
門真市ものづくり企業ネットワーク
第５期活動報告

平成29年８月25日

門真市ものづくり企業ネットワーク



1

■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。

■活動方針
第４期では、定例会の開催等市内企業の交流を中心とした第１期～第3期までの
活動を第1フェーズと捉え、これまでに培った成果をもとに、ビジネスマッチングや地

域外からの受注の拡大、企業体制の強化等、参加企業が具体的な成果を実感でき
ることを目標として活動を実施した。その結果、展示会の合同出展や工場内展示会
の実施、市外企業との交流プレゼン会、また、企業の発意による部会活動の実施等
数多くの具体的な活動が行われてきたところである。
第5期では、第2フェーズとなる第４期の活動を継承し、より発展させ、参加企業が
具体的な成果を実感できることを目標として、以下の方針に従って活動を推進する。

① 市内企業の交流を促進する。
② 企業間マッチングや受発注の拡大を図る。
③ 企業体制の強化に取り組む。

■参加企業数 ８６社（平成２９年８月２５現在）

門真市ものづくり企業ネットワークの概要
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昨期は、設立５年目を迎え、市内企業の交流促進として月１回の定例会、新年会、ゴルフコンペの実施により、交
流を図り、企業間マッチングや受発注の拡大として中国山東省交流部会、メタルスーパー群団での連携、「新価値
創造展2016（東京ビッグサイト）」への合同出展、販路開拓事業等の実施により、企業連携による新製品の開発や、
販路開拓を実施しました。また、企業体制の強化として次世代経営者育成塾や人材確保・育成事業部会での活
動の充実により、若手経営者や現場リーダー等の密接な連携関係の構築や、人材確保を行いました。

事業については、以下のとおり。

１．市内企業の交流促進
⑴定例会等の実施
①月１回の定例会の実施
②新年会の実施
③ゴルフコンペの実施
⑵企業の自発的な連携の促進

２．企業間マッチングや受発注の拡大
⑴中国山東省交流部会
⑵メタルスーパー群団
⑶「新価値創造展2016（東京ビッグサイト）」への合同出展
⑷販路開拓事業の実施

３．企業体制の強化
⑴次世代経営者育成塾（アタック会）
⑵人材確保・育成事業部会

４．門真ネットの運営
⑴総会の実施
⑵世話人会の開催

５．その他
⑴参加企業への情報提供の充実
⑵情報発信の充実

第５期実施事業（総括）



門真ネットの企業間交流を促進するため、月１回の定例会を継続的に実施しました。今期は、タイムリー
な施策情報の提供等に加え、企業プレゼン等の企業情報の共有を充実させました。

○日時：毎月第４水曜日１８時３０分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分室

○開催実績：

第32回 平成２８年 ９月２８日（水）１８：３０～ １４名
第33回 １０月２６日（水）１８：３０～ １９名
第34回 １１月２４日（木）１８：３０～ ２２名
第35回 １２月２１日（水）１８：３０～ １７名
第36回 平成２９年 １月２５日（水）１９：００～ ８１名
（新年会として実施）
第37回 ２月２２日（水）１８：３０～ ２０名
第38回 ３月２２日（水）１８：３０～ ２４名
第39回 ４月２６日（水）１８：３０～ １９名
第40回 ５月２４日（水）１８：３０～ １３名
第41回 ６月２８日（水）１８：３０～ １２名
第42回 ７月２６日（水）１８：３０～ ２０名

