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＊講談をはじめて聞いた方も多く、「もう少し聞きた

かった。」という感想を頂き、好評でした。 

 

 

＊講演後、OSAKA-MONO.net を㈱ＮＯＴＥから 

紹介、登録のお願いと、今後の展開について説明を

しました。 
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１月２５日（月）当協会主催の新年交流会をヴィアーレ大阪にて開催しました。総勢８０名のご参加を頂き盛会でした。

ご参加頂きました皆様、関係会員の皆様誠にありがとうございました。 

 

 

「大和ハウス工業 創業者石橋 信夫」 
  旭堂小二三 氏 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田会長より 
 

もう松の内は過ぎましたが、本日初めてお会いする方もいらっしゃいますので 

改めまして明けましておめでとうございます。 

旧年中は、当協会の事業活動に対しまして、格別のご支援と、ご協力を賜りまして有難うございます。 

本年もなお一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

また本日も、もの協新年交流会の開催にあたり、大変お忙しいところ近畿経済産業局産業部次長の志賀様、そして大阪府商

工労部理事(ものづくり振興担当) の阿形様をはじめ多くのご来賓の皆様にご臨席を賜り誠にありがとうございます。 

そして関係団体並びに会員各位の方々にも多数お集まり頂きまして誠にありがとうございます。また、この度は当協会の中

から、昨年の秋に国家栄典を受賞された方が 2 名おられます。また後ほどご紹介させていただきますが、本人はもとより当協

会にとりましても大きな喜びであり、心からお祝い申し上げますとともに今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 

さて、昨年の日本経済は中国と米国に振り回された年ではなかったかと感じております。特に中国の経済成長の陰りやギリ

シャの金融危機もありましたが、 7～9 月の GDP 改定値は、2 四半期ぶりにプラスに転じました。また T P P への参加が決

まるなど我が国にとっても、経済面においても安全面でも一歩踏み出したものの、今後景気がどうなるかは不透明であります。 

2020 年頃には GDP60 0 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「一億人総活躍時代」に向けた様々

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

績は大きく回復したものの、その効果は、未だ我々には届いておりません。大手企業の競争力を支えているのは間違いなく「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。 

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います。 

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いく責任があります。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、自らのたゆ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ことが求められております。 

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。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。何よりも重要なことは、様々な企業との連携やネ

ットワークを構築していくことです。 

そこで「もの協」では、3 年前にスタートしました「0SAKA-MON0.net」を通して、会員及び各組合員の皆さまとのネ
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続いてご来賓代表として、近畿経済産業局産業部次長 志賀英晃様より 

 

