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平成２５年の新春を迎え、 謹んで新年のお慶びを申し上
げます。
日本経済は、 従来から抱えていた財政再建問題や長引
くデフレからの脱却等の構造的課題に加え、 東日本大震
災や原子力発電所事故、 円高、 欧州危機等の外的要
因が重なり、 かつてない厳しい状況に直面しております。
また、 電力需給についても、 各層に節電対策に取り組ん
でいただいておりますが、 引き続き厳しい状況にあります。
こうした中で、 昨年の経済状況は各種の経済対策や大
震災からの復興需要により持ち直し傾向にあったものの、
下期には海外経済減速の影響に加え、 エコカー補助金
終了に伴う自動車生産の減少の動きもあり、 足下では弱めの動きを示しております。
近畿地域についても、 一般機械や電気機械等が低調なことや、 全国に比して中
国向け輸出の比率が高いため、 中国経済の減速等による輸出の減少の影響が大
きく、 厳しい状況を迎えております。
少子高齢化で潜在成長率が低下する中、 日本経済は縮小の連鎖で閉塞感に覆
われております。 こうした状況を打破するためには、高度成長期以来の 「大量生産 ・
価格競争」 の成長モデルから 「価値創造」 モデルへ転換し、これまで以上にグロー
バル市場を開拓していくことが求められております。
近畿地域は世界的な大企業やオンリーワン技術を有する中小企業、 トップレベル
の大学、 研究機関が集積しており、 新たな商品、 ビジネスを生み出すポテンシャ
ルの高い地域です。 また、 歴史や文化、 自然にも恵まれており、 海外からの関
心も高く、 豊富な地域資源を有した非常に魅力的な地域です。
近畿経済産業局では、 こうした近畿のポテンシャルを最大限に引き出し、 育成 ・
発信することで、 国際拠点としてのハブ機能を高め世界に開かれた地域、 産業の
実現に努めてまいります。 特に本年は、 以下の取組を中心として、 付加価値創造
力と国際競争力の向上を目指します。
第一に、 次世代のエレクトロニクス ・ エネルギーシステム関連分野における新産
業の創出を目指します。 近畿地域は、 蓄電池や太陽電池、 情報家電産業等の
生産額が約８兆円にのぼり、 多くの研究機関や工場が立地するわが国有数のメガ
クラスターを形成しています。 この分野は、 電力需給ギャップの解消や高齢化社
会等の課題解決に貢献するとともに、 グリーンイノベーションを牽引する成長分野
です。当局では、大企業から中小企業、大学、研究機関、産業支援機関等とともに、
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関西が一体となったプラットフォームを構築し、 連携活動を多面的に展開することに
より、 新たなビジネスの萌芽を支援してまいります。
第二に、 世界屈指の創薬 ・ 医療機器拠点の形成を目指します。 近畿地域には、
ｉＰＳ細胞分野でノーベル賞受賞者を生んだ京都大学をはじめ、 ライフサイエンス分
野において世界トップレベルの大学、 研究機関が集積しています。 「関西イノベー
ション国際戦略総合特区」 等における取組と広域的に連携しながら、 近畿地域の
ポテンシャルを活かし、 新たな医薬品が生み出されるような研究開発基盤の整備を
図るとともに、 中小企業のモノづくり技術を活かし、 革新的な医療機器開発の推進
及び再生医療の周辺産業の振興を図ってまいります。
第三に、 デザインやコンテンツプロデュースといった創造的活動により生み出され
る感性に訴える産業（クリエイティブ産業）の振興を図ってまいります。 近畿地域は、
独創的なコンテンツを生み出す重要な要素である歴史、 文化、 自然を兼ね備え、
かつ、 教育機関の集積など次世代を支える創造人材の輩出力も大きい地域です。
このような強みを活かした人的ネットワーク形成や新事業創出に向けた研究会等の
様々なプロジェクトを展開し、 世界に通じる新たなクリエイティブ産業を発信すること
で、 "ＫＡＮＳＡＩ" を世界にアピールしてまいります。
第四に、 経済の担い手である中小企業の経営力向上と経営基盤の強化に取り組
んでまいります。 長引く円高や国内外の需要減退、 関係企業の海外流出に新興
国との競争激化等、 中小企業が抱える経営課題は多様で複雑なものとなっており
ます。 これに対応するため当局では、 サポインや新連携、 地域資源活用プログラ
ムなど、 技術開発から事業化まで一貫した支援を行い中小企業の新分野進出を強
力にバックアップしてまいります。 また、 中小企業の最大の課題である海外展開に
ついては、 これまでに中国、 タイ、 ベトナムと協力文書を締結するなど、 海外で
の民間企業の事業展開をサポートすることで関西の持つ技術力と海外マーケットを
結びつけ、 グローバル市場の取り込みを図ってまいります。
近畿経済産業局の職員は、 現場主義をモットーに効果的に施策を活用し、 近畿
地域の活性化に取り組んでまいります。 本年も経済産業政策への御理解と御協力
をお願いするとともに、 皆様方の御多幸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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特集

