


担当課室：コンテンツ産業支援室

クリエイターが躍動する関西へ
～『ホット』なコンテンツ・マーケットの形成～

　　関西においてコンテンツ産業を振興する意義

　「コンテンツ産業」とは、映像（映画、アニメ）、音楽、ゲーム、書籍等の制作・
流通を担う産業の総称です。コンテンツをはじめとしたクリエイティブ産業
は、「新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）」、「クール・ジャパン官
民有識者会議提言（平成２３年５月１２日）」等で、経済成長を支える戦略分
野の一つとして位置づけられており、英国、韓国をはじめ多くの諸外国もコ
ンテンツ産業の強化に競って取り組んでいます。
　我が国のコンテンツ産業は市場規模約１２兆円※１、コンテンツの制作に携
わる雇用者数は約３１万人と推計※２されています（※１：デジタルコンテン
ツ白書２０１０、※２：総務省企業・事業所統計（２００６年度）より推計）。
また「クール・ジャパン」として海外からも高く評価されており、情報通信
分野のみならず、医療福祉、製造、運輸、サービス、飲食店・宿泊業等の幅
広い産業分野において、多様な展開を可能にする産業です。コンテンツ産業
を振興することは新たな内需創造・雇用創出につながり、高い経済波及効果
が期待できます。
　関西のコンテンツ産業は国内第二の市場規模を有し、コンテンツ産業に関
わる事業所も東京に次ぐ規模の集積があります。また、全国で初めてマンガ
学部を設置した京都精華大学等、芸術系の教育機関が多数あり、定員数も大学・
短大・専門学校を合わせると約９，０００名と、毎年関西から多くの若手クリ
エイターが輩出されています。

　　コンテンツ産業活性化にかかる課題・問題点と解決の方向性

　しかし、関西のコンテンツ産業をさらに活性化するにあたっては、以下の
課題があります。
　 ① 関西のコンテンツ需要が落ち込んでいる
　 ② 若手クリエイターの就職口がない、プロジェクトマネージャーが不在
　 ③ 事業者・自治体間の連携が少なく、取り組みも一体感に欠ける
　これらの課題を解決するためには、関西の強みを活かし、ものづくりやサー
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日程：２０１１年１０月１８日（火）、１９日（水）
会場：堂島リバーフォーラム（大阪市福島区福島 1-1-17）
　　　　http://www.dojimariver.com/about/index.html
運営主体：株式会社マッシュ
プロデュース：株式会社スーパーステーション
企画・協力：大阪創造取引所２０１１実行委員会
出展者：○関西地域を中心としたクリエイティブ関連企業・団体
           ○海外のクリエイティブ関連企業
           ○大学、学術研究機関、企業の研究所　等
昨年度実績：来場者　２，９６５名、商談件数　４６４件
　　　　　　出展者１１６社・団体、バイヤー３８社・団体

ビスとコンテンツを融合させる、海外に市場を求める等、需要を掘り起こす取
り組みを行い、クリエイターのさらなる活動の場を創出することが重要です。
　近畿経済産業局はコンテンツ産業の活性化を目的に、これまで公益社団法人
関西経済連合会との連携のもと、大阪創造取引所、クリエイティブ・インダス
トリー・ショーケース in 関西（ＣｒＩＳ( クリス ) 関西）等の活動を展開して
きました。　
　以下、成果事例を交えて、当局の取り組みを御紹介します。

　　大阪創造取引所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　～西日本最大のクリエイティブ・ビジネスの展示・商談会～　　　　

　産業用コンテンツやメディア・コンテンツ等を、環境・医療・教育・食・デザイン・
ファッション等あらゆる分野で利活用することを目指し、受発注や提携など取引の
ためのビジネスマッチングを行うことを目的に、２００８年にスタートしました。
　出展者、来場者ともに前年増を記録し、徐々に定着してきました。