１－⑴－①定例会の実施
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○プレゼン内容

第３２回 『門真発 プリンテッド・エレクトロニクスの未来を拓く！』株式会社ワイ・ドライブ 代表取締役 山﨑 智博 氏

『ちょっと変わった「おもろい製品」チョット変わった「おもろい会社」をスローガンに開発する！』

株式会社東穂 執行役員 大阪統括マネージャー 清水 正勝 氏

第３３回 『人が嫌がる仕事こそ取り組む！』 栄光技研株式会社 専務取締役 平岩 将幸 氏

『微酸性次亜塩素酸水生成装置で安全に貢献』株式会社ティエラ 専務取締役 藤井 健次 氏

第３４回 『やりにくい仕事でもやっていこう！上手くいけばひとつの技術を得ることができる！』

北次株式会社 代表取締役 北次 孝得 氏

『オーダーメイド工業用ブラシを１個から製作』 株式会社共伸技研 代表取締役 加藤 克典 氏

第３５回 『営業１年目！特殊加工に新風を吹かせる！』川本研磨株式会社 石原 佑紀 氏

『温湿度専門のプロとして最適な温度・湿度を提案』株式会社イーエーエスジャパン 代表取締役 鶴 芳高 氏

第３７回 『総合力と誠意をもって、品質管理が営業の糧になる』元古鉄工株式会社 執行役員 総務部長 久隆介 氏

『諦めずに夢に向かってチャレンジ！』株式会社京伸 代表取締役社長 古川 治樹 氏

第３８回 『徹底して納期順守にこだわる！』サンロール株式会社 代表取締役 若林 孝男 氏

『価値ある廃棄物に生命を与える！』株式会社リバイタライズ 営業 邨井 淳一 氏

第３９回 『納期の短縮へ向け取り組みを実施！』オーエム工業株式会社 代表取締役 奥山 忠義 氏

『表面処理で日本の基幹産業を支える！』パーカー加工株式会社 門真工場 営業 阪野清 氏
第４０回 『フルオーダーの建具を製造！ 』株式会社一瀬製作所 代表取締役 一瀬勇樹 氏

『削りのエキスパートによる高精度プレートの製造！』株式会社越智製作所 生産統括部 部長 佐藤 祥文 氏

第４１回 『ありがとうでみんなを笑顔に！』大日運輸株式会社 代表取締役 石井肇 氏

第４２回 『ちょっとした工夫や新技術で差別化しブランド化する！』日恵製作所 開発課係長 富田和幸 氏

『more clean, more ecology, more silence』フロンティア産業 代表取締役社長 小田島 進 氏

１－⑴－①定例会の実施
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１－⑴－②門真ネット定例会（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。それぞれの部会活動の報告など、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。
１

○日時：平成２９年１月２５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）： ４７団体、８１名参加
株式会社IHI技術教習所、株式会社イーエーエスジャパン、株式会社出雲、栄光技研株式会社、
ＳＳＴ設計開発センター株式会社、株式会社カジテック、株式会社カタ技術、北次株式会社、元古鉄工株式会社、
株式会社広伸、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、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、太平産業株式会社、太陽産業株式会社、株式会社大和真空、株式会社ティエラ、
有限会社ナカタテクスタ、パーカー加工株式会社、株式会社畑山金属工業所、パナソニック株式会社、株式会社ファスト、
フジテック株式会社、株式会社古谷鉄工所、フロンティア産業株式会社、平和工業株式会社、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、株式会社柳澤製作所、株式会社ワイドライブ、株式会社GUD、
大阪国際大学、野崎高等学校、近畿経済産業局、ハローワーク門真、門真市中小企業サポートセンター、門真市



２－⑶ 「新価値創造展2016（東京ビッグサイト）」への合同出展

平成２８年１０月３１日から３日間、東京ビッグサイトにて、『新価値創造展 2016 in Tokyo』が
開催され、同展示会に門真ネットから１４社（内パネル出展５社）が、合同出展を行いました。
当日は、３日間合計で３万人を超えるイベントとなり、「ものづくりの街、門真」を「門真市ものづくり
企業ネットワーク」を広くPRすると共に、出展企業向けに実施したアンケートによると30,000千円を
超える新たな取引、企業連携が生まれました。
○期 間：平成２８年１０月３１日（月）～１１月２日（水） １０：００～１８:００（最終日は１７:００まで）
○会 場：東京ビッグサイト 東２・３ホール 東京都江東区有明３丁目１０－１
○合同出展企業：合計14社
（小間出展）ＳＳＴ設計開発センター株式会社、株式会社イーエーエスジャパン、栄光技研株式会社、株式会
社京伸、株式会社スタッフ、大日運輸株式会社、株式会社東穂、株式会社古谷鉄工所、株式会社リバイタライ
ズ
（パネルのみ出展） 有限会社森田製針所、有限会社アイ・ネット、臼谷電子株式会社、株式会社ティエラ、三洋
金属工業株式会社

〇出展実績 ①名刺交換数 ４３９社 ②商談件数１４５社 ③成約件数 １０件
④成約金額（見込み含む） 31,109,000円 ⑤事業パートナーに出会えた数 ２０件

