


担当課室：製造産業課

伝統的工芸品産地の連携活性化事業
～広域連携により新たな市場開拓を目指す伝統的工芸品産地の取り組み～

　関西には、 地方独特の材料や代々受け継がれてきた技術を駆使して育んできた

伝統的工芸品が多数存在し、 経済産業大臣が指定する品目は４３を数えます。 　

　近畿経済産業局では、 毎年度、 指定産地における後継者育成、 需要開拓、

意匠開発といった産地活性化の取り組みに対して補助金による支援を行っていると

ころですが、 特に、 関西という地域を越えて他地域の産地との連携により新たな市

場開拓等を目指す意欲的な取り組みを重点的に支援しています。

　以下、 他地域との連携による活性化事業を進めている主な事例を紹介いたしま

す。

　　　「塗」 と 「彫」 のコラボレーション （越前漆器 ・井波彫刻）

　越前漆器 （福井県） の伝統的工芸品

としての木製 ・漆塗り漆器は、 経済情

勢や日本人のライフスタイルの変化等に

よって残念ながら需要が減少していま

す。 一方、 井波彫刻 （富山県） は神

社仏閣彫刻と住宅欄間が主力となって

いますが、 こちらも住宅の洋風化と核家

族の増加で欄間の需要が大きく減少し

ています。 両産地の抱える共通の課題

は、 従事者数の減少と高齢化、 さらに

は、 後継者不足による技術継承が困難

になるなどの産地内の要因と、 日本人

の価値観の変化や本物志向の希薄化に

よる伝統工芸離れや、 安価な輸入品の台頭による売上高の減少などの外的な要因
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（山車完成予想図）
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によるものがあります。

　このような現状を踏まえ、 日本の 「伝統文化」 を新たな市場と捉え、 独特の下

地方法や上塗り技術をはじめ、 木地から上塗り、 加飾までの一貫した製造工程を

今日まで受け継いできた越前漆器と、 宮大工を起源として２００本以上のノミや彫刻

刀を用いて両面から施す 「透かし深彫り」 を特徴とした井波彫刻の二つの伝統的

工芸品産地が誇りとするそれぞれの技術 ・技法を駆使し、 祭用の 「山車」 を協働

で制作しています。 それを全国にアピールすることで、 それぞれの産地本来の指

定工芸品はもとより産地のブランド力をアップさせるとともに、 協働制作の 「山車」

をはじめ新たな建築市場への進出や室内インテリア製品などの販路拡大につなげる

ことで、 両産地の技術 ・技法の向上と経営基盤両面における強化を目指していま

す。

　　

【井波彫刻協同組合の声】

　連綿としたその土地の歴史と伝統の中で培われた日本各地の伝統工芸品は、 経

済情勢や日本人のライフスタイルの変化等によって、 需要の停滞に歯止めがかか

らず、 また受注の減少に伴い職人同士の交流や若手職人の育成も難しくなってい

る今、 全く交流のなかった異業種職人が連携し山車の制作を共同作業することで、

産地間の交流を起こし、 互いの伝統を誇る技術 ・技法を伝承する機会となってい

ます。 また、 若手職人の育成の創出の場とすることと、 最重要とされる産地 （越

前漆器 ・井波彫刻） の現状を打開するための新たな販路拡大などの展開が期待

出来る大きな取り組みであると考えます。

（井波彫刻の「彫」） （越前漆器の「塗」）
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http://inamichoukoku.com/
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【越前漆器協同組合の声】

