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はじめに 
 
 平成 28 年度の日本経済は、中国経済の下振れ、地政学的リスクを背景とする世界的な

株安、原油安など海外要因に加えて、国内では消費の回復がもたつき、4 月に発生した熊

本地震の影響など、先行き不透明な中でのスタートとなる。 
我が国機械工業としては、こうした困難を克服するため、グローバル市場への展開、付加価

値の高いビジネスモデルへの転換、イノベーションへの挑戦、ICT を活用した高度な生産方

式の構築、人材の育成などの課題に懸命に取り組んでいる。 
このような環境動向を踏まえ、日機連は平成 28 年度事業として、競争力を維持、向上さ

せてゆくための各種事業に取り組むことにより、会員各位及び社会からのニーズに応え、

我が国機械工業の発展に貢献することとする。 
 
 

［本文中の※は公益財団法人 ＪＫＡに係る機械工業振興資金補助事業］ 
 
第１章 委員会事業 
 
１．技術開発研究委員会 
(1) グローバルな事業展開に資する戦略的技術開発の推進に向けた取組み 

 技術立国としての優位性が、我が国企業のグローバルな事業展開に直結していくう

えで、グローバルに通用する技術は何か、課題解決力を持った先端技術分野は何か、

社会システムのなかでの技術の有用性等が問われている。 

 そうしたなかで、グローバルなビジネスへの発展を念頭におきつつ、「課題先進国」

としての以下の例示に示されるような我が国の社会的課題と技術開発のインターフェ

イスについて検討する。 

① エネルギーミックスで期待されている業務・家庭分野を含めたもう一段の省エネ

ルギーの取組み、再生可能エネルギーの経済性の確保 

② 高齢者や交通弱者を対処とした高度アシスト機能 

③ 老朽化する公共インフラの効率的メンテナンス 

④ 農業、医療等の分野への新たな対応 

(2) 持続的なもの・コトづくりを支える基盤整備に関する検討 

2016 年度から始動する第 5 期科学技術基本計画では、世界のものづくり分野を中心

としたネットワークや IoT を活用する動きに対応して、我が国でもこれらを活用し、

あらゆる分野で新しい価値やサービスが創出される「超スマート社会」の実現

（Society5.0）や、そのための競争力向上と基盤技術の戦略的強化の方向を打ち出し

ている。 

 こうした基本方向の下で、我が国機械工業の持続的発展に必要なもの・コトづくり
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の基盤整備に関して、次の諸点について検討を進める。 