〇市費用 ・出展費用補助等 1,832,212円
・職員交通費等 150,880円
・通信運搬費 53,836円

・消耗品費 38,230円 計2,075,158円
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２－⑷販路開拓事業の実施

川下企業と門真市内ものづくり中小企業を効果的にマッチングすることにより、市内企業の商談、受注機会等
の創出を図り、地域経済の発展に寄与することを目的とした、平成28年度門真市事業「門真市内ものづくり中小
企業国内販路開拓支援事業」と連携し、門真ネット企業が大手川下企業７社が参加するマッチング会へ参加しま
した。また、川下企業から門真ネット企業側への商談の提案があり、門真ネット企業との個別面談が実現してい
ます。
○マッチング機会（参加企業、面談件数は延べ数）

門真市内ものづくり中小企業
国内販路開拓支援事業との連携

川下企業数 参加市内企業数（門真ネット企業以外も含む） 面談件数

①マッチング会（３月１１日） ７社 ２１社 ４３件

②個別面談 ５社 １９社 １９件

合計 １２社 ４０社 ６２件
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４－⑴門真市ものづくり企業ネットワーク総会の開催

「門真市ものづくり企業ネットワーク（門真ネット）」の第５期総会を８月２３日に開催しました。当
日は、前期の活動実績の報告を行うとともに、第５期の活動計画が議論されました。
新たに、活動報告に各部会長からの報告を盛り込むなど、盛況の賑わいとなりました。

○日時：平成２８年８月２３日（火）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門真市長あいさつ
③来賓紹介
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課長
兼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 販路開拓支援グループ課長補佐
守口門真商工会議所
商工振興部 部長
中小企業相談所 所長

④来賓あいさつ
⑤総会議事
世話人会の体制について（承認）
第４期活動報告（報告）
第５期活動計画（審議）

⑥講評 コーディネーター 津田盛之氏
⑦懇親会（松心会館）

○出席者：５５名
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門真ネット事業の企画・計画を策定し、事業推進に当たって会員への連絡・調整を行う
ため、世話人会を開催。

■世話人会開催状況

４－⑵門真市ものづくり企業ネットワーク世話人会の開催

○第５期 第１回世話人会
日時：平成２８年１０月２５日（火）

１６：００～１８：００
場所：中小企業サポートセンター分室
議題：第５期活動計画の確認について など

○第５期 第２回世話人会
日時：平成２９年７月１１日（火）

１７：００～１９：１５
場所：中小企業サポートセンター分室
議題：第５期活動状況報告について など

○第５期 第３回世話人会
日時：平成２９年８月２１日（月）

１５：００～１７：００
場所：門真市役所会議室
議題：第６期活動計画の確認について など



５ その他

⑴参加企業への情報提供の充実
セミナー情報や施策情報、定例会開催の案内等を、メール配信（３５通）及び市ＨＰで情報提供
を実施しました。
⑵情報発信の充実

定例会のようす、展示会、商談会、セミナー情報等をＨＰに３４件程度、掲載しました。

門真ネットHP

門真ネットワークメール（メルマガ）

毎月開催している門真ネット
定例会（プレゼン会）の模様も
門真ネットHPで情報発信
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部会活動等



○部会概要

中国山東省交流部会では、部会参加企業が連携し海外展開を行うことを目的としています。対象とする地域は、既に会員企
業も進出した実績もある中国山東省の臨沂(りんぎ)・棗荘(そうしょう)・滕州(とうしゅう)市で、中国経済の成長の動きを門真地
域の中小企業と連結し、部会参加企業の成長や、地域経済の発展につなげていくため、同省企業からの受注獲得や、その仕
組みの構築、現地への進出などについて検討・実施しています。

○部会参加企業：９社
サンロール(株) (株)共伸技研 TakedaWorks(株) (株)出雲 (株)イーエーエスジャパン 大峰化学(株)
(株)スタッフ 大日運輸(株) 日研ツール(株)

○部会長 サンロール株式会社 代表取締役 若林 孝男 氏
副部会長 株式会社共伸技研 代表取締役 加藤 克典 氏
幹事企業 サンロール(株) (株)共伸技研 TakedaWorks(株)