　食器類中心の漆器産地にあって、 大きな資材を扱い、 多くの職人が参加するこ

とにより、 加工技術の向上と組合員の結束力の強化と産地内の活性化に繋がった

と考えています。

　また、 井波彫刻協同組合と意見交換することにより、 伝統工芸品産地間の技術

伝承や業界の現況などお互いの置かれている現状に理解が深まったことも成果と考

えています。

　現在は 3 か年事業の 2 年目で台座を除く上部の材料が井波より搬入され、 職人

がそれぞれの分野で班構成の組み合わせで、 早期の完成を見ながら、 会館内の

工房等で作業が着々と進んでいます。

　組合としては、 山車の完成後における会館での展示方法等について、 できれば、

来年度には独立した展示場の建設に向けて検討中で、 完成後を踏まえた会館の

観覧のネットワークの目玉として位置づけたいと考えています。

　　　お客様が着たい着物のデザインを形に （全国染織連合会）

　和装業界においてもライフスタイルの変化等により需要が減少傾向にある中、 「京

友禅・京小紋」 の産地である京友禅協同組合連合会は、他の生地産地等 （小千谷、

東京、 丹後、 長浜、 沖縄） と連携して、 「全国染織連合会」 を構成し、 消費者

が求める意匠デザインを競争力のある価格で形にする取り組みを進めています。

－ 全国きものデザインコンクール

　一般消費者からご自身の着たい着物の意匠デザインを公募し、 応募されたデザ

インから優秀デザインを選定します。 次に、 これをモチーフに和装品及び洋装品

の新商品開発を行い、 優秀デザインと開発した新商品を一般消費者および流通業

界に対して発表する展示会を開催します。

　昨年は全国から 4,751 点のデザイン応募があり、選定された優秀デザインをモチー

フに、 着物 ・ 帯を製作するとともに、 染織産地の連携により 「京友禅パラソル」 を

開発しました。 二条城二の丸御殿台所 （重要文化財） で開催された展示会には

6,000 名を越える来場者がありました。

　なお、 今年の展示会は京都を皮切りに、 長浜、 小千谷、 東京へと巡回します。

http://www.echizen.or.jp/
http://www.sensho.or.jp/zenkoku.html
http://www.kyosenren.or.jp/
http://www.sensho.or.jp/kd_concour15/kd_concours15.html
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－ インターネットビジネスと店舗販売を融合させたビジネスの展開

　インターネットビジネスと店舗販売を融合させた新規ビジネスモデル （インターネッ

トサイトで選んだ着物等を店舗で試着できるサービスの提供を計画） を首都圏にお

いてＰＲします。

　具体的には、 ９月１日にオープンする和装産地直売のインターネットサイト 「京都

きものアウトレットモール」 を販売ツールとして、 京都の和装品を取り扱い、 販売す

る京都市直営小売店舗 「白イ烏」 において、 当該サイトとの新たな連携と出展商

品のＰＲをします。 また、 本サイトの開設を記念して、 ９月１３日には “ きものから

始まる、秋の京歩き ” をテーマに 「京都キレイ発表会」 （着物の展示、トークショー）

を東京で開催します。

（昨年の二条城での展示会） （昨年の創作パラソル）

（京都きものアウトレットモール）

http://kimono-outlet.jp
http://kimono-outlet.jp
http://www.nzm.jp/kyokire/index.html


　なお、このウエブサイトでは、既存の商品のみではなく 「きものデザインコンクール」

において発表している 「消費者ご自身の好みの着物が創れる」 オーダーメイド商品

を取り扱うことも検討しています。

　このような取り組みを発展させて、 本物の生地と伝統技法を使用して気軽にオー

ダーメイド商品を楽しんでいただけるビジネスの実現を目指しています。

【小千谷織物同業協同組合の声】

　伝統的工芸品小千谷紬 ・小千谷縮の産地である小千谷織物同業協同組合は、

京友禅等後染染織品の素材産地として全国染織連合会に参加しています。

　同連合会が実施する 「全国きものデザインコンクール」 には、 公募の際には地

元小千谷市はもとより新潟県下のデザイン関連学校等に参加を広く呼びかけ、 多く

の皆さんに応募いただいています。

　また、 入賞デザインをモチーフとした新商品開発には創作アイテムの選定や素材

選びに協力し、 小千谷紬を用いた新用途商品開発のアイデアと新市場開拓に大き

な成果を上げています。

　これら成果物と入賞デザインを小千谷市総合産業会館において展示し、 地元織

物業者はもとより、 新潟県から応募された皆さんに発表し、 多くの来場者を得てい

ます。

　　　現在から未来に向けた職人達の提案 （凄腕職人街）

　伝統的工芸品を守るだけではなく、 時代のニーズに合致し、 日本はもちろん海

外市場に向けてアピールできる商品を開発 ・提案するために、 関西を中心に全国

から凄腕の職人が集い、コラボレーションで商品を開発し、アピールする展示会 「凄

腕職人街」 事業は多くの産地との連携により進められています。

　企画に賛同した百貨店と話し合いをしながら造り手である職人が企画を練り上げ、

職人達が広い空間で自分たちの特色を生かした展示ができるように工夫し、 コラボ

商品の展示や作業工程の実演などを通して消費者に職人の技を体験 ・実感してい

ただきます。

特集特集
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http://www.ojiya.or.jp/top.php
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　このような取り組みが発展し、 本物の技で生み出される商品に対するファン層が

