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定期的に当組合の活動をご報告する『組合レポー
ト』の Vol. ５を作成いたしました。
さて、過日の台風15号および台風19号は、東日本
を中心に甚大な被害をもたらしました。亡くなられ
た方や被害に遭われた方に深く哀悼の意を示すとと
もに、早期の復旧・復興をお祈り申し上げる次第で
す。昨年は、大阪も地震や台風の被害を受け、今年
の台風被害は決して他人事ではありません。そして、
被災から復興への過程において、われわれ機工流通

会員総会のようす

業界が果たすべき役割は大きなものがあります。そ
れを強く肝に命じながら、今後とも当業界の発展に
尽力していきます。
業界の発展には、組合の活性化が不可欠と考えま
す。そうした観点から、当組合はここ数年、“ 組合
変身中 ” の名のもと、新たな取り組みを次々と進め
てきました。従来の枠を超えた交流の場や経営者の
“ 気づき ” を生み出せる場の創出です。これらを通
じて、組合の活性化、ひいては業界の発展に繋げて
いければと考えております。
今後とも当組合の活動にご支援・ご協力をいただ
き、諸行事に積極的に参加いただけますよう、よろ
しくお願いいたします。

令和元年度会員総会（5月14日）

阪市中央区のシティプラザ大阪で開かれました。
これには、会員・メーカー会員ら197名が出席。
それを前に中山哲也理事長（トラスコ中山㈱社長）
は「せっかくなら年１回でも顔を合わせたい」と会
員総会への改装の主旨を述べました。また、本組合
の目的を「ものづくりに関わる人々の交流の促進」
と示し、ものづくり関連の製販交流の場を創出する
ことの意義を強調し、その舞台を用いて「交流の輪
が広げられることが組合入会のメリットだ。それを
自らも掘り起こしてほしい」と要望しました。
議案審議では、平成30年度の事業・決算報告や
2019年度事業計画・収支予算案が上程され、議案通
りに承認されました。また、理事改選では、任期２
年の２期目に入る中山理事長や西川正一氏（西川産

今年度から従来から行ってきました総代会を改

業㈱社長）、古里龍平氏（㈱ジーネット社長）、木村

め、会員とメーカー会員が一堂に集う「会員総会」

吾郎氏（カツヤマキカイ㈱社長）の３氏の副理事長

を催すことになり、新装・会員総会が５月14日に大

などの役員体制が報告された。新任では、理事に渡
辺喜弘氏（森一産業㈱社長）、合志健治氏（㈱山善
取締役）、菊川遵氏（宇野㈱社長）、杉原隆史氏（杉
原計器㈱社長）が、監事に河野裕氏（㈱コノエ社長）
が就きました。ま
た、富田進氏（ト
ミタ産業㈱会長）、
瀨川洋氏（㈱三共
コーポレーション
取 締 役 相 談 役 ）、

中山理事長あいさつ

河田徹氏（河田機

富田・河田両氏に記念品贈呈

工㈱会長）が理事を退任し、総会に出席した富田、
河田両氏には壇上で中山理事長から記念品を贈られ
懇親会のようす

ました。
その後、西川副理事長の挨拶で開宴し、古里副理
事長の中締めで終えた懇親会。総勢200名近くが大
いに歓談、壮大な情報交換会になりました。

親睦大ゴルフ大会（7月30日）
当組合初の試みとなる親睦大ゴルフ大会が、７月
30日に関西ゴルフ倶楽部（兵庫県三木市）を借り切
って盛大に催されました。これには、組合員とメー
カー会員合わせて132社・163名が参加しました。
参加者は、ショットガン方式で６カ所に分かれて
一斉にスタートし、これまで培ってきたゴルフの腕
を競いました。そして、競技終了後にはクラブハウ

社会見学会（講演会）のようす

スで表彰式を催し、組合員・メーカー会員間の親睦
を一層深めました。

際博覧会協会の総務局総務部広報報道課係長・西岡

なお、成績上位者は次の通りです。

加奈代氏が「2025年大阪・関西万博に向けて」と題

▽１位＝衣斐剛氏（丸一切削工具㈱、ネット70.3）

し た 講 演 を 行 い、2025年 ５ 月

▽２位＝小田幹人氏（オダコー㈱、ネット70.4）

～ 11月に “ いのち輝く未来社

▽３位＝近藤慎一氏（㈱オカムラ、ネット71.2）

会のデザイン ” をテーマに開く

▽ベストグロス＝大沢伸朗氏（オーエスジー㈱、

大阪・関西万博について、その
誘致決定までの経緯や万博の概

グロス73）

要、今後のスケジュールなどの

西岡加奈子氏

説明を受けました。
続いて、大阪府・大阪市 IR
推進局推進課課長補佐・高木隆
介氏が「大阪 IR（統合型リゾ
ート）実現に向けて」について
講演し、IR の定義や大阪の現

高木隆介氏

状と将来的な課題、そして IR
優勝した衣斐剛氏

社会見学会／講演会（8月26日）

がもたらす効果などについての説明がありました。
講演後は、同じトラスコ中山㈱大阪本社ビルで懇
親会を催し、製販相互の交流を図りました。

８月26日、社会見学会として “ 大阪・関西万博 ”
と “ 大阪 IR 計画 ” に関する講演会を大阪市西区の
トラスコ中山㈱大阪本社で催し、会員やメーカー会
員ら203名が参加しました。
講演前、中山理事長は「現在、当組合は、大繁盛
の組合づくり中だ。組合のメリットは人と人との出
会い。今日もぜひ名刺交換を行い、今後も諸行事に
積極的に参加してほしい」などと挨拶を行いました。
講演会は２部構成で行われ、まず、2025年日本国

