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１．第２四半期１．第２四半期１．第２四半期１．第２四半期の主な活動の主な活動の主な活動の主な活動    

（（（（1111））））機械製図基礎講座開催機械製図基礎講座開催機械製図基礎講座開催機械製図基礎講座開催    

（（（（2222））））企業内企業内企業内企業内社員教育訓練社員教育訓練社員教育訓練社員教育訓練講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    

  ・ボール盤作業 

（（（（3333）講習会・セミナーへの）講習会・セミナーへの）講習会・セミナーへの）講習会・セミナーへの講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    

     ・東大阪商工会議所 
『管理監督者の能力開発』 

  ・大阪商工会議所 西支部  

『職場改善の進め方』 

  ・ＮＰＯ法人テクノメイトコープ 
    『技能伝承の具体的な進め方』 

（（（（4444）インターンシップ生受入れ）インターンシップ生受入れ）インターンシップ生受入れ）インターンシップ生受入れ 

    

２．今後の活動２．今後の活動２．今後の活動２．今後の活動    

(1) (1) (1) (1) 機械製図基礎講座開催機械製図基礎講座開催機械製図基礎講座開催機械製図基礎講座開催    

(2) (2) (2) (2) 企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣    

(3(3(3(3))))    セミナー・講習会講師派遣セミナー・講習会講師派遣セミナー・講習会講師派遣セミナー・講習会講師派遣    

    

３３３３. . . . 能力開発相談状況能力開発相談状況能力開発相談状況能力開発相談状況    

 



- 2 - 

１．第２１．第２１．第２１．第２四半期の主な活動四半期の主な活動四半期の主な活動四半期の主な活動    

        
（１）（１）（１）（１）機械製図基礎講習会開催機械製図基礎講習会開催機械製図基礎講習会開催機械製図基礎講習会開催    

前年度より当ＮＰＯ会員企業様向けに開催していた、本、講習会を 
今年度４月より一般企業にも間口を広げ開催しております。 
＜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技術コーディネーター 
・時間：３時間Ｘ４回（計１２時間コース） 
・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 
 
＜開催実績・参加者数＞ 
 ・第２四半期 ：7/16・7/30・8/6・9/3 （１社/４名） 

     
 
 

 
（２）（２）（２）（２）企業企業企業企業内内内内社員教育訓練社員教育訓練社員教育訓練社員教育訓練講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    
    

①オーエッチ工業株式会社 
ベテラン技術者の技能伝承を実施し、若手製造社員の 
能力向上を目的とし選抜社員を対象に、今年度は切削加工 
（ボール盤・フライス盤・旋盤）来年度は、工場設備の 
保全に必要な、溶接作業、電気制御の知識について 
講座を計画しております。切削加工では安全作業からはじまり 
それぞれの切削概論、・作業分解・作業標準書の作成さらに、 
実習を通し職場改善の方法まで学びます。 
第２四半期は下記、ボール盤作業の訓練を実施しましたので 
紹介します。 
 

  ・ボール盤作業  
６時間Ｘ３回（７／２７、８／２４、９／７） 

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 
 

   ＜ボール盤作業訓練概要＞ 
   －講義－ 

・安全教育（安全管理、危険予知、指差呼称、安全心得） 
・課題図面の見方･読み方 
・ボール盤加工基礎概論Ⅰ(ボール盤及び工具の種類と用途、 

切削条件、 測定具の使い方) 
・ボール盤加工基礎概論Ⅱ（切削油剤の基礎知識、種類と働き） 
・作業標準書の作り方（作業標準書の作り方、技能伝承の進め方、 

技能の教え方）  
・職場改善活動の取組み（職場にどんな改善があるか、 

ものづくりの原点、職場改善の進め方） 
 

   －実技訓練－ 
・罫書き作業、ポンチ打ち、・ドリル手研ぎ、 
・直立ボール盤課題（３種類）（穴あけ、座グリ、 

リーマ、面取り、タップ立て） 
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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（３）各種講座・セミナーへの（３）各種講座・セミナーへの    講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    
 
  ①管理監督者の能力開発セミナー 
   主 催：東大阪商工会議所 
   テーマ：「やる気のマネジメント」部下の育成・指導 
   日 時：８月２１日（水）（１３：３０～１５：３０） 

