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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 ７３社（平成２７年８月２５日現在） 

 

門真市ものづくり企業ネットワークの概要（1） 
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■平成２６年度実施事業 

（総括）昨年度は、定例会等を中心に企業間交流を更に進め、企業間連携の促進や「メイドイン門真」の創出に向けての基礎の構築
を前身させました。並行して、「門真市ものづくり企業展 in ルミエールホール」の開催や中学校職場体験の受入れ等、地域社会におけ
るものづくり企業の認知・理解等の向上にかかる取組を実施。しかし、５S活動クラブ、若手経営者におけるビジネス交流会、企業ニーズ
アンケートの一部事業の実施については未実施又は検討段階で留まっており、平成27年度中に活動を軌道に乗せるよう進めて参ります。 

 実施した事業等は以下のとおり。 

 

 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）門真ネット定例会の開催 

（４）門真ネット新年会の開催 

（５）大阪府立産業技術総合研究所見学会の開催 

（６）「門真市ものづくり企業展 in ルミエールホール」の開催 

（７）「新価値創造展2015 in Kansai」への合同出展 ※平成27年度事業 

（８）門真第５中学校、はすはな中学校職場体験の受け入れ協力 

（９）「キラッとかどま！2015」市内統一清掃協力 

  

 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（２） 



Ⅰ-（１）門真市ものづくり企業ネットワーク平成２６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２６年度総会を７月１８に開催しました。
当日は、前年度の活動実績の報告を行うとともに、平成２６年度の活動計画が議論されました。 

 また、総会を記念して、有限会社藤川樹脂 藤川社長による記念講演も行われ、熱心に聞き入る
姿が見られました。 
 

○日時：平成２６年７月１８日（金）１６：３０～２０：００ 

○場所：門真市議会議場、松心会館 

○次第：  
     ①主催者あいさつ 

     ②総会議事 

世話人会の体制について（承認） 
平成２５年度活動報告（報告） 
平成２６年度活動計画（審議） 

     ②講評 コーディネーター 津田盛之氏 

     ③門真副市長あいさつ 

     ④来賓紹介 

       近畿経済産業局ものづくり産業支援室長 

       大阪府商工労働部 中小企業支援室 

                    ものづくり支援課長 

       守口門真商工会議所 中小企業相談所長 

     ⑤来賓あいさつ 

     ⑥記念講演 

       「情報発信こそ営業力～零細プラスチック工場×３Ｄプリンター～」 
       有限会社藤川樹脂 代表取締役 藤川勝也氏 

     ⑥懇親会（松心会館） 
○出席者：６６名 
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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 
  コーディネータ   津田 盛之  （未来産業経済研究所代表）  
 
■世話人会開催状況 
 

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 

 
 
 

○平成２６年度第１回世話人会 
 日時：平成２６年６月２６日（木） 
 １８：００～１９：３０ 
 場所：市役所第６会議室 
 議題：平成２５年度活動報告について 
        平成２６年度総会の開催について 
        平成２６年度活動計画について 

○平成２６年度第２回世話人会 
 日時：平成２６年９月５日（金） 
 １８：００～１９：３０ 
 場所：市役所大会議室 
 議題：平成２６年度活動計画の進捗状況について 
    報告事項 



 

 

 
 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 （平成27年４月より開始時刻を18：30に変更） 
 

○場所：門真市中小企業サポートセンター（平成27年４月より、サポートセンター分室に変更） 
 

○開催実績： 
  第９ 回  平成２６年 ４月２３日（水）１９：００～  １１名             

  第10回          ５月２８日（水）１９：００～  ２１名              

  第11回          ６月２５日（水）１９：００～  ２６名             

  第12回          ７月１８日（金）１９：００～  ４６名（総会）  

  第13回          ９月２４日（水）１９：００～  ４３名（工場見学会） 
  第14回        １０月２２日（水）１９：００～  １９名 

  第15回        １１月２６日（水）１９：００～  ２２名 

  第16回        １２月１７日（水）１９：００～  １７名  

  第17回 平成２7年 １月２８日（水）１９：００～  ５２名（新年会） 
  第18回         ２月２５日（水）１９：００～  １９名  

  第19回         ３月２５日（水）１９：００～  ２２名 

 

 

Ⅰ- （３）門真ネット定例会の開催 
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Ⅰ- （３）門真ネット定例会の開催（工場見学会の開催） 
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第13回門真ネット定例会は、株式会社柳澤製作所の工場見学会として、企業の現場で開催しました。 

