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１．第２四半期の
四半期の主な活動
（１）機械製図基礎講習会
今四半期（７-９月）は定例開催
定例開催３コースと
特別開催（終日Ｘ４回）１
１コースの計４コースを開催しました
＜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火曜日（
（１３：３０～１６：３０）
時間 ：１２時間（３時間
時間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
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
配慮した講習内容になっております。
＜７-９月の受講者＞
三笠産業㈱ ㈱東成鉄工 ㈲相互電機 上村工業㈱ ㈱中野鍛造所
６名／５社の皆様に修了証
修了証を授与しました

（２）ものづくり能力開発
ものづくり能力開発塾
能力開発塾フォロー研修成果発表会
フォロー研修成果発表会
Ｈ２７年度開催の第一回「
「ものづくり能力開発塾」の
９ヶ月にわたるフォロー研修
研修が６月で修了し、夫々の
職場課題に対する取り組みを
みを各社の責任者参列のもと
その成果が発表されました
されました。
また、発表会終了後講師を
を囲み懇親会が開催されました
＜成果発表の概要＞
１３：３０～１６：３０）
日時 ：７月２１日（１３
場所 ：クリエイション・コア
クリエイション・コア東大阪
参加者：１２名
発表テーマ：
「切粉巻き込み防止」（三和鋲螺製作所様
三和鋲螺製作所様）
「技術・技能の継承・伝承
伝承」（オーエッチ工業様）
「職場風土の改善」
（中農製作所様
中農製作所様）

（３）企業内社員教育訓練講師派遣
①㈲田中工作所
今年度４月実施の新人教育
新人教育のフォロー研修として
改善活動の取り組み成果の
の確認・アドバイスを行いました
＜概要＞
１３：００～１６：００）
日時 ：７月１９日（１３
場所 ：田中工作所西神工場
田中工作所西神工場
参加者：２名
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
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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研修が開催
開催されました
＜概要＞
月で３回（２時間Ｘ３回）
日時 ：６月、７月、９月
場所 ：大竜化成・クリエイション・コア
・クリエイション・コア東大阪
参加者：１０名（リーダクラス
リーダクラス）
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
＜内容＞
自社製品
自社製品の品質とは
品質のばらつき
ＱＣサークル活動 ＱＣ７
７つ道具の活用
対策案から改善案を考える
える討議の仕方などを
同社の実課題を題材に実践
実践を交え学びました

③㈱石黒金属製作所
６０年間変わらないものづくり
わらないものづくり現場を現代の
ものづくり現場に変革したいとのトップの
したいとのトップの思いで
まずは５Ｓ活動の導入から
から取組みました
＜概要＞
３時間
日時 ：８月２日（水）３
場所 ：石黒金属製作所
参加者：９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＞
ものづくりの原点 ５Ｓ活動
活動のやり方と進め方
３Ｓ職場改善事例 職場における
における５Ｓ活動
職場改善の着眼点 自社における
における改善の着眼点

④㈱三和鋲螺製作所

テクニカルスクール

冷間鍛造部品製造現場若手
冷間鍛造部品製造現場若手の能力向上
設備オペレーターから技術者
技術者への変革を目標に
５名の若手志願者を募り開催
開催されました。
期間 ：平成２９年７月～
～９月
時間 ：１１３時間 （火
火・木/４時間Ｘ２３回）
（土
土/７時間Ｘ３回）
場所 ：㈱三和鋲螺製作所
製作所
参加者：５名
地域基盤技術継承プラザ
講師 ：北山信雄/NPO 地域基盤技術継承
登録講師
＜研修の概要＞
生産現場の設備保全能力の
の拡充（ＴＰＭの実践）
を目的に、国家技能検定（
（学科）機械組立て作業
２級、機械検査作業２級などの
などの合格レベルを目指
して学習しました。今後検定
今後検定受験にチャレンジ
します
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（４）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
管理監督者養成セミナー
テーマ：生産現場の管理監督者養成
内容 ：中堅社員の意識と
と行動改革
日時 ：平成２９年８月２３
２３日（水）・２４日（木）
両日とも午後３時
時～６時
場所 ：東大阪商工会議所
東大阪商工会議所 本所別館 ２階ホール
参加 ：４８名／２３日 ４５名／２４日
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
＜セミナー概要＞
３時間Ｘ２回に渉り講座と
と演習を通じ受講者自らに
意識改革、行動改革の必要性
必要性を気づかせるセミナーでした。
講座では問題解決に必要な
な思考法、情報整理の手法
問題解決のプロセスそして
のプロセスそして、グループ演習では個々に
配られたカード情報を基に
に一つの地図を作成するなど
コミュニケーション能力を
を高める演習を実施しました