　今年も出展者・バイヤーを募集します。詳細が決まり次第、当室メールマガ
ジン及びホームページで発表します。是非御参加ください。

大阪創造取引所　２０１１

（写真左から：オープニングを飾った「夢ROBO」、会場全体、公開ミーティングステージ、会場外観）
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◆コンテンツ産業関連企業とモノづくり企業との連携事例　　　　　　
　株式会社エンジニア　×　株式会社画屋（かくや）　　
　工具メーカーであるエンジニアが、自社製品「ネ
ジザウルス」の特長をＰＲできるツールを探して
いたところ、キャラクター制作を行う画屋と出会
い、キャラクター「ネジ・ザ・ウルス」が誕生し
ました。このキャラクターをもとに、のぼり等の
広報ツールや自社ＨＰでのＰＲ映像等を制作した
ところ、製品の売上増加につながりました。 
・株式会社エンジニア　
http://www.engineer.jp/products/nipper/np04/item_04/pz-58
・株式会社画屋　http://www.kakuya.com/

左図は工具「ネジザウルス」。右図が「ネジ・ザ・ウルス」
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◆大阪創造取引所　成果事例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   有限会社田中印刷所　×　株式会社ギャラクシーオブテラー

　平面の人物画の上半身部に映像を投影
する「３ＤＣＧバーチャルマネキン」を
田中印刷所が開発。映像というコンテン
ツを利用し、企業ＰＲ等広告宣伝を行う
ことで、展示会や店頭プロモーション等
で効果を生み出しています。
　昨年、大阪創造取引所に出展していた

デジタル映像全般の企画・制作・プロデュース
を主な業務とするギャラクシーオブテラーのオ
リジナルコンテンツ「Supie&Goo」と出会い、
新商品が生まれました。
・有限会社田中印刷所　
http://www.tanakaprint.co.jp/display/index.html
・株式会社ギャラクシーオブテラー　　　　
http://galaxy-of-terror.jp/works.html

上図はバーチャルマネキンの仕組み。
下図が「Supie&Goo」を用い生まれた新商品。
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　　　創造取引クラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大阪創造取引所の開催時だけでなく、年間を通じた出展者とバイヤーの交
流の場を創出しようと、「創造取引クラブ」も年数回開催しています。事前に
出展者やバイヤーの基本情報・強み、ニーズ等を把握できるだけでなく、マッ
チングの成功事例を、今後の事業活動に役立てていただけます。
　昨年度は、ここから単なる「売り」「買い」だけの関係でない、お互いのコ
ンテンツの「売り」をコラボレートさせた「協業」も生まれました。

　　　海外展開支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
　コンテンツの海外展開を促進するため、海外展開の支援を行うプラット
フォーム「コンテンツ・ワールド・エージェンシー」を設置します。
　昨年度は、そこに集まった映像コンテンツをアジ
ア最大級の映像分野の展示商談会である「アジアテ
レビジョンフォーラム２０１０」（開催場所：シンガ
ポール）及び「香港フィルマート２０１１」（開催場所：
香港）に出展し、商談機会の創出に向け、多くの現
地バイヤーにヒアリングを行いました。

「アジアテレビジョンフォーラム２０１０」
【主 　  催】  Reed Exhibitions （民間会社）
【開催期間】２０１０年１２月８日（水）～１０日（金）
【来場者数】２，８６２名
【参 加 国】 ５３カ国
【参 加 社】 ８５０社
【バイヤー登録数】３１２  社

「香港フィルマート２０１１」
【主 　  催】 香港貿易発展局
【開催期間】２０１１年３月２１日（月）～２４日（木）
【参 加 国】３２カ国
【参 加 社】  ６０１社
【バイヤー数】約５０カ国・社から５，２００名が登録

　本年度はさらなる海外展開支援を促進するため、
実施内容を検討中です。



　　クリエイティブ・インダストリー・ショーケース in関西（ＣｒＩＳ関西）

　クリエイティブ・インダストリー・ショーケース in
関西（ＣｒＩＳ( クリス ) 関西）は、一定期間に近畿管内
で開催されるコンテンツ系イベントの統一的な情報発信
等を通じて、クリエイティブ・ビジネスの新たな市場形
成、多様な人材交流、取り組みイベントの情報発信力や
相互連携の強化等を目指す取り組みです。