QL（Quality Level）アップ活動等、同社の革新的な生産性向上の取組みも含め、参加者にとって大変 

参考となるものでした。工場内は整理整頓が徹底されており、参加者の改善活動への意欲向上にも 

つながりました。 

こうした形で他社の生産現場を見学することは貴重な機会であり、本見学会終了後、他の工場も見学 

したい、という声が多く寄せられました。今後も、企業間連携並びに相互研鑽につなげるため、このような 

取組みを行って参ります。 

○日時：平成２６年９月２４日（水）１６：３０～（門真ネット定例会を拡大開催） 
○場所：株式会社柳澤製作所 本社 

○参加企業(団体）：１７社、４３名参加 

  大阪信用保証協会、株式会社出雲、e&i経営研究所、IHI技術教習所、株式会社共伸技研、杉山金属株式会社、 

  大日運輸株式会社、株式会社大和真空、株式会社タカゾノ、日研ツール株式会社、株式会社古谷鉄工所、 

  株式会社メタルワン・スチールサービス、丸山塗装工業株式会社、株式会社リバイタライズ、株式会社柳澤製作所、 

  門真市中小企業サポートセンター、門真市  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
 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。改善活動の取組状況や、大阪府立産業技術総合研究所が実施す
る見学・実演会の紹介など、有意義な意見交換となりました。 

 新年会をきっかけに、会員同士の交流が深まるなど、参加いただいた会員企業からは大変有意
義な会合とのお声をいただいています。 

  
○日時：平成２７年 １月２８日（水）１９：００～（門真ネット定例会を拡大開催） 
○場所：松心会館 

○参加企業（団体）：３５社、５２名参加 

  株式会社IHI技術教習所、株式会社出雲、臼谷電子株式会社、栄光技研株式会社、オーエム工業株式会社、 

  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、元古鉄工株式会社、河野工業株式会社、 

  サクセスプランニング株式会社、三洋金属工業株式会社、三和特殊鋼株式会社、杉山金属株式会社、株式会社スタッフ、 

  株式会社スリーエフ技研、株式会社大京精研、大成研磨工業株式会社、大日運輸株式会社、大陽産業株式会社、 

  株式会社大和真空、株式会社タカゾノ、株式会社東穂、内外紙工株式会社、日研ツール株式会社、フジテック株式会社、 

  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、 

  株式会社柳澤製作所、ヨーホー電子株式会社、大阪府立産業技術総合研究所、門真市中小企業サポートセンター、門真市 

Ⅰ- （４）門真ネット新年会の開催 
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 ものづくり企業の技術力向上のために、平成26年７月７日(月)に産技研を訪問し、産
技研の見学会を実施。 
 産技研顧客サービス課より、産技研の業務概要、活用方法等について説明を受ける
とともに、２班に分かれて施設見学を行い、各種分析機器や３Ｄプリンター、特殊環
境実験室等を回り、担当者の説明に熱心な質疑が交わされました。 
 

 

○日時：平成26年７月７日（月）１３：４０～１６：１０ 

○場所：大阪府立産業技術総合研究所 

○次第：  
     ①産技研の業務説明 

     ②施設見学 

      （対象施設） 
液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置、ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置、 

金属分析関係装置、ＦＩＢ、Ｘ線回折、電子顕微鏡、精密計測・加工実験室、 

金属粉末ＲＰ、プラスチック粉末ＲＰ、電波暗室、人工気象室、無響室 

     ③質疑・総括 

 

○出席者：13名 

             （企業６社７名、門真市中小企業サポートセンター２名、門真市４名） 
（参加企業） 
栄光技研株式会社、ＳＳＴ設計開発センター株式会社、 

株式会社カタ技術、大日運輸株式会社、日研ツール株式会社、 

牧野精工株式会社 

Ⅰ- （５） （地独）大阪府立産業技術総合研究所見学会の開催 
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 門真市のものづくり企業の取り組みを発信することで、地域住民や学生との接点を増やし、も
のづくり企業の果たす役割の重要性、門真市の産業振興の取り組み等への関心を深めてもらう
ため、「門真市ものづくり企業展」を開催しました。 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39社が出展し、「ものづくりの町 門真」をPRするとともに、製品・技術を
披露しました。 
  
 ○期 間：平成27年３月２日（月）～６日（金）の９時～２２時 
       （２日は１３時から、６日は１５時まで。３日（火）は休館日。） 
 ○会 場：ルミエールホール ２階 展示ホール 
       大阪府門真市末広町２９−１ 
 ○出展企業：39社 
          有限会社アイ・ネット                                          
          株式会社芦田製作所                                        
         株式会社天辻鋼球製作所 
          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 
         王子コンテナー株式会社 
         大峰化学株式会社 
         株式会社海洋堂 
         株式会社カタ技術 
         北次株式会社 
         株式会社共伸技研 
         栗原木工株式会社 
         サクセスプランニング株式会社 
         三洋金属工業株式会社 
         サンロール株式会社 
   
  
  
  

Ⅰ- （６）「門真市ものづくり企業展 ｉｎ ルミエールホール」の開催 
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杉山金属株式会社 
株式会社スタッフ 
株式会社スリーエフ技研 
株式会社大京精研 
大日運輸株式会社 
太平産業株式会社 
株式会社大和真空 
株式会社タカゾノ 
Takeda Works株式会社 
東和薬品株式会社 
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 
マルイチエクソム株式会社 
丸山塗装工業株式会社 
有限会社森田製針所 
  
 

森脇鉄工株式会社 
株式会社柳澤製作所 
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- （７） 「新価値創造展2015 in Kansai」への合同出展 ※平成27年度事業 