① IoT 時代に求められるものづくりと IT の両方に知見をもつ人材の育成・確保の課

題及び方策 

② ①に関連した熟練技能のデジタル化への対応 

③ 産学連携や大企業とベンチャー企業の連携を含むオープン・イノベーションの推

進のための制度的課題及び研究開発税制全体の見直しへの対応 

④ 潜在的な匠の DNA としてのシステム化技術の再発見 

(3) 特に注目される個別課題への対応 

 新規技術、製品、事業の創出につながる分野などから特に注目されるテーマを取り

上げる。 

例えば、 

① IoT やデジタル化、ビッグデータ、ネットワーク化、AI 等の産業応用、国際標準

化動向 

② 新素材の開発動向 

③ 主に海洋における資源探査・採掘のための技術開発及び関連施策  等 

 
２．循環型社会研究委員会 
(1) 地球温暖化・世界エネルギー需給・エネルギー政策と機械産業の対応 

 COP21 におけるパリ協定の合意に基づき、政府は温暖化対策の基本的方向、排出抑

制目標及びその達成のための対策・施策に係る「地球温暖化対策計画」、有望技術分野、

研究開発の進め方等についての「エネルギー環境イノベーション戦略」及び徹底した

省エネ実現のための方策、再生可能エネルギーの最大限導入等を内容とする「エネル

ギー革新計画」を策定するとともに、これらに基づく政策展開や施策の継続的検討が

後に続く予定である。こうした施策のなかで財源対策以上の炭素税構想や国内排出権

取引制度の創設などのアイデアが議論の俎上に上っている。 

 また、その一方で、新興国の景気後退やシェールオイルの参入などの世界的なエネ

ルギー需給構造の大きな変化とそれを背景とした原油価格の大幅な下落が生じており、

また、国内では電力・ガスの小売自由化が実現するなど、内外のエネルギー情勢は大

きな転換点を迎えている。これらの動きは我が国機械産業にとって、いずれも産業活

動の基本的前提条件の大きな変更や不安定化を意味しており、当委員会としても、機

械産業共通のフォローアップ課題として、これらの政策及び情勢の動向を注視し、所

要の対応を図る。 

(2) 循環型社会形成に向けた個別環境政策の動向への対応 

 循環型社会形成に向けた、以下の個別の環境政策についても、フォローアップを行

い、情報の共有を図ることとする。 

① 我が国や中国、ASEAN 等における化学物質管理とグローバルサプライチェー 

 ン 
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② EU における RoHS 規制のその後の動向を含むマイクロビーズ、マイクロファイバ

ー等、これまでにない有害物質禁止規制等の動向 

③ 自立循環型コミュニティ構想の推進状況 

④ その他、ウォーターフットプリント他 
(3) 新たな環境関連技術の動向把握 

 次のような環境関連技術の関心分野について海外の動向を含め把握に努める。 

① 水素利用技術についての活用の方策及び関連した規制 

② 炭酸ガス回収利用技術 

③ 先端再生可能エネルギー技術の動向と経済性 

④ IoT 技術の環境対策への利用動向 

⑤ 新たな蓄電・発電技術（バイナリーを含む） 

⑥ 核融合/省エネスパコンなどの未来技術 

⑦（経営技術として）インナー・カーボン・プライシング 
 

３．事業基盤研究委員会 
(1) 我が国機械工業が直面する諸課題に関する検討 

 日本企業の事業環境の阻害要因としていわゆる六重苦（円高、高い法人税率、TPP
への対応遅れ、電力不足、製造業の派遣禁止などの労働規制、温暖化に関連する環境

規制の強化）が挙げられていたが、安倍政権の発足から３年余り、六重苦は円高是正、

TPP の大筋合意、原発の一部運転再開、法人実効税率の引き下げなど徐々に解消の方

向に向かってきた。しかし、最近、国際経済・金融情勢の不透明感を反映した円高傾

向、TPP に対する米国内の否定的な動向、温暖化対策に関連した炭素税や国内排出権

取引制度創設の議論など懸念すべき動きも生じてきている。 
 こうしたなか、まず TPP 発効に向けたわが国及び米国などの国内手続きの進捗状況、

また、TPP が機械工業に及ぼす効果や影響についての再整理、交渉中の日・EU 経済

連携協定（EPA）、RCEP（ASEAN10＋日中韓印豪 NZ 6 カ国）、日中韓 FTA 等の動向

をフォローする。また、機械産業がグローバルな展開を行う上での“イコールフッテ

ィング”の事業基盤の確保の見地から、我が国及び諸外国の他の関連政策動向につい

ても他の研究委員会とも連携しつつ機動的にフォローする。（為替変動に直結するマク

ロ政策動向、環境・エネルギー政策、税制等）。 
(2)  我が国機械工業の高度化に関する検討 

 事業基盤研究委員会のこれまでの議論とイニシアチブの下で、ものづくりパラダイ

ムシフト対応調査専門部会が発足し、検討が進められている。また、そうしたベース

の上にロボット革命イニシアティブ協議会が創設され WG での諸活動や米欧との交流

が進められている。 
こうしたなか、本委員会においては、更に先進的役割を果たすべく、次の諸点につい

て検討を進めることとする。 
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① 米独以外における製造業のデジタル化に関する政策動向（中・台・韓・インド等） 
② スマートファクトリーの進展の中での我が国企業の国内及び国外生産拠点の企業

戦略としての位置づけ 
③ IoT 時代におけるオープンイノベーションや産学官等の連携等のあり方 
④ その他 

(3) 我が国機械工業の国際競争力の分析とその維持向上策に関する検討 
 前年に引き続き下記の諸点を国際競争力に関連した活動領域とするが、今年度にお

いては①内外の電力政策を含むエネルギー政策の動向、②IoT を含む標準化が国際競争

に与える影響、③グローバル人材、技術人材の確保等を中心に検討を行う。 
・主要国の産業政策･輸出促進策の動向や、それらのあるべき調整の方向 
・国際調査機関等の競争力ランキングの教育・福祉・環境など幅広い分野の把握 
・主要国のランキングの結果分析や競争力変動の要因となった政策、ビジネスモデル