国内外に拡大するとともに、 凄腕職人と流通事業者の連携が全国に広がり、 各産

地が活性化していくことを期待いたします。

－「凄腕職人街」 に集う産地 （平成 23 年度）

　九谷焼、 輪島塗 （以上石川県）、 赤津焼 （愛知県）、 弓浜絣 （鳥取県）、 肥

後象がん （熊本県）、 近江上布、 信楽焼 （以上滋賀県）、 西陣織、 京友禅、 京

鹿の子絞、 京焼 ・清水焼 （以上京都府）、 大阪浪華錫器、 大阪唐木指物、 大

阪欄間、 堺打刃物、 大阪泉州桐箪笥 （以上大阪府）、 奈良筆 （奈良県）、 紀州

漆器 （和歌山県）

【今井達昌委員長 （大阪浪華錫器） の声】

　この会は、 伝統的工芸品を守り続けたいという強い気持ちを持った職人の集りで

す。 伝統的工芸品を守っていくためにも、 様々な伝統的工芸品産地に参加しても

らい、 今後、 自分達がどのように活動していくべきかということについて意見交換し、

一緒に活動していくことでこの取り組みを広められればと思っています。

（「凄腕職人街」の実演－大阪欄間） （コラボ商品の例－
大阪浪華錫器と大阪欄間による花器）



技術立社による社会貢献を実践！！
～光るチャレンジ精神 株式会社栗田製作所「次のまた次へ！」～

「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。今回は株式会社栗田製作所、株式会社ユメックスをご紹介します。

担当課室：ものづくり産業支援室

　「次があるから楽しい」 「新しいもの好き」 「やらないと取り残される」 そのまなざし

はきらりと光り、 前を見つめていました。

　今回は、 アイデアを活かして次々と新しい事業を開拓する、 行動力・実践力を持っ

たものづくりに取り組む株式会社栗田製作所をご紹介いたします。

■技術立社への道のり
　栗田製作所は、 「パルステクノロジーとプラズマテクノロ

ジーの融合による、 次世代の商品開発で社会に貢献致し

ます」 をキャッチフレーズに、 産学官連携による研究開発

活動を推進し、 新たなアイデアを次々と事業化しています。

　今でこそ技術立社で社会に貢献している栗田製作所です

が、 その道のりは本当に長いものでした。 創業当初 （１９４

９年） は電気の “ で ” の字も知らない西陣の 「機織り屋」

でした。 その 「織り」 の技術を活かしてアルミ線をメッシュ

状に織り、 コンデンサ会社の配電機器の下請けとして、 現

在の基幹製品である産業用特殊電源メーカに転身。 その

後、 取引会社の海外移転を契機に長年にわたる下請けか

らの脱皮を決断。 “ＰＥＫＵＲＩＳ（=Power Electronics  KURIta Seisakusho） ” ブランド

を立ち上げ、ＣＩ（コーポレート ・ アイデンティティ） 活動を進めるとともに社内ベン

チャーの設立や産学官連携による人脈の構築を図ることで、 常に新たな技術開発

に挑戦し続けました。 まさに 「新しいもの好き」 のチャレンジ精神が “ 技術立社 ”

へと昇華させたのです。

■主力は“ＤＬＣ”（ダイヤモンド・ライク・カーボン）
　現在の主力はＤＬＣの成膜加工と成膜装置です。 文字通り炭素の膜なのですが、

ミソはＤＬＣの性質にあります。 超低摩擦、 離形性、 低摩耗、 耐食性、 バリア性、

高硬度、 絶縁性･･･。 この性質は産業領域において多方面に活用されています。

身近なところでは、 スーパーで見かける食品用カッターの刃にＤＬＣコーティングを

施すと、 刃と素材の離れがよくなり加工性が向上します。

　この成膜加工と、 成膜装置そのものを販売していますが、 基幹となる技術はやは

り電源であり、 安定したパルス波を得ることができてこそのＤＬＣといえます。 開発者

曰く 「電源を売りたいがためにアプリケーションに手を出した」 とのこと。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

