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2016 年 年頭所感
会長 吉田 忠次
新年のごあいさつを申し上げます。
旧年中は、当協会の事業活動に対しまして、会員各位並びに関係行政機関、関係団体各位には多大なご協力、ご支援
を賜わりまして心より厚くお礼申しあげますとともに、本年のなお一層のご指導を賜わりますようお願い申し上げます。
昨年も、箱根山の噴火や関東、東北で発生した豪雨等の自然災害や異常気象が発生し、日本国内でも大きな被害をも
たらしました。一方、日本人として初めて２年連続のノーベル物理学賞受賞やラグビーのワールドカップで歴史的な３
勝等、明るい話題も多くありました。経済面では、マイナンバー通知の開始や TPP の大筋合意等で一歩踏み出した年で
もありました。また、２０２０年頃には、ＧＤＰ６００兆円を目標とする｢アベノミクス第２ステージ｣が発表され「一
億人総活躍」に向けて様々な施策が展開されようとしております。その「アベノミクス」がもたらした円安株高により、
輸出を中心とする大手企業の業績は大きく回復しましたが、その効果は、まだ我々中小企業には届いておりません。但
し、大手企業の競争力を支えているのは、間違いなく我々『ものづくり』を中心とした中小零細企業であることは確固
たる事実であります。
近年、製造業を中心に IoT と言う言葉が浸透しつつあります。さまざまなモノがインターネットにつながり、
『もの
づくり』そのものが大きく変わると言われております。ドイツでは、
『ものづくり』の IT 化、ネットワーク化と標準化
をセットにして、国の国策として IoT(インダストリー4.0)を強力に推進しております。我が国でも、重要施策の一つと
して、IoT への取り組みが掲げられております。あらゆる情報を活用しながら『ものづくり』に革命をもたらそうとし
ております。この様な動きは、我々中小企業でも無縁ではなくなってくることと思います。
とは言え、やはり日本の『ものづくり』の強みは、その品質と技術力にあります。中小製造業が持つきめ細かな匠の
技が世界で評価されると同時に、多くの製品に使われ日本製品の競争力を支えています。しかし、大手企業の海外生産
移転や円安による資機材の値上げによるインパクトは極めて大きく、我々の経営は未だ苦しい状況が続いております。
我々には『ものづくり』を通して、お客様や社会のニーズにきめ細かく対応し、その卓越した技術と品質で付加価値
の高い製品、商品を創り出し、世の中の期待に応えて行く責任があります。政府の政策や大企業の景気回復や受注だけ
に頼るのではなく、自らの弛まざる努力と革新によって更なる進化を追い求めていく事が求められております。
我が国は、急激な高齢化と少子化による人口の減少という大きな課題を抱えております。中小企業とは言え、国内の
マーケットだけでなく、視野を拡げ海外へビジネスを展開して行く事も必要となってきます。
新興国、
とりわけアジアを中心に凄まじい勢いで経済の発展と産業の蓄積が行われております。そう言った面では TPP
の大筋合意は、我々中小製造業にとってもプラスに働くのではないかと思っております。我々は我々が持つ一つ一つの
技術に誇りを持ち、
『ものづくり』で国の基礎を作って参りました。しかし、今は一つの技術、商品、サービスで世の
中やお客様の全てのニーズに応えられる時代ではなくなっております。
今、求められている一つの方向は『ものづくりを核にしたサービス化』であると言われております。また、これから
はアイディア次第で大きなマーケットを獲得する可能性を秘めた IoT 活用による『情報・サービスを組み込んだ商品つ
くり』が中小企業製造業の新たな事業展開の一つであると言われております。そう言った点で何より重要な事は、様々
な企業との連携やネットワークを構築していく事です。
「もの協」では、3 年前にスタートしました「OSAKA-MONO.net」を通して、会員及び各組合の皆様とのネットワーク
化や情報発信に取り組んでおります。
「ものづくり通信」を通じて、
「もの協」の活動や会員組合様や会員企業様の紹介
等様々な情報を発信しております。昨年は、大阪府中小企業団体中央会様との共催セミナーも実施いたしました。今年
度は、各部会の活性化を通して更なる、連携、ネットワーク化を図って参りたいと考えております。また、多大なご支
援を頂いております大阪府商工労働部様との連携を密にしながら、各業界組合はもとより各企業間のコラボレーション
に寄与する活動に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
参画いただいております「会員」及び「各企業」の皆様には、積極的にご参加くださいますようお願いいたします。
新しい年が私たちにとって良き年でありますよう、また関係各位のますますの躍進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。
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2016年 年頭所感
近畿経済産業局長 関 総一郎