等の分析や情報収集 
・より競争力を高めるための地域機能分担を踏まえたグローバルな最適立地 
・競争力の喪失に繋がる高度な技術･ノウハウの流出問題 

 

４．経営課題研究委員会 
(1) 中国経済減速とアジア市場変容に関する経営課題 

 我が国においては人口減少下にあって国内市場の拡大が容易でないなかで、新興国

とりわけアジア市場の取り込みが強く期待される一方、リーマンショック後の積極投

資の反動による過剰設備・過剰債務を背景として中国経済の減速が大きく懸念されて

おり、また、こうした中国経済のかげりや米国の金融政策の変更等に起因するアジア

市場全体の変化も懸念されるところである。こうしたなかで、具体的検討課題として、

中国経済の実態と中国政府の取り組み及び中長期の見通し、中国以外のアジア諸国経

済の動向と増大するリスクについての分析等を取り上げる。 

(2) 国内のものづくりに関する経営課題 

 リーマンショック後の大幅な円高等を背景に我が国製造業の海外生産シフトが加速

したが、為替相場の変化や現地における人件費高騰等を背景に、国内ものづくりの再

評価の動きが生じている。 

 具体的検討課題としては、マザーファクトリー強化、我が国における外国人労働力

導入の課題、自動化・ロボット化におけるヒトとロボットの最適な組み合わせのあり

方等を取り上げる。    

(3) グローバル戦略に関する経営課題 

 ものづくりにおける市場のボーダレス化が進む中で、我が国企業の国際競争力強化

や世界最適生産の実現が引き続き求められている。そうしたなか、①グローバル展開

における官民連携のあり方、②サイバー攻撃やテロといった不測の事態における企業

対応、③中東・アフリカ市場の可能性・参入上の課題等を取り上げる。 
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５．関西事業活力研究委員会 
(1) 地域産業の特徴的な動向と課題を踏まえた活動（調査・研究活動） 