関西経済の現状と今後の見通し
〜２０１３年、新春を迎えて〜

担当課室：調査課

１． 関西経済の概要
関西地域 （近畿経済産業局管内） は、 福井県、 滋賀県、 京都府、 大阪府、
兵庫県、 奈良県、 和歌山県の 2 府 5 県からなっています。 全国における関西地
域のシェア （図 1） をみますと、総面積は 8.3％ （2011 年 10 月 1 日現在） ですが、
輸出通関額 （2011 年） が 22.2％、 製造業事業所数 （2010 年） が 19.7％、 大
型小売店販売額（2011 年）が 19.4％、総人口（2012 年 3 月 31 日現在）が 16.9％、
製造品出荷額（2010 年）が 16.5％、域内総生産（2009 年度）が 16.1％となっており、
関西地域の経済規模は全国に対して概ね２割程度を有すると言えます。
図１ 全国における関西地域のシェア
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出所：全国都道府県市町村別面積調（国土地理院）、住民基本台帳に基づく人口及び世帯数（総務省）、、県民経済計算（内閣府）、工業統計（経済
産業省）、 商業統計（経済産業省）、大型小売店販売状況（経済産業省、近畿経済産業局）、公共工事前払金保証統計（北海道建設業保証
㈱、東日本建設業保証㈱、西日本建設業保証㈱）、近畿圏貿易概況（大阪税関）

県民経済計算 （2009 年度） （図 2） から関西地域の産業構造をみますと、 農林
水産業が 0.4％、 製造業が 18.8％、 サービス業が 23.1％と第 3 次産業が概ね四
分の三程度のシェアを占めています。
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図２ 関西地域内総
総生産（名目）の
の産業別構成
成比（％）
対家計民間非
非営利サービス
生産者, 2.4

農林水産業, 0.4
4
鉱業, 0..0
製造業, 18.8

ス生産者, 8.6
政府サービス

建設業, 4.2

サ
サービス業,
23.1

電気・ガス・水
水道業, 3.0

卸売・小売業, 13.2
2
運輸・通信業
業, 6.7
金融・保険業
業, 5.1
不動
動産業, 14.5

出所：２００９年
年度県民経済計算（内
内閣府）

このうち製造業について、 工業統計表 （2010 年） から製造品出荷額の産業別
構成比 （図３） をみますと、 関西と全国を比較して、 鉄鋼、 金属、 化学、 電気
機械のウェイトが高くなっています。 また、 製造品出荷額 （図 4） をみますと、
1985 年以降概ね横ばいで推移していますが、 全国におけるシェアは、 2006 年ま
で低下した後、 近年では徐々に回復している状況となっています。
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(兆円）

