 ニツコー熔材工業㈱

菅原　琢己 日鐵住金溶接工業㈱

３．技術調査委員会 久保　　開 日鐵住金溶接工業㈱

       環境対応分科会（12名） 宇田　和博 日本ウエルディング・ロッド㈱

◎ 澤口　直哉 ㈱神戸製鋼所

佐々　仁孝 ㈱ＪＫＷ

内藤　聞治 大同特殊鋼㈱ ＊ パナソニック㈱の名称

吉野　慎吾 ㈱タセト パナソニック㈱

今森　裕之 特殊電極㈱ スマートファクトリーソリューション事業部

北村　隆志 ナイス㈱ ビジネスイノベーションセンター

森山　延浩 ニツコー熔材工業㈱

青山　淳一 日鐵住金溶接工業㈱

鈴木　英之 日本ウエルディング・ロッド㈱

松井　海斗 パナソニック溶接システム㈱

福間　博道 西日本ステンレス鋼線㈱

△ 宮崎　邦彰 ㈱神戸製鋼所
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４．第44期（平成28年度） 事業計画案

１．理事会

（１）工業会活動の適正な運営及びコンプライアンスの遵守について

（２）各種統計の整備に関する検討

（３）技術・国際規格・環境面における技術的課題の検討

（４）健全な財政運用実現に向けた工業会活動、経費のあり方の検討

（経理と決算業務の適正化）

（５）「海外分科会」、「輸入原材料の安定調達分科会」等の開催

（６）平成29年度「海外調査団（ドイツ・エッセン）」派遣の検討（積立金の継続）

（７）総会・新年賀詞交歓会・合同委員会の開催

（８）（一社）日本溶接材料工業会 会報「溶接展望」の発行（年２回）

（９）工業会ホームページの運営に関わる支援

（10）平成29年度 予算及び事業計画案の策定

（11）海外の溶接関連動向の情報収集と把握

（12）関連団体との連携及び情報収集

（13）関係官庁への対応と調整

（14）その他業界全体の諸問題への対応

２．統計委員会

（１）溶接材料の生産・出荷・在庫・輸出に関する統計の作成および整備

（２）平成27年度 溶接材料に関する出荷量分析と編集・作成

（３）需要部門別溶接材料出荷量調査の実施（４半期毎）

（４）溶接材料地域別出荷量調査の実施（４半期毎）

（５）溶接材料流通在庫調査の実施（４半期毎）

（６）会報「溶接展望」へ「平成27年度溶接材料出荷量分析」結果（概要）の掲載

（７）工業会ホームページに掲載する統計データの作成

（８）経産省等関係官庁への各種統計に関する協力

（９）平成29年度 事業計画案の検討および策定
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３．技術調査委員会

（１）国際規格の内容検討及び修正案の提起

①日本溶接協会と連携し、IIW及びISO国際会議へ関係者の派遣

(IIW－１回以上(オーストラリア、他未定)、ISO―１回(フランス、他未定))

②溶接材料のISO国際規格改正と作成への対応

③アジア圏へのISO（systemB）規格の普及・促進活動での日本溶接協会との連携

（２）環境対応分科会

①法令・規格の変更に伴い、国・地域別のSDSフォーマットの見直し

②日本化学工業協会「化学品管理委員会」、「海外法WG」・「GHS-WG」への委員参加

③国内外の化学物質規制、環境課題に関する情報収集および提供

④ユーザからの質問に対する統一回答（案）に関する検討

⑤GHS表示の対応方針について「溶接展望112号」への掲載

（３）需要業種別産業や品質管理の将来動向に関する研究会の開催

①溶接および溶材の主要需要業界の将来技術動向に関する対象業種の抽出と研究会の実施

②知的財産の将来動向に関する研究の新たな取り組み

（４）会員各社の共通利益を目指した新規テーマ等の検討

会員各社の共通利益に資する新規テーマの発掘や新規事業活動の検討および実施

（５）工業会ホームページへの支援

ホームページ運営委員会と連携しコンテンツの作成等運営支援

（６）会報「溶接展望」への技術レポートの投稿掲載

「溶接展望 112号」に技術レポートの投稿掲載

（７）平成29年度 事業計画案の検討

４．ホームページ運営委員会

（１）会員向け諸案内の掲載と、工業化会が作成する資料や刊行物の公表・更新

（２）工業会概要等（決算、事業計画）のホームページへの掲載等活動内容の公表・普及

（３）ホームページ全般（一般向け・会員向け）について、掲載内容の充実化

（４）会員共通の課題に関する情報の発信継続
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５．第44期（平成28年度）予算案

第44期（平成28年度） 予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人　日本溶接材料工業会

（単位：円）

科目 当年度予算 前年度予算 増減

Ⅰ．一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

（1）経常収益

受取会費

計 21,791,000 22,121,000 △ 330,000

事業収益

例会臨時収益 150,000 150,000 0

理事会臨時収益 150,000 100,000 50,000

統計委員会臨時収益 150,000 100,000 50,000

技術調査委員会臨時収益 180,000 150,000 30,000

海外派遣臨時収益 0 1,530,000 △ 1,530,000

計 630,000 2,030,000 △ 1,400,000

雑収益

受取利息 3,000 3,000 0

雑収益 5,000 5,000 0

計 8,000 8,000 0

経常収益計 22,429,000 24,159,000 △ 1,730,000

（2）経常費用

事業費

総会費 500,000 500,000 0

総会例会費 600,000 600,000 0

新年賀詞交歓会費 1,200,000 850,000 350,000

理事会費 750,000 750,000 0
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科目 当年度予算 前年度予算 増減