 地域機械産業の高度化及び振興を図る観点から、地域産業状況を巡る課題の検討と

意見交換を行うとともに、これらの活動を通じて調査研究のテーマ出しと調査の実施

推進について審議する。 

 なお、平成 28 年度については、「関西地域の産業におけるロボット導入状況と今後

の活用分野に関する調査」をテーマとして、「関西地域のロボット導入状況及び今後

の活用分野に関する調査専門部会」を設置して実施する。 

(2) 地域産業高度化への取組 

① 「先進的なテーマによる講演会」及び「産業施設・工場視察」 

 本委員会として、先進的なテーマを踏まえた講演及び見学会を実施する。また、

「平成 27 年度ビッグデータの関西地域機械産業への活用方策に関する調査報告書」

に係るセミナーを実施する。 
② 産業高度化への取組 

 産学連携支援機関との連携や大学等のイベント情報の提供を行う。また、業界動

向等について、情報・意見交換を実施する。 

(3) 関西地区広報活動に関する事業推進の検討 

 「記者室運営企画検討委員会」を開催し、大阪機械広報懇話会会員（正会員 73 社）

のニーズを踏まえ、大阪機械記者クラブ（報道機関 20 社）とも連携し、事業の拡充を

図り、活発な広報活動を推進する。 
(4) 関西地区での諸事業の検討 

 
６．税制金融政策特別委員会 
(1) 平成 29 年度税制改正に関する主たる要望事項について 

①  研究開発税制 
 近年、IoT 活用による新たなモノづくりで世界的な製造業大競争が始まっており、

また、昨年 12 月の COP21 で地球温暖化防止のために革新的な技術開発が求められ

るなど、研究開発は一段とその重要性を増している。しかし、我が国の研究開発税

制は、主要諸外国の制度に比べて大きく劣後しており、この格差が我が国産業の国

際競争力低下の一因となっている。 
 この状況下、平成 29 年度税制改正では増加型制度の期限切れに伴い研究開発税制

の見直しが予定されており、我が国企業の研究開発意欲の向上、研究開発投資額の

増加に繋げるべく、研究開発税制の拡充・堅持に向けて要望する。  
 また、27 年度税制改正で拡充されたオープンイノベーション型は監査実施など煩

雑な要件が多く利用しづらいため適用要件の緩和を求めていく。このため、会員等

の協力を得て、より具体的な改善の方法についての提案を含めた要望とすべく取り
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組む。 
② 法人実効税率(課税ベースの扱いも踏まえ) 

 平成 28 年度税制改正において 20％台(28 年度 29.97%、30 年度 29.74%)に引き下

げられることが決まった我が国の法人実効税率について、国際水準の 25％程度を目

途として更なる税率引下げに向けての明確な道筋提示を求めていく。 
 ただし、28 年度税制改正では税率引き下げの財源として、法人事業税の外形 
標準課税の強化など課税ベースの拡大が行われた結果、税率引き下げ効果の減殺 
が懸念される。今後の税率引き下げ要望については、実質減税の確保を前提とする 
など慎重に検討を行う。 
 また、法人実効税率引き下げの財源確保のための「課税ベースの拡大」は企業経

営に大きな影響を与えており、改善を求めていく。 
③ 国際関連税制 

 外国税額控除制度、タックスヘイブン対策税制、移転価格税制など海外事業活動

に関連する税制について検討し、二重課税の排除など改善について要望する。  
 また、国際的な課税回避防止策の一環である OECD の BEPS(税源浸食と利益移転)
行動計画に基づき、我が国も含めて先進各国で国際課税ルールの見直しが進められ

ているため、その最新動向について把握し、必要に応じて要望を行う。 
④ 地方法人課税 

 国際的に類を見ない償却資産税の廃止、二重課税や煩雑な納税事務など企業負担 
が極めて大きい地方法人課税の抜本的見直しに向けて、対応策を検討、要望する。 

⑤ 機械産業の活力向上等に資する税制 
 技術開発の推進、雇用の増進、新産業の育成、環境保全や省エネ促進への支援及

び機械安全の確保など機械産業の活力向上、業績向上及び国内における設備投資促

進、立地拡大に効果が期待される税制について、自動車産業など機械産業の事業活

動や国民生活に大きな影響を持つ産業への支援要望も踏まえて検討、要望する。 
 また、設備投資に影響が大きい償却方式の見直しについて慎重な対応を求める。 

⑥ 地球温暖化対策関連税制 
 平成 24 年 10 月より導入された地球温暖化対策税は、現状の電力・エネルギー事

情を想定しておらず、企業活動や国民生活に過度の負担を課しているため、制度の

見直し及び更なる負担増の回避に向けて、要望するとともに、その税収を森林吸収

源対策及び地方の地球温暖化対策へ充当する使途拡大、及びこれに関連した増税や

新税の創設が安易に行われないよう、注視していく。 
 また、COP21 で採択された CO2 排出量削減の長期目標の達成の方策として政府 
の一部では炭素税創設の議論が出ており、国際的イコールフッティングの観点から、

反対する。 
⑦ 連結納税制度関連 

 連結納税制度、グループ税制及び企業組織再編税制について検討し、税制面の改 
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善や対応策を要望する。 
(2)  税制改正要望の進め方について 

①  会員の意見をより迅速に当局の政策形成に反映させるため、従来のスケジュール

の見直しを行い、前倒しを図る。 
② 経団連に対しても、機械業界の声がより正確に反映されるよう、アプローチを強

める。 
③ 引き続き、会員団体など関係団体と情報交換、連携強化に努める。 

(3)  金融対策等の検討 
 企業の経営体質や事業基盤の回復・強化、国際化に資するため、次の活動を行う。 
① 我が国企業会計が国際基準に適合した制度へと変更される中で、それに伴う企業