図4 製造品
品出荷額等の
の推移（従業
業者４人以上
上の事業所）
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２． 足下の関西経済の動向と今後の見通し
我が国経済は、 2012 年 7-9 月期のＧＤＰ成長率が実質、 名目ともマイナスとなり
ました。 また、 景気動向指数のうちＣＩ一致指数で下降が続いており、 景気の方向
性が悪化を示しているなど、 弱い動きとなっています。
こうした中、 足下の関西経済は、 弱含んでいます。
生産 （図 5） は、 スマートフォン、 タブレット端末関連や再生可能エネルギーの
買取制度の開始により太陽光発電関連の生産が伸びているものの、 海外経済減
速の影響に加え、 エコカー補助金終了等の影響から自動車関連が減少するなど
弱含んでいます。
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個人消費について、 百貨店では高額品が好調に推移し、 コンビニエンスストア
売上高では前年比でプラスが続いています（図６）。 乗用車新規登録・届出台数（図
7-1） ではエコカー補助金の効果が剥落したことなどから、 前年比でマイナスとなっ
ています。 また、 家電販売額 （図 7-2） ではテレビやレコーダーが引き続き低迷
しており、 前年比でマイナスが続いていることなどから、 おおむね横ばいとなって
います。
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貿易 （輸出） （図 8） は、 中国向け、ＥＵ向けを中心として前年比でマイナスが
続いています。 金属加工機械、 自動車はプラス基調で推移していますが、 建設用 ・
鉱山用機械等がマイナス基調で推移していることなどから、 弱めの動きが続いてい
ます。

雇用では、 平成 24 年 10 月の完全失業率 （図 9） が前年同月と比べ 5 か月ぶり
に低下したものの、 有効求人倍率 （図 10-1） ・ 新規求人倍率 （図 10-2） の改善
に足踏みがみられることから、 持ち直しの動きに一服感がみられます。
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図１０－１ 有効求人倍率
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図１０－２ 新規求人倍率
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先行きについては、 米国、 欧州、 中国等、 海外経済の動向が懸念されます。
2011 年の貿易統計によりますと、 輸出金額のうち中国向けの占める割合 （図 11、
図 12） をみますと、 関西は 24.2％、 全国は 19.7％となっており、 関西経済は中
国との結びつきがより強いため、 特に、 中国経済の動向について注視が必要です。

図11 関西の輸出額の国（地域）別構成比（２０１１年）
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図12 全国の輸出額の国（地域）別構成比（２０１１年）
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昨年、 大阪駅周辺の商業施設では、 リニューアル等の効果からオープン以降好
調な滑り出しを見せています。 今後、 関西以外の地域からの消費者を呼び込める
効果も期待されるなど明るい話題もあります。
２０１３年は、 住宅や自動車等耐久消費財において、 消費税増税前の駆け込み
需要が発生することが想定されるため、 関連産業への波及効果を含めて、 需要が
喚起されることが期待されます。
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「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
設けています。今回は株式会社ラプラス・システム、福井県小浜市をご紹介します。

太陽光発電システムの普及に貢献 !!
〜分かりやすいシステムで人気を博す

株式会社ラプラス・システム〜
担当課室：次世代産業課

次世代産業課では、 「グローバル・コネクト・
プログラム （ＧＣＰ） 事業」 を通じて、 エレク
トロニクス ・ エネルギー分野の有望な中小企
業の海外展開や市場拡大を支援していま
す。 今回は、ＧＣＰ事業の参加企業であり、
太陽光発電の計測 ・ 表示システム 「Solar
Link」で国内シェアトップの株式会社ラプラス・
システムをご紹介します。