栗田 好雄 社長



■新たな挑戦　～「付加価値」の追求“人工ダイヤモンド”～
　目下進行中なのが、 得意のイオン注入を活か
した工具用の人工ダイヤモンドの開発です。
　「これが１０ミリ角のダイヤモンド！」 と得意顔で
掌に置かれたものを見て驚きました。 ただの黒い
１０ミリ角の板にしか見えませんでした。
　６ミリ角のダイヤモンドは近々生産に入る予定
で、 すでにサンプル出荷を行い、 安定供給を目
指しています。 ターゲットとしているのは１０ミリ角
で、 現在は供給数が限られているため価格は１枚１００万円を超えるものもあります
が、 安定供給ができれば１枚数十万円以下と安く販売できるというのです。 こちら

も近々販売が可能になるということです。
原材料はどこにでもある炭素です。 まさに
技術力による 「付加価値」 を感じました。
工具用人工ダイヤモンドの生成には長時
間のプラズマ照射が必要ですが、 機器の
台数を増やすことで生産性が上がり、 市
場に出される日はそう遠くはないでしょう。

■もっと新たな挑戦～次のまた次へ～
　栗田製作所は、 その先の先を考えています。 プラズマ技術を用いた金ナノ粒子
の生成やカーボンナノチューブへの親水性の付与などです。
　産学官連携や経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業などの公的施策を
フル活用しながら、 次々と新たなアイデアを実現し、 ２世代３世代先の研究 ・ 開発
に取り組んでいます。
　御年９０歳の栗田社長の現在の課題は 「人材
育成」。 社員が自発的 ・ 意欲的に自己実現に
奮闘する 「共育」 をめざし、 栗田製作所のよき
伝統である積極性のあるアイデア力 ・ 行動力 ・
実践力のある後継者育成に力を注いでいます。
　さらなるチャレンジの 「可能性」 を期待せずに
いられません。

執筆担当 ： 会計課　上田　春奈

会 社 名： 株式会社栗田製作所
U    R    L ： http://pekuris.co.jp
所 在 地 ： 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷西塔ケ谷１－３３
　　　　        宇治田原工業団地内
電話番号 ： ０７７４－８８－４８１１

ＤＬＣ成膜装置と若手スタッフ

左：ダイヤ合成中のプラズマの様子
右：人工１０ミリ角ダイヤ

左：液中プラズマ　右：金ナノ粒子
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http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/sapoin_top.html


環境負荷の少ない水銀フリーな紫外線光源を開発
  株式会社ユメックス　代表取締役　千木　慶隆さん

担当課室：産業技術課

　近畿経済産業局では、 産学官の研究体による地域の新産業 ・ 新事業の創出に

貢献しうる製品等の研究開発を支援しています。 今回は、 フラットパネルディスプレ

イ、 半導体やプリント基板の製造工程に不可欠な露光用ランプを中心に、 アミュー

ズメント施設のライトアップ用ランプや、 デジタルプロジェクター用ランプも手がけるな

ど、 産業用ランプの開発 ・ 製造 ・ 販売を行っている株式会社ユメックスをご紹介し

ます。 同社は紫外線放射超高圧水銀ランプや自然太陽光に近いキセノンランプを

主力事業としています。 最近は環境負荷を考慮してレアアースを活用した水銀を使

用しない紫外線光源の開発に成功し、業界に新たな流れを生み出そうとしています。

　千木 （ちぎ） 社長は 「社会貢献する」 という想

いを実現するため、 勤めていた会社を辞めて平

成４年に株式会社ユメックスを創立しました。 千木

社長の社会貢献に対する想いは強く、 「会社の理

念として社会貢献が第一であって、 利益はあくま

で手段でしかない。」 と断言されています。 利益

を目標としていないことが表れたエピソードとして、

「ひょうご経営革新賞の審査ヒアリングを受けた際、

利益率や目標売上高を聞かれ、 「特に無い」 と

答えたら担当者に驚かれた。」 と笑いながら紹介

してくださいました。

　同社工場では、 極端な自動化をせずに人の手によりランプを製造しています。

素材ひとつひとつを見極めながら加工することで、 質の高い製品を作っています。

また驚くのが、 平均年齢は３０才前後と非常に若く、 ２０代の若い技術者にも生産

を任せている点です。 しかも、 歩留まり率は非常に高い数字を保っています。 若

い技術者に技術をしっかりと教えることで技術力向上を図り、 同時に地元の雇用も

確保することで、 社会的責任を果たしています。

　同社では研究職・作業員を区別せず、従業員全員が経営を意識して活動する 「全

員研究員活動」 を実施し、 作業標準を策定する際にも現場従業員のアイデアや意

見を取り入れています。 その結果、 意見を自由に言える雰囲気と改善気質が備わ

り、 企業活動全てが QC （Quality Control ・ 品質管理） サークル活動であると言

えるようになりました。

　また昨年８月には環境品質統合方針を策定し、 地球環境の保全及び環境改善に

取り組む姿勢を示しています。 この姿勢に基づいて同社は以前より、 水銀を使用
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