 皆様、明けましておめでとうございます。 

 大阪府ものづくり振興協会の新年交流会が、このように多くの方々がご参加のもと、盛大に 

開催されますことお喜び申し上げますとともに、一言ご挨拶を申しあげます。 

年明け早々、株価が乱降下したり、石油の値下げが止まらなかったり、更に中国の体制が鮮明に 

なってきたり等色々な動きがありましたが、昨年の我国経済を見てみますと、ゆるやかな回復基調を続けたわけであ

ります。しかしながら、その回復の効果は企業規模によったり、地域によってはまだら模様という課題があります。 

経済産業省としましては、力強い経済を取り戻すための様々な施策を実施して、長かったデフレから脱却を確かなも

のとするべく全力を尽くして参りたいと思っているところであります。 

また、ここ関西は非常に優秀な技術を持った企業とか、研究機関が多数集積している地域であります。また、さらには、

新しい成長のチャンスをつかむための企業間の連携が多数存在している地域でもあります。 

近畿経済産業局としましては、こう云ったポテンシャルを最大限に発揮するよう様々な施策に取組んで参りたいと考

えております。製造業につきましては、１月２０日に成立した平成２７年度の補正予算に於きまして「ものづくり商業

サービス新展開補助金」で１千２０億円を計上しております。是非、皆様の試作品の制作や設備投資にご活用いただけ

ればと思っております。今年は、要件を満たし生産性向上につながれば、３千万円まで可能となります。２月初旬に公

募が開始される予定ですので、ご活用をお願いします。それ以外にも、TPP を通して関西から世界へ展開しようとする

企業への応援や、更には地域中核企業への支援も実施して参ります。こう云った政策を通して強い関西経済を取り戻し

てもらいたいと思っております。 

我国は、長いデフレからの脱却に今一歩のところまできております。政府としては、昨年末の税制改正に於いて、法

人実行税率の２０％を来年度からの実現と、中小企業向けの固定資産税の減税も決めているところです。企業の皆様方

には、こう云った処置を各社の設備投資につなげていっていただくとともに、収益のある企業には、是非賃上げの方に

も最大限のご努力をお願いしたいと思います。 

民間企業と行政が手を携えてデフレからの脱却を確かなものにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

ものづくり協会様は、１０２の団体、７０００人が就業されており、近畿で最大級の交流団体かと思います。また、

事業活動も懇親だけではなく「OSAKA-MONO.net」の運用とか部会活動も熱心に実施されまして業種交流団体とし

ても大きな寄与をしていただいていると考えております。経済産業省も地域中核企業を中心とした支援に力を入れてい

こうと思っておりますので、協会に於かれましても是非業種交流に多大な貢献をしていただければと思う次第です。 

結びに当り、ものづくり協会の益々のご発展と、本日お集まりの皆様方にとりまして本年がすばらしい一年となりま

すことを祈念してご挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

本日ご参集の皆様方の社業の発展とご繁栄をお祈りして挨拶とさせていただきます。 

大阪府商工労働部理事 阿形公基(知事挨拶代読)様からは、 

大阪府ものづくり振興協会の「平成２８年新年交流会」が盛大に開催されましたことを心からお慶

び申し上げます。 

皆様には、日頃から大阪府政の推進に格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

貴協会は、大阪のものづくり業界団体の連合体として、「Osaka-MONO.net（おおさかものネット）」

の運営による情報の発信、団体間・企業間交流、研修など幅広い事業を展開され、大阪産業の振興

と発展に大きく貢献しておられます。吉田会長をはじめ、皆様のご熱意とご努力に深く敬意を表し

ます。 

そして、栄えある「叙勲」、「褒章」を受賞されました皆様、誠におめでとうございます。これま

での永年にわたるご功績に敬意を表しますとともに、今後ますますのご活躍を期待申し上げます。 

さて、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。 

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、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おります。直面する府政の課題に対し、引き続き、

「変革と挑戦」を基本姿勢にスピード感を持って、「成長と安全・安心のよき循環」による豊かな大

阪の実現を目指してまいります。 

ットワーク化や情報発信に取り組んできております。また「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

企業様の紹介など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や工場見学など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いき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

働部様とも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、是非「会員」及び「各企業」の皆さまには、積極的に参加いただきますようにお願いいたします。

結びになりますが、今年一年が実りのある一年でありますように、また本日ご列席の各企業様のますますのご繁栄と皆様方の

ご健勝、ご多幸を祈念申し上げまして、新年の挨拶といたします。                 
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 なかでも、中小企業への支援については、ものづくり総合支援拠点「ＭＯＢＩＯ（モビオ）」や「府立産業技術総合

研究所」での資金・経営・技術面等の総合的な支援を通じて、大阪産業の重要な担い手である中小企業の皆様が、思

い切ってチャレンジできる環境の整備に努めてまいります。 

 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申し上げます。 

結びに、貴協会の今後ますますのご発展と、会員企業皆様のご繁栄・ご活躍、そして、本日お集まりの皆様のご健勝・

ご多幸を祈念いたしまして、新年のあいさつとさせていただきます。 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

続いて、平成２6 年度秋の国家栄典受章者の紹介、記念品の贈呈が行われました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

その後、(公財)大阪産業振興機構 理事長 南部英幸様の乾杯で祝宴がスタートし、歓談の後、池﨑博之副会長の 

中締挨拶でお開きとなりました。 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

                               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府事業説明・事務局長会議 

旭日双光章 林田 光治氏 （写真左） 

黄綬褒章  阪口 鉄兵氏 （写真右） 

が参列され、林田氏が代表謝辞をされました。 

第第第第１１１１回回回回    生生生生活・化学部会活・化学部会活・化学部会活・化学部会会議会議会議会議    

平成２８年１月２５日（月）午後４時からヴィアーレ大阪 にて行われました。 

 

