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　１月８日に大阪市北区のＡＮＡクラウンプラザホ
テル大阪において令和２年新年賀詞交歓会を催しま
した。前年の参加者は565名と過去最高を記録しま
したが、今年はそれをさらに上回る692名が出席し
ました。その参加者は、ところ狭しと会場内を埋め
て賑やかに歓談し、年頭の祝賀ムードはいやがうえ
にも盛り上がりました。

　冒頭、参加者全員で君が代斉唱を行い、続いて中
山哲也理事長（トラスコ中山㈱社長）が壇上に上が
りました。中山理事長は、700名近い大勢の組合員、
メーカー会員らを前にして「この新年賀詞交歓会の
場は知見を広げ、知己を得る機会だ」と述べ、会場
内で積極的に名刺交換を行うことを薦め、活発な相
互交流を促しました。そして、今後の組合主催の一
連の行事を紹介し、それぞれの行事への積極的な参
加を要請しました。また、組合員とメーカー会員の
製販が協力することで、業界をより良くする取り組

中山理事長あいさつ

新年賀詞交歓会のようす

令和２年新年賀詞交歓会（1月8日）　向暑の候、会員の皆様方にはいよいよご盛栄の段、
お慶び申し上げます。平素は当組合の活動に格別の
ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
　さて、前年度来の新型コロナウイルスの感染拡大
は、日本はもとより世界各国でさまざまな影響を与
えていることはご承知のことと思います。経済活動
に限ってみても、外出制限や自粛要請の中、それは
窮屈なものにならざるを得ません。そうした状況に
あっては、普段・日常の活動への一刻も早い回帰を
切望され、早期の新型コロナウイルス感染拡大の収
束が待たれるところです。
　当組合の活動も感染拡大の状況を鑑み、いくつか
の行事・催しの延期（時期未定）を余儀なくされま
した。“組合変身中”を実践に移し、会員の皆様方に、
一層お役に立てる活動に取り組んできた最中の当組
合にとっては誠に心苦しくありましたが、会員各企
業の存続にも関わる重大局面との判断からそうした
決断に至りました。皆様方のご理解を賜りますよう
お願い申し上げます。
　当組合では、従来から組合員とメーカー会員とが
一体となった事業運営を通じて、組合員とメーカー
会員の皆様にとって “気づき ”ある場となるととも
に、多くの方との出会いの場を提供させていただけ
るように組合活動を行ってきており、今年度もそれ
を充実させてまいります。
　われわれ機工流通業界は、モノづくり産業の円滑
化、その下支えを担う産業です。平時はもとより、
地震・台風などの自然災害や今回の新型コロナウイ
ルス禍からの立ち直りの局面において果たすべき役
割は大きなものがあると自負するところです。それ
を強く肝に銘じながら、組合を活性化することで、
当業界の発展に尽力していきます。また、さまざま
な情報を提供することで、一層皆様方にお役に立て
る組合を構築していきます。
　今後とも当組合の活動にご支援・ご協力をいただ
き、今後に催す諸行事に積極的にご参加いただけま
すよう、よろしくお願いいたします。
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みにも着手する意向を示し、いくつかアイデアも示
しました。さらに、現在の景況に触れて「時代は厄
介な時代を迎えている。今後は、企業それぞれが知
恵を絞って進んでいく時代だ。ぜひ、皆さんはこの
新年賀詞交歓会もビジネスチャンスを広げる場とし
て役立ててほしい」と強く
訴えました。
　その後、メーカー会員を
代表してアネスト岩田㈱の
壷田貴弘社長があいさつと
乾杯の発声を行いました。
壷田社長はそのあいさつの
中で、中国市場において出
回った自社製品のデッドコピー品の排除活動の顛末
を披露し、その話題の締めくくりに「厳しい時代だ
が、我々は頑張るしかない」との決意を示して、乾
杯の発声を行い、杯を高く挙げました。
　そうしてスタートした宴席は、活気に満ちた雰囲
気のもと、製販相互、会場のあちこちで新年のあい

