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平成30年度 ものづくり企業活性化事業報告（概要） 

平成 31年 3月  大正・港ものづくり事業実行委員会 
 

 
 

多数のものづくり企業が集まる大正区では、平成 25年度から、その魅力を区内外に発信し、区民や業界 
関係者、マスコミ等、各方面から注目されています。 
平成29年度に策定した中期三か年計画のもと、「大正ものづくりフェスタ」「大正・港オープンファクトリー」、 
修学旅行生向けツアーを中心とした「工場見学会」など、“ものづくりのまち”を区内外にＰＲする事業の発展に
引き続き取組むとともに、「インターンシップ」「ファクトリーステイ in大正」「高校と企業の交流会」など、ものづく
り人材の育成に資する事業や、「展示会」「企業交流会」などの事業を通じて、企業の課題解決に直結する 
取組みの充実も図っています。 
 

 

 

中期三か年計画 〈 大正区ものづくり企業活性化中期目標と 5つの計画 〉平成29年度～平成31年度  
 

ものづくりのまちとしてのプライドとブランドを高め、企業とまちを活性化 
 

計画1 区内企業の実態とニーズを把握する 

計画2 企業間交流、区民との交流を通じてものづくりのまちとしての一体感と誇りを高める 

計画3 ものづくりのまちとしてのブランド力を高め、継続的に情報発信する 

計画4 ものづくり人材の育成を通じて区内企業の体力を強化する 

計画5 行政との連携と役割分担のもと、ものづくり企業による主体的なまちづくりとビジネス活動を実践する 

 

１. 区内企業の実態とニーズの把握 〔新規 7社〕 

（１） 訪問調査 

① 実施概要 

区内企業の現状や課題の把握、大正ものづくりフェスタ、大正・港オープンファクトリーへの協力依頼、工場
見学会やインターンシップの受入可否などを把握するため、新たに区内企業 7社を訪問し聞き取り調査
を実施しました（平成25～30年度130社訪問）。 

 

訪問企業 

（訪問順） 

 第一ファスナー共販(株)／太洋通信工業(株)／(有)三光製作所／コスモ石油ルブリカンツ(株) 

 (株)大阪建材センター／並田機工(株)／大林道路(株) 

調査内容 ① 事業の状況、課題  ② 操業環境（住工共存、混在に関する問題の有無） 

③ 雇用問題の有無、地域採用の有無（区内高校からの要望）、今後の計画や方針 

④ 職場見学、インターンシップ（職場体験含む）等教育機関（主に地元高校）との連携への関心の有無   

⑤ 企業セミナーのニーズ  ⑥ 地域貢献、地域活動への協力実績の有無、意向、災害時協力企業登録への意向の有無 

⑦ 工場見学会（区民）への協力可否   ⑧ 工場見学会（一般）への協力可否 

⑨ 大正ものづくりフェスタ、大正・港オープンファクトリーへの協力可否 

⑩ 企業が集まった検討組織として取組むべき課題、ニーズ、参加協力意向  ⑪ その他区政への意見等 

 
 (２) 大正・港ものづくり事業実行委員会 
「修学旅行生ものづくり工場見学ツアー」「大正・港オープンファクトリー」「ファクトリーステイ in大正」を
中心とする、ものづくり企業による主体的なまちの活性化やビジネス活動の展開に向けた話し合いを重
ねました。（計 7回開催） 
実行委員メンバー／（株）木幡計器製作所、中村工業（株）、山忠木材（株）、地元ナビ.com 

（株）日本電機研究所、（有）南歯車製作所、(株)池田鉄工所、(株)ユニティー  
（以上8社）、大阪商工会議所 西支部、（一社）港まちづくり協議会大阪 
（一財）大阪市コミュニティ協会大正区支部協議会、大正区役所、港区役所    

（３） アンケート調査（平成 30年 12月） 
① 人材確保／定着に向けた取組みについて 

② ＢＣＰ（事業継続計画）について 

③ 大正区・港区のものづくりのブランド化に向けて 

④ ものづくり事業に関わって貴社に関する成果について 

⑤ 取組みへの更なる参加企業拡充に向けて 

＊516社へアンケート調査を実施しました。 

 

