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■目的

門真市域におけるものづくり企業相互、並びに関係機関との連携・交流を通じて各企業の経営安定と事業発展を図り、もって地域経
済の活性化・振興に寄与することを目的とする。

■事業

（１）会員企業間の交流・連携促進事業、（２）企業と教育機関、金融機関、経済団体、行政機関等との交流・連携促進事業、
（３）企業支援につながる国・府・市等からの情報提供事業、（４）その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

具体的には、

①企業交流の促進－地域間・業種間の顔が見える交流・懇談・研修の場づくり

②地域内受発注の促進－企業概要・主要製品・企業の特性（技術力）やセールスポイント等市内ものづくり企業情報の共有

③「メイドイン門真」づくりのための基盤形成－技術力の向上、支援体制の確立、企業ｊ連携・産学官連携等による新製品づくりに挑戦

■参加企業数 ６６社（Ｈ２５年７月２６日現在）

■平成２４年度実施事業

Ⅰ.門真ネット独自事業
（１）門真市ものづくり企業ネットワーク設立総会
（２）門真市ものづくり企業ネットワーク世話人会の開催
（３）「中小企業施策説明会」の開催
（４）ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）研修・見学会の開催
（５）門真市ものづくり企業ネットワーク新年会の開催
（６）ビジネス展示・商談会 in 門真 2013 の開催

Ⅱ.門真市等の実施する事業の積極的活用
（１）門真市中小企業サポートセンターの設立
（２）カドマイスターを探せ！事業
（３）ものづくり企業展示場出展補助
（４）「フラッシュ門真 ＤＥ ものづくり」事業
（５）ものづくり速報・門真ネットワークメールの配信

門真市ものづくり企業ネットワークの概要



Ⅰ-（１）門真市ものづくり企業ネットワーク設立総会

市内企業の相互連携の強化を図るため、平成２４年７月９日、
「門真市ものづくり企業ネットワーク」を設立。
①企業交流の促進、②地域内の受発注の促進、③「メイドイン
門真」づくりのための基盤形成を目的に、設立総会には企業の
代表者など８３人が参加。
総会と前後して、近畿経済産業局による記念講演と参加企業
による自社製品展示会が催され、「顔の見える企業間交流」の
場として会場は熱気にあふれた。

○日時：平成２４年７月９日（月）１８：００～
○場所：議場、第三会議室、食堂
○次第：

①門真市長あいさつ
②来賓紹介
近畿経済産業局ものづくり産業支援室
大阪府商工労働部商工振興室ものづくり支援課
守口門真商工会議所
前大阪産業大学産業研究所長

③記念講演
「ものづくり企業の課題――いま！旬の話題と情報」
近畿経済産業局ものづくり産業支援室長 細川洋一氏

④議案第1号・議案第2号 提案・議決
承認第1号 提案・承認

⑤新役員紹介・代表あいさつ
⑥出席企業の紹介（第三会議室）
⑦交流・展示見学（食堂）

○出席者：８３名

２０１２．７．１０日刊工業新聞
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門真ネット事業の企画・計画を策定し、事業推進にあたって会員への連絡・調整を行う
ため、世話人会を開催。

■世話人会

代表世話人 牧野 洋久 （牧野精工株式会社）
副代表世話人 阿南 志朗 （株式会社柳澤製作所）
副代表世話人 伊東 優 （ＩＨＩ技術教習所大阪センター）
世 話 人 大坪 勤 （株式会社出雲）
世 話 人 大西 康弘 （大峰化学株式会社）
世 話 人 栗原 啓大 （栗原木工株式会社）
世 話 人 杉山 茂 （杉山金属株式会社）
世 話 人 西口 佳弘 （株式会社大和真空）
世 話 人 竹内 耕二 （日研ツール株式会社）
世 話 人 丸山 紘邦 （丸山塗装工業株式会社）