http://www.shipnet.ne.jp/yumex/


しない安全で安心して利用できる代替紫外線光源の実現が急務であると考え、 水

銀の代わりにレアアースのガドリニウム （Gd） を用いた紫外線光源の研究を行って

いました。 ガドリニウムが紫外線光源体となることは以前から報告されていましたが、

水銀の代替材料として使用し、 水銀を用いない紫外線光源を開発し、 デバイスと

して完成させたのは同社が初めてです。

　この技術は、 経済産業省が実施する委託事業 「地

域イノベーション創出研究開発事業 （平成２１年度 ・

２２年度）」 において、神戸大学大学院工学研究科、

篠田プラズマ株式会社、 兵庫県立工業技術センター

などと連携し、 プラズマチューブアレイとガドリニウム

を用いて、 紫外線蛍光体を組み合わせた曲げられる

シート状の水銀フリーな紫外線光源として開発された

ものです。 同事業で開発した製品は、 ３１１ nm 紫外線波長を中心に１ nm 単位で

波長を選択できるので、 フィルターを通して波長を調整する従来方式よりも効率よく

照射することができます。 また、 光源を曲げられるシート状にできたことも画期的な

成果です。 同製品の技術を基礎に、 まずは紫外線治療など今後の発展が期待で

きる医療機器分野への参入を考えています。 今年２月には医療関係の企業や機関

など約 200 社が集積する神戸医療産業都市にも進出し、 本格的参入の体制を整

えています。 更には他業界からの引き合いもあり、 大きな注目を集めています。

　今後の課題として、 地域イノベーション創出研

究開発事業で開発した光源の輝度向上の研究

開発を継続し、 製品化を目指しています。

　将来の展望としては、 ランプ単体だけでなく、

他企業との連携を通じて光源関連製品を共同開

発し、 より付加価値の高い製品を開発していきた

いとの強い意気込みが感じられます。 また、 「環

境保全の観点からも、 水銀を使用しないランプの需要は増えていく」 と考え、 水銀

フリーの製品拡充に力を注ぎ、 より明るい高輝度な製品を開発していく方針です。

　環境への配慮が求められている今日、 水銀フリーという新たな流れを業界に投じ

た同社の今後の展開が楽しみです。

執筆担当 ：産業技術課　伊藤　尚志

会 社 名：株式会社ユメックス
U   R   L：http://www.shipnet .ne . jp/yumex/
所 在 地：兵庫県姫路市夢前町糸田４００
電話番号：０７９－３３５－５１１１
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http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/R_D_report/22FY_report/21R5018.pdf
http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/R_D_report/22FY_report/21R5018.pdf
http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/R_D_report/22FY_report/21R5018.pdf
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TOPICS

｢ジョブスタディ･コラボ･かんさい｣始動！
～学生の進路選択時の視野拡大を目指します～

担当課室：産業人材政策課

関西には、 採用意欲が強く人材育成力に優れた有力な中小企業が数多く

存在します。 しかし、 これら企業の多くは知名度が低く、 有望な若手人材

の確保が出来ていない状況にあります。

一般的に学生は一部の業界や知名度の高い大手企業に絞って就職活動を

行う傾向がみられますが、 進路選択にあたっては、 学生自らが様々な仕事

の内容や魅力を実感し、 イメージによる進路選択や過度の大企業志向の意

識を変えることが重要です。

そこで、 近畿経済産業局では、 中小 ・ ベンチャー企業から大企業まで、

多様な規模 ・ 業種で働く社会人と大学生がより近い距離で交流するセミナー

を開催することとしました。 この事業を通して、｢働くこと｣に対する学生の理解

を深め、 進路選択時の視野拡大につなげることを目指します。

・

・

・

　近畿経済産業局は、 関西地域の大学生を対象に、 企業と学生が本音で語り合う

交流セミナー 『ジョブスタディ ・ コラボ ・ かんさい』 を 9 月から実施します。

１． 事業の目的

２． 事業の概要

      ① 講演＋座談会　( 全 12 回 )