（１） 役員選定方法について  （副会長・理事について） 

 

【説明】 

現在、生活・化学部会の副会長は、生活部会と化学部会が合併した際に、 

化学部会の部会長であった印刷インキワニス工業会理事長に対し事務局 

から要請し、現会長の就任期間限りを条件に暫定的に継続して就任頂い 

ている。その為、改めて副会長を選出する必要がある。また、現会長は、 

次回相談役（理事ではない）となるので、今度の総会が改選時期にあたるので、副会長と理事の両方を選出する必要がある。 

【結論】 

・３月までに現在理事役員団体が責任を持って、調整し候補を選出することとする。 

 

（２） OSAKA-MONO.net について 

 

【説明】 

・現在は 1700 の企業・団体が登録している。 

・今年の 5月で無料期間終了後の方針をどうするのか、MONO.net委員会で協議をしている。 

・一定の費用負担は必要だが、現在と同様の形で運営することとし、3年後にビジネスが成り立つことを目標に進めたい。 

【主な意見】 

・外部の有料会員をいれたらどうか 

⇒もの協会員のためのサイトと考えて審査の上、数を限定して入れるならいいのではないか。（もの協団体に不利益になら

なければいい） 

・サイトを活性化、いいものにするためには、登録数を増やすことなので、みなさんも協力して欲しい。 

 

（３） 部会活動について 

セミナーや講習会などを企画するので、各傘下企業様への参加通知、連絡をしていただくことをお願いした。 

乾杯  

南部理事長 

中締め  

池﨑副会長 交流会 
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組合紹介 第１９弾 
【組合案内レポ Vol.3５】 

大阪服装ベルト工業協同組合大阪服装ベルト工業協同組合大阪服装ベルト工業協同組合大阪服装ベルト工業協同組合 

 

 

 

 

●組合のあゆみ 

  昭和 6 年に大阪皮帯製造組合を結成の後、変遷を経て、昭和 28年に現在の名称で発足した。なお、全国組織としては昭

和 39 年に当組合と東京服装ベルト工業協同組合で日本服装ベルト工業連合会を設立した。平成 8年には「新大阪服装ベ

ルト製造協同組合」と合併して当組合名称を継承している。  

●会議 

総会、理事会、定例会議を合わせて年間 6 回開催して組合運営と各種情報の交換を行っている。なお、欠席者にも議事録

を配布して情報の共有に努めている。  

●事業活動 

父の日・ベルトの日 

6 月の第 3 日曜日は父の日で、日本服装ベルト工業連合会では、父の日のプレゼント用として、昭和 43

年から「父の日・ベルトの日」として毎年有名人を起用したキャンペーンポスターを作成しＰＲしている。

また近年は、卓上カレンダーを製作している。 

 

 

ボウリング大会 

  昭和50 年から毎年開催しており開催歴は 40 年を超えた。今年の参加者は 88名で組合員平均4名であった。競技はチ

ーム対抗戦と個人戦で行われ、チーム編成は 2、3社のメンバーをシャッフルしており、企業間の交流に貢献している。 

●ものづくり振興協会を通じて 

ファッション関連の団体、企業の方と交流、情報交換が出来ればと思っている。 

●取材を終えて 

   機械修理業者リストの作成など情報の共有化に力を入れられていた。 

また、30 数年前には当組合関連団体が 7 団体あったが現在は４団体になっている。 

ものづくりが衰退する中で、当組合の維持発展について山口理事長の熱く語られる言葉が印象的 

でした。 

 

組合だより 

・事務所移転・事務所移転・事務所移転・事務所移転    

関西ダイカスト工業協同組合 

           〒５６４－００５３    吹田江の木町１－２４紙谷第３ビル３０２号 

         電話：０６－６３８０－３３７８ ＦＡＸ：０６－６３８０－３４１４ 

運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会・事務局長会議・事務局長会議・事務局長会議・事務局長会議            

