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理事会                        総会 

２０１８年７月３日火曜日 ものづくり通信    第１５０号 

   

     平成 30 年 6 月 28 日大阪北部を震源とする地震にかかる災害により 

被害を受けられた皆様に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。 

 

 

新会長挨拶 
 

６月７日の第１５回通常総会で新会長に任命されました 

一般社団法人大阪溶接協会会長の木村です。 

生活・化学、繊維・ファッション、に続き今回は機械・金属部会から会長に就任いたしました。 

またこの度の総会後の懇親会におきましては、来賓として近畿経済産業局産業部石原康行次長様、 

大阪府商工労働部西田淳一部長様をはじめ多数の方々にご臨席いただき、誠に有難うございました。 

さて、大阪の経済はインバウンド効果でホテルや飲食業は順調に推移していますが、ものづくり中小企業に関し

てはそれほど実感がありません。リーマンショック以降大企業の経常利益は右肩上がりなのに対し、中小企業は

横ばい状態というのが現状です。ただ日本のものづくりを支えているのは中小企業であり、個々には優秀な技術

やノウハウを持っておられます。それらの中小企業が連携すれば、新しい商品や事業を作り出すことも可能です。

当ものづくり振興協会には現在９７の会員組合がおられ、傘下の企業数は約７，０００社あります。 

そして事業の目玉として傘下の企業が情報提供できる無料のポータルサイト「ＯＳＡＫＡ－ＭＯＮＯ，ｎｅｔ」

も運営しております。このサイトを各企業様が有効に活用し、横の連携を深めていただくことで大阪のものづく

りが益々活性化、発展することが出来ると思っております。 

そのためには経産省、大阪府ならびに会員組合、傘下の企業様のご支援を宜しくお願いいたします 

これから２年間微力ではございますが、大阪のものづくり企業発展のために努力したいと思いますので皆様方の

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 6 月７日（木）第１５回通常総会   

 

第 2 回理事会の後、第１５回通常総会が去る 6 月７日（木）午後５時３０分より会員 7１名出席のもと

にヴィアーレ大阪にて開催され、議案が全て議決承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

総会終了後、午後６時より懇親会を開催し（総勢 86 名）、木村新会長の開会挨拶        

 

（一社）大阪溶接協会の木村でございます。先程の総会にて会長を授かりました。 

よろしくお願いいたします。 

本日は多数のご参加をいただきまして誠に有難うございます。 

今、大阪の中小企業の一番の課題は、人材不足です。 

そのため、外国人労働者を入れることを考えざるを得ないようになってきております。 



平成３０年７月３日ものづくり通信 

 2 

また、我々中小ものづくり企業では、経済がよくなっているといわれていても、実感が湧いてこない、給与等に

反映しないし、上げられないのが現状です。現在、2 代目 3 代目へと事業継承は難しく、廃業しているところが

多くなってきております。以前自身も中小企業の社長であり、異業種交流で補助金をもらい、海遊館のお掃除ロ

ボットなどを作ったことがあります。そこで、今必要なのは、中小企業同士の連携、異業種交流、ネットワーク

つくりが大事だと思っております。大阪府ものづくり振興協会では、「ＯＳＡＫＡ-ＭＯＮＯ.ｎｅｔ」を推進して

おり、現在十分な活用ができておりません。2 年間会長に就任しております間に活性化させたいと思っておりま

すので、今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

続いて、近畿経済産業局石原次長様より 

 