②東大阪中小企業会長倶楽部
中小企業会長倶楽部
同クラブ９月度例会に招待
招待を受け当ＮＰＯの活動を紹介
テーマ：現場人材育成事業
現場人材育成事業の具体事例紹介
＜内容＞人材育成計画作成
人材育成計画作成・機械製図基礎講習
品質管理（ものづくり
ものづくり体験）職場改善（３Ｓ活動）
技能伝承取り組み
み事例紹介（大阪工作所）
日時 ：平成２９年９月８
８日（金）
場所 ：クリエイション・コア
クリエイション・コア東大阪
参加 ：１１名
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

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
１０月： ３日、１０日、
、１７日、２４日（１３：３０～１６：３０）
１１月： ７日、１４日、
、２２日、２８日（１３：３０～１６：３０）
１２月： ５日、１２日、
、１９日、２６日（１３：３０～１６：３０）
＊１２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

（２）企業内社員教育講師派遣
①Ｄ社 品質管理研修
②Ｓ社 技能伝承
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（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 東大阪市工業協会
テーマ：ものづくり人材育成セミナー
ものづくりの現場が現在に至るまで何を求められ、どのように対応してきたかを理解
し、今、現場に求められているものは何か、グループディスカッションを取り入れな
がら、課題解決の方法探ります
日時 ：平成２９年１０月１２日（木）午後２時～５時
場所 ：東大阪商工会議所 本館５階５０１会議室
講師 ：森田 誠 氏 職業訓練指導員・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
TEL：06-6722-1151
NPO 地域基盤技術継承プラザ TEL：06-6748-1237

②東大阪地域活性化機構
東大阪市の小学校を対象とした同団体が主催する「ものづくり体験教室」に
当ＮＰＯも協力します
テーマ：作図体験
日時 ：平成２９年１１月 ８日（水）弥刀小学校
：平成３０年 １月１７日（水）花園北小学校
内容 ：投影図の表し方と等角図の描き方
講師 ：森本一/NPO 地域基盤技術継承プラザ

③中部生産技術セミナー（主催：㈱エス・エヌ・ジー）
テーマ：機械加工図面の基礎講座
日時 ：平成２９年１１月２４日（金）刈谷市
：平成２９年１２月１５日（金）岐阜市
講師 ：森本一/NPO 地域基盤技術継承プラザ技術コーディネーター
内容 ：主催者㈱エス・エヌ・ジー様の取引先を対象として機械加工の図面の
記号と意味など押えておきたいポイントを解説します
＜お問合せ＞NPO 地域基盤技術継承プラザ TEL：06-6748-1237

④東大阪商工会議所
テーマ：切削加工技術力アップセミナー
製図の基本から加工図面のポイントを学ぶセミナーを開催します
日時 ：平成２９年１１月２０日（月）
・２１日（火） 両日とも午後２時～５時
場所 ：東大阪商工会議所 本所別館 ２階ホール
内容 ：２０日 製図の基礎と演習
：２１日 加工図面の表し方とその演習
講師 ：森本一 氏 NP0 地域基盤技術継承プラザ
＜お問合せ＞東大阪商工会議所
TEL：06-6722-1151
NPO 地域基盤技術継承プラザ TEL：06-6748-1237
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３．能力開発相談
ものづくり人材育成支援センター（大阪産業振興機構様よりの受託事業）
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２四半期相談実績》
①来所相談
４４件
②訪問相談
１６件
③講座・セミナー ４９回（２９７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・海外工場指導者・IOT 導入アドバイザー養成）

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

主な相談内容（件数）

計

講座・研修集計

教育計画 講師派遣 講座・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

7月
8月
9月

15
14
15

5
8
3

28
30
23

48
52
41

4
2
1

2
2
2

15
19
15

65
154
78

7 - 9 月合計

44

16

81

141

7

6

49

297

H2 9 度累計

92

54

148

294

14

11

75

442

４．ＮＰＯからのお
．ＮＰＯからのお知
からのお知らせ
（１）理事会・
理事会・情報交換会開催のお
情報交換会開催のお知
のお知らせ
日時 ：平成２９年１１月７日（火）
１３：３０～１５：３０
場所 ：クリエイション・コア東大阪
内容 ：Ｈ２９年度上期活動報告及び情報交換
：基調講演 テーマ：
「東大阪活性化」 講師：大西正曹氏

（２）NPO 第３回親睦ゴルフコンペ
親睦ゴルフコンペを
ゴルフコンペを開催のお
開催のお知
のお知らせ
日時 ：平成２９年１０月２６日（木）
場所 ：春日台カントリークラブ

以上
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