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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 ６７社（Ｈ２６年６月２６日現在）

■平成２５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）「門真市ものづくり企業展～ものづくりと共に歩んだ50年の歴史～」の開催
（４） 「門真市ビジネス交流会 in MOBIO Cafe 」の開催
（５）門真はすはな中学校職場体験の受け入れ協力
（６）門真ネット定例会の開催
（７）門真ネット新年会の開催
（８）門真ネットホームページの作成（サポートセンターＨＰ）

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事業（ものづくり補助金への挑戦、企業データベースの作成）
（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）ものづくり企業立地促進制度
（５）「フラッシュ門真 ＤＥ ものづくり」事業
（６）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平成２５年度総会

「門真市ものづくり企業ネットワーク（門真ネット）」の平成２５年度総会を７月２６日に開催しました。
当日は、この１年間の活動実績の報告を行うとともに、今年度の活動計画が議論されました。

また、総会を記念して、経済産業省による「ものづくり白書の概要」に関する講演も行われ、熱心
に聞き入る姿が見られました。

門真ネットも設立１周年を迎え、展示会や見学会等の連携活動を通じて企業間取引が生まれるな
ど徐々に成果をあげつつあり、活動のさらなる深化が期待されます。

○日時：平成２５年７月２６日（金）１５：００～１８：３０
○場所：門真市議会議場、議会運営委員会室
○次第：

①門真ネット代表世話人あいさつ
②門真市長あいさつ
③来賓紹介
経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室
近畿経済産業局ものづくり産業支援室
近畿経済産業局中小企業課
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
門真市中小企業サポートセンター

④記念講演
「ものづくり白書の概要について」
経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室

室長補佐 来島慎一氏
⑤総会議事
平成２４年度活動報告（報告）
平成２５年度活動計画（審議）

⑥懇親会（議会運営委員会室）
○出席者：５３名 2
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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）

門真市中小企業サポートセンター
門真市産業振興担当

■世話人会開催状況

○平成２５年度第１回世話人会
日時：平成２５年７月４日（木）１８：００～
場所：厚生会会議室
議題：平成２４年度活動報告について

平成２５年度総会の開催について
平成２５年度活動計画について

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



門真市の市制施行50周年を記念して、「門真市ものづくり企業展～ものづくりと共に歩んだ50
年の歴史～」をクリエイション・コア東大阪にて開催いたしました。
門真のものづくりの歴史を彩った企業や優れた技術を有した企業32社が出展し、「ものづくり
の町 門真」をPRするとともに、製品・技術の売り込みを行いました。

○期 間：平成25年8月1日（木）～29日（木）の平日9時～17時
○会 場：クリエイション・コア東大阪北館

MOBIO常設展示場 企画展ブース
東大阪市荒本北1丁目4-17

○出展企業：32社
株式会社天辻鋼球製作所、株式会社海洋堂、
タイガー魔法瓶株式会社、 東和薬品株式会社、
パナソニック株式会社、 株式会社柳澤製作所、
株式会社芦田製作所、株式会社出雲、 臼谷電子株式会社、
栄光技研株式会社、 ＳＳＴ設計開発センター株式会社、
大峰化学株式会社、株式会社カタ技術、 北次株式会社、
栗原木工株式会社、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、
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、
株式会社東穂、 日研ツール株式会社、 株式会社古谷鉄工所、
フロンティア産業株式会社、牧野精工株式会社、
有限会社森田製針所、 ヨーホー電子株式会社、
株式会社リバイタライズ、 株式会社ワイ･ドライブ

Ⅰ- （３）「門真市ものづくり企業展～ものづくりと共に歩んだ50年の歴史～」の開催
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門真市ものづくり企業展の開催に併せて、8月9日(金)及び21日（水）に、門真市の
ものづくり企業と府内の企業等との交流・マッチングを促進するため、「門真市ビジネス
交流会 in MOBIO Cafe」を開催しました。
門真市内外の企業がプレゼンを行い、企業間交流を深めました。複数の引き合いが
起こるなど充実したマッチング会となりました。