経営への影響を緩和するため、税務会計措置との対応策を検討する。 
② 機械工業の経営・事業基盤の回復・強化のため、新事業創出や事業転換の促進、

先端的技術開発の推進、設備投資や環境保全・省エネの促進、雇用確保及び金融市

場の活性化等に資する財政・金融措置について必要に応じて検討を行う。 
 
７．機械安全標準化特別委員会 ※  

平成 28 年度は、平成 27 年度に引き続き以下の項目を実施する。 
(1) ISO/TC199 及び IEC/TC44 国内審議団体活動 

 機械安全に係る国際標準の国内審議団体として、ISO､IEC の国際会議に積極的に参

画して、我が国の主張が国際規格に反映されるように主導的に標準化活動を実施する

ことを目指すとともに、最新情報の入手と国内産業界への伝達に努める。 
(2) 機械安全に係る国際規格の JIS 化の推進 

 新たに誕生しつつある国際規格に整合した JIS 化のための原案づくりやメンテナン

スが行われている国際規格の JIS 化のための原案づくりを実施すると共に、個別製品

レベルの安全規格に関し関連団体との連携に努め、当該製品の安全規格整備活動を支

援する。 
(3) 日本発の国際規格テーマの検討 

 ISO/TC199 及び IEC/TC44 で開発される規格は、機械単体の安全性を確保する規格

が中心となっており、複合的に機械設備が構成された作業空間での安全確保のための

規格はほとんど作成されていない。 
 このような作業空間における安全確保策として支援的保護システムの国際規格提案

を検討するとともに、我が国の得意技術と発想に基づく新たな国際規格創生活動に資

する検討活動を企画する。 
 
８．機械安全推進特別委員会 ※  

 「機械安全」が、我が国機械産業界における機械類の安全性確保に止まらず、機械工

業分野の産業競争力強化に不可欠な要素と捉え、その実現に向けたイニシアティブの発
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揮を基本方針に、以下の活動を行う。 
(1) 複合的作業空間における安全確保システム開発 

 本事業では、複合的作業空間におけるヒューマンエラーに起因する事故防止のため

の安全対策を支援するシステムとして、ID タグやカメラなどを使用した個人認証シス

テム（入退出管理）、による作業許可システムを利用した安全確保支援システム（以下、

支援的保護システムという）の開発と現場の実証実験を行う。 
1． ID タグやカメラなどを用いた支援的保護システムの作成（作業者資格データ ベ

ース、ID タグ情報、作業者情報入力タッチパネル等制作）。 
2．作業現場のモデル化とモデル現場におけるリスクアセスメントを実施し、支援的

保護システムによるリスク低減効果の評価および妥当性確認の実施。 
3．支援的保護システムに求められる要求事項のとりまとめ、ISO 及び JIS 原案作成

検討。 
 最終年度は、27 年度に引き続き、生産ラインにおける実証実験を実施し、これまで

得られた多くのデータを整理して、支援的保護システムに求められる要求事項をとり

まとめ、実用化・普及を進めるために国際規格の原案を協議する。また、収集したデ

ータから作業者の実施内容を作業日報として自動的に記録するフォーム（システム）

の作成も行う。 
(2) 中小製造業向け機械安全教育プログラムの開発 

 本事業では、ISO/TC199 及び IEC/TC44（機械類の安全性、弊会担当）の機械安全

規格を基礎とした体系的な教育・研修等のプログラムを検討し、またこの教育・研修

プログラムで使用する機械安全に関する教育・研修材料の開発を実施する。 

1．機械安全教育・研修プログラムの検討 

 厚生労働省の通達、基安発 0415 第 3 号「設計技術者、生産技術者に対する機械

安全教育について」などを考慮する。 

2．機械安全教育・研修教材等の開発 

  上の 1．に基づいた教育・研修教材等の開発。 
(3) 安全な生産システムの構築能力向上のための調査研究 

 本事業では、複数台の機械が設置され、協働する生産システム、例えば、ロボット

を活用した生産ラインのリスクアセスメントについて、安全仕様から、これに基づき

要求分析、仕様策定、基本設計、詳細設計、妥当性確認等の各段階で実施されるリス

クアセスメント作業を明確にし、その作業内容について詳細説明を加え、生産システ

ムのリスクアセスメント手法を確立し、ガイドラインとして作成する。 
 最終年度は、27 年度の結果を基に、タスクゾーンの決定、リスクアセスメント、詳

細設計、妥当性確認までのプロセスにおいて、安全設計上必要となる実施項目等の検

討を行う。また、実地検証やヒアリングにおけるフィードバックも反映させ、ガイド

ラインとしてまとめることとする。 
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(4) 機械安全の普及促進活動 
 機械安全普及の事例紹介や研究成果等について、また、安全に関する国際規格の最

