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１．第１四半期の
四半期の主な活動
（１）機械製図基礎講習会
今四半期は４，５月で２コース
コースを開催しました。
新人社員教育の一環として活用
活用していただきました。
＜講習概要＞
・場所：クリエイション・コア
クリエイション・コア東大阪南館第２会議室
・開催日：第１～４木曜日午
木曜日午の後
・時間：１２時間（３時間Ｘ
Ｘ４回）
・講師：森本一/NPO 地域基盤技術継承
地域基盤技術継承プラザ
＜プログラム＞
１回目：製図規格、投影法、
、立体図、線、三角法
２回目：図形の表し方、寸法
寸法の記入法、部品の作図
３回目：寸法補助記号、寸法公差
寸法公差、はめあい、３面図の作成
４回目：幾何公差、表面性状
表面性状 まとめ
厚生労働省認定教材 機械製図基礎編
機械製図基礎編を用い企業のニーズ、
また受講者のレベルに配慮した
した講習内容になっております。
＜５-６月の受講者＞
，６月で３名づつ受講されました
㈱繁原製作所（６名）が５，
皆様に修了証を発行しました
しました。

（２）ものづくり能力開発塾
ものづくり能力開発塾 フォロー研修
フォロー研修
Ｈ２７年度開催の第一回「ものづくり
ものづくり能力開発塾」の
塾生を対象としたフォロー研修
研修が６月で修了しました
・期間：平成２８年１０月～
～平成２９年６月
・時間：３６時間（４時間Ｘ
Ｘ９回）
・会場：各参加企業・クリエイション・コア
クリエイション・コア東大阪
・参加者：７名
・講師：北山信雄/NPO 地域基盤技術継承
地域基盤技術継承プラザ登録講師
＜研修の概要＞
技能伝承・品質・職場風土など）を
各社が抱える職場課題（技能伝承
教材にその解決の為のプロセス・
のプロセス・手法などを学んできました。
具体的に「切粉巻き込み防止
防止」
（三和鋲螺製作所様）
「技術・技能の継承・伝承」
」
（
（オーエッチ工業様）
「職場風土の改善」
（中農製作所
中農製作所様）が取組み、それぞれ
の取組み状況の発表を行い塾生全員
塾生全員で討議を重ねてまいりました。
６月の最終回では各社の最終版
最終版の発表・確認を相互に行いました。
また７月２１日に、クリエイション・コア
クリエイション・コア東大阪にて
各社の責任者参列のもと研修成果報告会
研修成果報告会を予定しております。
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（４）企業内社員教育訓練講師派遣
①㈲田中工作所
より毎年新入社員向け教育訓練の
Ｈ２５年以降毎年同社より
ご依頼を頂いております。
。今年は機械加工の専門技術校卒の
方々でした。研修は実務に
に直結した、工場管理（安全・５Ｓ・
品質）とラジアルボール盤
盤を用いたドリリング加工の
基本を学びました。
＜概要＞
・日時：４月に４日間（６時間
時間Ｘ４回）
・場所：田中工作所 西神工場
・参加者：２名
地域基盤技術継承プラザ
・講師：森本一/NPO 地域基盤技術継承
－カリキュラム－
１回）
・工場管理（６時間／日Ｘ１
安全管理･･･災害発生の原理・
・危険予知・指差呼称など
５Ｓ３定･･･５Ｓ活動のやり方
方と進め方・改善事例紹介など
品質管理･･･ものをつくる・ＱＣ
ＱＣの７つ道具など
日Ｘ３回）
・ボール盤作業（６時間／日
午前講義、午後実技を実施
実施し、理論とその実証を
主体とした訓練を実施しました
しました
―講義―
と用途、加工条件の決め方、
・ボール盤及び工具の種類と
測定具の使い方・切削加工基礎概論
切削加工基礎概論 切削油剤について
・作業標準書の作り方
－実技訓練－
・直立とラジアルボール盤の
の操作・取扱い
・罫書き作業、ポンチ打ち、
、ドリル手研ぎ
・課題加工
座グリ、面取り）など
直立ボール盤（穴あけ、座
ラジアルボール盤（穴あけ
あけ、タップ、面取り）など