皆様こんにちは。近畿経済産業局次長の石原でございます。 

本日は、ご盛会誠におめでとうございます。 

今日は、５０組以上の大阪の団体の理事長様あるいは幹部の方にお会いできまして、 

ありがとうございます。先程会長から少し、経済の話が出ましたが、私共は年間 

１，０００社以上に訪問しまして、お話を聞かせて頂いております。 

特に経営状況や後継者、人材不足の話を伺っておりますので、今日もお話を伺えたらと思っております。 

１０日ほど前に「ものづくり白書」を出させていただき、全 320 ページ程で全てを一言一句読んだわけ

ではありませんが、その中でも、デジタル化が進んでいる。それも意外と想像以上にペースが早くなって

おり、色々な経営者の方にご理解していただきたいということが述べてあります。中には、中小企業が非

常に強みと思われていたこと、例えば「おもてなし精神」を持った顧客との接客が大きな変化をするとき

に足かせとなるのではないか。とも書かれています。あるいは、必要とする人材の種類も変化しつつある。

ということも書かれています。そういう意味では、例えば、アメリカでは植木鉢（IOT）にセンサーで水

を入れることが、渇くと「僕のどが渇いちゃった。」とスマホにメッセージ表示して、管理できる。とい

ったようなものづくりにコンテンツがついているようなビジネスが拡がっていくというのではないので

しょうか。それから、大阪はこれからどんどん発展していきます。色々なことが言われていますが、イン

フラを通してやるとか、他の地域よりは国際的なイベントごとがたくさんあります。ご承知の通り２０２

５年には万博の誘致をいろいろな形で一生懸命、外務省はじめ、大阪府とも協力して誘致をしようと頑張

っております。今、若い世代にも未来を感じて頂き、大阪の商品を世界へアピールする機会になりますの

で、是非ともご協力の程、よろしくお願いいたします。 

近畿経済産業局では、色々な事業継承やＩＴでの生産性革命などの手がけておりますので、ご愛顧の程、

よろしくお願いいたします。 

最後になりましたが、本日ご参集の方々、各団体会員の企業の方々も含めまして、ますますご繁栄頂きま

すことを祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。 

 

最後に、大阪府商工労働部長 西田様より、 

 

皆さんこんばんは。商工労働部長西田です。本日大阪府ものづくり振興協会総会、懇親会が盛大に開催され

ましたことを心よりお慶び申し上げます。 

また常日頃より大阪府政、商工労働部行政に関しまして、格別のご協力をいただき、改めてお礼申し上げま

す。そして中でも、今日池﨑会長様から木村会長へバトンタッチされ、新たな一歩を進まれましたこと、誠

におめでとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

本日叙勲を受けられましたおふたかたおめでとうございます。常日頃からのご尽力の賜 

物だと思っております。３月から１年 3 か月ほど労働部長をやらせていただきまして、先

程木村会長、石原次長様もお話がありましたように、中小企業の取り巻く環境は、厳しい

ものがあると実感しております。我々商工労働部では、平成３０年度は特に的を絞った取

り組みを考えております。中小企業様におかれましては特に、色々な事業承継、Ｍ＆Ａを

含めたものなど、既存企業様がしっかり継続、発展していただけるよう集中して、色々な

相談等に対応させて頂きます。 

また別件で、ベンチャーが育ち、大阪に新しい企業さんが生まれ育っていただけることに

フォーカスをおいて、サポートさせていただきたいと思っております。 

本日ここに、サポートしていただける大阪産業技術研究所や大阪産業振興機構なども来られておりますの

で、フル活用していただいて皆様がしっかりと拡大していただけるようサポートしていきます。 

それからもう一つ強く感じているのは、市場がアジアに移っていっている。 
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特に、中国、東南アジアにどんどん仕事が生まれて、そこで産業経済が動き始めている。中小企業はこの

市場、商売を何としてでも取り込んでいただいくことが大事だと思っております。大阪産業経済のグロー

バル化はまさにそれを支えていかれる皆様のアジアの市場を取り込んでいただくことにつきるというので

はないかと思っております。そのためのつなぐシステムをしっかり作っていきたいと思っており、ご相談

ご報告をさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。Ｇ２０も決まり、皆様にご迷惑をおかけする

かと思いますが、来たる 2025 年の万博を何とか勝ち取って、大阪の経済を今後しっかり、つなぎ盛り上

げたいと思っておりますので、ご支援ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

最後になりましたが、大阪府ものづくり振興の新たなステージの発展と並びに皆様のご繁栄を祈念しまし

て、お祝いの言葉とさせていただきます。本日はどうもおめでとうございました。      

 

次に、平成２9 年度春の国家栄典受章者の紹介、記念品の贈呈が行われました。 

 