新情報等に関する講演会等を実施する。 
 
９．優秀省エネルギー機器審査特別委員会   
  機械工業における省エネルギー機器（石油代替エネルギー開発及び利用のための機器

等を含む。）の内、優秀にして他の模範とすべきものを審査により選定し、その機器を開

発及び実用化することによって、エネルギーの効率的利用の推進に貢献していると認め

られる者及び企業その他の団体を表彰すると共に、当該機器の普及と企業等の技術開発

意欲の増進を図り、環境問題への積極的対応に資する。 

 

10．ロボット大賞審査特別委員会 ※ 

「ロボット大賞」表彰事業は、経済産業省と日本機械工業連合会が主催者となり隔年

で実施している。平成 28 年度は表彰年にあたり、第７回ロボット大賞表彰が実施される。

この表彰では、平成 27 年 2 月に日本経済再生本部（本部長：安倍首相）で決定された「ロ

ボット新戦略」に規定されている「ロボット大賞の拡充」の方針に基づき、新たな大臣

賞の設置を予定している。 

第 7 回ロボット大賞では、第 6 回からの応募数の大幅な増加を目指すなかで、関係省

庁とも連携しつつ、ロボットの利活用の拡大が期待される介護・医療、農林水産業・食

品産業などのサービス分野及び新設する研究開発部門、人材開発部門での審査力向上の

ため、本特別委員会の下部組織である審査運営委員会を拡充する。また優れたロボット、

研究開発案件等を積極的に発掘するため、案件を発掘・推薦するノミネート委員会を拡

充し応募数の増加を図る。 

 

第２章 専門部会事業 
 

１．ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 ※ 

  調査研究テーマ（世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究） 
欧米ではセンサーや情報通信技術を製造プロセスのスマート化を図り、自国製造業

のグローバル競争力を強化する取り組みを推進している。その行方は我が国が強みと

してきたものづくりの在り方に大きな変革を迫るものと想定される。 

今後我が国が引き続き「ものづくり立国」であり続けるために、世界の製造業のパ

ラダイムシフトの方向とものづくりに革新をもたらす技術を把握するとともに、日本

のものづくりの強みを活かし弱みを克服する方策、ICT 化に求められる人材像とその

育成策など、目指すべき日本型機械工業の将来像を提案する。 
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２．関西地域のロボット導入状況及び今後の活用分野に関する調査専門部会(仮称) 