　２００７年の開催当初は６イベント・約８千人の参加でしたが、回を重ねるご
とに規模が拡大し、昨年は２１イベント・約５０万人と多くの関係者の方々に御
参加いただくまでになりました。
　今回も、昨年に引き続き「ＢｔｏＢ」、「人材育成」、「観光コンテンツ」の３つのテー
マを柱に、各地で実施されるイベントに参加いただき、取組を進めていきます。
今年度の参加イベントの募集については、詳細が決まり次第、当室メールマガジ
ン及びホームページで発表します。
（写真左から：ゆるキャラ® まつり in 彦根～キグるミさみっと２０１０～、
第１５回アニメーション神戸授賞式、Japan Pop Culture Festival ２０１０）

　　クリエイティブビジネス環境整備

　地域のコンテンツ企業（クリエイター）及びコンテンツ
の利活用を図ろうとするモノづくり・サービス企業、制作
会社、販路を担うバイヤー等のクライアント企業によるプ
レゼンテーション交流会を、年間を通して開催しています。
　映像、デザイン、ＣＧアニメ、ＩＴ・ＷＥＢ、キャラクター
等をものづくり企業等が利用する産業用コンテンツとして
の活用拡大やソーシャルメディア対応等、新たな需要に応
えるクリエイティブビジネスの創出を目指します。
　本年度は、９月以降に京都、神戸での交流会開催も企画

しています。詳細が決まり次第、当室メールマガジン及びホームページで発表し
ます。関心をお持ちの方、是非御参加下さい。
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　　関西のクリエイティブ産業を考える会　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　近畿経済産業局が上記のようなコンテンツ産業振興にかかる取り組みを始め
て今年で５年目の節目を迎えるにあたり、「関西のクリエイティブ産業を考え
る会」を設置しました。「クール・ジャパン戦略」の動きも踏まえ、新たなコ
ンテンツビジネスの活性化戦略を、クリエイターをはじめとする関係者ととも
に策定・推進し、取り組みの更なる強化を図ります。
　議論の対象は、メディア・コンテンツを中心とした分野とし、マンガ、映
画、アニメ、デザイン、ものづくり企業、広告代理店等の現場の第一線で活躍
する有識者の方々に、関西のクリエイティブ産業の将来像やアクションプラン
を検討していただきます。
　第一回目は２０１１年６月９日（木）に開催しました。

　今後、考える会で主に下記の論点について議論いただき、
　　①関西のコンテンツ需要及びクリエイターのさらなる活動の場の創出
　　②海外市場の新たな需要の開拓
　　③コンテンツ産業を支える人材の育成
　　④クリエイターをはじめ関係者が一体となったコンテンツ産業創出のため
　　　の仕組みづくり　
　さらにどのような施策が関西のコンテンツ産業にとって必要かも検討して、
年度内に報告書を取りまとめる予定です。
　コンテンツ産業と近畿経済産業局の取り組みに、これからも御注目くださ
い！

事務局：近畿経済産業局、公益社団法人関西経済連合会
座   長：大阪大学総長　鷲田　清一　氏
委   員：コンテンツ制作者、コンテンツ利用者、マスコミ、海外展開 
            に関する有識者等で構成
設 置 期 間：２０１２年３月末まで
スケジュール：第１回 (６月９日 )：自治体等の取組、問題意識・課題の整理
　　　　　　第２回 (９～１０月)：論点整理、戦略案の方向性
　　　　　　年度内：関西のコンテンツビジネス活性化戦略(案 )取りまとめ

関西のクリエイティブ産業を考える会

 