日時：2 月２５日（木）運営委員会１４：００～  事務局長会議15：30～ 

場所：中央区民センター第３会議室 

内容：Ⅰ 大阪府事業説明会  

   Ⅱ 事務局長会議 1．今年度、来年度の取組みについて 2．OSAKA-MONO.net について 

            3． 意見交換 

Ⅲ 交流会（会費 3,000 円程度）                   申込は事務局へ 

事務局より

OSAKAOSAKAOSAKAOSAKA----MONO.netMONO.netMONO.netMONO.net 登録説明個別訪問について！登録説明個別訪問について！登録説明個別訪問について！登録説明個別訪問について！    

MONO.net委員会では、より活用するために、登録数を増やすことになりました。 

まだ、登録をされていない、少ない団体様におかれましては、個別に訪問させていただくことになりました。

事前に連絡調整をし、担当の㈱ＮＯＴＥ様が伺います。 

なお、理事会、研修会や説明会等で説明を希望される団体様におかれましては、事務局まで、ご連絡下さい。 

所 在 地： 〒542-0061大阪市中央区船場中央 2-1-4-316 

設   立：  昭和 28年 11月 12 日 

組合員数： 22社  

辻辻辻辻    事務局事務局事務局事務局        山口理事長山口理事長山口理事長山口理事長    



【高年齢者活用の取組状況と必要性】
　当業界では若年労働者の確保が困難かつその定着率も芳しくないため、従業員の
高齢化が大きな課題となっている。このため、現状では各社それぞれに高齢者雇用
に対処しているが、生涯現役システムの構築は技術・技能の確保及び伝承に貢献し、
業界の振興・安定につながると考える。

【マニュアル作成にあたって重視する点】
・生涯現役雇用制度の導入手順や留意点をわかりやすく解説する。
・課題や検討項目を整理し、生涯現役雇用制度の導入や運営を円滑にする。
・傘下企業における高齢者雇用状況の差異を考慮したマニュアルを作成する。

所　在　地：大阪府泉佐野市高松北１丁目２番４０号
業　   　 種：綿スフ織物業
代　表　者：理事長　池藤悦男
会員企業数：２６社

　わが国は2005年頃を境に人口減少社会に
入り、高齢化も急速に進んでおり、2030年には
国民の3分の１が６５歳以上の高年齢者にな
ると予測されています。この少子化や高齢化の
進展に伴い、企業では労働力の確保が今後さ
らに困難になってくることが予想されることか
ら、その対応策として、経験豊かな社員が、年
齢に関わりなく働き続けることができる雇用
制度の導入が考えられます。
　６０歳以上の人を対象に行った調査結果で
は、７割以上の人が「７０歳以上、働けるうち
はいつまでも働きたい」という回答結果がで

「業界別生涯現役システム構築事業」（厚生労働省委託事業）

http://www.sangyokoyo.or.jp/受託事業部事業課 TEL 03-5627-3725
お問い合わせは
こちらまで

「生涯現役社会に向けた雇用制度」

高年齢者の知識・経験を企業の活性化に

の導入を検討してみませんか？ 

年齢に関わりなく働き続けることができる雇用制度とは
高年齢者が健康で意欲と能力がある限り、年齢に関わりなく働き続けることができる制度で、次のいず
れかに該当する制度を導入すること。

① 定年制の廃止、  ② 定年年齢を 70歳以上とする、  ③ 定年後 70 歳以上まで継続して雇用する

ており、企業としても、年齢に関わりなく働き続
けることができる雇用制度を導入して、高年齢
者が長年培った貴重な知識や技術を若手社員
へ伝承するなどにより、企業の活性化や事業の
発展につなげていくことが必要になってくると
考えられます。
　企業と従業員が一緒になり、また業界団体
の協力を得ながら生涯現役で働ける環境づく
り（「７０歳以上の雇用を目指した雇用制度の
見直し」、「職務開発」及び「職場・作業環境の整
備」など）に取組んでみてはいかがですか。