２－⑴中国山東省交流部会
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２－⑴中国山東省交流部会

○部会主要活動実績

内容 日時 概要等

第４回部会 平成28年11月21日 ①前年度の活動について ②今後の活動について ③その他

第５回部会 平成29年２月27日 ①もりかど日中産業展2017について ②中国に関する情報交換について
③その他

第２回もりかど日中産
業展2017出展

平成29年４月18日～20
日

守口門真日中友好協会主催による「第２回もりかど日中産業展2017」に参加

第２回日中経済交流
会2017参加

平成29年４月18日 訪日した中国山東省の要人との交流会に参加

第６回部会 平成29年４月26日 ①もりかど日中産業展2017の参加報告について ②その他

第７回部会 平成29年６月26日 ①もりかど日中産業展2017の参加報告について ②中国への展示会出展の
検討について ③その他
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前回に引き続き守口門真日中友好協会が主催する「第２回もりかど日中産業展
2017」に部会企業が出展。また同日に開催された「第２回日中経済経済交流会2017」
にも部会企業が参加する等、山東省の政府関係者や企業との交流を深めました。

第２回もりかど日中産業展2017
昨年に引き続き、地域の優れた工業製品や商品、技術を一堂に会し地域交流を促進し、併せて中国５市の
人民政府と民間企業を招聘し、中国経済の規模と成長を日中間の経済交流を通じて連結し、両国の地域経
済力の持続的な発展と相互理解の進展を図ることを目的とする同産業展に、部会参加企業１６社が参加しま
した。部会参加企業に対して、中国の民間企業より商談がありました。

日時：平成29年４月18日（火）～４月20日（木）
場所：守口市民体育館
参加企業：５６社、うち部会参加企業１６社が出展

第２回日中経済交流会2017
産業展に併せて来日している中国山東省臨沂市他４市の人民政府要人と、日本・中国両国の出展企業や、
中国経済との結び付きに関心を持つ門真市内企業など地元の事業者が参加する同交流会に、部会参加企
業が参加しました。

日時：平成29年４月18日（火）18:30～21：00
場所：ホテルアゴーラ大阪守口

２－⑴中国山東省交流部会

第２回もりかど日中産業展2017への出展
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＜目的＞
門真市は、金属加工の企業が多い地域であることから、市内企業で連携し、金属加工の受発
注促進を検討・実施する。
＜運営体制＞
杉山金属㈱杉山社長と門真市中小企業サポートセンターを中心に運営

＜主な事業＞
➀畜舎向け温度・湿度管理システム構築
取引企業：大手メーカー
企業連携：杉山金属㈱、㈱ＥＡＳ、㈱一瀬製作所、㈱広伸
②インバウンド企業向けパネル製作
取引企業：全国のホテル・観光施設
企業連携：杉山金属㈱、㈱一瀬製作所、㈱ＩＣＳ、ＮＫサンシャインオフィス
③二相ステンレス鋼部品の製作
取引企業：ハウスメーカー・建築金具メーカー
企業連携：杉山金属㈱、㈱広伸、
④室内換気フィルター枠のステンレス化
取引企業：フィルターメーカー
企業連携：杉山金属㈱、㈱広伸
⑤メッキ機械部品受注
取引企業：機械メーカー
企業連携：杉山金属㈱、大成研磨工業、㈱フィリール

２－⑵メタルスーパー群団

15



３－⑴次世代経営者育成塾（門真次世代アタック会）
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○部会概要

次世代経営者育成塾（門真次世代アタック会）では、マネージメント・技術の勉強や共同制作活動を通し、門真
市内中小企業の若手経営者や次世代経営者候補を育成し、相互の切磋琢磨・異業種交流を図り、新価値創出
や将来の企業連携など次世代門真への「アタック」することを目的に活動しています。

〇組織 数人よりなる世話人会を中心として運営。登録制。
〇会員 門真市企業の若手経営者と次世代経営者候補
〇会合 毎月第２水曜日 １８：３０～２０：３０ 門真市中企業サポートセンター分室
〇内容 １．マネジメント・新技術勉強会 平成２７年９月～平成２８年１２月