○日 時：平成25年8月9日（金）15:00～18:30頃 【Part１】
平成25年8月21日（水）18:00～20:30頃 【Part２】

○場 所：クリエイション・コア東大阪（東大阪市荒本北1丁目4-17）

○概 要：門真市及び府内のものづくり企業（Ｐａｒｔ1：１０社、Part2：６社＋α）
が事業概要や技術力等のプレゼンテーションを行い、その後の
交流会を通じて、参加者同士のビジネスマッチングを促進する。

○参加企業及び参加者数：
【Part１】７６名（懇親会５９名）
フロンティア産業株式会社、有限会社サクセスプランニング、
北次株式会社、株式会社古谷鉄工所、太平産業株式会社、
株式会社リバイタライズ、株式会社西園製作所、
関西ラボラトリー株式会社、株式会社大幸精機、株式会社丸ヱム製作所
【Part２】４３名（懇親会３８名）
有限会社森田製針所、株式会社東穂、 ＳＳＴ設計開発センター株式会社、
株式会社カタ技術、 ヨーホー電子株式会社、株式会社ワイ･ドライブ

Ⅰ- （４）「門真市ビジネス交流会 in MOBIO Cafe 」の開催
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「門真市ものづくり企業ネットワーク」の目的の一つである教育との連携の一
環として、門真はすはな中学校が実施する職場体験授業に全面的に協力し、
９月３日～５日までの３日間、門真ネット企業１０社が２８人の生徒を受け入れ
ました。（受け入れ可能企業１３社のうち調整により１０社が受け入れ）
同中学校では今年度から体験学習対象をものづくり企業にまで拡大し、門真
の抱える課題を学ぶというコンセプトで職場体験の取り組みを深めています。

９月２８日（土）にはオープンスクールを開催し、保護者、派遣先企業、地域
関係者等を対象に職場体験学習での体験を「ポスターセッション形式」で生徒
一人ひとりが発表するとともに、１０月１４日（月）には、ラブリーフェスタ会場に
おいての成果発表、さらに、１月３０日（木）には、体験を通じた門真の抱える
現状と課題の整理と提言の発表が行われました。

門真ネットとしても、地域との連携強化、次代のものづくりの担い手の育成等
の観点から協力を行うもので、今回の職場体験の受け入れを通じての課題を
抽出するとともに、体験学習のプログラムの共有等に取り組み、今後も積極的
な対応を図っていく予定です。

（協力企業）
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、大日運輸株式会社、株式会社日惠製作所、
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、
有限会社森田製針所

Ⅰ- （５）門真はすはな中学校職場体験の受け入れ協力
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門真市ものづくり企業ネットワークでは市内企業同士の顔の見える関係作りの取り組みを促進
するため、会員企業が気軽に寄り合える定例の集まりを、毎月第４水曜日に、門真市中小企業サ
ポートセンターにおいて開催しました。

特にテーマも決めない自由参加の会合を行うことで、門真ネットの企業、支援機関等が気軽に
集い、お互いの抱える課題や今後の取り組み等について意見交換を行いつつ、相互交流を深め、
会合終了後には近隣での懇親会につなげ、さらなる交流を深めました。

○日時：毎月第４水曜日 １９時に定例会として継続開催
○場所：門真市中小企業サポートセンター（市立図書館隣）門真市新橋町３－４－１０３ TEL：06-6995-4068

○開催実績：
第１回：平成２５年 ８月２８日（水）１９：００～ １５名参加 第５回：平成２５年１２月２５日（水）１９：００～ １４名
第２回：平成２５年 ９月２５日（水）１９：００～ １１名参加 第６回：平成２６年 １月２２日（水）１９：００～ ３８名（新年会）
第３回：平成２５年１０月２３日（水）１９：００～ １３名参加 第７回：平成２６年 ２月２６日（水）１９：００～ ２０名
第４回：平成２５年１１月２７日（水）１９：００～ １４名参加 第８回：平成２６年 ３月２６日（水）１９：００～ １７名