木質バイオマス資源をフル活用！
～次世代エネルギーパーク・日本ノボパン工業株式会社の取り組み～

<企業・地域の取組紹介のコーナー>

■次世代エネルギーパークについて
　経済産業省では、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電・熱利用等の新
エネルギーをはじめとする次世代のエネルギーに実際に見て触れる機会を増
やすため、平成１９年度から次世代エネルギー設備や体験施設等を整備した
「次世代エネルギーパーク」を推進しています。
（参考：http://www.enecho.meti.go.jp/energy/newenergy/newene09.htm）
　近畿地域では、これまでに、滋賀県東近江市、兵庫県洲本市、和歌山県御坊市、
大阪府での計画が「次世代エネルギーパーク」として認定されていますが、
今回は、平成２２年度に新たに認定された大阪府の「大阪ベイエリア・堺次
世代エネルギーパーク」を構成する施設から、木質バイオマス資源を活用し
て発電や熱利用を行っている日本ノボパン工業株式会社の取り組みを御紹介
します。

■日本ノボパン工業・堺工場での取り組み
　日本ノボパン工業は、建築現場等から排出される家
屋解体材や工場などから排出される木くずを原料とし
て、パーティクルボード（注）の製造販売を行っています。
　本社のある堺工場では、平成１９年から木質バイオ
マス発電設備を導入し、工場内で必要な電力や熱をつ
くっています。

（注）木質等の切削片・破砕片に接着剤を塗布して成型したボー
        ドで、建材や家具等に用いられるもの

■木質バイオマス発電設備の概要　　　　　　　　　
　この発電設備では、家屋解体材等の木質バイオマスの燃料チップをボイラー
で燃焼させて発生した蒸気でタービンを駆動させて発電し、工場内に電力を
供給しています。
　なお、この設備では、燃料チップを１日約２００トン程度使用し、通
常５，５００ｋＷｈ程度発電して、工場内のほぼ全ての電力を賄っています。
また、同時に発生した熱は、パーティクルボードの原料チップの乾燥や、パー
ティクルボードの製板に利用しています。

 

【木質バイオマス発電設備】

担当課室：エネルギー対策課

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを設け
ました。今回は日本ノボパン工業株式会社、株式会社みらいもりやま２１を御紹介します。
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■木質バイオマス資源の有効活用
　同社では、従来から廃木材等をパーティ
クルボードの原料として利用することで「マ
テリアルリサイクル」に取り組んできまし
た。　
　それに加え、木質バイオマス発電設備の
導入により、パーティクルボードの原料に
は適さない木くず等も燃料として利用する
「サーマルリサイクル」にも取り組み、木質
バイオマス資源をフル活用しています。 　
　　　　　

■グリーン電力証書の販売
　太陽光や風力、バイオマス等の再生可能エネルギーによる電気は、「電気そ
のもの」と、化石燃料を使用しないことやＣＯ２の排出削減効果といった「環
境付加価値」の２つの価値があります。このうちの「環境付加価値」は、第
三者機関の認定によって「グリーン電力証書」として活用でき、同社ではこ
の制度を積極的に利用しています。

　日本ノボパン工業・堺工場は工場見学が可能で、
工場内ではビーバーの「チップ君」が各設備を分
かりやすく案内してくれています（事前申込必
要）。
　また「大阪ベイエリア・堺次世代エネルギーパー
ク」には、他にも様々な次世代エネルギー等の世
界最先端の施設が集積しているので、一度チェッ
クしてみてください！　　　

会 社 名：日本ノボパン工業株式会社
U   R   L：http://www.novopan.co . jp/
所 在 地：（本社・堺工場）大阪府堺市堺区築港南町4番地
電話番号：０７２－２２１－２１２５（代）

【木質バイオマス資源活用の流れ】

燃料チップ 建設発生木材 製造工程で発生する廃木材

分別（異物除去）

マテリアルリサイクル不適な素材

サーマルリサイクル マテリアルリサイクル

産
業
廃
棄
物
焼
却
炉

熱

蒸
気
ボ
イ
ラ

熱（工場内利用）

蒸気（工場内利用）

電力（工場内利用）

パーティクルボード
製造工場

蒸気
タービン 発電機

【工場内のいたるところにいるチップ君】
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にぎわいに繋げるまちづくり
  ～守山の仕掛け人集団、みらいもりやま２１（滋賀県守山市）～