          講演では大手企業と中小企業それぞれが学生からの質問にパネルディス

          カッション形式で答え、 座談会では企業と学生が近い距離で語り合います。

   日時 ： 9 ～ 11 月の毎週、 原則金曜日

    場所 ： 大阪会場 (18:00-20:30) または京都会場 (18:30-21:00)

    定員 ： 各回 100 -150 名程度 ( 大学 ・ 学年を問わず )

      ② ワークショップ　( 全 6 回 )

          他大学の学生との交流を通じて自己分析や将来の目標設定などを行い、    

          自分の未来と真剣に向き合うためのグループワークを行います。

    日時 ： 9 月～ 11 月の隔週、 原則木曜日 18:00-20:00 

    場所 ： 大阪会場

   定員 ： 50 名程度 ( 大学 ・ 学年を問わず )
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9 月 10 月 １１月

9

（金）

16

（金）

22

（木）

30

（金）

7

（金）

14

（金）

21

（金）

28

（金）

4

（金）

10

（木）

18

（金）

25

（金）

大阪会場
（18:00-20:30）

京都会場
（18:30-21:00）

～　社会人 ・ 会社を知る　～

「何のために働くの？」 「仕事ってどんな

感じ？」 といった学生の疑問に対して、

様々な社会人が各自の考えを伝えます。

各回、 大手企業 2 社 ・ 中小企業 2 社より講師としてご登壇いただきます。

～　職種 ・ 仕事内容を知る　～

現場経験のある社会人が、 具体的な仕

事内容や、 それぞれの職種の魅力や厳

しさ等を伝えます。

大
阪
会
場

9 月 10 月 11 月
15

（木）
29

（木）
13

（木）
27

（木）
11

（金）
24

（木）

自分を見つめなおす 他人から見た自分を知る 自分の未来を描く

18:00

20:00

ワークシートを用いて、 過
去の経験を振り返り、 現在
の考えを整理していくこと
で、 自分自身について見
つめ直す機会を設けます。

集団の中での自分の行動
特性を知り、 互いにフィー
ドバックすることで、 他人
から見た自分自身につい
て知る機会を設けます。

今後の学生生活や、 将来
実現したいこと、 どんな社
会人になりたいか等、 自分
の未来について考え、 目
標を描く機会を設けます。

３． 日程とプログラム内容

      ① 講演＋座談会　

      ② ワークショップ

４． 会場案内　

　 ・ 大阪会場 ： 新阪急ビル 9 階　公益財団法人都市活力研究所セミナールーム

                      大阪市北区梅田 1 丁目 12-39　

　 ・ 京都会場 ： キャンパスプラザ京都　5 階　第 1 講義室

             京都市下京区西洞院通塩小路下る

５． 参加申込み方法　　

現在、 都市活力研究所のウェブサイトにて受付中です。

             URL ： http://www.urban-ii.or.jp/seminar/jobstudy_2011.html

お問い合わせ窓口：近畿経済産業局 産業人材政策課
TEL ：０６-６９６６-６０１３
URL：http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/jobstudykansai.html

http://www.urban-ii.or.jp/about/index.html#map
http://www.consortium.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=585&frmCd=14-3-0-0-0
http://www.urban-ii.or.jp/seminar/jobstudy_2011.html
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　近畿経済産業局が参画する大阪自動車環境対策推進会議※は、 「おおさか交通

エコチャレンジ推進運動」 を平成２３年８月から実施しています。

　事業活動に伴う自動車利用に関して、 環境に配慮した取組みを実践する 「エコ

チャレンジ推進事業者」 を募集し、 その取組みを事務局のホームページで紹介す

る他、 エコドライブ講習会への講師派遣などの支援や優れた取組みの事業者を顕

彰する登録制度です。

【取組内容の例】

○エコカー使用の推進　○エコドライブの推進

○公共交通機関利用の推進

登録方法

「おおさか交通エコチャレンジ」 のホームページか

ら申請書をダウンロードし、 メールまたは郵送で

事務局まで提出してください。

http://www.pref.osaka.jp/kotsukankyo/haigasu/e

co_challenge.html

TOPICS

おおさか交通エコチャレンジ
環境に配慮した自動車利用に取り組んでみませんか？

担当課室：環境・リサイクル課

お問い合わせ先【事務局】
　大阪自動車環境対策推進会議
　大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課自動車排ガス規制指導グループ
　大阪市住之江区南港北１丁目１４番１６号　大阪府咲洲庁舎２１階
　TEL ：０６-６２１０-９５８７