大正区マスコット 
キャラクター「ツージィ」 

   「カケハちゃん」

「たんくん」 

④ものづくり事業に関わって貴社に関する成果について 
従業員の意識が⾼まった 
会社の知名度が上がったと 

実感できることがあった 

事業を通じて雇用につながった 
新しい取引先、ビジネスにつながった 

その他 15% 

15% 

15% 

23% 

31% 
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２. 企業間交流、区民との交流を通じてものづくりのまちとしての一体感と誇りを高める 

（１） 大正ものづくりフェスタ 2018の開催（6回目） 

① 企画会議の開催（計 4回） 

計 4回開催。企業等 89社、高校、支援機関 13団体が参加。 

② 実施概要 

日時、場所 
平成30年8月4日（土） 10：00～16：00 （9：00～内覧会、9：45～開場） 

大正区役所〔4階区民ホール、2階さわやか広場、駐車場〕 

実施主体 

■ 出展（42団体） 4グループ構成   
 

【チーム 「エンジョイ」】 

成光精密(株)、(株)栄光堂印刷所、カネシロ建設、(株)港南タイヤ、 

福井精機工業(株)、山忠木材(株)、(株)ユニティー、(有)リング 

(株)日本政策金融公庫 大阪西支店、(一社)港まちづくり協議会大阪 

【チカラの研究所】 

光機械工業(株)、(株)池田鉄工所、(株)大波機械製作所、(株)木幡計器製作所

地元ナビ.com、日本シェアサイクル普及協会、(有)南歯車製作所、大正高校 

大正白稜高校、泉尾工業高校、(一財)ものづくり医療コンソーシアム 

【電気カイロハ】 

(株)日本電機研究所、(有)飛鳥鉄工所、泉尾バルブ、紀洋木材(株) 

(株)港南工作所、鈴木合金(株)、大和紙料(株)、(株)土井商店  

パットプリント、丸十服装(株)、尼崎信用金庫 大国町支店、泉尾高校 

【大正テクノマスター道場】 

西村鐵工所、エスオーエンジニアリング(株)、(株)CROWN、大中工業(株) 

中村工業(株)、大阪商工会議所 西支部、ハローワーク大阪西 

西野田工科高校 

■ 協賛 

(株)藤井組、尼崎信用金庫 大国町支店、大阪シティ信用金庫、(株)ダイカン 

荒井商事(株)、太田鉄工(株)、スクリューズ(株)、清和工業(株)、(株)ナニワ製作所、阪神精器(株)、(株)向商工 

(公社)大阪市工業会連合会、大阪製鐵(株)、(株)クボタ、(有)大正製作所、(株)中山製鋼所、(株)ニチナン 

味の素冷凍食品(株)大阪工場、(有)井浦組、泉建設(株)、(有)糸永熔接工業所、上田鉄工(株) 

ウツエバルブ(株)、(株)エス・ケイエンジニアリング、近江産業(株)、大阪鋼圧(株)、オカダ技建工務(株) 

関急倉庫(株)、(株)紀陽銀行、桑畑電機(株)、(株)ケーホウ、高圧化学工業(株)、児島電機(株)、サンアグロ(株) 

(株)三栄製作所、(株)昴、泉陽(株)、大一帆布(株)、(株)ダイトク、(株)太陽商会、高田鋼材工業(株)、テイカ(株) 

(株)ノムラ、(株)阪神ポンプ製作所、日立造船(株)、三菱ガス化学(株)、港産業(株)、(株)三好組、ラサ工業(株) 

ヰゲタ鋼管工業(株)、大正おもてなし酒場、大阪府中小企業家同友会中央ブロック 

■ 支援機関 

泉尾工業高校、泉尾高校、大正高校、大正白稜高校、西野田工科高校、大阪商工会議所 西支部 

尼崎信用金庫 大国町支店、(株)日本政策金融公庫 大阪西支店、ハローワーク大阪西、大正工業若葉会 

大正区歴史を語る会、ｈｉｋｏｋａｍｉ、(株)フィル、(株)ベイ・コミュニケーションズ、大阪産業創造館 

(一社)港まちづくり協議会大阪、(一財)ものづくり医療コンソーシアム、大阪市（港湾局鶴町機械工場) 