門真市産業振興担当

■世話人会開催状況

○設立準備会
日時：平成２４年６月２６日（火）１８：００～
場所：第二会議室
議題：門真ネット設立について

門真ネット会則について
門真ネット平成２４年度世話人会について
門真ネット設立総会について

Ⅰ- （２）門真市ものづくり企業ネットワーク世話人会の開催

○第１回世話人会
日時：平成２４年８月１０日（金）１７：３０～
場所：第三会議室
議題：具体的な事業の進め方

○第２回世話人会
日時：平成２４年１２月５日（水）１７：３０～
場所：第三会議室
議題：これまでの取り組み内容について（報告）

今後の事業内容について（協議）
終了後懇親会



｢企業ニーズ｣ともなっている、販路開拓(34,3%)、資金相談(31,5%)、情報提供(30,6%)、人材確
保・育成(29,6%)を中心とした「中小企業施策説明会」を、平成24年10月3日(水)に近畿経済産業
局産業部中小企業課の安藤慎二総括係長を招いて実施。

○主催： 門真ネット、門真市
○後援： 門真市中小企業サポートセンター
○日時： 平成24年10月3日(水)１８：３０～２０：００
○場所： 門真市役所 別館三階(第三会議室)
○次第： ①主催者挨拶

門真市市民部長 市原 昌亮
「門真ネット」副代表世話人 伊東 優

②講演
「国の中小企業施策について」
近畿経済産業局産業部中小企業課

総括係長 安藤 慎二 氏
③質疑応答
④中小企業サポートセンターの案内とあいさつ
センター長 佐藤 伸吾氏

○参加人数：25名
市内企業 15社15名
支援機関等 3団体5名
門真市 5名

Ⅰ- （３）「中小企業施策説明会」の開催
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ものづくり企業の技術力向上のために、平成24年10月26日(水)にMOBIOでの常設展示
場の見学会及び研修を実施。
MOBIOコーディネーターの案内で常設展示場の見学を行い、本市内企業の展示ブース

を当該企業から説明を受けた後、研修会では、大阪府から、大阪でのものづくり企業
の現状と課題、大阪府の技術支援策等についての講演と、MOBIOから常設展示場の活用
方法等についての説明を受けた。

○日時：平成２４年１０月２６日（水）１３：００～
○場所：ＭＯＢＩＯ展示場
○次第：

①常設展示場見学
②研修会
「ＭＯＢＩＯにおけるものづくり支援について」
大阪府商工労働部商工振興室ものづくり支援課長 讃岐 富男 氏
「大阪府立産業技術総合研究所の取り組み」
技術支援グループ総括主査 藤原 久一 氏
「常設展示場の説明」
ものづくりビジネスセンター大阪コーディネーター 児玉 史郎 氏

○出席者：２０名
（企業１０社１３名、門真市中小企業サポートセンター２名、門真市５名）
（参加企業）
株式会社出雲、臼谷電子株式会社、大峰化学株式会社、
株式会社カタ技術、株式会社小林製作所、杉山金属株式会社、
株式会社日恵製作所、日研ツール株式会社、牧野精工株式会社、
ヨーホー電子株式会社

Ⅰ- （４）ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）研修・見学会の開催
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「門真市ものづくり企業ネットワーク」が設立され、業種、年齢、性別、事業規模などの違いを
超え、お互いに刺激しあい、学びあい、頑張る気運が着実に広がり、企業間の信頼関係が深ま
る中、近隣という利便性を生かした販路拡大や人財育成、さらには、将来への新事業創出への
知恵とエネルギーを生み出す組織として発展していくために、“顔が見える交流と連携”を深め
る場として「門真ネット新年会」を開催。

「すべての企業が意気高く、飛躍と成長の年に～『門真ネット』新年会」
○日時：平成25年1月30日(水)１８：００～
○場所：松心会館
○次第と概要：

司会者挨拶 竹内 耕二 世話人(日研ツール株式会社) 

主催者挨拶 牧野 洋久 代表世話人(牧野精工株式会社) 

来賓挨拶 園部 一成 門真市長
〃 細川 洋一 近畿経済産業局ものづくり産業支援室長

乾杯 阿南 志朗 副代表世話人(株式会社柳澤製作所)

歓談 進行：西口 佳弘 世話人(株式会社大和真空)他
企業からの新年の抱負発表

閉会挨拶 伊東 優 副代表世話人(IHI技術教習所大阪センター)