平成２８年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年の我が国経済は、緩やかな回復基調が続きました。景気回復の効果が今なお地域や企業
規模によってまだら模様となっているという課題がありますが、中小企業施策の充実、地方
創生への取組の強化などを通じて、長年の構造的低迷からの脱却を今回こそ確かなものとす
るよう、当省としても全力を挙げてまいります。
ここ関西には優れた技術を誇る企業の集積と多くの研究機関が存在し、歴史や文化、自然に育
まれた地域資源にも恵まれています。新たな成長のチャンスをつかむための企業間連携を構築
する意欲的な取組が数多く見られ、訪日観光客による関西経済への好影響も生じています。
近畿経済産業局としましては、関西のポテンシャルと魅力を最大限に発揮し、関西経済の飛躍
のために、以下の取組を行います。
第一に、海外市場の獲得です。昨年は TPP の大筋合意という、企業のグローバル展開を後
押しする大きな一歩が踏み出されました。こうした環境を活かし、関西から世界へ飛躍する企
業戦略を応援するため、産業支援機関と連携した情報提供、投資・貿易環境の改善や産業間交
流への二国間協力、農商工連携による海外市場開拓など海外展開支援策を強化してまいります。
また、関西では、観光、対内直接投資、留学生等、幅広い分野において、海外から多くの人・
企業を呼び込むために、多様な組織が一体となった取組が求められています。経済団体、産業
支援機関、行政機関が参画する「はなやか KANSAI 魅力アップフォーラム」において、外国
人の生の声を丁寧に拾い上げ、地域全体で魅力を高め、グローバルな交流の先導地域にする取
組を推進してまいります。
第二に、地域産業を牽引する地域中核企業の創出支援です。
「関西再生医療産業コンソーシア
ム（略称：KRIC）
」などを通じた医療分野でのニーズと技術シーズのマッチング、
「CNF（セル
ロースナノファイバー）研究会」における新素材を実用化に結び付けるプロジェクト、
「関西ス
マートエネルギーイニシアティブ」によるスマートエネルギー実装とイノベーション創出など、
明日の関西を牽引する多様な成長分野において企業間ネットワークを構築し、地域に雇用と収
益と技術をもたらす地域中核企業の育成に取り組みます。
第三に、一億総活躍社会・地方創生の実現に向けた取組です。
「女性起業家応援プロジェクト」
を通じて、ビジネスの場での女性の活躍の場を広げてまいります。また、ふるさと・地域再興
に頑張る自治体を応援するために設置した「関西自治体地方創生ネットワーク」を活用し、それ
ぞれの市町村の産業興し、雇用創出への課題をきめ細かく伺いながら、施策アイデア、周辺地域
との連携、好事例の紹介などの面で、
「顔の見える」お手伝いを加速させてまいります。
本年はこれらの取組に全力をあげ、魅力あふれる関西、強い関西経済の実現を目指します。
結びに、皆様の益々の御発展と御健勝を祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。
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2016 年 年頭所感
大阪府知事

松井 一郎

新年あけましておめでとうございます。
大阪府知事として二期目の府政を担当させていただくことになりました。府民の皆様の、改革を継続し一層の成
果をあげてほしいという期待と、大阪をもっと豊かにしてほしいという切実な想いを受け止め、その重責を痛切
に感じております。有言実行を肝に銘じて、府政の推進に取り組んでまいります。
二期目のスタートにあたり、東西二極の一極を担う大阪の実現をめざし、
“副首都・大阪”の確立を具体的なミ
ッションとして掲げました。大阪市はもとより府内市町村や経済界とも力をあわせて、今後の４年間でその土台
を築いてまいりたいと考えています。
日本は今、東京への極端な一極集中が進んでいます。首都圏での大規模災害などの危機に備え、平時から、経
済中枢機能などを分散することで、災害に強い国土構造に転換するという発想が必要です。大阪は、西日本随一
の都市であり、国の機関や企業等の中枢機能を担う、第二の拠点にふさわしい大きなポテンシャルがあります。
平時にも非常時にも日本の未来を支え、けん引する“副首都・大阪”の確立は、国家的な要請であると言って過
言ではありません。
国土軸を強化するリニア中央新幹線も、大阪が副首都となれば、東京・大阪間の早期整備は必然の要請となり
ます。強力な国土軸と、それにつながる圏域内外とのネットワークの充実など、副首都にふさわしい交通・物流
機能インフラの整備をめざしてまいります。
副首都にふさわしい統治機構のあり方についての議論も進めます。新たな大都市制度の設計図の再検討に向け、
大阪市としっかりと手を携え、まずは、住民の皆様の意見を十分に伺ってまいります。並行して、二重行政の解
消に向けた具体的な取組みを進め、今からできることは速やかに実現させていきたいと思います。
府政運営は、直面する府政の課題に対して、引き続き、
「変革と挑戦」を基本姿勢として取り組みます。スピー
ド感を持ち、府民や民間の目線での施策立案に努めながら、
「成長と安全・安心のよき循環」による豊かな大阪の
実現を確たるものとします。
大阪発の新たなビジネス、イノベーションを創出するため、国家戦略特区などを活用し、施策を展開いたしま
す。大阪の経済成長を支え、産業育成の核となる機能の充実を図るため、府市の研究所統合による「スーパー公
設試」
、大学の統合、港湾管理の一元化といった統合案件は、早期に実現したいと考えています。また、交通・物
流機能を強化する交通インフラの整備や、うめきた二期など、まちづくり・都市基盤整備を進めてまいります。
観光インバウンドの拡大は今が絶好のチャンスです。この機を逃さず、
「国際エンターテインメント都市
“OSAKA”
」の実現をめざし取り組んでまいります。
「大阪の観光戦略」の来阪外国人旅行者数の目標 650 万人を、
進捗状況を踏まえて上方修正するなど、さらに高い目標を掲げて施策を推進します。あわせて、大阪の発展の起
爆剤となり得る都市魅力の仕掛けづくりとして、ＩＲの立地実現に向け、法案の動向を見据えて取組みを行うほ
か、国際博覧会誘致に向けた機運醸成や取組みを進めてまいります。
また、人口減少、超高齢社会を迎える中、府民や民間の目線も加え、府民福祉向上のための最適な手法を見出
し、府民の皆様に豊かな大阪の実感をお届けしたいと思います。
女性や若者が活躍するための環境整備として、雇用促進や、子育て支援などを実施し、一人ひとりの就職・結
婚・出産・子育ての希望を実現する取組みを推進します。
次の時代の大阪を担う子どもたちを育む教育も重要です。学力向上の取組みや英語教育の充実を図るとともに、
私立高校授業料の無償化の継続など、家庭の経済的な事情に関わらず誰もが希望する教育を受けられる環境づく
りにも努め、子どもたちが社会の中で生き抜いていく力をつけられるよう、教育力のさらなる向上に力を注いで
まいります。
府民の皆様の暮らしの安全・安心を守る施策もさらに進めてまいります。市町村と連携しながら、健康寿命の
延伸、高齢者や障がい者などすべての人々が活躍できるまちづくりなど、福祉・医療の充実を図るとともに、南
海トラフ巨大地震への備えや豪雨対策など、防災・減災の取組みの強化、治安のさらなる向上にも取り組みます。
目の前にある課題は、次の時代に先送りせず、今、解決の道筋を作ることが、私の使命であると考えています。
今後とも、府庁組織のパフォーマンスをさらに向上させながら、施策を力強く推進してまいりますので、皆さま
の一層のご理解とご協力をお願いいたしますとともに、本年が皆様にとって実りある素晴らしい年となりますよ
うお祈りします。
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平成２７年度秋 国家栄典 （叙勲・褒章）
種別