  調査研究テーマ「関西地域の産業におけるロボット導入状況と今後の活用分野に関す

る調査」 

政府は、平成 27 年 2 月にロボット新戦略を決定し、製造業の生産現場、医療・介護

現場、農業・建設・インフラの作業現場などの幅広い分野で、人手不足の解消、過重な

労働からの解放、生産性の向上などの課題解決に取り組むこととしている。このような

中、政府の要請により、昨年 5 月に産学官による推進母体として「ロボット革命イニシ

アティブ協議会」が設置された。 
このような動きを踏まえ、関西地域の会員企業から関西地域の製造業等へのロボット

の導入の現状やその効果並びに今後の導入のニーズや導入拡大の分野の見通し等を調査

できないかとの提案があった。このため、同協議会の活動状況も見ながら、関西地域の

産業におけるロボット導入に関する現状、今後の動向等を調査することにより、関西地

域でのロボットの導入促進とロボット産業の振興の一助とする。 

 
３．企画評価専門部会 

以下の事項について統括審議委員会から付託された場合、専門的な審議を行い同委員

会に意見を上申する。 

① 事業の助成を行う団体等に対する事業助成の要望及び助成に係る事業の適正かつ効

果的な運営 

② 当会事業全般にわたる諸問題や研究委員会及び特別委員会の所管を越える諸問題を

対象に、取り組むべき課題、活動の方向性 

③ 研究委員会及び特別委員会を含む本会の組織のあり方 

 
第３章 調査・情報事業等 
 
1．会員講演会の開催 
 官庁関係者、各界の専門家及び学識経験者を迎え、機械業界が当面する諸問題や将来

展望などに関連する関心の高い諸テーマについて、会員講演会を定期的に開催する。 

 
2．津上中国ブリーフィングを開催  
 世界第 2 位の経済規模を誇り、世界経済に大きな影響を及ぼす中国は近年、構造的課

題が顕在化し、先行き不透明感が強まっており、我が国の産業活動にとっての影響も懸

念されている。この状況下、中国経済社会の今後の動向をどう見るかについて、優れた

専門家のプロフェショナルな総合的な分析や判断が重要であることから、現代中国事情

に精通し、中国経済についての第一人者として評価の高い津上俊哉氏(津上工作室代表)
を講師として招聘し、「津上中国ブリーフィング」を開催する。ブリーフィングは、4 半

期毎とし、最新の中国経済社会の動向について、津上氏の分析・判断を交えて解説をき
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き、会員サイドからの質問に回答願う。招聘の受け皿として「中国経済研究会」（仮称）

を設置する。また、講演の概要については、「ブリーフィング概略」として取りまとめ、

会員対し広報を行う。 

 
3．ホームページの運営 

  当会の実施する諸事業の成果がより広く活用されるため、また、機械工業全般に関す

る情報を提供するためホームページを開設し、当会が実施した調査研究成果の公表や機

械の安全性に関する国際標準化動向、優秀省エネ機器やロボット大賞に係る表彰事業及

び機械工業生産額見通しを始めとする当会の事業概要を掲載している。平成 28 年度は、

引き続き、常に新しい情報の提供に努め、関係機関省庁、関連機関等と可能な限りリン

クを張って、幅広く情報を利用できるように掲載情報の一層の充実、拡充を図るととも

に、会員へのより充実した情報提供に努めていく。 

 
4．日機連定期情報の発信 

電子メディアによる以下の情報を定期的に発信する。 
・委員会を中心に当会の活動状況や海外情報などを簡潔に編集・取り纏めた｢日機連週

報｣ 
・最新の主要経済指標を図表やグラフで説明した「JMF 経済ニュースレター」 
・会員団体の新任参与並びに企業会員の新規就任委員のプロフィール紹介、エッセイ、

工業会による業界紹介、優秀省エネルギー機器開発物語など、親しみやすい切り口

により会員情報を発信するコミュニケーションツール「日機連かわら版」 
 また、会員を取り巻く事業環境変化を見定め、発信情報の内容について見直しを進め

る。 

 
5．生産額見通し調査活動の実施  
 機械工業関係団体の協力を得て、機械工業の生産額見通しについて調査し、機械工業

の動向を把握するための情報を提供する。 
 
6．労働安全対策を推進  
  労働安全衛生部会を中心に、労働安全に係る法改正等について行政当局からの情報を

入手し、対応策を検討するとともに、労働災害防止のための労働安全教育の在り方、労

労働安全衛生マネジメントシステム、メンタルヘルスなどに関する情報収集を行うなど、

労働安全対策の推進を図る。 
 
7．「我が国機械製造業の今後のあり方」横断研究プロジェクト 
 各研究委員会連携プロジェクトとして今後の我が国機械製造業のあり方を探るべく中

堅・中小企業を含めて幅広い観点から実施した「日本の機械工業の実態、ものづくりの
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現状と共通課題のアンケート調査」を踏まえて、今後日機連として取り組むべき分野や