　当組合では、昨年度（令和元年度）から、それま
での理事や総代のみの出席で行ってきた総代会を改
めて、組合員とメーカー会員とが一堂に集まる「会
員総会」を催しています。そして、総会後には懇親
会を実施し、ものづくり関連の製販企業の経営者ら
の交流の場・情報交換の場を設け、昨年度は200名
近くの出席者を得ました。
　さて、令和２年度は新装・会員総会の２年目
となるところでした。しかし、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、今年度の
会員総会は書面による決議という形式を採用し
て行いました。これにより、「第48回通常会員総
会議案書」における令和元年度事業報告・決算

報告ならびに剰余金処分（案）承認に関する件
や令和２年度事業計画・収支予算（案）承認に関
する件などの諸議案はすべて承認・可決となりまし
た。
　組合員・メーカー会員の皆様には、諸般の状況を
踏まえて、なにとぞご理解賜りますようお願い申し
上げます。

　当組合理事の牛田幸吉氏
（原口機工㈱会長）が令和
２年度憲法記念日知事表彰
［産業功労者（商工関係）］
を受けられました（５月３
日発令）。

賑わった会場
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さつや情報の交換などが活発に行われました。そし
て、冒頭の中山理事長のあいさつ内の「ぜひ、会の
終了まで会場内で親睦に勤しんでほしい」との希望
の言葉が効いたためか、会場の濃密な賑わいは終宴
まで薄まることはありませんでした。
　中締めは、古里龍平副理事長（㈱ジーネット社長）
が行いました。古里副理事長はあいさつの中で、日
本でその思想の導入が叫ばれて久しい “ダイバーシ
ティー ”の話題に触れました。古里副理事長は、ダ
イバーシティーの思想の現在の日本社会における浸
透具合の低さを指摘し、「今後の日本は、さまざま
な考え方を持った人々が関与しあって、発展してい
くようになってほしい」との期待を述べました。そ
して、参加者全員で三本締めを行い、散会となりま
した。

　なお、今回の令和２年新年賀詞交歓会では、カツ
ヤマキカイ㈱の須佐美葉月さんが司会を務めまし
た。

メーカー代表であいさつした
アネスト岩田㈱壷田社長

古里副理事長が中締め

表彰

牛田会長

令和２年度会員総会（5月12日）



　当組合では、組会活性化に向けて、さまざまな交
流の場、“気づき ” の場の提供に努めております。
　組合員・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。
　なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点
から延期・中止などの変更がある場合もあることを
ご承知おき下さい。
　▽ものづくり体験＝組合員向けにポリテクセンタ
ー関西（大阪府摂津市）において、６月中・下旬に
行う予定です。６月17日（水）～ 19日（金）と６
月24日（水）～ 26日（金）の各３日間の日程となり、
それぞれで旋盤コースとフライス盤コースを設定し
ています。１人１台の旋盤またはフライス盤が与え
られ、指導者からの指導を受けながら、課題に基づ
いて３日間で１つの製品を作り上げます。こうした
加工体験を通じて実践的な知識と技能を学び、取扱
商品の理解に繋げて、機械器具・工具のセールスの
レベルアップに役立ててもらう施策です。

　▽新年賀詞交歓会＝2021年１月７日（木）に開催
します。この賀詞交歓会には、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。会場は、前回と違い、スイスホテル南海大阪（大
阪市中央区）になります。
　▽新型コロナウイルスの感染拡大で開催延期とな
った行事＝新型コロナウイルスの感染拡大を受け
て、２月28日に予定していた㈱ＭＳＴコーポレーシ
ョン様の企業見学会の開催が見送られ、７月21日の
組合親睦大ゴルフ大会、10月のインド視察（スズキ
インド工場見学など）などの延期も決定しました。
各行事につきましては、今後の状況を見極めたうえ
で改めて企画検討していきます。
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　当組合では、組合員向けにさまざまな共済事業を
行っております。
　○ ETC コーポレートカード＝月5000円を超える
料金に割引が適用され
ます。阪神高速道の走
行に大変有利となりま
す。
　○ガソリン給油カード＝所定のガソリンスタンド
において組合員特別価格で利用できます。カードの
入会金・年会費は無料です。※エッソ、モービル、
ゼネラル、エネオスの４つのカードがエネオスカー
ドに統合され、利便性は一層向上しています！�
　○カーリース＝車両経費の削減、車両管理業
務の軽減に役立ちま
す。定期的なメンテ
ナンスで安全・安心
です。
　○グループ保険共済制度＝会社の弔慰金・見舞金
制度として利用されてはいかがでしょうか？大変安
い掛金で社員の福利厚生が充実できます。
　具体例では、掛金は月623円。これで病気死亡で
110万円、事故死亡で210万円、事故入院（業務上、
業務外問わず）で１日当たり1500円の補償が付与さ
れます。
　○がん保険・医療保険＝アフラックのがん保険・
医療保険にお得な組合員価格で加入できます！将来
の万が一の備えに、ぜひ、加入のご検討を！
　○弁護士・税理士・社労士への相談＝組合員の皆
様は、大阪府中小企業団体中央会の機能を活用する
ことができ、弁護士や税理士の専門家による無料相
談を受けることが可能
です。
　また、社労士は大阪
府社会保険労務士会の
総合労働相談室が利用
できます。
　これら共済事業などの詳細は、組合事務局までお
問い合わせください。