統計委員会費 400,000 400,000 0

技術調査委員会費 1,150,000 1,150,000 0

輸入原材料調達分科会費 30,000 30,000 0

海外分科会費 30,000 30,000 0

専門分科会費 100,000 100,000 0

会報発行費 200,000 180,000 20,000

海外派遣費 0 2,930,000 △ 2,930,000

IIW/ISO派遣費 750,000 550,000 200,000

ISCO/TC44/SC3日本開催費 0 250,000 △ 250,000

ホームページ運営費 150,000 150,000 0

特別行事関連費 0 0 0

計 5,860,000 8,470,000 △ 2,610,000

管理費

事務所賃借料･光熱費 4,600,000 4,600,000 0

動産賃借料費 270,000 270,000 0

消耗品費 180,000 180,000 0

印刷費 140,000 140,000 0

通信運搬費 190,000 190,000 0

旅費交通費 500,000 500,000 0

新聞図書費 90,000 90,000 0

団体費 50,000 50,000 0

渉外費 70,000 70,000 0

雑費 250,000 230,000 20,000

業務委託料 320,000 300,000 20,000

システム改善・運営費 150,000 300,000 △ 150,000

給与手当 6,500,000 6,500,000 0

福利厚生費 1,000,000 1,000,000 0

退職給付費用 300,000 300,000 0

租税公課 80,000 80,000 0

予備費 100,000 100,000 0

計 14,790,000 14,900,000 △ 110,000

経常費用計 20,650,000 23,370,000 △ 2,720,000

当期経常増減額 1,779,000 789,000 990,000

2.経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（2）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 1,779,000 789,000 990,000

一般正味財産期首残高 20,511,728 17,442,862 3,068,866

一般正味財産期末残高 22,290,728 18,231,862 4,058,866

Ⅱ．指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ．正味財産期末残高 22,290,728 18,231,862 4,058,866
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６．付表

（一社）日本溶接材料工業会組織図　
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年度

委員会分科会 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

平成26年度より理事会へ改組

×

×

*

*　昭和53年度から技術調査委員会

昭和54年度から海外調査委員会
×平成11年11月廃止

×

×平成11年8月廃止

×

平成6年度からリサイクル委員会

× 平成11年8月廃止

×

                                MSDS分科会・環境WG→　平成25年度から環境対応分科会に改組

× × ×

×

×

×
輸入原材料調達

分科会

ホームページ運営

委員会

コンプライアンス

委員会

平成16年度から

ット共通化WG

生産設備調査分科会

ISO/DIS 15011-4

検討WG

環境課題対応検討

WG

輸入材調査分科会

生産技術・調査

分科会

資源リサイクル

委員会

PL法分科会

MSDS分科会

海外分科会

プラスチック

スプールWG

技術調査委員会

輸出調査委員会

市場調査委員会

広報分科会

JIS分科会

統計委員会

理事会

（旧常任理事会）

総務委員会

需給調査委員会

公害対策委員会 　統合

包装分科会

委員会・分科会等の変遷

昭和 平成
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海外派遣調査団　実績一覧

回 派遣年 派遣先 団長 派遣人員

第1回 1975年（昭和50年） パキスタン・イラン・エジプト 高橋　孝吉 10

第2回 1977年（昭和52年） ブラジル・アルゼンチン・ヴェネズエラ 山崎　卯一 5

第3回 1977年（昭和52年） オーストラリア・ニュージーランド 高橋　晃一 5

第4回 1978年（昭和53年） スリランカ・マレーシア・タイ 中久保　忠男 8

第5回 1979年（昭和54年） ブラジル・ペルー・メキシコ 山崎　　尚 6

第6回 1981年（昭和56年） 中　国 田中　源二 10

第7回 1982年（昭和57年） アメリカ・カナダ 坂本　　整 12

第8回 1984年（昭和59年） 韓　国・台　湾 掛田　寿一 12

第9回 1985年（昭和60年） 西ドイツ・スイス・ベルギー 酒井　芳也 11

第10回 1987年（昭和62年） 韓　国 岡本　郁太郎 11

第11回 1989年（平成1年） 西ドイツ・イタリア・フランス・イギリス 西山　武夫 11

第12回 1992年（平成4年） アメリカ 篠田　精造 11

第13回 1993年（平成5年） ドイツ・フランス・イタリア 橋爪　信篤 10

第14回 1994年（平成6年） 韓　国 岡本　弥彦 7

第15回 1995年（平成7年） 台　湾 梶谷　清勝 10

第16回 1997年（平成9年） ドイツ・フランス 別所　　清 10

第17回 1998年（平成10年） シンガポール 輿石　房樹 7

第18回 2001年（平成13年） ドイツ・イギリス 奥　　寛美 7

第19回 2003年（平成15年） 中国（上海）／北京エッセン、外高橋造船所 菊地　弘志 9

第20回 2005年（平成17年）

ドイツ・スロバキア・フィンランド／ESSEN Fair、

スロバキアVUZ溶接研究所、アーカー・フィンヤー

ズ・トゥルク造船所

皆元　明宏 8

第21回 2007年（平成19年） アメリカ／ファブテックAWSョー 鈴木　啓一 9

第22回 2009年（平成21年）
ドイツ／ESSEN Fair、アーヘン工科大学、EWAと

ミーティング
山根　國秀 8

第23回 2011年（平成23年）
中国（上海）／北京エッセン溶接フェア、杭州神鋼建

設機械有限公司
岩波　英之 9

第24回 2013年（平成25年）
ドイツ／ESSEN Fair、Outkumpu VDM Unna、

EWAとミーティング
永田　　学 7

第25回 2015年（平成27年）
中国（上海、成都）／北京エッセン溶接フェア、成都

神鋼建設機械有限公司
黒田　浩一郎 9
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