研究テーマを抽出し、具体的活動を推進するための体制や環境を整備する。 
 
8．設備投資関連税制等の機械業界への普及・広報 
 政府が実施する生産性向上設備投資促進税制など設備投資関連税制の利用に関して、

機械業界への普及・広報を行う。 
 
9．関西地区での事業の検討（大阪事務所） 

① 総務懇話会、社員満足向上懇話会、同懇話会実務担当者部会、環境配慮事例研究

会、関西団体協議会などの開催を通じて、会員及び団体間の情報交換及び意見交換

を行う。更に、先進的なテーマに基づき、有識者を招聘しての講演会、見学会等の

諸事業を実施することにより、経済環境が変化する中で、知見を広めその動向を把

握することにより、機械製造業が抱える諸課題の克服に役立てる。 

② 関西地域での産学官連携を推進するため、関係機関とも連携して、事業実施に協

力する。 

 関西地域の大学等と連携して、引き続きウエブサイトに「関西ものづくり産学官

連携情報プラザ」を設置（平成 27 年 1 月から日機連ホームページにバナーを開設）

し、各大学等のイベント等の情報提供を行う。 

③ 「日機連大阪メルマガ」により関西地域等の関係機関の各種情報を提供する。 

 

10．関西地区広報活動に関する事業推進の検討（大阪事務所） 
  （企業広報活動推進のための機械記者クラブ室の運営） 

関西地区の機械工業等に係る広報活動の効果的な展開、在阪報道機関との積極的な連

携を図ることを目的に設置している大阪機械記者クラブ室（大阪事務所分室）について、

その活動内容等を紹介するためのホームページを開設済み。その後、日機連ホームペー

ジにバナーを開設しリンクを強化し、広報事業の PR に努めた。今後、大阪機械広報懇話

会（平成 28 年 1 月現在の参加企業数 73 社）と緊密に協力しながら円滑な運営に努め、

関西から機械、電機・電子、通信等の情報発信を強化する。 

 
第４章 他団体との協力・連携事業 
 
1．ロボット革命イニシアティブ協議会活動への参画、協力支援 
 成長戦略の一環として政府が掲げた「ロボットによる新たな産業革命」のアクション

プラン「ロボット新戦略」(平成 27 年 1 月公表)に基づき、「ロボット革命イニシアティブ

協議会」が平成 27 年 5 月 15 日に発足した。当会は、「ロボットによる新たな産業革命」

は機械産業の今後の事業活動に大きな影響を及ぼすものであると認識し、「ロボット革命

イニシアティブ協議会」(活動)に参画等、協力している。同協議会は、平成 28 年度に活
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動を本格化させ、「IoT による製造ビジネス変革」、「ロボット利活用推進」、「ロボットイ

ノベーション」の 3WG を継続し、①IoT 関連では、ユースケースの創出、規制・制度改

革、サイバーセキュリティ、国際標準化への貢献、中小企業への導入支援、人材育成に

ついて、②ロボット利活用・イノベーション関連では、非製造業へのロボット普及を支

援する環境整備や技術開発など具体的な政策・社会提言等、を行うとともに、また、人

材育成に関しては新たな WG を発足、さらに、国際シンポジウムの定期開催などにより

諸外国とのコラボレーションを推進するなど、ロボット新戦略で掲げられた目標の 2020
年での達成に資するための活動を強化する予定である。日機連はその実現に向け、同協

議会への参画、協力支援活動を引き続き展開していく。 
 

2．JEED との人材育成分野における連携協力 
 JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)と平成 26 年 8 月 23 日締結した

人材育成分野における連携協定書に基づき、引き続き、連携事業を進めていく。具体的

には、JEED の主要事業の一つである職業能力開発体系に係る職務分析モデルデータ収

集に協力を行うとともに、JEED に対して機械安全教育カリキュラム策定への参画の継

続および理数系人材・IoT 人材等の育成対策の充実に向け検討を行う。 
 
3．(一財)機械振興協会との連携強化 
 機械産業振興と同趣旨の目的の下で事業活動を展開している(一財)機械振興協会との

間で、人材の相互活用や資金の有効利用など、リソース共有に伴う相乗効果を求めて、

連携を強化していく。具体的には、優秀省エネルギー機器表彰事業、機械工業関連情報

発信、関西地域の産業におけるロボット導入状況と今後の活用分野に関する調査、関西

ものづくり産学官連携情報プラザ及び各種講演会の開催の共同事業化等を図る。 
 
4．団体会員との情報連携 
  日機連団体会員と情報共有を行うため、次の会合を引き続き開催する。 

① 海外業務懇談会 
② 総務連絡会 

 

  

                                    以上 

 




