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第３回運営委員会
１０月５日（月）本町にある富士ゼロックス会議室に
おいて開催しました。議題は以下のとおりです。
【議事概要】
１ 各種会議について
（１）企業啓発研修、事務局長会議
・企業啓発研修は、1 回目は「マイナンバー」
：10 月 5 日（月）
・2 回目は、ＣＳＲ研修と事務局長会議を併催し、2 月頃に行う。
（２）部会会議
・前回の運営委員会で、年内の部会等の開催を決定したが、日程が決まっていないので、部会長（各副会長）
を中心に日程調整をしていただきたい。
＊議題は会議の進め方、役員選任、情報提供、交換等
＊次期総会は、役員改選期となっているので、役員選出方法及び選出に向けた事前調整をお願いしたい。
・「生活･化学部会」は、現在、生活・化学部会の副会長は、生活部会と化学部会が合併した際に、事務局から
の要請により暫定的に印刷インキワニス工業会理事長に現会長の就任期間限りを条件に継続して就任頂いて
いる。その為、改めて副会長を選出する必要がある。
また、現会長は、次回相談役（理事ではない）となるので、来年には副会長、と理事の両方を選出する必
要がある。
・
「繊維部会」は、次回総会時の役員改選において、副会長が会長に選出される予定なので副会長を選出、あわ
せて理事も１名選出する必要がある。
・「機械金属部会」は、当面新規に選出することは不要であるが、選出のルール作りは進める必要がある。
※各部会団体事務局会議についてはその後、部会内各運営委員に日程調整し、11・12 月に開催することと
なった。（今後の予定参照）
２

OSAKA-MONO.net ついて
・現在は 15３0 の企業・団体が登録している。
・無料期間終了後(来年 5 月)の方針をどうするのか、12 月末には考えなければならない。
（協会でのサイト運営
か外部含めのサイト運営）
・㈱NOTE に運営継続の詳細条件を聞く（MONO.net 委員会で担当する）。
・部会においても、各団体の意見を聞く。

３ その他
・大阪府中小企業団体中央会との共催セミナーについて
＊11/16（月）「モノづくり・匠の技は、フィールウェアの時代へ！」下川眞季氏
・ものづくり通信への広告掲載について
＊会員団体からの紹介で公的な団体より、活動を宣伝したいので、広告を掲載したい旨の依頼があった。
（決定事項）
・
（内容を確認し）公共性があるものなので掲載は可。公的な団体の広告なので、公共性に鑑み今回（A4 1 枚）
は 5,000 円（税別）とする。
・なお、今後広告は A4 １枚までとし、公共性のあるもの １回／5,000 円（税別)、一般のもの、1 回／10,000
円（税別）とする。
・新年交流会
＊1/25（月）ヴィアーレ大阪：講演会は案を提示検討したが、決定しなかった。（未定）
・次回運営委員会（予定）１２月３日（木）１６:００～

1

平成２７年１１月９日ものづくり通信

９/２９（火） 工場見学会 開催
９月２９日（火）工場見学会を開催しました。総勢４３名（事務局含）のご参加をいただきました。
快晴で、行楽日和のなか、ご参加いただきました皆様、関係会員の皆様誠にありがとうございました。

三菱自動車京都パワープレイン （京都市）
１９４４年、三菱重工業の京都機器製作所として発足。７０年、三菱重工から分離、８５年、エンジン生産
１千万台達成。２００３年パワートレイン製作所京都工場と改称。面積２９万平方メートル。従業員約１０
６５人。初めに、プロジェクターでの説明を受け、２班に分かれて、ものづくり文化館
ものづくり文化館では
ものづくり文化館では、歴史と安全へ
では
の取り組、第１工場及び第６工場
第１工場及び第６工場で加工と組立現場を（主に輸出用のアルミ製ガソリンエンジン、ディーゼ
第１工場及び第６工場
ルエンジン）
）見学しました。工場内では、各パーツをそれぞれの場所に取り付ける作業を間近で見学するこ
とができ、最新鋭のロボットを導入した高品質の車づくりをはじめ、人の手による正確な作業風景に触れる
ことができます。また、作業をしている人が飽きないように BGM を流していました。
（その時にかかってい
た曲は、平井賢/瞳を閉じてでした。）京都の街中にあるという環境の中、CSR にも力を入れ、工場周辺を壁
ではなく、緑で囲っているのも印象的でした。
（外からは、何の建物かはわかりませんでした）

島津博物館（京都市）
資料館は創業の地にあり、創業当時に利用されていた町屋の
店舗を改装された木造 2 階建ての建物は、創業者の初代の島
津源蔵が居住し、約 45 年間本店として使用したもので、
いわば島津製作所の源流で、風情のあるたたずまいです。
館内には、創業以来、製造販売してきた理化学器械、医療用
Ｘ線装置や産業機器をはじめ事業活動に関連する歴史的な
文献・資料などを常設展示し、島津製作所の歩みと日本の近
代科学技術の発展過程がよくわりました。