大阪経済大学（梅村ゼミ）、近畿大学理工会学生部会電子計算機研究会 

参加者 600名 
 

③ 記録集の発行        ④ 来場者・出展企業アンケート結果  

◆「大正ものづくりフェスタ2018」はいかがでしたか？ 

⇒９割以上の参加者に、「大変満足」または「満足」と 

回答頂きました。 

（自由記述） 

「皆さん優しく熱心に教えて下さり、「つくる」という事へ 

興味を持つ良いきっかけになりました。」 

 
 
◆本日のものづくりフェスタを通じて（企画会議～開催まで） 

出展企業間や来場企業との関係づくりについて 

⇒９割以上の出展企業に、「役立った」・「少し役立った」 

と回答いただきました。 

（自由記述） 

「地域の子供のみならず、学生や大人も含めて地域の様々な 

人の交流の場にもなっており、触れ合いや笑顔が溢れる 

イベントだと感じました。」 

 

大正ものづくりフェスタとは 

大正区のものづくり企業がグループ 

ごとに大正区の“ものづくり”の素晴らしさ
を紹介する新しいお祭りイベントです。 

 

大変満足 

56.3% 

満足 

34.4% 

役⽴った 

60.7% 

少し 
役⽴った 
35.7% 
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（２） 大正・港オープンファクトリーの開催  

① 実施概要 

日時 

コース 

平成30年11月16日（金）～17日（土） 9：30～12：30、13：00～16：30 

全12コース（午前・午後） ※事前申込制で実施 

実施主体 
 
■主催／大正・港ものづくり事業実行委員会 

■受入企業（20社）                                         

Aコース ／(株)日本電機研究所→中村工業(株)→尻無川水門 

Bコース ／味の素冷凍食品(株)大阪工場→平尾商店街 

Cコース ／福井精機工業(株)→鈴木合金(株)→東京インテリア家具大阪本店   

Dコース ／ヨドリコ大正メイキン→(有)飛鳥鉄工所→千島団地DIYモデルルーム   

Eコース ／(株)昴→(株)木幡計器製作所→平尾商店街 

Fコース ／(株)榎マリンプロペラ→安治川水門→石炭倉庫（ミニシアター）  
         

Gコース ／(株)藤井組→(株)手原産業倉庫→平尾商店街                  

Hコース ／(有)大正製作所→(株)大波機械製作所→尻無川水門                

Iコース ／成光精密(株)→前田機械(株)→あんしん壱番（(有)リング）             

Jコース ／紀洋木材(株)→WALPA MUSEUM→千島団地DIYモデルルーム 

Kコース ／山忠木材(株)→千島団地（DIYモデルルーム、フィットネス、医療モール） 

Lコース ／(有)南歯車製作所→TOOP design works  
 
 

■ 協賛 

(株)藤井組、尼崎信用金庫 大国町支店、大阪シティ信用金庫、(株)ダイカン 

荒井商事(株)、太田鉄工(株)、スクリューズ(株)、清和工業(株)、(株)ナニワ製作所、阪神精器(株)、(株)向商工 

(公社)大阪市工業会連合会、大阪製鐵(株)、(株)クボタ、(有)大正製作所、(株)中山製鋼所、(株)ニチナン 

味の素冷凍食品(株)大阪工場、(有)井浦組、泉建設(株)、(有)糸永熔接工業所、上田鉄工(株) 

ウツエバルブ(株)、(株)エス・ケイエンジニアリング、近江産業(株)、大阪鋼圧(株)、オカダ技建工務(株) 

関急倉庫(株)、(株)紀陽銀行、桑畑電機(株)、(株)ケーホウ、高圧化学工業(株)、児島電機(株)、サンアグロ(株) 

(株)三栄製作所、(株)昴、泉陽(株)、大一帆布(株)、(株)ダイトク、(株)太陽商会、高田鋼材工業(株)、テイカ(株) 