○参加者：５６名（企業３３社４１名、支援機関６名、門真市９名）
（参加企業）
ＩＨＩ技術教習所大阪センター、株式会社出雲、臼谷電子株式会社、ＳＳＴ設計開発センター株式会社、
栄光技研株式会社、有限会社オイテック、大峰化学株式会社、北次株式会社、株式会社共伸技研、
河野工業株式会社、株式会社小林製作所、有限会社サクセスプランニング、サンロール株式会社、
三和特殊鋼株式会社、杉山金属株式会社、株式会社スリーエフ技研、株式会社大京精研、
太平産業株式会社、株式会社大和真空、高園産業株式会社、内外紙工株式会社、株式会社東穂、
株式会社西園製作所、日研ツール株式会社、株式会社パールライティング、有限会社古川製作所、
株式会社古谷鉄工所、牧野精工株式会社、丸山塗装工業株式会社、
株式会社メタルワン・スチールサービス大阪支店、有限会社森田製針所、株式会社柳澤製作所、
ヨーホー電子株式会社

Ⅰ- （５）門真市ものづくり企業ネットワーク新年会の開催
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門真市ものづくり企業ネットワーク及び門真市が共催により、“市内企業がひとつに”をテーマとし
て「ビジネス展示・商談会in門真2013」を開催。
会員間の名刺交換、フェースtoフェースでの商談、自社アピール(得意分野・熟練技術力など)、
市内企業情報の集約、会員間の協力関係構築、新企画提案(自社製品の販路拡大・取引企業の
拡大)などを目的に市内企業２２社が参加。

○主催： 門真市ものづくり企業ネットワーク、門真市
○後援： 門真市中小企業サポートセンター
○日時： 平成25年2月12日(火)１８：００～２０：００
○場所： 門真市役所 別館三階(第二会議室・食堂)

○次第： ①主催者挨拶
「門真ネット」代表世話人牧野洋久

②ミニ講演会
「ネットワークの役割と今後の課題について」
未来産業経済研究所代表 津田盛之氏

③展示・商談会
各企業からのプレゼン・交流

○参加企業：（２２社）
株式会社出雲、臼谷電子株式会社、
ＳＳＴ設計開発センター株式会社、
栄光技研株式会社、株式会社カタ技術、
北次株式会社、株式会社共伸技研、
株式会社小林製作所、
有限会社サクセスプランニング、
サンロール株式会社、杉山金属株式会社、
太平産業株式会社、株式会社大京精研、
株式会社大和真空、株式会社東穂、
株式会社西園製作所、日研ツール株式会社、
株式会社パールライティング、株式会社古谷鉄工所、
牧野精工株式会社、株式会社マグナボックス、
株式会社ワイ･ドライブ、和田電機株式会社

広報かどま平成２５年３月号

Ⅰ- （６）ビジネス展示・商談会 in 門真 2013 の開催
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2012年10月2日読売新聞28面

Ⅱ- （１）門真市中小企業サポートセンターの設立

市内ものづくり企業の支援拠点として、平
成24年10月1日(月)に「門真市中小企業サポー
トセンター」が設立。
同センターでは、16名のアドバイザーによ

り、販路拡大等の企業マッチング、技術支援
、国・府等への各種申請支援、経営・融資等
の各種相談等へ対応することで、市内企業の
経営基盤の強化を図り、新たな産業の育成と
雇用の創出に取り組み。

【門真市中小企業サポートセンター発足式】
○日時：平成２４年１０月１日（月）１１：００～
○場所：門真市中小企業サポートセンター前
○概要：

挨拶 門真市長 園部一成
「門真ネット」代表世話人 牧野洋久
「門真ネット」コーディネーター 津田盛之氏

（未来産業経済研究所代表）
テープカット
挨拶 サポートセンター センター長 佐藤伸吾氏
サポートセンター従事アドバイザー紹介

○出席人数：５５名
（企業２０社２６名、支援機関等４団体４名、
門真市９名、アドバイザー１６名）
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Ⅱ- （２）カドマイスターを探せ！事業