 平成27年５月27日から３日間、インテックス大阪にて、『新価値創造展 2015 in Kansai』が 

開催され、同展示会に門真ネットから７社、合同出展を行いました。 

当日は多くの方がブースを訪れ、商談につながったケースも見受けられました。 

また、「門真市＝ものづくりのまち」というイメージを発信することができました。 

 
○期 間：平成２７年５月２７日（水）～２９日（金） 10：00～18:00（最終日は17:00まで） 
○会 場：インテックス大阪 １・２号館       

○合同出展企業：７社 

  大峰化学株式会社、杉山金属株式会社、株式会社大和真空、株式会社古谷鉄工、マルイチエクソム株式会社、  

  ヨーホー電子株式会社・和田電器株式会社 
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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、門真市内中学校が実施する職場体験授業に全面的に協力しました。
平成25年度に門真はすはな中学校にて、ネットワーク企業において職場体験
学習が行われたことをきっかけに、平成26年度は門真市立第五中学校におい
ても実施されました。 

第五中学校では１０月２１日～２３日までの３日間、門真ネット企業５社が３０人、
はすはな中学校では９月３日～５日までの３日間、８社１９人の生徒を受け入
れました。 

  

 ９月２７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
一人ひとりが発表しました。 

 

 今後、各社へのヒアリング内容をとりまとめ、門真の抱える課題の把握に取
り組む予定です。 

 

 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） 
【第五中学校】 
 元古鉄工株式会社、三洋金属工業株式会社、マルイチエクソム株式会社 

 ヨーホー電子株式会社、和田電器株式会社 

【はすはな中学校】 
株式会社出雲、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- （８）門真市立第五中学校、はすはな中学校職場体験の受け入れ協力 
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Ⅰ- （９）「キラッとかどま！2015」市内統一清掃協力 
 

門真市内の全域市民及び事業者との協働で清掃活動を行うことで「かどま」をいつまで
も住み続けたい美しいまちとして、まちの美化意識の向上を図ることを目的として、門真
市美しいまちづくり推進協議会の主催で、日頃利用している施設や公園などの清掃を
行いました。門真ネットからは、７社参加し、社屋周辺の道路や、公園の清掃活動に精
力的に取り組んで頂きました。 

 
○期 間：平成26年９月６日(土)から平成26年９月13日(土)まで     

○参加企業（団体）：企業７社99名、門真市中小企業サポートセンター４名 

 株式会社出雲、王子コンテナー株式会社、株式会社タカゾノ、株式会社大和真空、日研ツール株式会社、  

 元古鉄工株式会社、株式会社リバイタライズ、門真市中小企業サポートセンター 

 

  

12 



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】 
（本館） 
■住所：門真市新橋町３－４－１０３（市立図書館 西隣） 
■電話番号：06-6995-4068   

（分室） 
■住所：門真市新橋町３－３－２１５ 
■電話番号： 06-6908-3553 
■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５時まで 月～金（祝日を除く） 
 （平成27年４月１日より午前10時から午後６時に変更） 
 

【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） 
 

【26年度の主な活動内容】 
■経営・技術相談全般 

  相談のべ件数1,058件 

■「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。２６件の申請のうち、２１件採択。（採択率約８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６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（６社の成果発表会）を実施。 

■企業紹介データベースの作成  

  平成２６年度は新たに２２件掲載。掲載件数は２５年度の２１件を含めると４３件となった。  

■カドマイスター・環境エコアクション２１認証・なにわの名工等の申請支援 

    



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２５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しました。 

 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２１件に上りました。 



 

 

 
■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６社に対して、各１０回程度支援。３月には、改善活動発表会（６社の成果発表会）を実施。 

 
■取り組み企業：内外紙工株式会社、大日運輸株式会社、丸山塗装株式会社、ヨーホー電子株式会社、株式会社大和真空、 

           牧野精工株式会社 
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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 

■企業紹介データベースの作成 

  サポートセンターは、門真市内企業を紹介するデータベースを作成しています。会社概要や、 

  会社の特徴に加え、主要技術、製品を掲載しています。 

  平成２５年度末時点で２１件掲載されていましたが、２６年度は新たに２２件を追加し、４３件を掲載 

   しています。企業情報を広く発信し、企業間連携を推進するため、今後も掲載企業を随時追加します。  
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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： 
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（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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５：平成２６年度認定 ８社） 
有限会社アイ・ネット 
有限会社岡本精工 
三洋金属工業株式会社 
株式会社大長機械 
大日運輸株式会社 
大陽産業株式会社 
TakedaWorks株式会社 
フジテック株式会社 



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（１１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、株式会社東穂、株式会社阪口文化堂 
 

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）） 
 

４．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） 
 

５．活用実績 

 

２１年度 ２社、２２年度 １社、２３年度 ３社、２４年度 ３社、２５年度 ５社 、２６年度 １４社 
 

Ⅱ- （４）ものづくり企業立地促進制度 
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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）、奥野帆船工芸（H25.9月号）、栄光技研株式会社（H26.6月号）、 
大日運輸株式会社（H26.8月号）、栗原木工株式会社（H27.5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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