(株)ノムラ、(株)阪神ポンプ製作所、日立造船(株)、三菱ガス化学(株)、港産業(株)、(株)三好組、ラサ工業(株) 

ヰゲタ鋼管工業(株)、大正おもてなし酒場、大阪府中小企業家同友会中央ブロック 
 

参加者 160名 
 

② 参加者、受入企業アンケート結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

◆本日の見学で、企業イメージはどのように変わりましたか？ 

 

・地元にこんな立派な会社があることにびっくりした。立派な会社を見学させて

いただき感謝。 

・無人化、AI化というまさにこれからの世の中の変化を象徴する現場を見れてよ

かった。 

・機械の性能や精密さに驚いた。機械化が進んでいる中でも人の手はとても重要

であるんだと思いました。 

・最近工場を取り上げたドラマが多い中で、実際に自分の目で見て体感してみ

て、こんなお仕事があるんだなとすごく思いました。 

・私もこの機会がなければ町工場について興味を持っていませんでしたが、こう

いう機会を設けてもらうことによって 見方、考え方も変わってきました。こう

いう機会を増やしていくべきだと思います。 

大正・港オープンファクトリー 

大正区・港区で操業する企業が工場を一斉

に開放し、普段見ることのできない迫力あ

る“ものづくり”の現場を見ることのでき

るイベントです。リピーターが全体の約１

５%を占めるなど人気が定着しています。 

 

〔受入企業アンケート〕 

・かなり地道な取り組みではありますが、普段は表に出ること

のない工場の様子を見てもらえる、数少ない機会にはなってい

ると思います。 

・ＢｔｏＢ企業として、一般のユーザー様と触れ合う機会がな

かなか無いので多くの企業で良い意見を取り入れる場となると

考えています。 

・ものづくりのまち「大正区」としてのＰＲの一環として、継

続することが重要かと考えます。 

16 
日 
（金） 

17 
日 
（土） 

大変 

良くなった 

56.3% 

良くなった 

35.5% 

〔参加者アンケート〕 
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（３） 工場見学会の開催［1,743名参加］ 

修学旅行生工場見学ツアー[1,052名参加] 
平成 28 年 4 月より始まった修学旅行工場見学ツアー。今年度の参加企業数は 32 社（延べ 98 社）。
工場見学に訪れる全国の小学校から高等学校までの修学旅行をコーディネートしています。  
 見学者 人数 実施日 受入事業所 

1 
石 川 県 金 沢 市 立 野 田  

中学校 
231名 4月25日(水) 

中村工業(株)・(株)日本電機研究所・(株)クボタ 

山忠木材(株)・太田鉄工(株)・鈴木合金(株) 

ポリテクセンター大阪港・紀洋木材(株) 

大阪市港湾局鶴町機械工場・(有)大正製作所 

(有)南歯車製作所・成光精密(株) 

福井精機工業(株)・(有)飛鳥鉄工所 

2 
富山県小矢部市立津沢

中学校 
10名 4月26日(木) (株)日本電機研究所 

3 
富山県南砺市立福野  

中学校 
39名 4月27日(金) 大阪市港湾局鶴町機械工場 

4 
岐阜県岐阜市立藍川  

中学校 
61名 5月25日(金) 

紀洋木材(株)・ウツエバルブ(株) 

福井精機工業(株)・(有)大正製作所 

5 
岐阜県美濃加茂市富加町 

中学校組合立双葉中学校 
82名 5月31日(木) 

(株)ダイカン・中村工業(株)・(株)フィル 

大和紙料(株)・(有)南歯車製作所・成光精密(株) 

経営者講演（(株)木幡計器製作所 木幡社長） 

6 
島根県松江市立 

東出雲中学校 
153名 9月19日(水) 

(株)日本電機研究所・紀洋木材(株) 

山忠木材(株)・中村工業(株) 

(株)木幡計器製作所・太田鉄工(株) 

ポリテクセンター大阪港・(有)大正製作所 

7 
長崎県立諫早高等学校 

付属中学校 
38名 10月9日(火) (株)フィル 

8 
宮崎西高等学校 

付属中学校 
80名 10月16日(火) 

