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　今年10月、関経連は創立70周年を迎える。終戦翌年の1946年10月1日に、関西経済人の総意の形成と産業復興をめざして発足し
て以来、関西経済そして日本経済の発展をめざし、会員・関係者の皆さまとともに歩んできた。
　機関誌「経済人」では、皆さまへの感謝の気持ちと次なる飛躍への決意をこめて、今年１年間、70周年を記念した企画を行っていく。
　スタートとなる今号では、60周年目の2006年から現在までの世の中の動きと、関経連の動きを年表で示した。前半は、景気の拡
大期からリーマンショックの影響による不況を経験し、後半は未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生、そしてアベノミクスに
よる景気の回復。まさに激動であったこの10年を振り返る。

	2	月	16日	◦神戸空港がポートアイランド沖に開港
	3	月	9	日	◦日銀、	量的緩和政策解除を決定
		 	 17日	◦国土交通省、	「関西文化学術研究都市サー

ド・ステージ・プラン」	策定
		 	 27日	◦近鉄けいはんな線開業
	4	月		1	日	◦堺市が政令指定都市に移行
	5	月		1	日	◦大阪府の推計人口が神奈川県に抜かれ、

全国3位に転落

	9	月26日	◦安倍晋三内閣発足

11月22日	◦大田弘子経済財政相が景気拡大期間の	
「いざなぎ超え」	を表明

	3	月28日	◦理化学研究所が次世代スーパーコンピュー
タ施設を神戸市（ポートアイランド第2期
内）に建設すると発表

	5	月11日	◦2008年サミットの外務・財務・環境の各
閣僚会合、	関西での開催が決定

	7	月29日	◦参議院選挙で与党自民党大敗
	8	月		2	日	◦関西空港第２滑走路オープン
		 	 25日	◦IAAF世界陸上2007大阪大会開幕（〜9/2）
	9	月26日	◦福田康夫内閣発足
10月	1	日	◦日本郵政公社民営化

11月	21日	◦山中伸弥京都大学教授らのグループが万
能細胞	「iPS細胞」	開発に成功（世界初）

	7	月	1	日	◦自治体と経済団体のトップで構成する
「関西分権改革推進協議会」	設立

	8	月	23	日	◦「関西国際空港の二期事業推進等に関
する要望書」を取りまとめ、	発表

10月	29	日	◦関経連創立60周年記念特別事業として	
「関経連ロボットフェスタ」	開催

11	月	27	日	◦「次世代スーパーコンピュータの関西立
地に関する要望」	を取りまとめ、	発表

	

	4	月	13	日	◦温家宝中国国務院総理が来阪、	歓迎夕
食会開催

		 	 15	日	◦ベトナム使節団派遣、	ズン首相らと会談、	
第１回日越経済討論会開催（〜4/19）

	5	月28	日	◦関経連会長に下妻博住友金属工業会長
が就任

	7	月		1	日	◦「関西広域機構（KU）」	設立
	8	月	6	日	◦「組込みソフト産業推進会議」	設立
		 	 31	日	◦メルケル	ドイツ首相歓迎昼食会	開催

10	月		1	日	◦「関経連の今後の活動方針	関西の	『再生』	
から	『新たな発展』	へ＝	『100日タスク』	の
検討結果＝」	を取りまとめ、	発表

		 	 22	日	◦関西広域機構分権改革推進本部におい
て、	「関西広域連合（仮称）」	の設置検討
申し合わせ

11	月	14	日	◦「NPO法人関西社会人大学院連合」	設立
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	3	月15	日	◦JRおおさか東線（放出〜久宝寺間）開業
	