担当課室：流通・サービス産業課

　「まちゼミ」という言葉をご存じでしょ
うか？まちなかにある商店のご主人達は、
みなさんその道のプロフェッショナルで
す。「まちゼミ」とは、その商店主達の深
い知識を講座形式で教え・教わることで、
店は新たな客層を得、客は新たな楽しみを
知る、そのようなイベントです。本稿では、
「まちゼミ」をはじめ創意溢れるイベント
を仕掛け、まちの活性化を目指す「まちづ
くり会社」、株式会社みらいもりやま２１
を紹介します。

■まちづくり会社「みらいもりやま２１」とは
　株式会社みらいもりやま２１は、滋賀県は守山市の中心市街地、明治・大
正期の町屋が多く立ち並ぶ中山道（木曽路）沿いに事務所を構える会社で、
住み良いまちを創るため、市や市民、事業者が出資し、創立されました。「中
心市街地の活性化に関する法律」に基づく「守山市中心市街地活性化協議会」
のメンバーとして、経済産業省等の支援施策を活用しつつ、「まちづくり」に
関する企画とその実施、調査研究や情報発信などの業務を日々行っています。
　（参考：まちづくり情報サイト「街元気」https://www.machigenki.jp/）
　会社の入り口は常に開け放たれ、誰もが気軽に立ち寄れる環境の中、我々
が取材している間も次から次へと入れ替わって打ち合わせに人が訪れる程の

活況で、各店の営業が終わった夜９時から打ち合わせ
を行うといったこともよくあるといいます。
　様々な職種のまちの仲間たちが集まる中で企画し実
施されたイベントとしては、先ほど紹介した「まちゼミ」
の他、「もりやまバル」（スタンプラリー方式で、まち
なかにある飲食店３軒をはしごして飲み歩く）、「１０
０円商店街」（参加各店舗が創意を凝らし、１００円で
サービスを提供する）、「ほたる探検紀行」（ほたる散策
と同時にチケットで食べ歩き、買い歩きを楽しめる）
など、市民参加型のイベントを数多く実施して、その
先進的でユニークな取り組みが報道各社において数多
く取り上げられるほどです。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

みらいもりやま２１、役職員の集合写真

もりやまバルのチラシ

https://www.machigenki.jp/content/view/226/249/
https://www.machigenki.jp/content/view/226/249/


　そのように注目されているまちづくり会社ですが、仕掛け人の一人である
石上氏は、「形式的に参加するだけでは意味がない」ときっぱり言い切ります。
例えば、「まちゼミ」では、創意のないどこでもやっているような講座名では
誰も寄りつかず、「シニアのためのアイフォン・アイパッド講座」のように、
旬でターゲットを明確にした工夫の見られる講座名には参加者が集中したそ
うです。「まちづくりの主役は住民や商店主であり、彼らの努力が必須。努力
している店は我々も全力で応援するし、注目も浴びる。このような差別化は
企画自体の価値・魅力を高めるうえでも重要」と個々の商店の意識改革こそ
が重要であると述べています。

■みらいもりやま２１が目指すもの
　守山市は近年、その京都・大阪へのアク
セスの良さから、ＪＲ守山駅周辺を中心に
高層マンションが建ち並び、ベッドタウン
として人口を増加させています。そのよう
な環境変化の中で、中心市街地のまちなか
でホタルを見ることができるほど自然に恵
まれています。

　「守山市の中心市街地は、ほかの
地域とは違い、住民に優しいまち、
子育てに良いまち、居心地の良いま
ちであることを住民に気づいて貰い
たい、という強い信念をもってまち
づくりに挑む。」とは清原社長の言
葉。また、「当社の株主への配当は『ま
ちの活気』である。」とも断言して
います。みらいもりやま２１のこれ
からの仕掛けづくりに、今後とも注
目です。

（執筆担当：中小企業課　和田本　啓）

住民のふれあいの様子

飛び交うホタル

会 社 名：株式会社みらいもりやま２１
U   R   L：http://moriyama21. jp/　
所 在 地：滋賀県守山市守山一丁目８番７号
電話番号：０７７－５１４－８３２１
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http://moriyama21.jp/


