
 

 

平 成 ２５ 年 度 事 業 報 告 書 

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで 

 

 平成２５年度の我が国経済は、年初来、政府・日銀が講じたデフレ脱却のための

「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」いわゆる、

アベノミクスの「３本の矢」による大胆な経済財政政策により、円安・株高が進行

し景気の回復基調が明確になってきました。 

 しかし、その景気回復の効果は限定的であり、多くの中小企業が実感できる  

状況にはありませんが、引き続き政府・日銀が推し進める経済政策により、景気

回復傾向が持続し、今後中小企業にも徐々に効果が現れるものと思われます。 

当連合会は、例年に引き続き大阪府・大阪市をはじめ関係機関のご理解、   

ご指導を得ながら、業界振興事業、人材育成事業、調査研究事業、情報収集提供

事業等各般の事業に取り組み、会員の皆様のご協力により概ね当初の計画どおり

実施できました。 

 今後とも、異業種卸売業の連合組織としての特徴や優位性を活かした事業を 

積極的に展開してまいります。 

 

 平成２５年度に実施しました事業につきまして、次のとおりご報告いたします。 

 

１．業界振興事業 

（１）新年互礼会 

会員団体の相互の親睦を深め、異業種交流を図るとともに、国、大阪

府、大阪市及び関係機関、関係団体との連携を深めるため新年互礼会を

開催した。 

       日 時 平成 26年 1月 10日（金） 午前 11時から 

会 場 ホテル日航大阪 4階 「孔雀の間」 

参加者 100名 

（２）協賛・後援事業 

後援事業 

①大阪管工機材商業協同組合 

  「第 16回 管工機材・設備総合展」 

  日 時 平成 25年 9月 12日（木）～14日（土） 

  会 場 インテックス大阪 ４号館 

  来場者 13,000名 



②一般財団法人大阪国際経済振興センター 

  「2013 浙江省輸出商品（大阪）交易会」 

  日 時 平成 25年 9月 17日（火）～20日（金） 

  場 所 インテックス大阪 2号館 

  来場者 4,968名 

③日本ユニセフ協会 

       「ユニセフ・チャリティーバザー OCAT 2013」 

       日 時 平成 25年 10月 19日（土）午前 10時～午後 4時 

       場 所 OCATビル ポンテ広場 

       来場者 1,500名 

④大阪スポーツ用品卸協同組合等 

  「第 114回 スポーツビジネスフェア OSAKA」 

  日 時 平成 26年 2月 4日（火）～5日（水） 

  会 場 インテックス大阪 6号館 

  来場者 2,000名 

（３）渉外活動 

 国、大阪府、大阪市、会員団体及び関係機関との相互理解を図るた

め、会員団体の新年互礼会、総会に代表者の出席を求め連携の強化に

努めた。 

 また、大阪商工会議所、大阪府中小企業団体中央会、一般財団法人

大阪国際経済振興センター等との関係強化を図り、会員への情報提供

に努めた。 

 