※大阪自動車環境対策推進会議

　 大阪における自動車排ガス対策や地球温暖化防止に向けた取組みを推進するた

め、 大阪府、 大阪市、 堺市の主催で設置された会議で、 自動車関係団体や関係

行政機関などで構成されています。

http://www.pref.osaka.jp/kotsukankyo/haigasu/eco_challenge.html


『がんばろう東北 東北の魅力を知る 魅知の国まつり』
の開催について

東北の魅力発信事業を大阪で実施 !!

日　時：平成 23年 9月 17 日（土）～ 9月 19 日（月祝）
　　　　11:00 ～ 17:00（19 日は 16:00 まで）
場　所：なんばカーニバルモール（なんばパークス横）

東北経済産業局 ・ 近畿経済産業局では９月１７日 （土） から１９日 （月祝） に大阪市 （な

んばカーニバルモール） において、 東北六県にある観光物産団体等を招致して、①津波・

地震被害 ・ 原発事故による風評被害で活力が衰退している東北各都市の状況を認知して

頂くこと、②物販を通して商業の活性化を図ること、③東北地方の魅力をＰＲすることを目的

に 『東北の魅力発信事業』 を開催いたします。

【内容】

１． なんばカーニバルモール内において、 東北各地の観光地や特産品の紹介と物産の販売

　　　を実施します。 また、B 級グルメの試食・販売を通して東北の魅知の味を関西の方に知っ

　　　てもらいます。 さらに、 関西 ・ 東北の著名な料理人によるグルメブースを設置します。

２． なんばパークス 7F パークスホールにおいて 「3.11 あの日を忘れない」 と題し、 東日

　　　本大震災のパネル展示及び DVD 映像放映を行います。 なお、 9 月 1 日～ 19 日ま

　　　で南海電鉄なんば駅 2 階中央改札口で震災写真のパネル展示を行います。

（詳細は以下ホームページをご覧ください）

近畿経済産業局　東北経済産業局　南海電気鉄道（株）

主催 ： 東北経済産業局　共催 : 近畿経済産業局　後援 : 南海電気鉄道株式会社

問い合わせ先 ： 近畿経済産業局　産業部　流通 ・ サービス産業課

                       TEL ： ０６ ‐ ６９６６ ‐ ６０２５

平成２３年８月１２日付けで当局局長が交代いたしましたので、 お知らせします。
新局長　長尾　正彦 （ながお　まさひこ）　　   大臣官房審議官（製造産業局担当）　より着任
前局長　永塚　誠一 （ながつか　せいいち）　商務情報政策局長　へ

昭和５６年　４月　 通商産業省入省 （産業政策局調査課）
平成１０年　６月　 中小企業庁指導部取引流通課長
平成１３年　１月　 宮崎県商工労働部次長
平成１５年　４月　 大臣官房参事官 （労務担当）
平成１６年　８月　 青森県警察本部長
平成１８年　７月　 大臣官房参事官兼大臣官房政策評価広報課広報室長
平成１９年　７月　 特許庁総務部長
平成２０年　７月　 中国経済産業局長
平成２２年　７月　 大臣官房審議官 （製造産業局担当）

平成２３年　８月１２日　近畿経済産業局長
氏名　長尾　正彦
学歴　一橋大学経済学部

【長尾新局長略歴】

● 近畿経済産業局からのお知らせ ●
局長交代のお知らせ

ながお　まさひこ

経歴

担当課室 ： 総務企画部　総務課

み　ち　の　く

http://www.kansai.meti.go.jp/3-8ryusa/micninokumatsuri.html
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shogyo/topics/pdf/110818michinokumatsuri.pdf
http://www.nankai.co.jp/company/news/pdf/110818_2.pdf


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 

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

今月の表紙：上は、絵画のように花鳥風月を描き、染め上げる手法「手描友禅」の工程の
一部です。下は、全国染織連合会が開発した創作パラソルの一例です。