～節電対策、その前に…～

その扇風機、
　　ＰＳＥマークは付いていますか？

製品安全室

　東日本大震災の影響や節電対策のために、扇風機や懐中電灯、ポータブル発電機
などの電気製品の需要が増加する傾向にあります。
　これらは、大半が電気用品安全法＊の規制の対象となる電気製品（以下「電気用品」）
で、販売に当たって、ＰＳＥマークの表示が義務付けられています。
　特に今後これらの電気用品の輸入・販売が増加すると考えられ、同時に違法な電
気用品の流通が懸念されるところです。
　ＰＳＥマークが表示されていない電気用品については、安全性が確認されていな
いため、火災や感電の危険性があると考えられることから、消費者及び輸入・販売
する事業者に注意喚起を行うため、チラシを作成し、現在、周知しています。 
　詳しくは、こちら。

■ 電気用品には　原則　　　　/　　　　ＰＳＥマークが必要です。

■ 扇風機を購入の際は、　　　　ＰＳＥマークを確認してください。
■ ＰＳＥマークのない電気用品を見かけられた場合は、ご連絡ください。

＊　電気用品安全法で規制されている電気製品を「電気用品」と言い、同法は電気用品の
      安全の確保のために事業者による検査、ＰＳＥマークの表示等を義務づけています。

■　ＰＳＥマークのない扇風機は安全性
　　が確認されていないため火災や感電
　　の危険があります。
　　（写真はイメージです。）

TOPICS
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http://www.kansai.meti.go.jp/3-3seihinanzen/denkiannzen/110622_Press/110622_Press.html


電気用品安全法の概要

ケーブル
タンブラースイッチ
電気マッサージ器
直流電源装置
携帯発電機
など 全１１５品目

扇風機
充電式携帯電灯
リチウムイオン蓄電池
電気ストーブ
電気冷蔵庫
テレビジョン受信機

など 全３３９品目

規制対象として指定する「電気用品」全４５４品目

特定電気用品 特定電気用品
以外の電気用品

PSE: Product Safety Electrical Appliance & Materials

電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制することにより、 電
気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、およそ４５０品目
の製品を「電気用品」として指定しています。
これらの規制対象品目は、特に危険・傷害の発生するおそれが多い「特定電気
用品」と、それ以外の「特定電気用品以外の電気用品」に分けています。
これらの「電気用品」は、国が定めた技術上の基準に適合した旨のＰＳＥマーク