松井酒造（京都市）
松井酒造は、享保 11(1726)年創業、洛中最古の 醸造元です。
マンションの 1F で、タンク 6 本、年産 300 石と規模は小さく、
洛外にはあまり出回らないそうです。蔵内は非常にコンパクトで
最新の設備が整っていますが、京都では一番小さな蔵とのこと。
本当に小さく３０畳位のスペースしかなく、その中に最新の温度
管理が出来るサーマルタンクが所狭しくきちんと並んでいます。
蔵内はエアコンで温度管理出来、四季醸造（一年間を通して同じ
状況下で酒造りが出来る）が可能とのことでした。
お酒の製造の仕方をビデオ見てから、蔵の中に入る前は、白いヘア
ーカバーをかぶり、発酵している貯蔵タンクへ、はしごをのぼり、
ひとりずつ中を見て、匂いをかぎ、説明を受けました。そしてお楽
しみの試飲です！京都の水はやわらかく、女酒ともいわれ、飲みや
すく、いろんな種類の飲み比べができ、最後には、立ちのみバーの
ようになり、楽しく過ごせました。

2

平成２７年１１月９日ものづくり通信

来年も見学会を開催いたしますので、
多数のご参加お待ちしております。
希望推薦される工場等がありました
ら、事務局まで情報提供下さい。

近畿経済産業局より

消費増税の「転嫁拒否」を監視する専門調査官「転嫁Ｇメン」をご活用ください
「転嫁Ｇメン」とは平成 26 年 4 月から実施された消費税率引き上げに伴い中小・零細企業が取引する際、相手企業から納入代金への
消費税転嫁を拒まれたり、消費税分の値引きを求められたりする事態を是正もしくは防止するため、企業の監視強化に向けて、中小企
業庁と公正取引委員会が配置した転嫁対策調査官のことです。
この転嫁Ｇメンは、平成 25 年 10 月施行された「消費税転嫁対策特別措置法」に基づき企業に事実関係を報告させたり、立入検査を
行ったりする権限を有しています。また、調査により違反があると判断された場合は、未払いの消費税分の支払いや今後は増税分を支
払うこと、また、今後同様の違反が起きないよう社員教育の対応をとること等の指導を行うこととなります。
さらに、悪質な事案については、公正取引委員会は企業名や事実関係を公表して「勧告」することもできます。現在、消費税転嫁に対
する相談窓口を開設しておりますので、転嫁拒否等消費税に関するご相談があれば
近畿経済産業局/
近畿経済産業局/消費税転嫁対策室 ＴＥＬ06-6966-6038 にご連絡ください。

家庭常備薬、健康管理用品の特別斡旋事業
１１月５日（木）より申込受付開始！！ 締め切り１２月４日（金）
◆問合せ先
大阪府ものづくり振興協会
事務局
TEL：０６－４７９２－７８４９
FAX：０６－４７９２－７８９７
＊当協会ホームページでもダウンロードできます。

大阪府憲法記念日知事表彰（産業功労者）
大阪府憲法記念日知事表彰（産業功労者）
平成 2８年度の大阪府産業功労者表彰推薦について、締切は１１月
１１月１９
１１月１９日（
１９日（木
日（木）期限厳守！！
様式は今年度分を使用ください。
（２８年５月３日現在で記入）
様式➜４部（うち２部コピー可）で提出して下さい。関係書類：4 部（うち 3 部コピー可）
様式はホームページでダウンロ—ドもできます。（http://monokyo.com）
協会だより

○会費を前期・後期の２期に分けて納入いただいている会員の方には、後期分会費の納入をよろしくお願
い致します。
◎今後の予定
・ 11 月 16 日（月）モノづくりセミナー（大阪府中央会共催）
・ 11 月 18 日（水）生活･化学部会団体事務局会議
・ 12 月 1 日（火）繊維部会団体事務局会議
・ 12 月 ３日（木）運営委員会
・ 1 月 25 日（月）新年交流会
ヴィアーレ大阪
・ 2月
（未定） 第 2 回企業啓発研修及び事務局長会議
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組合紹介 第１８弾
【組合案内レポ Vol.3３】

大阪紙製品工業会
所 在 地： 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町 2-4-14
大阪文健会館 3 階
設
立： 昭和 24 年 9 月 5 日
組 合 員 数: 11 社 特別会員：12 社（製紙・洋紙代理店）

【組合案内レポ Vol.3４】

（一社）大阪文具工業連盟
（一社）大阪文具工業連盟
所 在 地：542-0061 大阪市中央区安堂寺町 2-4-14
大阪文健会館 3 階
設
立： 昭和 27 年 10 月
組 合 員 数： 67 社