	4	月		9	日	◦日本銀行総裁に白川方明副総裁が就任

	5	月24日	◦神戸市でG8環境大臣会合開催
		 	 31日	◦高松塚古墳、	壁画を初めて一般に公開
	

	6	月13日	◦大阪市でG8財務大臣会合開催
		 	 26日	◦京都市でG8外務大臣会合開催
	7	月		7	日	◦北海道洞爺湖サミット開催

	9	月24日	◦麻生太郎内閣発足

10月19日	◦京阪中之島線開業
		 	 28日	◦日経平均が6,944円90銭とバブル崩壊後の

最安値記録

	1	月	20日	◦米国大統領にバラク・オバマ氏就任

	3	月	20日	◦阪神なんば線開業

	2	月	18	日	◦アセアン使節団派遣、	サマック	タイ首相ら
と会談（〜2/23）

	3	月			 　	◦関西の優れた環境・エネルギー技術を集めた
「環境・エネルギー技術・製品事例集」	発行

	4	月	21	日	◦「次世代スーパーコンピュータ利用推進協
議会」	設立

	5	月		9	日	◦胡錦濤中国国家主席が来阪、	歓迎夕食会開催
	

		 	 26	日	◦地域サポーター制度（地域別担当副会長制）導入
	7	月	15	日	◦「大梅田グランドデザイン研究会報告書」	を取

りまとめ、	発表
	9	月	11	日	◦橋下徹大阪府知事と経済3団体アドバイザ

リーボードとの初の意見交換会開催
10	月		7	日	◦2020年を念頭においた	「関西のありたき

姿」	を	「関西ビジョン2020	関西、	おもろい！	
─Dynamic	Kansai！─	─関西の	「突破力」
で世界に貢献─」	として取りまとめ、	発表

	2	月	23	日	◦関経連臨時総会を開催し	「関西経営者協
会」	の事業承継を承認

	4	月	12	日	◦関西財界訪中代表団派遣、	王岐山副総理らと会談、	
「中国・関西	水環境フォーラム」	開催（〜4/15）
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	5	月	16日	◦神戸市で新型インフルエンザの日本国内初の
感染を確認。以後、	イベントの中止や京都府
など６府県の旅館で延べ36万泊分の宿泊の
キャンセル発生。

		 	 21日	◦裁判員制度スタート

	8	月22日	◦「水都大阪2009」	開催（〜10/12）
		 	 30日	◦衆議院選挙、	民主党大勝、	政権交代
	9	月16日	◦鳩山由紀夫内閣発足

	3	月20日	◦第二京阪道路全線開通
	4	月24日	◦「平城遷都1300年祭」	平城宮跡会場オープ

ン（〜11/7）

	6	月		8	日	◦菅直人内閣発足
	7	月	11	日	◦参議院選挙、	与党過半数割れ
	8	月		6	日	◦「国際コンテナ戦略港湾」	に阪神港と京浜港が指定

11月13日	◦横浜市でAPEC（アジア太平洋経済協力）首脳
会議開催

12月		1	日	◦「関西広域連合」	
設立

	5	月	25	日	◦関西経営者協会と統合

	8	月	24	日	◦関西全体の対日投資促進を目的とする
		 	 		 	 	「INVEST関西デスク」	開設

11	月		6	日	◦大阪市水道局などと共同で提案したベトナム・
ホーチミン市における水道事業が、	新エネル
ギー･産業技術総合開発機構（NEDO）「省水型･
環境調和型水循環プロジェクト」	に採択

		 	 	8	日	◦関経連アセアン経営研修30周年を機にイン
ドネシア使節団を派遣（〜11/12）

12月		1	日	◦「日中経済討論会」	の後継事業として	「日中
ビジネス・フォーラム	in	関西2009」	開催

		 	 	3	日	◦大阪市水道局と	「水･インフラの国際展開
に関する連携協定」	締結

		 	 14	日	◦関西の経済団体、	自治体、	関西国際空港
会社などで構成する	「関西３空港懇談会」	
で、	関西・大阪（伊丹）・神戸の関西３空港
の	「一元管理」	をめざすことを正式合意

	6	月		7	日	◦「組込みシステム産業振興機構」	設立
	7	月27	日	◦関経連	「上海万博応援団」	による上海訪問・

万博視察（〜7/30）

11	月		9	日	◦東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）
との連携強化のため	「関経連ERIA連携室」
開設

		 	 10	日	◦西日本経済協議会総会において	「西日本版
広域観光ルート創設」	などを決議
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	2	月		2	日	◦大阪駅北地区の名称を	「うめきた」	に決定
	3	月	11	日	◦東北地方太平洋沖地震発生（M9.0）、	死者・