懇親会のようす

両氏の挨拶の後、４名が功労者表彰を受け、当組

全機工連大阪大会（10月16日）

合からは河田徹氏（河田機工㈱会長）が坂井会長か

「はじめよう令和の新しい働き方～ AI 時代を生

ら表彰されました。

き抜く機械工具商のあり方～」。
これをテーマに、全日本機械工具商連合会（全機
工連）の第43回全国大会（大阪大会）が10月16日に
ホテルニューオータニ大阪（大阪市中央区）で開催
されました。今回は、９年ぶりに当組合が主催者を
務め、全国の地区組合の会員や関連メーカーなどか
ら総勢541名が集結しました。
功労者表彰を受けた一同

講演会は、まず SCSK ㈱の谷原徹社長が「やって
得する働き方改革」のテーマで行い、続いて SAP
ジャパン㈱の福田譲社長による「知って得する AI
事情」
（人工知能）の講演があり、講演後には谷原社
長と福田社長による対談の場が設けられました。
大会は、西川副理事長の司会のもと進められ、ま
ず参加者全員で国歌斉唱を行いました。そして、全
機工連の坂井俊司会長が
「今回の大会では、働き方
改革の講演や業務効率の向

谷原徹氏

上に向けたシステムの紹介

そして、渡辺喜弘理事（森

などがあり、会員の皆さん

一産業㈱社長）が、当組合

に役立つものと確信してい

が働き方改革をテーマに行

る」と挨拶の中で述べ、大

坂井俊司全機工連会長

会に期待を寄せました。

福田譲氏

った「業界刷新のためのア
ンケート調査」の報告を行

続いて挨拶した中山理事長は、
「今回の大会の講

いました。

渡辺喜弘氏

演でぜひ働き方改革と AI に対する何らかの “ 気付

また、全機工連推奨の機械工具商向け販売管理シ

き ” を得てもらいたい」とまず要望し、
「業務改革

ステム「機工メイト」について、同システムを開発・

に取り組むには、“ 止める ” 経営戦略が必要だ。勇

販売する㈱ブロードリーフの山中健一副社長が今後の

気を持って仕事を捨てる覚悟で業務刷新に取り組ん

機能アップなどのグランドデザインを示しました。

でほしい。また、会社を良くするには、悪いことを

大会後の懇親会は、全機工連の小池達夫副会長の

無くすという作業が不可欠だ」との持論も交えま

乾杯でスタートし、宴席中に参加者同士が交流に勤

した。そして、
「人脈を広げてビジネスを拡大する。

しみました。その途中、全国大会の大会旗が大機器

これが組合の一番

協中山理事長から次回開催地の愛知県機械工具商業

のメリットだと思

協同組合の水谷隆彦理事長

う」と話し、今回

に手渡されました。また、

の大会でも積極的

来年２月に三重・四日市で

に交流の輪を広げ

開かれる「全機工連若手交

ることを薦めまし

流会」への参加の呼び掛け

た。

中山理事長あいさつ

もありました。

大会旗をバトンタッチ

大阪中小企業団体中央会表彰

盛大な賀詞交換会となりました。
▽企業見学会＝2020

当組合副理事長の木村吾郎氏（カツヤマキカイ㈱

年２月28日（金）に開

社長）と理事の堤中徹氏（㈱マシン三洋社長）が大

催します。奈良県生駒

阪中小企業団体中央会の会長表彰（組合経営功労者）

市のツーリングメーカ

を受けました（９月９日付）。

ーの㈱ MST コーポレ
ーション様を訪問し

㈱MSTコーポレーション

ます。
また、見学会後には大阪市内の梅田スカイビルに
移動して懇親会を催し、交流を深める予定です。
▽関西ブロック会議＝2020年３月23日（月）、14
時からホテルグランヴィア大阪（大阪市北区）で催
木村吾郎 副理事長

堤中徹 理事

これからの予定
当組合では、組会活性化に向けて、来年も新年賀
詞交歓会や企業見学会、会員総会とさまざまな交流
の場、“ 気づき ” の場の提供に努めてまいります。

します。これには当組合の代表者をはじめ、関西ブ
ロックに所属する地区組合の代表者が集まって、そ
の年ごとに定めた主要テーマについて意見の交換を
行います。
なお、今年度は「働き方工夫、組織変革チャレンジ
の具体的取り組み」について発表いただく予定です。

会員・メーカー会員の皆様には、ぜひこれら諸行
事に積極的にご参加・ご活用いただけますようよろ
しくお願いいたします。
▽新年賀詞交歓会＝2020年１月８日（水）、１7時
～ 18時45分。前回と同様、ANA クラウンプラザホ
テル大阪（大阪市北区）の３階「万葉」を会場に開
催します。会費はおひとりにつき￥10,000になります。
この賀詞交歓会は、組合員の皆様の他、メーカー
の代表者・担当者の方々も多数出席されます。ちな
みに前回（2019年）は過去最高の565名が参加され、

前回の関西ブロック会議のようす

▽会員総会＝2020年５月12日（火）の16時～ 19
時にホテル日航大阪（大阪市中央区）で開催します。
これには前年度同様、会員とメーカー会員が一堂に
会します。

組合員動向
〇㈱ IZUSHI（出石篤社長）＝㈱出石から社名が
前回の賀詞交歓会のようす

知っていますか？

変更となりました（９月21日付）。

最低賃金改定

大阪府最低賃金が10月１日から時間額964円に改定されました。
大阪府内で働くパート、臨時、派遣、やアルバイトを含め、全ての労働者に
適用されます。