がないと販売できません。

危険又は障害の発生するおそれが多いもの
例）長時間無監視で使用するもの
人体に触れて使用するもの など

② 事業の届出
③ 技術基準適合確認

④ 自主検査

⑤ ＰＳＥマーク等の表示

所定の届出書を作成し、国へ提出。
国が定めた「技術基準」に適合させることが必要。

「技術基準」に適合していることをはじめとして、電気用品
安全法を遵守していることを示す「ＰＳＥマーク」と「事業者
名」及び「技術基準で定められた事項」を表示。

国が定めた検査の方式により検査を行い、記録作成、こ
れを３年間保存することが必要。

基準適合確認に加え、登録検査機関の適合性検査を受
け、適合性証明書を受けることが必要。

適合性検査
特定電気用品の場合

① 電気用品の確認 どの電気用品に該当するのか確認する。

販売するまでに必要な手続き等

「電気用品」の指定による安全規制（ＰＳＥマーク制度）

ＰＳＥマーク
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イメージ

接続器（コネクタ）がある

イメージ

直付け
（機具から直接出ている）

じ か づ

電源コードのつき方は
どうなっていますか？

イメージ

電源コード

イメージ

ＡＣ / ＤＣ アダプタ

指定する電気用品のうち、
「扇風機」として規制の対象と
なります。

扇風機本体ではなく、AC / 
DC アダプタが、指定する電
気用品のうち、「直流電源装
置」として規制の対象となり
ます。

電気用品安全法で規制される電気用品の取扱い（例示）

多機能なもの（複数の機能を兼ねる）も同様に規制の対象です。

付加されている機能に該当する電気用品についても、届出や基準適合
確認等が必要です。

ただし、電源コードと器体の接続の方式により、規制対象とする電気用品の
扱いが異なります。

充電できるものや卓上型の扇風機

扇風機（特定電気用品以外の電気用品 ）として規制の対象

「直流電源装置」は特定電気用品 のため、
適合性検査に合格していなければ販売できません。

扇風機のほかにランプがあり、懐中電灯としても利用できる

充電式携帯電灯（特定電気用品以外の電気用品 ）
として規制の対象

扇風機のほかにラジオとしても利用できる

ラジオ受信機（特定電気用品以外の電気用品 ）
として規制の対象
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ただし、以下の項目に該当するものが対象です。
定格電圧が３０Ｖ以上３００Ｖ以下
発電用原動機を有する
持ち運びが容易な構造のもの
定格出力が
交流のものにあっては３ｋＶＡ以下
直流のものにあっては３ｋＷ以下

電気用品安全法で規制される電気用品の取扱い（例示）

対象となるもの
単電池１個当たりの体積エネルギー密度が１リットル当たり４００Ｗｈ以上の
もの。

ポータブル発電機
携帯発電機（特定電気用品 ）として規制の対象

充電できる懐中電灯
充電式携帯電灯（特定電気用品以外の電気用品 ）
として規制の対象
対象となるもののイメージ

制度の詳細は、電気用品安全法のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

経済産業省近畿経済産業局製品安全室
電話番号 ０６-６９６６-６０９８

リチウム電池､リチウムイオン電池､リチウムポリマー電池
リチウムイオン蓄電池
（特定電気用品以外の電気用品 ）として規制の対象

どのように充電しますか？

接続器（コネクタ）を介した
電源コードを用いて充電する
接続器(コネクタ)

イメージ

イメージ

電源コード
機具に取り付けら
れたプラグを用いて
充電する

イメージ

電気用品安全法のページ 検 索

ただし、以下の項目に該当するものが対象です。

定格電圧が３０Ｖ以上３００Ｖ以下

発電用原動機を有する

持ち運びが容易な構造のもの

定格出力が

交流のものにあっては３ｋＶＡ以下

直流のものにあっては３ｋＷ以下

対象となるもの

単電池１個当たりの体積エネルギー密度が １リットル当たり ４００Ｗｈ 以上の
もの。

リチウム電池､リチウムイオン電池､リチウムポリマー電池

リチウムイオン蓄電池
（特定電気用品以外の電気用品 ）として規制の対象

経済産業省近畿経済産業局製品安全室
電話番号 ０６-６９６６-６０９８
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　経済産業省では、製品安全に積極的に取り組んでいる製造事業者、輸入事業者、
小売販売事業者を広く公募し、厳正な審査の上で「製品安全対策優良企業」として
平成１９年度から毎年表彰しています。

　この制度は、企業における製品安全に対する意識の向上及び製品安全を事業活動
や消費生活における重要な価値とする「製品安全文化」の定着を図り、製品安全が
持続的に確保されるような安全・安心な社会の構築に資することを目的としていま
す。

　今年度も６月１日から応募が開始され（締切 ８月３日）、１１月２４日に開催さ
れる「製品安全総点検セミナー」にて受賞企業の表彰式が行われる予定です。

　この制度の優良企業に選ばれると、公表日よ
り自ら製品安全対策の優良企業であることを宣
伝・広報するために「製品安全対策優良企業ロ
ゴマーク」を使用することができます。

　応募いただくと外部の審査員から貴社の取り
組みへのアドバイスが得られ、自社の取り組み
について客観的な評価を得ることができますの
で、関心のある企業のみなさまは積極的に応募
をお願いいたします。