(株)手原産業倉庫・味の素冷凍食品(株)大阪工場 

(有)飛鳥鉄工所・(株)大波機械製作所 

大阪鋼圧(株)・前田機械(株) 

9 
静岡県立 

浜松工業高等学校 
42名 11月8日(木) 

味の素冷凍食品(株)大阪工場 

山忠木材(株)・(株)フィル 

10 
高知県高知市立 

介良中学校 
93名 11月13日(火) 

(株)クボタ・(株)日本電機研究所・中村工業(株) 

(株)ダイカン・福井精機工業(株) 

11 
東京工業大学付属科学 

技術高等学校 
41名 1月23日(水) 

(有)大正製作所・(株)大波機械製作所 

成光精密(株) 

12 
金沢大学人間社会学域 

学校教育学類付属学校 
157名 3月1日(金) 

(株)フィル・(株)木幡計器製作所・中村工業(株) 

味の素冷凍食品(株)大阪工場・(有)飛鳥鉄工所 

太田鉄工(株)・紀洋木材(株)・鈴木合金(株) 

(有)大正製作所・ヨドリコ大正メイキン 

13 
新潟県上越市立 

城北中学校 
23名 3月13日(水) 山忠木材(株)・福井精機工業(株) 
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学校・一般向け・校外学習工場見学会 [691名参加]  
 見学者 人数 実施日 受入事業所 

1 
大阪市立大学 

本多ゼミ 
12名 6月13日(水) (株)日本電機研究所 

2 
大阪府立西野田工科高校 

進路指導担当者 
1名 6月25日(月) 味の素冷凍食品(株)大阪工場 

3 
大阪府立西野田工科 

高等学校 

241名 

7月9日(月) 

(株)木幡計器製作所・(株)栄光堂印刷所 

(株)フィル・(株)藤井組・成光精密(株) 

(有)大正製作所・ポリテクセンター大阪港 

4 
大阪府立西野田工科 

高等学校 
7月10日(火) 

大阪市港湾局鶴町機械工場・(株)クボタ 

鈴木合金(株)・(株)日本電機研究所 

大阪自動車機工(株)・(株)大波機械製作所 

5 
大阪府藤井寺市立 

道明寺中学校 
129名 11月1日(木) 

(株)木幡計器製作所・太田鉄工(株) 

中村工業(株)・紀洋木材(株)・(株)ノムラ 

大阪市港湾局鶴町機械工場・(株)栄光堂印刷所 

6 
大阪経済大学 

梅村ゼミ 
15名 11月20日(火) 大和紙料(株) 

7 中泉尾小学校 71名 
12月11日(火) 

12月12日(水) 
中村工業(株) 

8 
大阪体育大学 

浪商高等学校 
222名 1月24日(木) 

(株)手原産業倉庫・福井精機工業(株) 

中村工業(株)・日本電機研究所(株) 

(株)木幡計器製作所・山忠木材(株) 

(有)飛鳥鉄工所・丸十服装(株)・(株)フィル 

紀洋木材(株)・味の素冷凍食品(株)大阪工場 

鈴木合金(株)・(有)南歯車製作所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 25日 福井精機工業(株) 

岐阜市立藍川中学校 

修学旅行工場見学会 

4月 25日 (有)大正製作所 

金沢市立野田中学校 

修学旅行工場見学会 

7月 10日 大阪自動車機工(株) 

大阪府立西野田工科高校 

工場見学会 

9月 19日 中村工業(株) 

松江市立東出雲中学校 

修学旅行工場見学会 

10月16日 (有)飛鳥鉄工所 

宮崎西付属中学校 

修学旅行工場見学会 

11月1日 紀洋木材(株) 

藤井寺市立道明寺中学校 

工場見学会 

11月13日 (株)ダイカン 

高知市立介良中学校 

修学旅行工場見学会 

11月20日 大和紙料(株) 

大阪経済大学梅村ゼミ 

工場見学会 
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（５） 各種マスコミ報道 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

３. ものづくり人材の育成を通じた区内企業の体力強化 

（１）企業セミナー 

開催日程 概要 

2月13日 

 

 