行方不明者約2万人
		 	 12日	◦九州新幹線全線開通
		 	 13日	◦関西広域連合が福島・岩手・宮城の被災３県に

対し、	カウンターパート方式の支援を表明
	4	月28日	◦関西空港に初のニューヨーク直行便就航

	5	月17日	◦「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ
効率的な設置及び管理に関する法律案」	成立

		 　26日	◦国交省、	南アルプスルートを経過地とするリ
ニア中央新幹線整備計画を決定

	6	月20日	◦スーパーコンピュータ	「京」、	スパコン世界ラ
ンキングで世界1位に

	9	月		2	日	◦野田佳彦内閣発足
10月	 	◦タイの大洪水拡大、	現地の日本企業の工場

操業停止相次ぐ
		 　30日	◦第1回大阪マラソン2011開催
11月20日	◦第1回神戸マラソン2011開催
12月22日	◦国際戦略総合特区として、	医薬・医療等の事

業を盛込んだ	「関西イノベーション国際戦略総
合特区」	の指定

		 	 26日	◦関西広域連合に大阪、	京都、	神戸、	堺の4政
令市が参加表明

		 	 		 	 ◦政府、	北陸新幹線金沢─敦賀の新規着工認
可を決定

	3	月	11	日	◦第１回京都マラソン2012開催

	7	月		1	日	◦関西国際空港と大阪国際空港が経営統合
	8	月10日	◦消費税法改正案成立
	9	月28日	◦スーパーコンピュータ	「京」	が本格稼働

	3	月	14日	◦事務局内に	「東北大震災対策・支援本部」	設置

	4	月		1	日	◦公益社団法人に移行
		 	 11	日	◦復興に向けた支援活動や政策提言を行うため

「震災復興対策特別委員会」	設置
	5	月25	日	◦関経連会長に森詳介関西電力会長が就任
	7	月		8	日	◦ボランティアバス	

「関経連号」	第 1
便を宮城県石巻市
に派遣（〜7/10）

		 	 31日	◦韓国・モンゴル訪問団派遣、	エルベグドルジ	
モンゴル大統領らと会談（〜8/5）

	9	月	25	日	◦起業家精神涵養のための	「若手経営幹部候補
米国派遣プログラム」	現地研修実施（〜10/6）

		 	 28日	◦国際戦略総合特区の指定申請に向けて	「関西
国際戦略総合特別区域地域協議会」	設立

11	月	20日	◦ベトナム訪問団派遣、	サン国家主席らと会
談（〜11/25）

12	月		1	日	◦関西社会経済研究所とアジア太平洋研究
所の機能統合により	「アジア太平洋研究所
（APIR）」	設立

	7	月		1	日	◦日中国交正常
化40周年の節
目に関西財界訪中代表団を派遣、	習近平国
家副主席らと会談（〜7/5）

		 	 26	日	◦関西広域連合との意見交換会を初開催
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10月	8	日	◦山中伸弥京都大学教授がノーベル生理学・医
学賞を受賞

		 	 28日	◦国内発のLCC専用ターミナルとして関西空
港第２ターミナルビルオープン

12月16日	◦衆議院選挙、	自民党大勝、	政権交代
		 	 20日	◦日経平均終値1万円台回復
		 	 26日	◦第２次安倍晋三内閣発足

	3	月20日	◦日本銀行総裁に黒田東彦氏が就任
	4	月		1	日	◦大阪府市、	経済界が大阪観光局設立
		 	 26日	◦うめきた先行開発区域プロジェクト	「グラン