　○大西機工㈱＝㈱Cominix（柳川重昌社長）の子
会社となりました（２月27日付）。

これからの予定 共済事業などのお知らせ

昨年のものづくり体験のようす

組合員動向



【持続化給付金】
給付額
①�法人200万円
②�個人事業者100万円
（ともに昨年１年間の売上からの減少分が上限）
給付要件
①�新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと
月の売上が前年同月比で50％以上減少している
事業者

②�2019年以前から事業による事業収入（売上）を
得ており、今後も事業を継続する意思がある事
業者

③�法人の場合は、資本金の額または出資の総額が
10億円未満、または上記の定めがない場合、常時
使用する従業員の数が2,000人以下である事業者

申請要領等
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-
kyufukin.html

【雇用調整助成金】
受給条件
①�生産指標要件の緩和→１カ月５％以上低下
②休業規模要件の緩和→１／ 40（中小企業）　等
※�詳細は厚生労働省の雇用調整助成金のページを
ご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
１．商工中金
〇�新型コロナウイルス感染症特別貸付（中小企業
向け制度）

〇�新型コロナウイルス感染症特別貸付（中堅企業
向け制度）

対象者
　�新型コロナウイスル感染症の影響により直近１
カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比５％
以上減少している方

※�融資条件等につきましては下記HPをご参照く
ださい。

　商工中金ホームページ
　　https://www.shokochukin.co.jp

２．日本政策金融公庫
〇�新型コロナウイルス感染症特別貸付（国民生活
事業、中小企業事業）
対象者
　�新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時
的な業況悪化を来している方であって、次の①
または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に
業況が回復し、発展することが見込まれる方
　①�最近１カ月の売上高が前年または前々年の同
期と比較して５％以上減少している方

　②�業歴３カ月以上１年１カ月未満の場合は、最
近１か月の売上高が次のいずれかと比較して
５％以上減少している方

　⑴�過去３カ月（最近１カ月を含む）の平均売上高
　⑵令和元年12月の売上高
　⑶�令和元年10月から12月の平均売上高
※�融資条件等につきましては下記HPをご参照く
ださい。
日本政策金融公庫ホームページ
　�https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
covid_19_m.html

３．民間金融機関（大阪信用保証協会活用）
〇�新型コロナウイルス感染症対応資金【保証料・
利子補給対象】
　次の⑴～⑶のいずれかに該当する大阪府内の中
小企業者
　⑴�セーフティネット保証４号認定を受けられた方
　⑵�セーフティネット保証５号認定を受けられた方
　⑶危機関連保証認定を受けられた方
〇新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
〇経営サポート資金（経営安定資金危機関連）
〇経営安定サポート資金（経営安定資金）
〇危機関連保証
※�保証内容につきましては下記HPをご参照くだ
さい。
大阪信用保証協会ホームページ
　�https://www.cgc-osaka.jp/guarantee-system/
case/coronavirus.php

　総合的な施策は、下記ホームページにまとめられ
ています（経済産業省関連）。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

新型コロナウイルス感染症の主な支援策
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