Ⅰ- （６）門真ネット定例会の開催

7



門真市ものづくり企業ネットワークの会員間の連携を深めるため、毎月実施している定例会を拡
大し、新年会を開催しました。会員間での連携事例や、サポートセンターによる支援成果の発表な
ど、有意義な意見交換となりました。

前年の新年会をきっかけに、会員同士で始まった取引の報告や今年度実施の５Ｓ活動も新年会
がきっかけで実施されるなど、参加いただいた会員企業からは縁起の良い会合との声をいただい
ています。
今後も、顔の見える関係づくりとともに、相互研鑽にもつながる事業を拡大していきます。

○日時：平成２６年 １月２２日（水）１９：００～（門真ネット定例会を拡大開催）
○場所：松心会館
○参加機関：３８名参加
臼谷電子株式会社、 栄光技研株式会社、 ＳＳＴ設計開発センター株式会社、 大峰化学株式会社、 北次株式会社、
株式会社共伸技研、 サクセスプランニング株式会社、 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、
株式会社大京精研、 大日運輸株式会社、 大陽産業株式会社、 株式会社大和真空、 内外紙工株式会社、
日研ツール株式会社、 株式会社古谷鉄工所、 牧野精工株式会社、 マルイチエクソム株式会社、 丸山塗装工業株式会社、
森脇鉄工株式会社、 ヨーホー電子株式会社、 株式会社ワイ・ドライブ、 オクムラ経営コンサルティングオフィス、
門真市中小企業サポートセンター、 門真市

Ⅰ- （７）門真ネット新年会の開催
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門真市中小企業サポートセンターのホームページ充実にあわせて、門真市ものづくり企業ネット
ワークのホームページを作成しました。
門真ネットの取り組みの周知、活動ＰＲに努めます。

○門真ネットのページ
http://www.kadoma-sc.hs.plala.or.jp/kadomanet/index.html

Ⅰ- （８）門真ネットホームページの作成
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Ⅱ- （１）門真市中小企業サポートセンター事業
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平成２４年１０月に門真市中小企業サポートセンターを開設。専門的な知識を持ったアドバイ
ザーが企業の抱える悩みや課題をスピーディーに解決し、個々の企業の経営体質強化につなげ、
本市の地域産業、ひいては地域全体の活性化を図ります。

【場所・連絡先】
■門真市新橋町３－４－１０３（市立図書館 西隣）
■電話番号 06-6995-4068

■E-mail kadoma-center@bz04.plala.or.jp

■HP URL  http://www.kadoma-sc.hs.plala.or.jp/

【開館時間】
■午前11時から午後7時まで 月～金（祝日を除く）

【主な支援内容】
■ビジネスマッチング支援
■技術的指導・アドバイス
■５S 活動等の職場改善指導
■国などの補助金申請書類作成時の支援（アドバイス）

【25年度の主な活動内容】
■「ものづくり補助金」の申請支援

1次公募、2次公募にて、申請サポート。申請企業の7割が採択（国の採択率約4割）。
■５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）
市内企業の基盤強化につながる５Ｓ活動やＱＣサークル活動を支援。市内5社に対して、各10回程度支援。また、3月には、改

善活動発表会（５社の成果発表会）を実施。
■門真メタルスーパー群団の立ち上げ
門真市内の金属加工関連企業の連携を促進するため、「門真メタルスーパー群団」を立ち上げ、勉強会を実施。（10月 キックオ
フセミナーの開催、12月 研究会の開催、3月 第2回研究会を開催。）
■カドマイスター・関西ものづくり新撰・なにわの名工等の申請支援
■平成25年11月ホームページ開設
・セミナーなどの情報を掲載、市内企業のデータベース化



■５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）の推進
市内企業の基盤強化につながる５Ｓ活動やＱＣサークル活動を支援。組織的な活動の実現、自
主的に生産活動や改善活動が出来るようになるなど、共通した課題に対応するため、順を追って
全ての課題について取り組む力を付けるため、“企業体質を「５Ｓ」で磨く”を共通認識として活動。
市内５社に対して、各１０回程度支援。
３月には、改善活動発表会（５社の成果発表会）を実施。