２．人材育成事業 

（１）経営セミナー 

 経営の継続やさらなる発展に向けて、お客様のニーズを的確に把握

する力、仕入れ先と連携し新商品を開発する力、業務をプロデュース

する力など、人と組織を育てながら事業革新を進めていく実践的な 

セミナーを中小企業基盤整備機構近畿本部との共催で開催した。 

日 時 ①平成 25年 9月 22日（火）午後 6時 30分～8時 30分 

      ②平成 25年 11月 18日（月）午後 6時 30分～8時 20分 

会 場 大阪産業創造館 5階 研修室 

テーマ ビジネス革新を契機に組織を強くする 

     ～卸業のビジネス革新と現場力強化の進め方～ 

          ※前半①、後半②の２日間にわたり開催 

参加者 ① 13名  ② 14名 



講 師 中小企業基盤整備機構近畿本部 

      経営支援アドバイザー 藤山 紳一 氏 

（２）Ｔシャツデザイン画コンテスト ［公益事業］ 

 大阪の文化の向上と大阪問屋街の将来を担う感性豊かな青少年の 

育成及び大阪を活力ある街にすることを目的として、大阪問屋街活性

化協議会と共催して「Ｔシャツデザイン画コンテスト」を開催した。 

  募集期間 平成 25年 7月 1日（月）～31日（水） 

  応募点数 専門学校、大学等 9校から 287点 

  表彰式典  

   日 時 平成 25年 9月 26日（木） 午前 10時 30分から 

   会 場 大阪市立こども文化センター 

                  大阪府知事賞、大阪市長賞、（一社）大阪卸商連合会

会長賞、大阪商工会議所会頭賞、大阪問屋街活性化

協議会会長賞及び大阪問屋街活性化協議会参加団体

代表者賞の 15点の表彰を行った。 

        展 示 平成 25年 9月 25日（水）～10月 2日（水） 

               受賞作品を大阪市立中央図書館の１階ギャラリーに

展示し、多数の来館者に鑑賞いただいた。 

（３）インターンシップ事業 

 大学と連携し、卸売事業者において職業経験を積むことにより、  

若年層の卸売業界への関心を高め、卸売業界の人材発掘を行った。 

 連携大学 摂南大学 

 実施期間 平成 25年 8月～9月の間で 10日間～11日間 

 受入学生 9名 

 受入企業 5社 

（４）経営者研修（海外研修）事業 

  企業経営者が、海外の経済状況やビジネス環境の調査を行い、今後

の経営の参考とするため海外研修を実施した。 

  期 間 平成 25年 9月 14日（土）～9月 22日（日）の 9日間 

行 先 スペイン 

視察先 バルセロナ市内、グラナダ市内、マドリッド市内等の視

察、マドリッド流通関係の視察、また、ジェトロ・マドリ

ッド事務所において、スペインの経済状況などのブリーフ

ィングをうけ、質疑を行った。 

参加者 7名    

 



（５）新入社員研修 ［公益事業］ 

        新入社員が、１日も早く有力な戦力として活躍できるよう、社員 

としての心構えや必要な知識、マナーの習得のため、ベテラン講師に 

よる①見る、②聞く、③考えるなど五感に訴える一般研修及びパソコン  

活用の情報処理講座を開講した。 

① 一般研修 

日 時 平成 26年 3月 24日（月）～26日（水）の 3日間 

会 場 大阪産業創造館 5階 研修室 

講 師 鋳方 貞了 氏 

     ㈲アクティブ経営研究所長 経営コンサルタント 

受講者 49名 

② 情報処理講座（一般研修受講者の内、希望者のみ） 

 日 時 平成 26年 3月 27日（木） 

 会 場 大阪産業創造館 5階 パソコン実習室 

 講 師 ㈱オーシーシー情報センター 指導員 

 受講者 18名 

    （６）中堅幹部研修 ［公益事業］ 

        中堅幹部に求められる役割や職責を再認識し、部下のやる気を引き

出し部下を伸ばす育成ポイントなどを、エコグラムによる自己検証と

個人ワークやグループワークを交えながら、いろいろな角度から体得

し、中堅幹部としての素養を身につけることを目的に研修を行った。 

       日 時 平成 25年 8月 26日（月）～27日（火） 

       会 場 大阪産業創造館 6階 会議室 

       講 師 鋳方 貞了 氏 

           ㈲アクティブ経営研究所長 経営コンサルタント 

       受講者 37名 

   （７）事務局職員研修 

       商品の出・入荷、検品、在庫管理、POS レジ、棚卸等の業務に   

ついて、バーコードから IC チップを組み込んだ電子タグに替える

ことにより、飛躍的な効率化、省力化が図られる「ソリューション

センター」を訪問し、実体験も併せた研修会を実施した。 

       日 時 平成 25年 11月 22日（金） 

       会 場 JAFIC（日本アパレル・ファッション産業協会） 

            「RFID（Radio Frequency Identification）ソリュー     

ションセンター」 

       参加者 18名 



３．調査研究事業 

  （１）業種別調査研究事業 

    ・団地部会 

日時及び場所 事業実施概要 

○平成 25年 6月 5日（金） 

 メルパルク OSAKA 

  （参加者 25名） 

 