２．新価値創出を目指した共同活動・製作 平成２８年４月～（会員の意向による）

○参加企業数２１社２３名
カタ技術(株) KWAI—MILL (株)一瀬製作所 (株)大日運輸 太喜精工(株) 三洋金属工業(株)
(株)中浦製作所 （有）ナカタテクスタ （有）シンエイ精工 (株)大和真空 (株)北次
マルイチエクソム(株) 栄光技研(株) 栗原木工(株) サンロール(株) (株)柳澤製作所
(株)イーエーエス(株) SST設計開発センター(株) フジテック(株) 川本研磨(株) (株)坂東電機
○世話人代表 株式会社カタ技術 代表取締役 片山 要
○世話人 (株)カタ技術 KWAI—MILL (株)一瀬製作所 (株)大日運輸 太喜精工(株)



３－⑴次世代経営者育成塾（門真次世代アタック会）

17

回数 実施日 概要等

第13回 平成28年９月14日 「ビッグデータを生成するＳＮＳ」 中小企業サポートセンター 佐藤伸吾センター長

第14回 平成28年10月12日
「行動こそ、二代目経営者が会社を発展させる！」 酒井 紀博 氏（株式会社酒井製作所 代表取締役）
「あなたの経営課題は？～ＳＷＯＴ分析をやってみよう～」片山 要 氏（株式会社カタ技術 代表取締役）

第２章
第１回

平成28年11月９日
・株式会社カタ技術 工場・設備紹介と見学
・同社ＳＷＯＴ分析との突合せと全員議論

第２章
第２回

平成28年12月７日
・株式会社一瀬製作所 本社工場・倉庫見学
・「該社の経営課題について～ＳＷＯＴ分析」

第２章
第３回

平成29年１月18日
・大日運輸株式会社門真サービスセンター 工場・設備紹介と見学
・同社ＳＷＯＴ分析との突合せと全員議論

第２章
第５回

平成29年３月８日
・株式会社ＥＡＳジャパン 会社紹介
・同社ＳＷＯＴ分析との突合せと全員議論

第２章
第６回

平成29年４月12日 「ものづくり中小企業の人材育成」 中小企業サポートセンター 村岡隆アドバイザー

第２章
第７回

平成29年５月10日
・「採用活動について」株式会社カタ技術 片山 要 代表取締役
・「経営者として新入社員に何を話しますか？」意見交換

第２章
第８回

平成29年６月16日
・「会社創立後のあゆみについて」株式会社一瀬製作所 一瀬 勝彦 専務
・「経営者として各社における技術＝トップ営業」意見交換

番外編 平成29年７月13日 ・中小企業家同友会東大阪支部の車座への参加

勉強会・工場見学の開催

○部会主要活動実績



３－⑵人材確保・育成事業部会

〇部会概要

人材確保・育成事業部会では、少子高齢化が進む大きな流れの中で、大企業の採用意欲の回復を受けて中
小企業においては人材確保が深刻な課題となっている中、 単純な「人手の確保」ではなく、「会社の将来を担う
人材」の計画的な確保と育成を目的に賛同する企業が、共同で事業を実施しています。第５期は、まずは人材
の確保に重点を置いて、高校生を対象とした門真市ものづくり企業就活フェアの実施や、大卒・中途採用者を対
象としたハローワーク門真正社員就職応援フェアに参加するなど、さまざまな活動を実施しています。

18

○部会参加企業：19社

マルイチエクソム(株) 牧野精工(株) 大日運輸(株) (株)古谷鉄工所 (株)出雲 （株）一瀬製作
所 栄光技研（株） （株）越智製作所 (株)カタ技術 川本研磨(株) 北次(株) 元古鉄工(株) 三和
特殊鋼(株) 杉山金属（株） 大陽産業(株) (株)大和真空 (株)東穂 丸山塗装工業(株) パーカ
ー加工（株）
○部会長：マルイチエクソム株式会社 代表取締役 新谷 幹夫 氏
幹事企業：マルイチエクソム(株) 牧野精工(株) 大日運輸(株) (株)古谷鉄工所



３－⑵人材確保・育成事業部会

○部会主要活動実績

内容 日時 概要等

第５回部会幹事会 平成２８年９月１６日 第５回部会の打ち合わせ

第５回部会 平成28年10月14日 ①高校生等採用状況の報告について
②ハローワーク門真求職者向け説明会について
③人材育成事業についての意見交換
④その他（大阪国際大学合同会社説明会について）