氏名

役職名

旭日双光章

林田 光治

西日本プラスチック製品工業協会（元会長）専務理事

黄綬褒章

阪口 鉄兵

近畿鍛工品事業協同組合 元理事

長年にわたり業界発展の為に功績が認められ表彰されました。
誠におめでとうございます。

＜敬称略＞

大阪府より
===========================================================================
ものづくり中小企業向け 国（経済産業省関連）予算説明会
===========================================================================
府内のものづくり中小企業を対象に、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金(ものづくり補助金)をはじめとする国(経済産
業省関連)予算について、近畿経済産業局の担当者による説明会を開催します。
【日 時】平成 28 年 2 月 8 日（月）14:00～16:00（受付 13:30～）
【場 所】クリエイション・コア東大阪 南館３階 技術交流室（東大阪市荒本北１－４－１）
【参加費】無料
【定 員】３００名程度（先着順） ※１社３名様以内でお願いします。詳しくは、ＭＯＢＩＯのホームページをご覧ください。
===========================================================================
【大阪府】ものづくりイノベーションネットワーク会員企業限定
『補助金獲得のための技術提案書の書き方』勉強会 ～技術提案書「書き方のコツ」を知る！
===========================================================================
【日 時】平成 28 年 2 月 4 日(木) 14:00～16:20
【場 所】クリエイション・コア東大阪 南館３階 研修室ＢＣ（東大阪市荒本北１－４－１）
【講 師】(地独）大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課 産学官連携コーディネータ 石神 逸男 氏
【対象・定員】府内ものづくり中小企業 ４０名（要事前申込・優先条件あり）
※「大阪ものづくりイノベーションネットワーク会員」が対象（参加申込時に入会していただければ受講することができます。
）
【申込期限】平成 28 年 1 月 28 日(木)
【参加費】無料
詳しくは、ＭＯＢＩＯのホームページをご覧ください。
協会より

◎ 平成２
平成２８年度大阪府憲法記念日知事表彰について
年度大阪府憲法記念日知事表彰について
ご推薦いただきました産業功労者の団体役員８名の方々を大阪府へ進達しました。
◎ 生活・化学部会の開催 （ヴィアーレ大阪）
月日：1 月 2５日（月）
時間：午後４時～４時５０分

◎ 平成２８年 新年交流会の開催
月日：1 月 2５日（月）
場所：ヴィアーレ大阪
時間：一部 午後５時～ 講演会「大和ハウス工業創業者 石橋 信夫」
：講師/旭堂小二三(講談師)
二部 午後６時～ 交流会
＊ 皆様、多数ご参加下さい！
◎ 今後の予定：
今後の予定：運営委員会
運営委員会 + 事務局長会議
2 月２５日（木） （予定）

詳細は、後日お知らせいたします。