・団地部会総会及び勉強会 

 「戦後経済史とデザインとの関係」 

 大阪府産業デザインセンター 

 コーディネーター 杉山 正和 氏 

○平成 26年 3月 11日（火） 

 新大阪ゆめっせ 

 （参加者 7名） 

・見学会 

 新大阪センイシティのリニューアル 

 についての講演 

  協同組合新大阪センイシティ 

   理 事 長 吉木 学  氏 

   専務理事 名和 秀記 氏 

 

４．情報収集提供事業 

  （１）各種情報の収集・提供 

 行政や関係機関等が提供する施策や資料、催事を収集し、会員団体

に提供するとともに、会員団体相互の緊密なネットワークの構築を 

目指して、ホームページ、会報誌などを活用して会員の実施する催事

等の情報提供を行った。 

  （２）会報誌の発行 

 大阪府、大阪市の情報及び会員相互の情報交換や活動状況、また、

連合会の事業報告をより密接に行うため会報誌「大阪卸商連ＯＷＡ」 

を平成 25 年 7 月に第 20 号を、平成 26 年 1 月に第 21 号を発行し、   

会員団体を通じて会員傘下企業等へ配布するとともに、連合会の活動

状況を広く周知するため関係官庁、関係機関、報道関係等に配布した。 

 

５．ＯＡ・情報化対策事業 

  （１）ＩＴ（パソコン）研修 ［公益事業］ 

      大阪の卸売業のＯＡ化、情報化を推進するため平成 25年 11月 7日

（木）から平成 25 年 12 月 10 日（火）までの間に下記 5 コースのパ

ソコン研修を、大阪管工機材商業（協）及び大阪機械器具卸商（協）

と共同で実施した。 

      会 場 大阪産業創造館 5階 パソコン実習室 

 



研修日時 研修コース 受講者数 

11月 7日、8日 

午後 6時～9時 

EXCEL2010・2007仕事活用 

 

14名 

11月 13日、14日 

午後 6時～9時 

EXCEL2010 基礎 21名 

11月 26日、27日 

午後 6時～9時 

EXCEL2010 応用 19名 

12月 2日、3日 

午後 6時～9時 

EXCEL2010・2007仕事活用 24名 

12月 9日、10日 

午後 6時～9時 

WORD仕事活用 16名 

                               計 94名 

  （２）ＯＡセミナー ［公益事業］ 

      「革新技術が創出する新ビジネス」をテーマに、下記のとおり開催

した。 

      日 時 平成 26年 3月 14日（金）午後 1時 30分～4時 30分 

会 場 大阪市中央区瓦町 2－6－9 

大繊健保会館 ８階 講堂 

      内 容 第 1 部 「リアルビジネスと IT の融合―進化する e ビジ

ネス・マーケティングの最新情報」 

               講師：梅原中小企業診断士事務所 

                  所長 梅原 清宏 氏 

          第 2部 「参加し、選んで、利用するクラウド型ビジネス

プレイス N-townのご紹介 

               講師：NEC産業ソリューション事業部 

                  シニアエキスパート 久保井 弘子 氏 

          第 3部 「～Fashion  on demandの世界～ファッション

ビジネスをデジタルツールでデザインする」 

               講師：デジタルファッション株式会社 

                  代表取締役社長 森田 修史 氏 

      参加者 26名 

  （３）業務改善・システム開発等に関する無料相談窓口の設置 

      当連合会の電産機事業部を担当している株式会社オーシーシー情報

センターに常設している「無料相談窓口」の相談内容及び件数は、  

次のとおりである。 

 