第６回部会 平成28年11月24日 勉強会
採用から入社までに準備しておくべきこと
部会
①中堅・リーダー勉強会の実施について
②正社員就職応援フェアについて
③その他(人材部会当面のスケジュールについて、大阪国際大学からの依頼事項
について、次回勉強会について）

ハローワーク門真

正社員就職応援
フェア参加

平成28年12月６日 ハローワーク門真主催の大卒・中途採用者を対象にした就職フェアに参加。

第７回部会 平成29年１月25日 ①三洋金属工業における人材採用と育成の取り組みについて
②パナソニックが提供する研修事業の紹介と活用可能な助成金について
③大阪国際大学のインターンシップの受け入れと企業見学について
④求人用ＰＲ冊子の作成について
⑤新入社員合同歓迎会について
⑥その他

第６回女子限定中
小企業合同説明
会参加

平成29年２月18日 (株)ノーティス主催の就活中の女子大生限定の説明会に参加。

ジョブマッチ交流会
参加

平成29年２月24日 門真市と大阪府のコラボ企画により、平成29年大学卒業予定者と概ね35歳未満の
若年対象者をした交流会に参加。
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３－⑵人材確保・育成事業部会

内容 日時 概要等

第８回部会 平成29年３月14日 ①平成29年度のハローワーク門真との連携について
②新入社員合同歓迎会について
③求人用ＰＲ冊子の作成について
④各種事業について
⑤その他

高校訪問 平成29年３月21日・
23日・27日

高校の進路指導教官に門真市ものづくり企業就活フェアの周知と実施時期のヒアリ
ングを行うため、高校訪問を実施。

第９回部会 平成29年４月17日 勉強会
求人票の書き方・ほかハローワークの事業所サービスについて
部会
①新入社員合同歓迎会について
②高卒求人の取組みについて
③求人用ＰＲ冊子作成について
④中堅・リーダー勉強会について
⑤人材の定着に向けた取り組みについて
⑥パナソニックが提供する研修事業の紹介について
⑦その他

新入社員合同歓迎
バーベキュー

平成29年４月22日 新入社員合同歓迎会を合同で実施することにより、企業間を超えた人材交流や意
見交換を図り、もって部会参加企業の社員育成に繋げることを目的に実施。
参加者：12社50名（内 新人21名） 会場：牧野精工株式会社第４工場

求人用ＰＲ冊子作成 平成29年５月18日 部会企業15社を紹介する冊子「門真市ものづくり企業ネットワーク 人材確保・育成
事業部会 会社案内」を作成。

教担会議ＰＲ 平成29年５月22日 ハローワーク門真管内の高校（10校）進路指導教官に対し、門真ネット人材部会の
取組みの紹介、高校ＯＢによるものづくりの魅力のＰＲ、参加企業（11社）のPR等を
実施。
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３－⑵人材確保・育成事業部会

内容 日時 概要等

第10回部会 平成29年６月20日 ①新入社員合同歓迎会の実施報告について
②教担会議の実施報告について
③中堅・リーダー勉強会の報告について
④高校訪問について
⑤門真市ものづくり企業就活フェアについて
⑥新入社員の育成（情報交換）について
⑦その他

高校訪問 平成29年７月５日、６
日

高校進路指導教官と直接顔を合わせて話すことにより、今後の採用に向けた高校と
の円滑な関係を構築するとともに、部会企業の求人票を持参。また７月10日開催の
「門真市ものづくり企業就活フェア」の事前周知を実施。

門真市ものづくり
企業就活フェア

平成29年７月10日 ハローワーク門真、門真市との共催により、平成30年３月卒業予定の高校生を対象
に、就活フェアを実施。
内容①門真ものづくり企業会社説明会 ②就活準備セミナー

幹事会 平成29年８月３日 ①門真市ものづくり企業就活フェアの反省点について
②他のハローワークの実施状況について
③次回の就活フェアの開催について
④その他

21



３－⑵人材確保・育成事業部会

ハローワーク門真 正社員就職応援フェア参加

ハローワーク門真が大卒・中途採用者を対象に、①企業説明会・就職面接会(ブース形式)と②求職者に役立つ
内容を講師から説明を受けるセミナーを組み合わせたイベントに、部会参加企業７社が参加しました。