フロント大阪」	まちびらき
	5	月25日	◦阪神高速 2号淀川左岸線（１期）開通

	7	月21日	◦参議院選挙、	与党過半数確保

	9	月		7	日	◦2020年夏季オリンピック開催都市が東京に
決定

		 	 15日	◦関西電力大飯発電所４号機が停止し、	国内
の原子力発電所の稼働がゼロに

10月		1	日	◦PMDA-WEST（医薬品医療機器総合機構の
西日本拠点）がグランフロント大阪のナレッジ
キャピタル内にオフィスを設置

11月	10日	◦2021年のワールドマスターズゲームズ開催
地が関西に決定

12月	1	日	◦「大阪・光の饗宴2013」	開幕（〜1/9）

	3	月		7	日	◦「あべのハルカス」	全面開業
	4	月		1	日	◦消費税が5%から8%に増税
	5	月		1	日	◦国家戦略特区に関西圏を含む全国６地域を

指定

10	月		2	日	◦「モノづくり人材の育成・再教育に資する実
践的プログラム	『金属・材料工学』」	開講

		 	 31	日	◦関西の産学官医の協働プラットフォームと
して	「健康科学ビジネス推進機構」	設立

12	月		1	日	◦国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）
に初参加、	カタール・ドーハの会場にて環
境事例集等を活用し関西の環境技術をPR

	2	月	10	日	◦アセアン使節団派遣、	リー	シンガポール首
相、	インラック	タイ首相らと会談（〜2/16）

	4	月		1	日	◦「関西国際戦略総合特別区域地域協議会事
務局」	設置

		 	 14	日	◦ベトナム訪問団派遣、	サン国家主席らと会
談、	「関西ベトナムビジネス・ラウンドテーブ
ル」	および	「関西ビジネスデスク」	の設置を
合意（〜4/17）

	6	月20	日	◦「グローバル人材活用運営協議会」	設立

	7	月	13	日	◦女性のエンパワメントのための	「米国派遣
プログラム2014」	現地研修実施（〜7/20）

		 	 18	日	◦「リニア中央新幹線全線同時開業推進協議会」	設立
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	7	月15	日	◦ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに	「ウィ
ザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッ
ター」	オープン

11月18日	◦安倍首相が消費税10%増税の1年半先送りを
表明

12月14日	◦衆議院選挙、	与党３分の２以上の議席を確保
		 	 17日	◦JR東海が2027年の開業に向けてリニア中央

新幹線の建設開始

	3	月	30日	◦「うめきた２期区域まちづくりの方針」	決定
	4	月	11日	◦「第29回日本医学会総会2015関西」	開会式

（関連イベントを関西各地で展開し、	初のオー
ル関西での開催）

		 	 22日	◦日経平均終値15年ぶりに2万円超え
	5	月	17日	◦大阪市において	「大阪都構想」	の是非を問う	

「特別区設置住民投票」、	反対多数で否決
	6	月		5	日	◦2016年サミットの開催地が伊勢志摩に決定

	7	月		3	日	◦2016年サミット保健大臣会合の開催地が神戸
市に決定

10月	5	日	◦TPP協定交渉大筋合意

12月	4	日	◦関西広域連合に奈良県が加入
		 	 	15日	◦新関西国際空港と関西エアポートが関西・大

阪両空港の運営権売却契約締結

	7	月	24	日	◦関西広域連合との意見交換で	「はなやか関
西」	シンボルマークの活用を合意

10	月18	日	◦オーストラリア・ニュージーランド使節団派遣、	
キー	ニュージーランド首相らと会談（〜10/25）

12	月18	日	◦「関西ワールドマスターズゲームズ2021組織
委員会」	設置

	2	月		3	日	◦「関西広域観光戦略」	を取りまとめ、	発表
		 	 	6	日	◦関西財界セミナーで	「生き活き関西〜	“健康・

医療”先進地域ビジョン〜」	を取りまとめ
		 	 15	日	◦ミャンマー・カンボジア使節団派遣、	テイン・

セイン	ミャンマー大統領らと会談（〜2/21）

	6	月30	日	◦「関西高速道路
ネットワーク推
進協議会」	設立

	7	月14	日	◦北京にて	「日中企業家交流会」	初開催
		 	 23	日	◦関西広域連合、	大学・研究機関、	経済団体と

ともに	「関西健康・医療創生会議」	設立

		 	 		 	 ◦関西広域連合との意見交換で	「関西国際観
光推進本部（仮称）」	設立を合意

		 	 29	日	◦けいはんな学研都市の今後のビジョン等を策
定するため、	国・自治体等とともに	「けいはん
な学研都市新たな都市創造委員会」	設置

2015 平成27年