数字を減らし、ビジュアルにこだわった表示

■システムの見える化で分かりやすさを追求
同社の主力製品 「Solar Link」 の特徴は、 “ 分かりやすさ ” にあります。 これまで、
太陽光発電の計測システムというと、 「堅苦しいことが良い」 という風潮があり、 一般
の方には分かりにくいものでした。 そこで同社の創業者である堀井会長は、 ゲームク
リエイターであった経験を活かし、 アニメや立体的なグラフを用いて、 一般の方にも
分かりやすくて楽しめる表示システムを開発されました。
１９９０年代初めの創業当時、 太陽光発電はまだあまり普及しておらず、 インターネッ
トも無かったので、 学会や独立行政法人新エネルギー ・ 産業技術総合開発機構
（NEDO） の文献で太陽光発電システム等について一から勉強することが必要でした。
もともと太陽光発電の専門家でなかったことがかえって、 同社のシステムの分かりやす
さにつながっています。
■環境教育への活用
２０００年頃から学校にも 「Solar Link」 が導
入され始め、 環境教育にも活用できるコンテ
ンツを充実させました。 太陽電池の仕組みや
スマートグリッドについてアニメを使って分かり
やすく解説したコンテンツは、 教育現場や公
共施設で好評を得ています。
幼稚園児向けのコンテンツ
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■世界を視野に事業を展開
同社は創業時から世界市場を視野に入れていたこと
から、 ２００６年にドイツに支店を設置しました。 再生
可能エネルギーの固定価格買取制度が始まったばか
りのドイツでビジネスの実態を知ることができたことは、
同制度が昨年日本で始まった際の対応に活かされまし
た。 また、 昨年１０月に、 シンガポールで開催された
「Asia Smart Grid ２０１２」 へ出展した際にはアジア各
国の太陽光発電関連市場の立ち上がりや、 各国独自
のエネルギー事情を確認でき、 今後のアジア展開に
ついて取るべき戦略が見えてきました。

海外展示会の出展風景

■顧客のニーズに対応したサービスの展開
日本で固定価格買取制度が始まり同分野の市場が拡大するにつれ、 見える化シ
ステムを開発する競合他社が増えました。 しかし同社の 「Solar Link」 は、シェアトッ
プを維持しています。 これは、 同社が表示システムのさきがけであり、 安定したモ
ニタリングの実績が十分にあることが評価されたからです。 また最近、 発電システ
ムの状態についての定期的な報告や、 簡易故障診断サービスを受けることができ
る 「遠隔監視サービス」 の提供も新しく開始しました。 本サービスはメガソーラーで
多く導入されています。

堀井会長

■今後の展開
最後に今後の展開について堀井会長にお聞きする
と、 「故障診断サービスの精度を向上させたい。 当
社は、 国内外の太陽光発電のメーカーの仕様を熟知
している。 さらに発電システムについて世界トップクラ
スのデータ量を持っているので、 これらを活用すれば
より詳細な故障診断ができるはず。」 とのことでした。
現状に満足することなく、 常に先のマーケットを見据
え、 戦略を考える同社に今後益々の発展が期待され
ます。

企 業 名：株式会社ラプラス・システム
U R L ：http://www.lapsys.co.jp/
所 在 地：京都市伏見区西大手町３０７−２１
電話番号：０７５−６０４−４７３１
E ! KANSAI 2012 年 12 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
みけつくに

“ 聖なる水 ” 伝説が育む食のまち御食国若狭おばま
〜福井県小浜市による食のまちづくり〜
担当課室：電力事業課
■「食のまちづくり」への取組み
小浜市は福井県の南西部、 日本海側唯一のリアス式海岸を有する若狭湾国定公園のほ
ぼ中央に位置し、 南は、 滋賀 ・ 京都北部の山々に囲まれ、 市の中央部には北川 ・ 南川
の２大河川が流れており、 海 ・ 山 ・ 川が共存する豊かな自然に恵まれた地域です。
大陸文化の玄関口として栄えた若狭おばまには、 飛鳥 ・ 奈良の時代より豊富な海産物
や塩などの食材を朝廷に供給した御食国 （みけつくに） の歴史と優れた食文化があります。
そうした歴史から “ 食 ” をキーワードとしたまちづくりに取り組み、 平成１３年度に、 全国
に先駆けて 「食のまちづくり条例」 を制定しました。
中でも、 “ 食育 ” を重要な施策と位置付け、 幼児から大人までのあらゆる世代を対象と
した “ 生涯食育 ” の推進に取り組み、 平成１６年度に 「食育文化都市」 を宣言、 １９年
度には、 「小浜市食育推進計画」 を策定、 また、 さらなる事業の充実を図るため、 ２３年
度には 「小浜市元気食育推進計画」 を策定したところです。
食のまちづくりの拠点施設 「御食国若狭おばま食文化館」 を中心に開催中の、 料理を通
じた教育プログラム 「キッズ ・ キッチン」 や 「ジュニア ・ キッチン」 は、 体験 ・ 参加型の特
色ある事業として、 市内だけでなく、 全国からの参加や視察など、 人気を集めています。

