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１．第２四半期の主な活動
１．第２四半期の主な活動
（１）機械製図基礎講習会を継続
（１）機械製図基礎講習会を継続開催
を継続開催
平成２５年３月に開始いたしました本講習会は
７月－９月で２コース開催し、合計１７コース実施
してまいりました。今後も１コース／月のペースで
開催してまいりますので社員教育などにご活用下さい。
＜講習内容＞
・場所：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 地域基盤技術継承プラザ
・時間：１２時間（３時間Ｘ４回）
厚生労働省認定教材 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講習内容になっております。
－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、寸法の記入法、部品の作図
３回目：寸法補助記号、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 まとめ
・７－９月の受講者
：電装精機㈱様
２名
・受講者：㈱ユウビ造形様 ２名
：㈱コノエ様
１名

（２） 企業内社員教育訓練講師派遣
㈱三和鋲螺製作所
幹部の強い思い。“製造部門の更なる強化”を目指し、
同社水走工の管理者全員を対象とした『管理者意識改革塾』が
スタートしました。８月２６日には 社長・会長ご列席のもと
開講式が執り行われ引続き第１回目の研修か始まりました。
＜管理者意識改革塾概要＞
・期間：平成２８年８月～１２月 毎週木・土（9:00～17:00）
・時間：１１２時間 （７時間Ｘ１６回）
・場所：㈱三和鋲螺製作所
・参加者：１０名（同社水走工場の管理者）
・講師：北山信雄/NPO 地域基盤技術継承プラザ登録講師
－プログラム－
本プログラムは単なる技術教育や基礎学力向上を目指したもの
ではなく、生産現場の実情・実態やニーズを勘案し、日常的に
発生する諸問題を演習課題として適応させています。
□ヒューマンスキル（リーダシップ＆メンバーシップ）
・行動科学
キャリア開発 ＱＣＤ改善など職場風土構築能力の向上
・課題解決演習
計数管理・論理的思考などビジネス知識やノウハウ
・一般教養
企業活動における基本マナー、など
・グループダイナミクス
意見・情報・など相手に興味を湧かせ理解・合意させ
る技術ノウハウなど
□テクニカルスキル（技術／技能）
・創造設計 ・機素 ・機構 ・製図 ・工業材料
・加工技術 ・計測技術 ・設備保全
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（３）各種講座・セミナーへの
（３）各種講座・セミナーへの 講師派遣
➀東大阪商工会議所
テーマ：経営者・管理者の能力開発・
テーマ：経営者・管理者の能力開発・2 日間コース
『企業変革への挑戦』
―企業の成否は、９９％トップで決まる―
日時 ：平成２８年８月２４日（水）２５日（木）
両日とも１５：００～１８：００
会場 ：東大阪商工会議所 本所 別館２階ホール
参加 ：２１名
講師 ：大谷昌三/NPO 地域基盤技術継承プラザ登録講師
パナソニックＯＢ
＜講座概要＞
「変革のマネジメント」をテーマに企業改革の勧めを
初日は「変革のマネジメント」をテーマに企業改革の勧めを
講師の体験を交え、改革の必要性とそのポイントを解説
講師の体験を交え、改革の必要性とそのポイントを解説。
２日目は「やる気のマネジメント」をテーマに人材育成に
ついてリーダーの育成のコツ、
リーダーの育成のコツ、更に将来に向けた後継者育成
のポイントを解説しました
解説しました。両日ともグループ討議の時間を
設け、初日は“自社の企業文化を考える”２日目は
設け、初日は“自社の企業文化を考える”２日目は“自社の
やる気対策を考える”をテーマに受講者同氏で活発な討議を
をテーマに受講者同氏で活発な討議を
展開し代表者による発表も行いました
展開し代表者による発表も行いました。