鴨谷氏謝辞 

 

また、2 年間会長としてご尽力された池﨑相談役に花束が贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

続いて、大阪府中小企業団体中央会横田事務局長の乾杯で祝宴がスタートし、歓談の後、池田新福会長の

中締め挨拶でお開きとなりました。 

 

 

 

 

 

 

                ご協力ありがとうございました。次回は１０月に行う予定です。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

協会だより 

家庭常備薬、健康管理用品の特別斡旋事業 

旭日単光章 鴨谷 清三氏 

瑞宝単光章 山口 登志夫氏 

が参列され、鴨谷氏が代表謝辞をされました。 

大阪府中小企業団体中央会                 

横田事務局長 乾杯挨拶  

池田新副会長 中締め挨拶                    池﨑前会長（相談役） 

花束贈呈   
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・会員名簿作成のための原稿確認は、7 月 2７日（金）締切りです。（後日ご連絡いたします。） 

・今年度も、部会活動やセミナーでの会員同士の交流の場を企画したいと思いますので、是非ご参加下さい。 

 

 

平成３０年度 役員 2 名（◎）が新たに選任されました。よろしくお願いいたします。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

     ◎ 

 

役職名 氏名 所属組合 部会 

会  長 木村 俊雄 （一社）大阪溶接協会 機械金属 

副会長 作道 孝行 大阪府印刷工業組合 生活・化学 

副会長 池田 伸一 大阪府鍍金工業組合 機械金属 

副会長 植野 和雄 泉州織物工業協同組合 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

理 事 夏山 享啓 （一社）大阪金属プレス工業会 機械金属 

〃 森   隆 大阪府鍍金工業組合 機械金属 

〃 葛村 和正 西部金属熱処理工業協同組合 機械金属 

〃 後藤 晴雄 （一社）日本ねじ工業協会関西支部 機械金属 

〃 仁張 正之 大阪府シートメタル工業会 機械金属 

〃 岩間 辰夫 大阪府板金工業組合 機械金属 

〃 塩谷 嘉太郎 大阪府紙器段ボール箱工業組合 生活・化学 

〃 嶋田  誠 堺市化学工業団地協同組合 生活・化学 

〃 佐野 晃 全日本ブラシ工業協同組合 生活・化学 

〃 原  俊男 （一社）西日本ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品工業協会 生活・化学 

〃 西村 貞一 （一社）大阪文具工業連盟 生活・化学 

〃 西澤 吉樹 印刷インキワニス工業会 生活・化学 

〃 中野 雅司 大阪メンズアパレル工業組合 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

〃 竹内 陽治 大阪ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ工業協同組合 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

〃 吉川 一三 日本カーペット工業組合 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

〃 森口 和信 日本毛布工業組合 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

〃 越智 仁司 日本輸出縫製品工業組合 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

〃 十川 和夫 大阪鞄協会 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

監 事 植田 泰央 （協）西日本帽子協会 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

監 事 西 康雄 大阪建築金物工業協同組合 生活・化学 

相談役 森澤 嘉昭 近畿印刷産業機材協同組合 機械金属 

相談役 吉田 忠次 大阪府印刷工業組合 生活・化学 

相談役 池﨑 博之 日本カーペット工業組合 繊維・ﾌｧｯｼｮﾝ 

事務局だより 

６月２８日の地震は如何だったでしょうか？私は池田市住民で今まさに家を出ようとしたときに揺れました。 

すぐに家族の安否とガス、電気、水道の確認をして、「とりあえず、着替えと、靴下をはいて！」と伝え、家の中の確

認を・・。食器棚からお気に入りの食器数枚と、仏壇の中身が落ちていたぐらいで済みました。時々余震は起こりま

すが、翌日より勤務しております。心配してご連絡いただいた方々ありがとうございます。事務局内は、何事もなく

無事でした。心落ち着かない日が続きますが、総会も無事に終わり、新役員体制になり、今年度も当協会活動に 

ご協力、ご参加いただきますようお願いいたします。                      事務局 前田                      