摩擦力

■地域資源を守る取組み
食のまちづくりを進める中、 “ 食 ” や “ 食文化 ” の源である豊かな自然環境が着目され、
人々の暮らしによって少しずつ変化してきた自然環境から、 若狭おばま本来の姿を取り戻
そうとする市民主体の活動が生まれてきました。
その活動の一つに 「アマモマーメイドプロジェクト」 があります。
福井県立小浜水産高等学校のダイビングクラブが主体となり、 小浜湾内に海草の群生地
“ アマモ場 ” を再生させる活動です。
アマモ場は、 海洋生物の産卵場や稚魚の育成場所となり、 “ 海のゆりかご ” と称されて
います。 さらに、 光合成による二酸化炭素の吸収、 酸素の供給源となる生産者としての
重要な役割やヘドロなどの底質の改善力を持っています。
これらを保全し、 減少したアマモ場を再生させることは、 海洋環境を保全していく上で大
変重要であり、 現在、 地元漁業
者 を は じ め、 小 学 校、 行 政、
商店街、 地元企業、 マスコミ等
を巻き込んだ大きな活動となって
います。 また、 「第１３回日本水
大 賞」 の 文部科学大臣賞を受
賞したことで、 さらなる注目を集
めています。
アマモ
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アマモの定植活動の様子

一方、 福井県立大学海洋生物資源学部 （小浜キャンパス） では、 「山川里海連関学」
と称し、 山 ・ 川 ・ 里 ・ 海は互いに連関していることを理解することを目的とし、 多様な側
面からの環境の理解を深め、 広い範囲で水質や生物調査を行うなど、 森から海までの流
域を生態系の複合体としてとらえ、 地域の自然を理解する活動に取り組んでいます。
■ 水 の優れたまち
小浜市の豊かな食、 歴史、 文化は全て、 優れた 「水」 によって育まれていると言えます。
・ 名水百選
「鵜の瀬」 （環境庁昭和６０年７月認定）
・ 平成の名水百選 「雲城水」 （環境省平成２０年６月認定）
・ 水源の森百選
「上根来水源の森」 （林野庁平成７年８月認定）
小浜市の上水道は、現在、２大河川である北川・南川水系の地下水１００％で提供されています。

自噴する「雲城水」

鵜の瀬 給水所

鵜の瀬

■聖なる水伝説「お水送り」
名水百選に選ばれている 「鵜の瀬」 では、 毎年３月２日に 「お水送り」 が行われます。
「お水送り」 は、 奈良東大寺二月堂が建立された際、 全国の神々の集まりに若狭の遠
敷明神が漁に夢中となって遅刻してしまい、 そのお詫びに本尊に供えるお香水 （こうずい）
を若狭から送ると約束し、 二月堂の下の岩を叩くときれいな水が湧き出したという伝説に由
来しています。
「お水送り」 では、 神宮寺から山伏姿の行者や白装束の僧侶らを先頭に３， ０００人程の
松明行列が２ｋｍ上流の鵜の瀬へ向かい、 河原で護摩が焚かれた後、 白装束の住職が祝
詞を読み上げ、 竹筒からお香水を遠敷川へ注ぎます。 このお香水は１０日かけて二月堂
の若狭井に届くといわれ、 有名な奈良の 「お水取り」 は３
月１２日に行われることとなっています。
幻想的な光景となる松明行列には一般の方もご参加いた
だけますので、 ぜひ、 若狭おばまを体感してください。
「お水送り」 http://www.wakasa-obama.jp/event/3.html
「鵜の瀬」での「お水送り」

