
                                                     

 

 

❒組織図  

 

会 員                    

専門委員会   (14)部  会     (14) 

顧問・参与   (18)

常務理事    (1)

理  事     (3)

 

●経済政策委員会 
●企業法制委員会 
●税制委員会 
●中堅・中小企業委員会 
●産業・技術振興委員会 
●都市再生委員会 
●流通活性化委員会 
●人材育成委員会 
●企業成長支援委員会 
●ツーリズム振興委員会 
●ライフサイエンス振興委員会 
●環境ビジネス委員会 
●国際ビジネス委員会 
●中国ビジネス特別委員会 

  

●金属部会 
●機械部会 
●化学・エネルギー部会 
●繊維部会 
●建設・建材部会 
●貿易部会 
●小売部会 
●生活用品部会 
●紙・印刷部会 
●食料部会 
●金融部会 
●運輸部会 
●サービス産業部会 
●情報・通信部会 

 事務局 

副会頭    (7)

会 頭   (1)

専務理事   (1)

常議員会   (50)

 
●企画広報委員会 
●総務委員会 
●財務委員会 

常任委員会 (3)

監  事     (3) 

支部長会      

支 部    (5) 

●北支部 

●東支部 

●中央支部 

●西支部 

●南支部 

議員総会  (150)

女性会        

総 務 広 報 部  
●秘書担当 
●総務担当 
●人事担当 
●広報企画担当 

会 員 部  
●会員組織担当 
●経理･財務担当 
●管理担当 

国 際 部  
●国際担当 
●証明センター 

経 済 産 業 部  
●経済担当 
●産業･技術・ 

水ビジネス振興担当 
●ライフサイエンス振興担当 

地 域 振 興 部 

中小企業振興部 
●金融担当 
●経営相談室 
●事業承継・ 
再生支援担当 

●共済事業室 

流通・サービス産業部 
●流通担当 
●経営支援担当 

人 材 開 発 部  
●人材育成担当 
（大阪企業家ミュージアム） 
●人材採用支援担当 
●研修担当 
●検定担当 

経営情報センター 
●経営情報担当 
●所内情報化担当 

支部事務局 (5) 

事務局長     (1)

home
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❒事務局連絡先一覧  
 

●本 部 
〒540-0029  大阪市中央区本町橋2-8 
（最寄駅：地下鉄堺筋線･中央線 堺筋本町駅、谷町線 谷町四丁目駅） 

○総務広報部 
・秘書担当 TEL. 06-6944-6371 
・総務担当 TEL. 06-6944-6211 
・人事担当 TEL. 06-6944-6231 
・広報企画担当 TEL. 06-6944-6324 
―――――――――――――――――――――
○会員部 
・会員組織担当 TEL. 06-6944-6251 
・経理･財務担当 TEL. 06-6944-6265 
・管理担当 TEL. 06-6944-6268 
―――――――――――――――――――――
○国際部 
・国際担当 TEL. 06-6944-6400 
・証明センター TEL. 06-6944-6411 
―――――――――――――――――――――
○経済産業部 
・経済担当 TEL. 06-6944-6304 
・産業･技術・水ビジネス振興担当 
 TEL. 06-6944-6300 

・ライフサイエンス振興担当 
 TEL. 06-6944-6484 
―――――――――――――――――――――
○地域振興部 TEL. 06-6944-6323 

○中小企業振興部
・金融担当 TEL. 06-6944-6461 
・経営相談室 TEL. 06-6944-6472 
・事業承継･再生支援担当 TEL. 06-6944-6474 
・共済事業室 TEL. 06-6944-6341 
―――――――――――――――――――――
○人材開発部 
・人材育成担当  
 大阪企業家ミュージアムTEL. 06-4964-7601 
〒541-0053  大阪市中央区本町1-4-5   

大阪産業創造館B１ 
 （最寄駅：地下鉄堺筋線･中央線 堺筋本町駅） 
・人材採用支援担当 TEL. 06-6944-6495 
・研修担当 TEL. 06-6944-6421 
・検定担当 TEL. 06-6944-6430 
―――――――――――――――――――――
○流通・サービス産業部 
・流通担当 TEL. 06-6944-6440 
・経営支援担当 TEL. 06-6944-6493 
―――――――――――――――――――――
○経営情報センター  
・経営情報担当 TEL. 06-6944-6351 
・所内情報化担当 TEL. 06-6944-6321 

 

●支  部（担当区） 

 

○北支部（淀川区、東淀川区、西淀川区、北区、
福島区） 

〒530-0047 
大阪市北区西天満5-1-1 ザ・セヤマビル 3 階 
（最寄駅：地下鉄 南森町駅、JR 大阪天満宮駅） 
TEL. 06-6130-5112  FAX. 06-6130-5113 
―――――――――――――――――――― 
○東支部（都島区、旭区、城東区、鶴見区、 

東成区、生野区） 
〒534-0024 
大阪市都島区東野田町 4-6-22 ニッセイ京橋ビル 2 階
（最寄駅：JR・京阪・地下鉄 京橋駅） 
TEL. 06-6358-6111  FAX. 06-6358-6333 
―――――――――――――――――――― 
○中央支部（中央区） 
〒540-0029 
大阪市中央区本町橋 2-8 大阪商工会議所ビル 2 階
(最寄駅：地下鉄 谷町四丁目駅、堺筋本町駅) 
TEL. 06-6944-6433  FAX. 06-6944-6434 
―――――――――――――――――――― 

○西支部（此花区、西区、港区、大正区、浪速区、
西成区） 

〒550-0012 
大阪市西区立売堀4-2-21 銀泉阿波座ビル 1 階 
（最寄駅：地下鉄 阿波座駅） 
TEL. 06-6539-1666  FAX. 06-6539-1668 
―――――――――――――――――――― 
○南支部（天王寺区、阿倍野区、東住吉区、 

平野区、住之江区、住吉区） 
〒543-0056 
大阪市天王寺区堀越町 13-18  銀泉天王寺ビル 5 階
（最寄駅：地下鉄・ＪＲ・阪堺 天王寺駅、 

近鉄 大阪阿部野橋駅） 
TEL. 06-6771-2211  FAX. 06-6771-2257 
―――――――――――――――――――― 

 