　同制度の詳細につきましては、こちらをご覧
ください。
 

（お問い合わせ先）
　　近畿経済産業局　産業部　消費経済課製品安全室
　　電　話：０６－６９６６－６０９８

製品安全対策優良企業ロゴマーク

http://www.ps-award.jp/


・東日本大震災関連情報（ガソリン、生活物資、原子力施設、電力供給、中小企業）
   [経済産業省サイト] 
・大臣談話・声明（東日本大震災関連）　[経済産業省サイト] 
・平成23年度経済産業省関連一次補正予算　[経済産業省サイト] 
・東日本大震災への対応　[首相官邸サイト] 
・生活関連物資等の供給の確保及び価格の安定について　[消費者庁サイト] 
 ・「東日本大震災に関する特別相談窓口」の設置について
 ・「中小企業電話相談ナビダイアル」の継続実施について　[経済産業省サイト]  
 ・東日本大震災関連中小企業支援策（中小企業向け支援策ガイドブック等）
・輸出入手続の特例措置について・関税割当について　[経済産業省サイト] 
 ・東日本大震災の国際ビジネスへの影響（輸入規制情報など）[ジェトロサイト]
 ・我が国からの輸出品に対する放射線検査について
 ・東日本大震災被災者の就労受け入れについて 
・東日本大震災被災者を対象とした雇用の可能性のある企業について
・東日本大震災　被災者就労支援・雇用創出への対応について
・東北地方太平洋沖地震による被害に係る電気の災害特別措置法の認可について（1）
・東北地方太平洋沖地震による被害に係る電気の災害特別措置法の認可について（2）
・東北地方太平洋沖地震による被害に係るガスの災害特別措置の認可について（1）
・東日本大震災による被害に係るガスの災害特別措置の認可について（2）
・東日本大震災による被害に係るガスの災害特別措置の認可について（3）

東日本大震災関連情報
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　この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。
　この震災により被災地はもちろんのこと、日本全体の社会、経済等が大きな影響を受けて
います。産業面では寸断されていたサプライチェーンも徐々に回復しつつあるものの、風評
被害や電力制約等、今後の復興に向けた経済活動への影響も懸念されているところです。
　近畿経済産業局では復興への貢献を果たすとともに、関西地域の強みを活かした成長戦略
を進め、関係機関と連携、協力しながら地域や企業の方々の支援に取り組んでいます。
　これまでの東日本大震災からの復興に向けた当局の取組状況について、取りまとめまし
た。→東日本大震災からの復興に向けた近畿経済産業局の取組状況について(Ver.2)
　なお、東日本大震災に関する情報や支援策等について、以下のとおり当局及び関係機関の
ホームページより御覧になれますので、御活用いただければ幸いです。

～ 関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム ～
省エネビジネス海外展開セミナーのご案内

日時：平成23年7月19日(火) 13:30～16:30
場所：追手門学院大阪城スクエア（大阪市中央区大手前1-3-20）

>> 詳細はこちら

《海外進出を目指す省エネ機器・システムサービス関連事業者を支援！》

～ 関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム ～
省エネビジネス海外展開セミナーのご案内

東日本大震災からの復興に向けた近畿経済産業局の取組状況について

http://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/syouene-business-support/110719_forum/110719_forum.html
http://mir-www2.kansai.meti.go.jp/1-1soumu/press/downloadfiles/110622_press5.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/index.html
http://www.meti.go.jp/speeches/index.html
http://www.meti.go.jp/main/yosan2011/index.html
http://www.kantei.go.jp/
http://www.caa.go.jp/jisin/bukka.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/110314soudan_earthquake.htm
http://www.meti.go.jp/press/20110329002/20110329002.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/soudan/110322touhokutaiheiyouokijishin.htm
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/tokurei-soti.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/kanwari/index.htm
http://www.jetro.go.jp/world/shinsai/
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/houshasenkensa/top.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/shinsai_koyou.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/shinsai_koyou_kigyou.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/shigoto_pj.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/shinsai_kanren.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/shinsai_kanren2.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9gasjigyo/press/saigaitokubetu.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9gasjigyo/press/saigaitokubetu2.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9gasjigyo/press/saigaitokubetu3.html


当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

今月の表紙：「クリエイティブ・インダストリー・ショーケース in 関西」
                      のロゴマークです。

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/