■取り組み企業：北次株式会社、サンロール株式会社、株式会社大京精研、大日運輸株式会社、丸山塗装工業株式会社
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Ⅱ- （１）門真市中小企業サポートセンター事業



Ⅱ- （１）門真市中小企業サポートセンター事業
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■「ものづくり補助金」の申請支援
「ものづくり支援活動」の一環として、国が実施する「平成２４年度補正予算 ものづくり中小企
業・小規模事業者試作開発支援補助金」（以下補助金）の公募にあたって、市内企業に対して
積極的に申請サポートを実施。
市内外の金融機関、ビジネスコンサルタント等の認定支援機関との連携によるサポート体制
を整備し、施策勉強会から個別相談会へと、各企業の抱える課題に沿った補助金活用をアドバ
イスするとともに、複数回にわたる相談対応により、具体的な提案内容のブラッシュアップに取
り組んだ結果、サポートセンターの支援企業の採択件数は全体で３３件に上った。



Ⅱ- （１）門真市中小企業サポートセンター事業
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■「門真メタルスーパー群団」の立ち上げ
門真市内の金属加工関連企業の連携を促進するため、「門真メタルスーパー群団」を立ち上げ、
勉強会を実施。

■具体的な取組
１．キックオフセミナーの開催
日程：平成２５年１０月１５日
内容：①講演：「企業力飛躍への挑戦記」及び「寿司屋型ものづくり」

株式会社新日本テック 代表取締役社長 和泉 康夫 氏
（株式会社大阪ケイオス 代表取締役社長）

２．第１回研究会の開催
日程：平成２５年１２月２１日
内容：①講演：「成長の条件: それは新規顧客開拓」～行動のために何が必要か～

元大阪府立産業開発研究所調査研究部長 肥山 正秀 氏
②意見交換

３．第２回研究会の開催
日程：平成２６年３月１９日
内容：①群団構想検討会

共同受注、共同生産に向けての課題・懸念材料など、企業との情報交換を実施。



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：
（２０１２：平成２３年度認定 ７社）
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

（２０１３：平成２４年度認定 ８社）
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

（２０１４：平成２５年度認定 １０社）
株式会社スタッフ、株式会社大和真空、株式会社古谷鉄工所、
フロンティア産業株式会社、マルイチエクソム株式会社、有限会社森田製針所、
森脇鉄工株式会社、ヨーホー電子株式会社、株式会社ワイ・ドライブ、和田電器株式会社 14



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１０，８００円（ＭＯＢＩＯ出展料２１，６００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（９社）
株式会社出雲、杉山金属株式会社、日研ツール株式会社、
臼谷電子株式会社、有限会社森田製針所、大峰化学株式会社、
ＳＳＴ設計開発センター株式会社、有限会社シンエイ精工、
サンロール株式会社

Ⅱ- （３）ものづくり企業展示場出展補助
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１．制度の概要
門真市内の工業地域及び準工業地域において、新たに工場を立地（新築・増築・購入等）
する製造業者に対して、対象事業に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額を奨励金と
して５年間交付することで、頑張る企業を応援する。

２．対象事業者
製造業者

３．対象事業
土地及び工場の購入、工場立地、設備投資
（ただし、設備投資は１，０００万円以上（大企業の場合は５億円以上））

３．奨励金額
対象事業に係る固定資産税・都市計画税の１／２相当
（上限額 土地：５００万円、建物：３００万円、設備：５００万円 交付期間：５年間）

４．活用実績

２１年度 ２社、２２年度 １社、２３年度 ４社、２４年度 ３社、２５年度 ５社

Ⅱ- （4）ものづくり企業立地促進制度
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【★重要事項】
奨励金の交付を受けるためには、着工及び購入の前に「事業指定」を受ける必要があります。事前にご相談ください。



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）、奥野帆船工芸（H25.9月号）、栄光技研株式会社（H26.6月号）

太字は門真ネット企業

Ⅱ- （５）「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- （６）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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