②（財）大阪労働協会
Ｈ２８年度厚生労働省受託事業「若年者地域連携事業」
年度厚生労働省受託事業「若年者地域連携事業」
若年求職者を対象とした「業界研修」＋「職場見学ツアー」
ものづくり編を企画した同協会よりの要請で講師を
派遣しました。
：平成２８年７月５日（２時間）
・日時 ：平成２８年７月５
・会場 ：エルおおさか 南館７階 会議室
・参加 ：１３名
・講師 ：森本一/NPO 地域基盤技術継承プラザ
＜講座概要＞
職場見学に参加する若年求職者を対象に、
職場見学に参加する若年求職者を対象に、ものづくりの
現状として、大阪府全体及び東大阪の中小事業所分布、
特徴のある企業の紹介、また、ものづくり業界での資格に
ついて公的資格技能検定等を説明し
技能検定等を説明し最後に職場見学に対する
心構え、目の付け所などを解説しました
心構え、目の付け所などを解説しました。

（４）
フォロー研修
研修
（４）ものづくり能力開発塾 フォロー
昨年開催の第一回「ものづくり能力開発塾」
第一回「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がスター
対象としたフォロー研修がスタートします。
８月１９日午後 クリエイション・コア東大阪に 8 ヶ月ぶりに
集合し、昨年の塾を、思い起こし
思い起こし、復習、そして後半は今後の
フォ ー研修の進め方について
ー研修の進め方について討議を行いました。
期間：平成２８年１０月～平成２９年月
頻度：１回／月 （半日Ｘ９回
Ｘ９回）
会場：各参加企業持ち回り
講師：北山信雄/NPO 地域基盤技術継承プラザ登録講師
＜研修の概要＞
「問題・課題」を教材にしてその解決の
各自が持寄った実際の「問題・課題」
為のプロセス・手法などを学んで
学んで行きます。
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２．今後の活動
（１）械製図基礎講習会開催
（１）械製図基礎講習会開催
１０月・・ ４日、１１日、１８日、２５日（１３：３０～１６：３０）
１１月・・ １日、 ８日、１５日、２２日（１３：３０～１６：３０）
１２月・・ ６日、１３日、１４日、２０日（１３：３０～１６：３０）

（２）企業内社員教育講師派遣
①
②
③
④

Ｓ社 製造管理職の能力開発
Ｄ社 全社員対象（５Ｓ・作業標準書作成）
Ｊ社 研削盤作業
ものづくり能力開発塾フォロー研修

（３）セミナー講師派遣
東大阪商工会議所
テーマ：切削加工技術力アップ講座
～切削加工での部品加工図面の読み方・見方・描き方のポイント～
日時 ：平成２８年１１月２４日（木）２５日（金）両日とも１５：００～１８：００
会場 ：東大阪商工会議所 本所 別館２階ホール
講師 ：森本一／ＮＰＯ地域基盤技術継承プラザ
＜講座概要＞
今年で４年目となる切削加工技術力アップ講座を開催します。
今回は機械加工における部品加工図面の基本とポイントを解説します
＜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
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２８年度第２四半期相談実績》
① 来所相談
３９件
② 訪問相談
１５
③ 講座・セミナー １９回（１４８名）
＜内訳＞
・機械製図基礎講習会
８回（２０名）
・企業内教育訓練への講師派遣 ８回（７３名）
・講座、セミナーへの講師派遣 ３回（５５名）
④ 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（機械・樹脂成型部品営業・取扱い説明書等の作成アドバイザー
圧力容器製造指導者）
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平成２８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 参加者数

4月
5月
6月

11
11
7

15
5
9

12
14
16

38
30
32

2
2
4

2
1
2

13
8
1

53
30
20

4 - 6 月合計

29

29

42

100

8

5

22

103

7月
8月
9月

16
9
14

6
5
4

16
39
14

38
53
32

2
4
1

1
5
0

5
4
10

21
59
68

7 - 9 月合計

39

15

69

123

7

6

19

148

H2 8 度累計

68

44

111

223

15

11

41

251

４．ＮＰＯからのお知らせ
（１）
（１） 会員交流会（第一回ゴルフコンペ）を開催しました
７月１５日第一回ＮＰＯゴルフコンペをタラオカントリークラブにて開催しました
第一回は有志４名での開催でしたが今後ＮＰＯの定例行事化していく予定です。

（２） 理事会・情報交換会開催のお知らせ
日時：１１月４日（金）１２:３０～１５：００
場所：クリエイション・コア東大阪 北館３階３０９会議室
内容：Ｈ２８年度上期活動報告及び情報交換
多くの会員お皆様の参加をお待ちいたしております。
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