『ものづくり企業交流会』～BCP発動の実際を考える～ 

 内容： １．「ＢＣＰ発動の実際を考える」  

２．参加者間でのディスカッション 

講師（ファシリテーター）： 防災士 阪上 聡 氏 

参加企業：15社  ※大阪商工会議所西支部との共催 

3月 8日 『働き方改革関連法とキャリアアップ助成金』 

内容：「働き方改革」で大きく変わる「就業規則、同一労働同一賃金、 

長時間労働の是正」の概要や様々な支援制度などを専門家から講義 

 講師：さくら労務管理事務所 特定社会保険労務士 所長 北井 一行氏 

参加企業：9社    ※大阪市「しごと情報ひろば」との共催 

3月20日 

3月27日 

『求人面接戦略セミナー～ほしい人材を逃がさない！小さな会社でできる』 

内容：「ほしい人材に響く求人票」に変容させるノウハウ・テクニックの紹介や 

   人材の獲得につながる面接テクニックについて専門家から講義 

講師：Office Heart Rock代表 社会保険労務士 野間 信行氏 

参加企業：17社    ※大阪市「しごと情報ひろば」との共催  
（２） ファクトリーステイ in大正（8月） 
平成 29 年 8 月から、20 歳代の若者を対象に大正区が誇る、“ものづくり企業”で就労体験しながら
宿泊できる『ファクトリーステイ in大正』を実施しております。 
・ 実施日／平成30年8月3日（金）～9日（木）   

・ 協力企業／鈴木合金（株）、（株）藤井組、（株）木幡計器製作所、中村工業（株）、福井精機工業（株） 

(有)南歯車製作所、大正技建(株)、(株)日本電機研究所、大和紙料(株)、山忠木材(株)、(株)池田鉄工所 

・ 参加者数／１名   ・ 宿泊先／Bar & Hostel MONDO 
 

報道日程 報道機関 内容 

平成30年4月10日 
関西テレビ 
「報道ランナー」 

なるほど！ちまたのケーザイ学 
「ものづくり事業実行委員会の取組」 

平成30年4月21日 日本経済新聞 ガレージ大正 

平成30年4月27日 日刊工業新聞 ガレージ大正 

平成30年5月11日 大阪日日新聞 区の特色ある予算「ものづくり活性化事業」 

平成30年5月15日 ベイコム ベイコム地元ニュース「ガレージ大正」 

平成30年5月29日 ベイコム ベイコム地元ニュース「きごころサロンまつり」 

平成30年7月24日 ベイコム ベイコム地元ニュース「ものづくりフェスタ」（告知） 

平成30年8月24日 ベイコム ベイコム地元ニュース「ものづくりフェスタ」 

平成30年9月12日 日刊工業新聞 “ものづくりのまち”大阪市大正区 

平成30年9月18日 ベイコム ベイコム地元ニュース「ファクトリーステイin大正」 

平成30年10月15日 日刊工業新聞 大正・港・西淀川ものづくり展示会 

平成30年11月1日 毎日新聞 大正・港・西淀川ものづくり展示会 

平成31年3月1日 
みんなの経済新聞 
（Yahooニュース） 

大正区オリジナル婚姻届＆記念撮影パネル寄贈 

平成31年3月2日 大阪日日新聞 大正区オリジナル婚姻届＆記念撮影パネル寄贈 

平成31年3月5日 ベイコム 大正区オリジナル婚姻届＆記念撮影パネル寄贈 

平成31年3月8日 日刊工業新聞 大正区オリジナル婚姻届＆記念撮影パネル寄贈 

 



 

 7

（３） 雇用への支援 
若手従業員を求める企業の求人情報を高校進路担当・大学就職部に紹介。 

将来の採用に向け、企業と学校の関係づくりに努めています。 

・ 高校／泉尾工業高校、泉尾高校、大正高校、大正白稜高校、西野田工科高校、今宮工科高校 

東住吉総合高校、西成高校、桃谷高校、岸和田市立産業高校、京都工学院高校、 

星翔高校、大阪体育大学浪商高校 

・ 大学／大阪工業大学、大阪電気通信大学、大阪経済大学、大阪芸術大学、大阪産業大学、 

近畿大学、大阪商業大学、芦屋大学、大阪府立大学、大阪市立大学 

鳥取環境大学（鳥取県）、名桜大学（沖縄県） 

  ・ 専門学校／清風情報工科学院 

 