お問い合わせ窓口： 近畿経済産業局 電力事業課
電話番号： ０６−６９６６−６０４６
U R L ： http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html
E ! KANSAI 2013 年 1 月号
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TOPICS

華麗に登場★ガールズケイリン
〜近畿管内競輪場でも順次デビュー〜
担当課室：産業課

経済産業省は競輪事業を通じ、 地域振興と公
益の増進を進めています。
今年度、 ７月から、 女子競輪が４８年ぶりに
「ガールズケイリン」 として生まれかわり、 各地で
順次開催されつつあります。 ７月から９月の上半
期は関東地方中心の開催でしたが、 下半期に
入って、 １０月２２日～２４日京都向日町競輪場
を皮切りに、 １１月１０日～１２日に奈良競輪場で
開催と、 近畿管内でも華々しく登場しました。
「ガールズケイリン」 選手は現在３３名。 日本
競輪学校 （静岡県伊豆市） で１年間の厳しい訓
練を受けてプロデビューした女子アスリートたち
です。 新規ファン獲得の起爆剤、 また、 様々
な競技でリタイアした女子アスリートの受け皿とし
て、 新たに活動する枠を広げられるプロスポーツをと、 かつてスピードスケートや
自転車競技で７回もの五輪で活躍された、 橋本聖子参議院議員のサポートもあり、
この 「ガールズケイリン」 が誕生しました。
１１月に行われた奈良競輪に出場した岡村選手も、 元は名門天理大学のホッ
ケー選手、 北京五輪ではゴールキーパーとして活躍されました。 ２年前に日本
代表落ちをしたとき、 たまたま目にした、 女子
自転車トラック競技の新たな人材発掘や育成を
目的として催された短期合宿 「ガールズサマー
キャンプ」 に参加、 次なるプロの道に進もうと新
たな目標が定まりました。 自転車競技の猛トレー
ニングで、 １７０センチを超える大柄な体も、 ゴー
ルキーパー時代から、 かなり上体が絞られたと、
ホッケーさくらＪＡＰＡＮの元チームメイトがおっ
しゃっていました。
ガールズケイリンは男子競輪と違い、 国際ルー
ルにならってスポーツ性が高く、 いわゆる 「競輪」
での駆け引きがなく、 真っ向からのスピード勝負
といった感じです。
岡村育子選手
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特集
奈良競輪で優勝した加瀬選手は、 そ
の日のうちに成田に向かい、 イギリスで
開催されるワールドカップに出場、 世界
の強豪相手に戦いました。 ロンドンオリ
ンピックでも 「ケイリン女子」 が正式種目
と し て 採 用 さ れ、 国 際 ル ー ル 準 拠 の
「ガールズケイリン」 選手の中には、 五
輪を目指している方もおられます。
年末には東京都調布市の京王閣競輪
奈良競輪で優勝した加瀬加奈子選手
場にて、 今年度上半期に活躍した上位７
選手による 「ガールズケイリングランプリ２０１２」 が開催され、初代女王が決定しました。
現在３３名のガールズたちですが、 後から女子２期生も育ってきています。 今後、
「ガールズケイリン」 の層が厚くなり、
試合数や賞金額、 そして、 ますます
注目度が上がっていくこと、 また何よ
り女子アスリートに大きな希望を与える
存在に育っていくことが期待されま
す。 競輪に今まで縁がない方も、 華
やかで力強い 「ガールズケイリン」 に
是非一度、 足を運んでみて下さい。
次の近畿管内開催は、 平成２５年２
月２日～４日の岸和田競輪場です。
第１期生卒業式 手前は滝澤校長

【ガールズケイリンＵＲＬ： http://pro.girlskeirin.com/】 （写真提供 ( 財 )ＪＫＡ）

（お問い合わせ先）
近畿経済産業局 産業部

産業課

電話：０６−６９６６−６０２１
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
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。
今月の表紙：乗鞍岳のご来光

〜 近畿経済産業局からの各種ご案内〜
今冬も節電にご協力お願いします。

■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 補助金等の公募のご案内はこちらです↓
http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

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