日時：平成２８年１２月６日（火）１１時１５分～１６時

場所：守口門真商工会館２階大集会室

参加企業：１１社、うち部会参加企業７社

来場者数：求職者８６名

会社訪問：２社３名

就職者数：（応募）６社８名、（内定）３社３名

22

主催 ハローワーク門真



３－⑵人材確保・育成事業部会

第６回女子限定中小企業合同説明会参加

就活中の女子大生とワークライフバランスや女性の活躍に期待する中小企業の経営者が、近い距離でじっくり話
し合い、互いの理解を深めつつすすめる就活説明会に、部会参加企業２社が参加しました。

日時：平成２９年２月１８日（土）１３時～１７時

場所：梅田スカイビル タワーウエスト３６階

内容：①参加企業によるプレゼンテーション

②個別の会社説明

参加企業：８社、うち部会参加企業２社

参加者：約２５名

面談数：大日運輸株式会社１０名

マルイチエクソム株式会社１０名

23

主催：株式会社ノーティス



３－⑵人材確保・育成事業部会

ジョブマッチ交流会参加

門真市と大阪府就業促進課とのコラボ企画により、２０１７年大学卒業予定者と概ね３５歳未満の若年求職者を
対象に交流会を開催し、部会参加企業４社が参加しました。

日時：平成２９年２月２４日（金）１３時～１６時３０分

場所：エル・おおさか本館１１階 セミナールーム

参加企業：部会参加企業４社

参加者：１１名

面談数：株式会社古谷鉄工所 会社訪問２名 応募４名

マルイチエクソム株式会社 会社訪問１名
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主催：大阪府・京都府、厚生労働省 共催：門真市
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求人用PR冊子（会社案内）作成

部会企業１５社を掲載した、「人材確保・育成事業部会 会社案内」冊子を作成。
冊子では、会社の特徴を端的に表したキャッチフレーズや先輩からのメッセージを掲載するなど紙面に工夫を凝ら
し、ものづくり企業になじみが少ない学生・生徒にもわかりやすく、門真のものづくり企業を紹介。部会で実施する求
人事業等において配布しています。

〇費用：1000部作成 528,000円（部会企業１５社で負担 ）
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３－⑵人材確保・育成事業部会

教担会議ＰＲ

教担会議ＰＲ

ハローワーク門真主催の「職業紹介業務連絡会議」において、ハローワーク門真管内の高校のうち、１０校の高
校進路指導教官に、本部会の取組みについて説明を行うとともに、部会参加企業１１社から企業ＰＲのためのプレ
ゼンテーションを実施しました。

日時：平成２９年５月２２日（月）１４時～１６時

場所：ハローワーク門真

内容：開会の挨拶・部会の取組み紹介（新谷部会長）

高校ＯＢによるものづくりの魅力のＰＲ

１社約２分の企業プレゼン

質疑応答・名刺交換

本部会から１１社１６名が参加
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３－⑵人材確保・育成事業部会

高校訪問

【就活フェア実施時期ヒアリング】
日時：平成２９年３月２１日、２３日、２７日
内容：ハローワーク門真管内（門真市、守口市、大東市、四條畷市内）の５校を訪問し、進路指導教官に「門真市も

のづくり企業就活フェア」の周知と最適な実施時期についてヒアリングを実施。
部会企業（５社）が訪問（市も同行）

訪問高校：門真西高校、守口東高校、野崎高校、大阪電気通信大学高校、大阪国際滝井高校
訪問企業：株式会社一瀬製作所、株式会社越智製作所、三和特殊鋼株式会社、大日運輸株式会社、株式会社古

谷鉄工所

【就活フェア案内及び部会企業求人票持参】
日時：平成２９年７月５日、６日
内容：ハローワーク門真管内の高校７校と近隣の工科高校３校を訪問し、進路指導教官に「門真市ものづくり企業