門真市では、卓越した技術等を有する企業を発見し、カドマイスターとして認定して、広く
情報発信しつつ、企業間連携を図ることを目的としたカドマイスター認定制度を運用。

○認定対象者：
門真市内に本社または製造拠点を置く製造業者で以下の認定基準を満たす中小企業

○認定基準：
・製品のブランド力が高い企業【製品力評価】
・卓越した技術力・技能を有する企業【技術力評価】
・品質管理の意識が高い企業【品質評価】
・市場での占有率の高い企業【市場評価】
・人材育成や社会貢献に対する取組を行う企業【その他評価】

○認定メリット：
・門真市の製造業者の看板企業として紹介
・門真市のホームページへの掲載等、市内外へ情報発信
・市が実施する施策（制度）を優先利用することが可能
・市だけでなく、国及び府等が行う事業の情報提供

○カドマイスター認定企業：
（平成２３年度認定）
株式会社出雲、臼谷電子株式会社、栄光技研株式会社、大峰化学株式会社、
有限会社古川製作所、株式会社カタ技術、日研ツール株式会社

（平成２４年度認定）
ＳＳＴ設計開発センター株式会社、北次株式会社、株式会社共伸技研、
有限会社サクセスプランニング、サンロール株式会社、太平産業株式会社、
株式会社大京精研、株式会社リバイタライズ
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１．制度の概要
大阪が誇る中小企業の優れた技術・製品を一堂に集め、ビジネス・マッチングに繋げるこ
とを目的に開設されている「ＭＯＢＩＯ(ものづくりビジネスセンター大阪)常設展示場」（ｸﾘｴｲ
ｼｮﾝ・ｺｱ東大阪内）へ、市内に事業所を有するものづくり企業が出展する場合に、出展料の
１／２を補助決定から２年以内で補助する。

２．補助対象者
市内に事業所を有し、１年以上事業を実施している製造業を営む中小企業者
または、製造業を営む中小企業で構成される中小企業団体（１／２以上が門真市内の事業者）

３．補助金の額
月額１０，５００円（ＭＯＢＩＯ出展料２１，０００円の１／２）
１企業あたり１回のみ（継続して最大２年まで）

４．常設展示場の概要
全２００ブース、平日９時～１７時開館、入場料無料

５．活用実績（７社）

株式会社出雲、臼谷電子株式会社、ＳＳＴ設計開発センター株式会社、
大峰化学株式会社、杉山金属株式会社、日研ツール株式会社、
有限会社森田製針所

Ⅱ- （３）ものづくり企業展示場出展補助
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門真市が発行する「広報かどま」に、市内に本社等を置くものづくり企業を紹介。これまでに、
パナソニック株式会社をはじめ、海外・国内で活躍する市内元気企業を広く市民に情報提供。

○これまでの掲載企業：
パナソニック株式会社（H20.11月号）、株式会社天辻鋼球製作所（H21.3月号）、株式会社アオバ（H21.10月号）、
株式会社海洋堂（H23.1月号） 、牧野精工株式会社（H23.3月号） 、東和薬品株式会社（H23.8月号） 、
栗原木工株式会社（H23.10月号） 、タイガー魔法瓶株式会社（H23.11月号） 、有限会社森田製針所（H24.1月号） 、
株式会社パールライティング（H24.2月号） 、株式会社大和真空（H24.4月号） 、
王子チヨダコンテナー株式会社大阪工場（H24.6月号） 、株式会社メタルワン・スチールサービス（H24.8月号） 、
ロータリー株式会社（H24.9月号） 、元古鉄工株式会社（H24.11月号） 、丸山塗装工業株式会社（H25.1月号） 、
株式会社東穂（H25.2月号） 、株式会社柳澤製作所（H25.3月号） 、株式会社トーモク（H25.5月号） 、
扶桑金属工業株式会社（H25.6月号）

太字は門真ネット企業

Ⅱ- （４）「フラッシュ門真 ＤＥ ものづくり」事業

門真市において、企業活動支援につながる国、府、市等の情報を提供するため、門真ネット
メンバーを中心に、メルマガを配信。

Ⅱ- （５）ものづくり速報・門真ネットワークメールの配信
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