 項  目 内      容 件数 

1 情報化総合相談 企業内全般について現在の情報化の

現状分析 

3件 

2 情報化相談業務 物流・販売・受注システム等業務に 

ついて 

投資費用と効果の妥当性など 

 

10件 

3 パソコン活用 

       A 

 

       B 

 

 

操作指導（インストールを含む）を中

心とした活用方法など 

インターネット、社内ＬＡＮ接続設定

等 

              小計 

 

20件 

 

33件 

 

53件 

4 ネットワーク相

談 

取引先、営業所間の効率的なネットワ

ーク相談 

11件 

5 インターネット

構築相談 

ホームページ作成、eメール活用方法 8件 

6 電子商取引 BtoB、BtoC活用相談 4件 

 合   計  89件 

 

６．表彰事業 

  （１）連合会表彰 

      大阪卸売業界及び会員団体・傘下各企業の発展に功績のあった団体

役員、団体職員、従業員及び事業所の表彰を行った。 

      日  時 平成 26年 2月 19日（水） 午前 10時 30分 開式 

      会  場 シティプラザ大阪 2階 旬の間 

      被表彰者 420名（事業所を含む） 

       （内訳） ・団体役員 26名  ・団体職員 1名 

            ・社員（永年勤続） 365名 

            ・事業所 9事業所  ・優良特別 19名 

  （２）表彰の推薦 

① 大阪府商工関係者表彰及び産業功労者表彰に、会員団体、会員団体 

役職員等の被表彰者の推薦を行った。 

（ア）商工関係者表彰 

         推薦者数 34名（事業所、団体を含む） 

         （内訳）団体役員  19名  団体職員  3名 

             従業員   6名  事業所   6事業所 



     （イ）憲法記念日知事表彰（産業功労者） 

推薦者数 団体役員 10名 

② 大阪市民表彰 

推薦者数 1名 

  

７．福利厚生事業 

  （１）「卸商共済年金制度」の充実 

      平成 26年 3月末現在 加入延べ口数 111口 

  （２）「公益財団法人大阪市中小企業勤労福祉サービスセンター」への加入 

促進 

 平成 26年 3月末現在 加入者数 249名 

 

８．会議 

  （１）通常総会 

    第 44回 

     日   時 平成 25年 6月 26日（水）午前 11時～ 

     場   所 シティプラザ大阪 

     出席正会員 78団体中 74団体（内書面表決正会員 35団体） 

     議決 事項 （１）第 1号議案 平成 24年度事業報告に関する件 

          （２）第 2号議案 平成 24年度収支決算報告に関する件 

          （３）第 3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の選任に

関する件 

     報告 事項 （１）平成 25年度事業計画に関する件 

          （２）平成 25年度収支予算に関する件 

   （２）理事会 

     第 1回 

      日  時 平成 25年 6月 12日（水） 午前 10時 30分～ 

      場  所 大阪産業創造館 12階 会議室 

      理事総数 30名（書面表決） 

      議  題（１）第 1号議案 平成 24年度事業報告に関する件 

          （２）第 2号議案 平成 24年度収支決算報告に関する件 

          （３）第 3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の選任に  

             関する件 

     第 2回 

      日  時 平成 25年 10月 3日（木）午前 10時 30分～ 

      場  所 大阪産業創造館 12階 会議室 



      出席理事 16名 

      議  題 （１）第 1号議案 平成 25年度連合会表彰について 

     第 3回 

      日  時 平成 26年 3月 19日（水） 午前 10時 30分～ 

      場  所 大阪産業創造館 12階 会議室 

      出席理事 18名 

      議  題（１）第 1号議案 平成 26年度事業計画（案）に関する件 

          （２）第 2号議案 平成 26年度収支予算（案）に関する件 

          （３）第 3号議案 第 45回通常総会の開催に関する件 

                   開催日、議案等 

 

９．会員の異動 

           正会員    賛助会員 

    前期末会員  80団体     7団体 

    期中退会    5団体     0団体 （賛助会員口数 1口減） 

    期末会員   75団体     7団体 