②大竜化成㈱
同社が進める、フォーム加工部体質改善
加工部体質改善プロジェクトの
一環として品質管理セミナー
セミナー講師派遣の依頼が有りました
＜概要＞
（２時間Ｘ３回）
・日時：６月～８月で３回（
・場所：大竜化成
・参加者：１０名
地域基盤技術継承プラザ
・講師：森本一/NPO 地域基盤技術継承
―内容―
品質のばらつき
自社製品
自社製品の品質とは
ＱＣサークル活動 ＱＣ７
７つ道具
対策案から改善案を考える
える討議の仕方などを
参加のリーダークラスに実践
実践を交え解説しました。
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③㈱三和鋲螺製作所（工場
工場部門）
管理者意識改革塾 フォロー
フォロー研修が４月で修了し、５月に
報告会が開催されました。
４月 （隔週火曜日）
・期間：平成２９年２月～４
・時間：４２時間 （７時間
時間Ｘ６回）
・場所：㈱三和鋲螺製作所
・参加者：１０名
・講師：北山信雄/NPO 地域基盤技術継承
地域基盤技術継承プラザ登録講師
＜研修の概要＞
した知識の実践研修として
昨年の意識改革塾で習得した
２グループに分れ自職場における
における課題をテーマに
その解決のプロセス・手法を
を学んできました。具体的に
「生産効率の向上」
（転造グループにおける
グループにおける）
「概観不良の撲滅」
の２つの課題解決に取り組み
み、５月３０日に同社責任者参列のもと
研修報告会が開催されました
されました。

④㈱三和鋲螺製作所（本社
本社・営業部門）
営業管理職能力開発塾が６
６月で終了し、報告会が開催されました。
・期間：平成２９年２月～６
６月
・時間：１１２時間 （７時間
時間Ｘ１６回）
・場所：㈱三和鋲螺製作所 活学館
・参加者：８名（営業・総務管理職
総務管理職）
・講師：北山信雄/NPO 地域基盤技術継承
地域基盤技術継承プラザ登録講師
＜塾の概要＞
つけリーダーシップの知識
Human Skill に重点を置いたつけリーダーシップの
スキルを改めて見直し効果的
効果的に発揮する方法を演習を交えて学び
自己分析から新たな自身のスタイルをみつけて
のスタイルをみつけて、現場に即した
効果的なリーダーシップとは
リーダーシップとは何かを学んできました。
６月２３日には塾活動報告会
塾活動報告会が開催され、受講者から自社の
課題とその解決策が同社幹部
同社幹部に対し提言されました。
今後の成果を期待します。

２．今後の
今後の活動
（１）械製図基礎講習会開催
・場所：クリエイション・コア
クリエイション・コア東大阪南館第２会議室
・講師：森本一/NPO 地域基盤技術継承
地域基盤技術継承プラザ
７月・・ ４日、１１日、１８
１８日、２５日（１３：３０～１６：３０）
８月・・ １日、 ８日、２２
２２日、２９日（１３：３０～１６：３０）
９月・・ ５日、１２日、１９
１９日、２６日（１３：３０～１６：３０）
＊１０月以降も継続開催いたします
いたします。日程は基本的に毎週火曜日の午後です
です。
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（２）企業内社員教育講師派遣
①Ｓ社 テクニカルスクール（工場中堅社員対象）
②Ｄ社 品質管理セミナー
③Ｉ社 工場管理（５Ｓ活動）