就活フェア」の案内や部会企業の求人票を持参するなど部会の取り組みについて説明を実施。
部会企業８社が参加（市も同行）

訪問高校：門真西高校、門真なみはや高校、守口東高校、大阪電気通信大学高校、太成学院高校、四条畷学園、
野崎高校、淀川工科高校、城東工科高校、茨木工科高校

訪問企業：株式会社一瀬製作所、株式会社越智製作所、川本研磨株式会社、元古鉄工株式会社、大日運輸株式
会社、株式会社大和真空、牧野精工株式会社、マルイチエクソム株式会社、
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門真市ものづくり企業就活フェア

来春卒業を予定している高校生を対象に、「門真市ものづくり企業就活フェア」を開催。フェアでは、
ハローワーク門真による「就活セミナー」と部会企業１３社による会社説明会を実施。「Made in 
Japanを支える」門真のものづくり企業の魅力をＰＲしました。

日時 平成２９年７月１０日（月）１４：００～１６：３０
場所 守口門真商工会館２F 大集会室Ｂ～Ｄ
内容 １．就活セミナー

（１）採用を勝ち取る！「会社選び」「面接」のポイント
講師：ハローワーク門真 学卒ジョブサポーター

（２）先輩が語る！「ものづくり企業の魅力」（大集会室Ｄ）
説明：門真ものづくり企業で活躍する先輩社員
①牧野精工株式会社 畑井 文明 氏
②株式会社一瀬製作所 山本 和輝 氏
③株式会社古谷鉄工所 辻 友明 氏
④株式会社越智製作所 三由 憲明 氏

（３）面接の練習をしよう！集団模擬面接
ハローワーク門真 就職支援ナビゲーター

２．イケてる！「ものづくり企業」との企業説明会（１４：００～１６：３０）
部会企業１３社による会社説明会

開催実績 総来場者数１６名 セミナー参加人数１３名 企業説明会参加人数１３名
企業説明会延べ参加者数４７名 集団模擬面接参加者数３名

市費用 会場使用料 34,538円
リーフレット送付 2,300円

企業負担 求人用ＰＲ冊子 5,808円（１部当たり３５.２円×１６５部） 計42,646円

主催 門真市ものづくり企業ネットワーク、ハローワーク門真、門真市
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３－⑵人材確保・育成事業部会

中堅・リーダー勉強会

勉強会参加企業を相互に訪問し、会社概要の説明、工場見学等を通じて、ものづくりについての知見を深めるとともに、
各社が実施している人材育成のための取り組みや課題を共有し、参加者が活用することにより、中堅リーダー層のスキル
アップを図ることを実施内容としています。具体には、幹事企業を訪問。会社概要、人材育成の取り組みと課題についての
説明を受け、工場見学を行った後、幹事企業が設定したテーマに沿って意見交換を行っています。

〇参加企業：１１社

マルイチエクソム㈱、牧野精工㈱、大日運輸㈱、㈱古谷鉄工所、㈱出雲、北次㈱、㈱大和真空、㈱東穂、栄光技研㈱、

㈱一瀬製作所、㈱越智製作所

〇実施方法：参加企業が持ち回りで幹事となり各回の企画と運営を行う。

〇場所：幹事企業において実施する。

回数 日時 場所 参加者

第１回 平成28年11月17日 マルイチエクソム㈱ 勉強会：５企業13名
懇親会：５企業14名

第２回 平成29年２月３日 牧野精工㈱ 勉強会：９企業16名
懇親会：７企業13名

第３回 平成29年３月17日 ㈱大和真空 勉強会：８企業20名
懇親会：８企業20名

第４回 平成29年５月26日 大日運輸㈱ 勉強会：８企業19名
懇親会：８企業19名

第５回 平成29年６月30日 ㈱一瀬製作所 勉強会：８企業19名
懇親会：８企業19名

第６回 平成29年７月28日 門真市 勉強会：９企業19名
懇親会：７企業15名

開催実績
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３－⑵人材確保・育成事業部会

平成２８年度（第5期）実績

平成２８年度に人材確保・育成事業部会参加企業おいて、高校生では１７名、大学
生では４名、専門学校等では２名、中途採用では６名の計２９名の人材採用があり
ました。（※）
人材部会の活動に限定すると、高校訪問活動実施校で高校生９名、大阪国際大
学合同企業説明会で大学生３名、北大阪技専校で１名、ハローワーク門真正社員
就職応援フェアで中途採用者３名の計１６名の人材採用がありました。

※平成２９年２月時点でアンケート結果より
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