（４） インターンシップ（就業体験）（7月、3～4月） 

大正区役所を窓口として、区内企業と高校によるインターンシップ（就業体験）を実施し、地域の人材育成や

企業の人材確保などをめざしています。平成30年度は春休み期間の実施に加え、夏期には新たな形式による 

インターンシップも開始しました（オンデマンド型）。 

 

（５）人材確保にむけた取組み 

開催日程 概要 

6月25日 「人材確保にむけた区内企業・高校交流会」 

・ 参加企業数24社、高校6校  ・開催場所／大正区民ホール 

・ 概要／自己紹介、情報交換、名刺交換 

10月23日 「いいで！！ものづくり面接会」 

・ 参加企業数16社、参加者80名、面接数44、採用実績9名 

・ 開催場所／大正区民ホール（大正区役所） 

・ 概要／ものづくり合同就職面接会、ハローワークの各種相談コーナー 

      就活準備コーナー(写真撮影・美文字講座、アンガ-マネジメント講座等) 

※ハローワーク大阪西との共催 

3月20日 「進路指導に携わる学校関係者との意見交換・名刺交換会」 

・ 参加企業数7社 

・ 参加校 大阪府立西成高校、大阪府立桃谷高校、清風情報工科学院 

※大阪市「しごと情報ひろば」との共催 
 

（６）大正・港ものづくりガイドブックの作成 
人材確保・定着への対応として、学校進路指導担当者や学生向けの 

企業紹介・ＰＲ冊子を作成します。平成 30年度は 10社分の 

作成を行いました。（2019年５月完成予定） 

 

 

 

 

 

【春期】 

大阪市立泉尾工業高等学校（3名参加） 

・実施日／平成31年3月27日～28日 

平成31年4月4日～5日 

・受入事業所/(株)クボタ、ウツエバルブ(株) 

大阪府立泉尾高等学校（1名参加） 

・実施日／平成31年3月19日～20日 

・受入事業所/(株)木幡計器製作所 

【オンデマンド型 】 

これまでのネットワークを活かし、企業・高校が企画したインターンシッ

プを周知する、”オンデマンド”型の募集形式を開始。 

学校発信：東住吉総合高等学校 企業発信：大和紙料(株)、大林道路(株) 

実績：大阪府立東住吉総合高等学校（8名参加） 

・実施日／平成 30年 7月 24日～26日 

・受入事業所/(株)手原産業倉庫、鈴木合金(株)、(株)日本電機研究所  

人材確保に向けた 
区内企業・高校交流会 

進路指導に携わる 
学校関係者との 
意見交換・名刺交換会 

 

外側 

大正区役所２階に“ものづくりのまち大正”記念撮影パネルを寄贈しました！ 

平成31年3月から開始した、大正区オリジナル婚姻届の配布にあわせて、 
”ものづくりのまち大正”記念撮影パネルを寄贈しました！大正・港ものづくり事業実行委員会 
企業の協力のもと、ハート形のワイヤロープ、工場のまちなみをデザインしたパネルボード、 
段ボールシーサーなどを、区役所２階さわやか広場に設置しました。 

中面（製作中） 
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４. 行政との連携と役割分担のもと、ものづくり企業による主体的なまちづくりと 

ビジネス活動を実践する 

(１)展示会（10月） 
ものづくり企業のビジネス活動実践事業として、『大正・港・西淀川ものづくり展示会～次世代の 
ものづくりをリードする先端技術を見つけよう～』を大阪産業創造館にて開催しました。 
・ 実施日／平成30年10月31日（水）  ・ 参加者数／250名   
・ 出展企業／28社 
山忠木材(株)、中村工業(株)、紀洋木材(株)、(株)すずき食品研究所 

(公財)大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター､日本シェアサイクル普及協会､(株)池田鉄工所 