西村 理事長

黒田 会長

池田 専務理事

●設立までの経過と目的
大正から昭和にかけて、全国の紙製品業界は群雄割拠の状態であり
ました。しかし、関東大震災で東京の業者は大阪に生産を委託した
結果、大阪は全国一の紙製品生産地となりましたが、戦争が勃発し
て紙製品業界も衰退、加えて、国の統制経済の施策もあって、その
基盤は崩壊の一途をたどりました。
戦時中の統制経済で紙製品・印刷・製本の三業種は「割り当て用紙」
の合理的配分を目的とした団体機構の統合が政府の施策で実施され、
悲惨な経験を経て生き残ることが出来ました。しかし、終戦後には
各種統制は徐々に撤廃され、産業界は待望の自由経済に入り、歴史
のある紙製品業界もその例にもれず、紆余曲折しながら、自由に活
動する時代となり、大阪の紙製品業界の会員の結束で昭和 24 年 9
月 5 日に会員 28 社で正式に設立しました。
当会は戦中・戦後の悲惨な経験から、設立以来その目的を「自由に
紙を買え・自由に物を造り・自由に売れる」をモットーに「一切拘
束されない・互いの存在を認め合い・自主独立」を目的意識として
今日まで活動しています。
●現況
現在は上部団体「全日本紙製品工業組合」を主軸にして活動をして
います。また、大阪の文具・紙製品業界並びに関連団体・企業と積
極的に交流し、連携しています。
1.部 会 事務用紙製品部会・学用紙製品部会・日用紙製品部会
封筒部会（4 部会）
2.委員会 組織活性化委員会・総務委員会・環境・国際化委員会
財務・経理委員会
流通委員会・研修委員会・厚生委員会・郵便関連委員
夫人の会・特別会員交流会
3.文紙 MESSE 協議会の見本市企画推進。在阪の卸組合、小売組合
の見本市への協力支援。
4.外部団体への協力として 大阪府商工労働部、大阪府ものづくり
振興協会・大阪商工会議所・全国の文具紙製品団体への協力。
●今後の課題と目標
委員会の中に「組織活性化委員会」を新設し、近畿圏の紙製品生産
者の加入運動を実施している。拘束されない自由な組合を目指し、
新会員の獲得が当面の課題と目標です。
また、IT・パソコンの普及や少子化で事務用品や紙製品は減少気味
ですが、文具・紙製品は企業や日常生活には欠かせない製品であり
ます。当会は経済産業省、製紙会社並びに洋紙代理店に、ユーザー、
消費者への紙に関する情報発信をこれからも継続してまいります。

●歴史
創立は、１９５２年に７４社が参加して大阪文具紙製品工業連盟を
結成したことに遡ります。翌１９５３年に紙製品関係１３社が退会
したことから現在の大阪文具工業連盟に改称、２０１１年、一般社
団法人大阪文具工業連盟を設立し、現在に至っております。
●活動
最大の活動は、毎年 8 月に 2 日間開かれる、日本最大級の文具紙
製品の見本市である「文紙 MESSE」の開催です。
「文紙 MESSE」は、大阪紙製品工業会、中部文具工業協同組合と
合同で２００４年から毎年マイドーム大阪で開催しています。
文具・紙製品ビジネスの商談会とともに、市場のニーズを的確に把
握し、よりユーザーにご満足いただける商品開発のさらなる発展の
場となることを目指して一般公開していますが、大変好評で、入場
するために毎年長蛇の列ができる状態です。元々、大阪紙製品工業
会とは、創立間もない１９５３年に連携し、大阪文具紙製品協議会
を発足させ、それまで開催されていた全国文具紙製品生産者見本市
を、１９５４年から合同で全国文具紙製品生産者大見本市と名称変
更して開催して以降、４０年以上にわたって開催し、業界の発展を
図ってきていましたが、一時期は展示会の魅力が薄れ、そのままで
は開催続行は出来なくなっていました。そこで、再生の為に変革を
続けてきた結果、何とか現在の状態にまで回復させてきました。し
かし、現在の状況に満足せず、参加企業がさらに増え、出展者、来
場者の満足度をより高め、情報発信力の強化につながるよう今後も
改良を重ねていきます。
「文紙 MESSE」以外の事業としては、１９９８年３２社で始めた
共同配送事業があります。大阪近辺にある各メーカーの工場や倉庫
で荷物を受け取り全国にトラック輸送を行っています。工場･倉庫
が遠方にある会員が利用しにくいのは残念ですが、賛助会員という
制度を設け、より多くの業界の皆様に利用していただいています。
この事業は、参加している会員のコストダウンには大きく寄与して
います。また、毎年 1 月 5 日には、大阪の文具紙製品業界の製造･
卸･小売の各団体が合同で「大阪文具紙製品業界新年賀詞交歓会」
を開催しています。業界関係者が一堂に会することで、業界の親睦
と結集を図り、且つ年始回りの無駄を省いており、これもコストダ
ウンにつながっています。他には、海外視察にも力を入れています。
国内が少子化により学童文具の需要が年々減少していることもあ
り、海外輸出や海外生産が増加していることと、海外メーカーと規
格を統一する作業を進めていることなどが要因としてあります。文
具に関しては、欧州や米国にも大きな企業は多くあるのですが、シ
ャープペンシルや水性ボールペンのように日本企業が開発や機能
の点でも進んでいる分野が多く、ＩＳＯへの規格統一に関してはイ
ニシアチブが取れる傾向があり、この点では日本の力になっていま
す。