（３）セミナー講師派遣
セミナー講師派遣
①東大阪商工会議所
テーマ：生産現場の管理監督者養成セミナー
生産現場の活性化、高い生産性や利益を生み出す体質になるためには、優れた現場の管理監督
者の存在が不可欠です。従業員のやる気を引き出し、職場組織を活性化するためには、リーダ
ーとしてのバランスの取れたパラダイム（ものの考え方）が必要です。そこで、管理監督者た
る中堅社員を対象とした「意識と行動改革を図り、生き生きとした生産現場を創出する」手法
を学ぶセミナーを開催します。是非ご参加ください。
日時 平成２９年８月２３日（水）
・２４日（木） 両日とも午後３時～６時
場所 東大阪商工会議所 本所別館 ２階ホール
内容 中堅社員の意識と行動改革
２３日講習・現場の問題解決に必要な思考法・情報整理の手法 ・問題解決のプロセス
２４日グループ演習・
「伝えるプロセス」
「わかるプロセス」など、
コミュニケーション能力を高める演習などを実施
講師 北山信雄 氏 パナソニック㈱OB・NP0 地域基盤技術継承プラザ登録講師
＜お問合せ＞東大阪商工会議所 調査部
TEL：06-6722-1151
NPO 地域基盤技術継承プラザ TEL：06-6748-1237

３．能力開発相談
ものづくり人材育成支援センター（大阪産業振興センターよりの受託事業）
職業能力開発に関する相談・アドバイスを、企業訪問及び、ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネス
センター大阪）に来所した企業に対して実施。
《平成２９年度第１四半期相談実績》
①来所相談
４８件
②訪問相談
３８件
③講座・セミナー ２６回（１４５名）
主な相談内容
・社員教育訓練講師派遣 ・講座・セミナー講師派遣
・人材紹介（工場省力化アドバイザー）

平成２９年度 能力開発相談状況 (件数・人数)
期間

来所相談 訪問相談

電話・
メール

相談内容

計

実施結果

教育計画 講師派遣 講演・研修 受講者数

4月
5月
6月

16
20
12

13
4
21

18
25
24

47
49
57

2
2
3

2
0
3

11
8
7

66
42
37

4 - 6 月合計

48

38

67

153

7

5

26

145

H2 9 度累計

48

38

67

153

7

5

26

145
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４．ＮＰＯからのお
．ＮＰＯからのお知
からのお知らせ
（１）平成２８
開催しました
しました
平成２８年度
２８年度総会
年度総会を
総会を開催
さる、５月２６日クリエイション・コア
クリエイション・コア東大阪にて当ＮＰＯの
Ｈ２８年度総会が開催されました
されました。Ｈ２８年度の活動報告、
Ｈ２９年度活動計画に続き、
、任期満了に伴う役員改選が行われ、
ました。主な改選は 監事の
の荻野氏が辞任、新監事に下西氏が
就任、そして他の理事には再任
再任していただきました。
総会後の基調講演では、ものづくりの
ものづくりの歴史「天文学の聖地大阪」
と題し森田誠氏（大阪府高等技術専門校
大阪府高等技術専門校ＯＢ）より大変興深い
お話を頂きました。
理事の互選による、役職改選も行われ
また別途任期満了に伴う理事
理事長に中農氏 副理事長に
に木ノ本氏・樫本氏 会計担当理事に
吉田氏がそれぞれ再任されました
されました。

（２）当 NPO 第２回懇親ゴルフコンペ
ゴルフコンペを
を開催しました
懇親ゴルフコンペ
開催しました
さる、６月６日タラオ CC にて
にて当ＮＰＯ第２回懇親コンペが開催されました
されました。
当日は梅雨入りの前日で天候
天候に恵まれ最高のコンディションの中、７名の方
方が参加され、
“優勝”は初参加の山中さんでした
さんでした。第３回は１０月２６日春日台 CC を予定
予定しています。

（３）当 NPO 会員の
二方、
、村尾雅嗣氏と
会員のお二方
村尾雅嗣氏と兵田善男氏が
兵田善男氏が平成２９
平成２９年春
２９年春の
年春の叙勲にて
叙勲にて
『旭日単光章』
受章いたしました
いたしました
旭日単光章』を受章
お二方とも経済産業省推薦
経済産業省推薦で中小企業振興功労として叙勲。
さる５月１１日の伝達式
伝達式の様子を写真で紹介いたします。
兵田ご夫妻

村尾ご夫妻
村尾

以上
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