(有)南歯車製作所、紙細工ひこかみ、成光精密（株）、（株）大波機械製作所､福井精機工業（株）、（株）木幡計器製作所､西村鐵工所 

光機械工業（株）、（有）リング、鹿島化学金属（株）、（株）ワカタ製作所、（株）レーザーテック､フードテクノエンジニアリング（株）､東亜成型（株） 

（株）大阪そふと、（有）ケイエスシステム、(株)坂本モデル、（株）ワールドエンジニアリング、ダイセイ（株）､福地金属（株）､（株）オーゼットケー 

（一財）ものづくり医療コンソーシアム、大正・港ものづくり事業実行委員会 

・ 同時開催セミナー 
「ロボット介護機器における新たな価値創造とは」 (株)ロボリューション 代表取締役 小西 康晴氏 

「クライアントの課題解決や魅力を引き出すプロダクトデザインとは」 Knowledge Base Design 代表 田中 慎一氏 

「2025日本万国博覧会誘致を目指す大阪。サイバー攻撃は既に大阪の中小中堅企業にも！」 (株)ピーエスアイ 福井 正輝氏 

「ものづくりのサムライたちが医療に挑戦!!」 一般財団法人ものづくり医療コンソーシアム 青木会長、片岡理事、森下理事 

５. これまでの主な成果 

（１）ビジネス面 

〔雇用関係 〕 

・ 大正ものづくりフェスタを通じて、出展企業へ地元高校生が就職。 
・ 大学就職部へ求人情報提供した区内企業へ新卒者が就職。 
・ 交流会を通じて学校（進路担当者）と繋がり就職。 
・ 合同面接会で（ハローワーク共催）採用を決定。 
・ UR都市機構、大正・港ものづくり事業実行委員会で協定を結び、UR賃貸住宅を社員寮として活用。 
・ インターンシップ生がそのまま受入企業へ就職。 
・ 実行委員会で関係した機関を通して人材を確保できた。 

〔取引関係 〕 

・ 大正ものづくりフェスタ出展企業間や来場企業との取引が成立。 
・ 工場見学会参加者からの商談が持ち込まれ、取引が成立。 
・ 大阪産業創造館ビジネス倍増プロジェクト受入により大口取引が成立。 
・ 展示会来場会社と継続的な取引関係ができた。 
・ オープンファクトリー参加者からDIYの材料の注文が入った。 

〔自社ＰＲ関係等 〕 

・ 工場見学やメディアへの露出により、従業員のモチベーションアップや社内清掃の習慣による安全な職場環境
づくりを達成。また、取引先や従業員家族にも良いＰＲとなる。 
・ 大正ものづくりフェスタで地域の子どもたちや親御さんが楽しみながら、自社を知ってもらえた。 
・ 地域貢献活動が企業イメージアップに繋がり、金融機関や取引先などの評価が上昇。 
・ 実行委員会事業参加を契機に若手経営者間のネットワークが形成された。 

（２）地域貢献面 
・ 大正区災害時サポーターズ制度の登録企業が増加し、地域の復旧活動内容の充実。 
・ 大正区水防団へ企業が加入し、防災活動が充実。 
・ 事業に賛同頂いた企業から防犯カメラの寄贈設置。 
・ 実行委員の一人が、大阪府立泉尾・大正白稜高等学校学校運営協議会委員に就任。 

（３）区民意識調査（結果） 平成30年12月～平成31年1月実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 ものづくり企業活性化事業報告（概要） 

平成 31年 3月 大正・港ものづくり事業実行委員会（事務局：大正区役所 総務課内（☎06-4394-9942）） 

大正区ホームページ 大正区のものづくり  フェイスブックページ 大正・港ものづくり事業実行委員会 で 検索

誇りに思う 83.7% 

Ｑ．大正・港ものづくり実⾏委員会事業で 
知っているものはありますか︖ 

大正ものづくりフェスタ                48.1% 
修学旅行をはじめとする工場見学会の実施   22.8% 
大正・港オープンファクトリー            15.0% 

Ｑ．⼤正区を「ものづくりのまち」として誇りに思いますか︖ 

大いに誇りに思う 
23.1% 

ある程度誇りに思う 
34.4% 

どちらかというと誇りに思う 
26.2% 