参加者：７２名 
講 師：大谷昌三 パナソニックＯＢ 
         NPO 地域基盤技術継承プラザ登録講師 

 
  ＜講座概要＞ 
   管理の概要 
    ・環境変化と人、組織の成長 
    ・管理とは・管理者とは・管理者の仕事は 

・管理者に求められる能力 
   人材育成 
    ・教育指導に対する一般的な誤解 
    ・教育とは 
    ・ＯＪＴの問題点と内容 
    ・人を預かる者の要件 
   やる気のマネジメント 

・深刻化するやる気の危機 
・やる気アップへの考え方と対応策 

   修羅場体験がリーダを作る 
    ・修羅場とは 
    ・私の修羅場体験 
    ・修羅場を克服するポイント 
 
 
 

②職場改善の進め方講座 
主 催：大阪商工会議所 西支部 
テーマ：「職場改善の進め方」講座 
日 時：８月８日（木）（１４：００～１６：００） 
場 所：大阪トヨペットビル ８階第一会議室 
参加者：２７名 
講 師：高野左千夫/たかの研究所 代表 

NPO 地域基盤技術継承プラザ登録講師 
  ＜講座概要＞ 
   ・５Ｓ改善活動 
     基本とその必要性、計画的な進め方 
   ・「見える化」の推進   
     活用ポイント、実践に向けた基礎力の養成 
   ・提案活動のすすめ 
     個人のアイデアを活かす仕組みづくり 
   ・小集団活動の活性化 
     基本的なすすめ方と実際の活動を行うために 
 
 
 
  ③ＴＭＣ技術研修会    
   主 催：ＮＰＯ法人テクノメイトコープ 
   テーマ：技能伝承の具体的な進め方 
   日 時：８月２６日（月）１５：３０～１６：３０ 
   場 所：大阪市中央公会堂 Ｂ１展示室 
   参加者：３０名 

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 

＜講座概要＞ 
   当ＮＰＯの活動のメインである技能伝承のすすめ方について 
   その講座内容、及び取組み企業の一部を紹介しました 
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（４）（４）（４）（４）インターンシップ生受入れインターンシップ生受入れインターンシップ生受入れインターンシップ生受入れ    
     この夏休、大阪市天王寺区役所の「中学生及び高校生を 

対象としたインターンシップ事業」の委託を受けたＫＥＧ 
キャリアアカデミー経由で、清風中学 3年生１名を５日間 
（８/１９～２３）の受け入れを実施しました。 

  プラモデルによる、ものづくり体験、工場見学による３Ｓ 
の理解、セミナーの受付、またアンケートの集計などから 

ビジネスマナー、パソコン操作など幅広く体験してもらい 
ました。この経験は今後の学校・社会生活で活かされる事 
とと思います。 

    
    
２．今後の活動２．今後の活動２．今後の活動２．今後の活動    
    
（１）（１）（１）（１）    機械製図基礎講座機械製図基礎講座機械製図基礎講座機械製図基礎講座開催開催開催開催    

  ・１２月度以降 募集予定 
 
（２）（２）（２）（２）企業内社員企業内社員企業内社員企業内社員訓練訓練訓練訓練教育教育教育教育講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    

  ①Ｏ社： ７月～２月（製造社員の基礎能力開発） 
  ②Ｍ社：１０月～３月（切削加工基礎講座・ものづくり体験講座 

・機械製図基礎講座・油圧回路基礎講） 
  ③Ｈ社：１１月～４月（冶工具開発・設計入門講座） 
   

（３）セミナー講師派遣（３）セミナー講師派遣（３）セミナー講師派遣（３）セミナー講師派遣    
    ①東大阪商工会議所 

テーマ：切削加工（フライス盤）技術力アップ講座 
日時 ：１２月１１日（水）１３：３０～１５：３０ 
場所 ：東大阪商工会議所 
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 

    ②大阪商工会議所西支部 
     テーマ：品質管理活動による現場力の強化 

  時期 ：平成２５年１２月 
場所 ：未定  
講師 ：高野左千夫/たかの経営研究所代表・NPO 地域基盤技術継承プラザ登録講師 

    ③ＮＰＯテクノメイトコープビジネス研究会 
     テーマ：地域基盤技術継承プラザ活動紹介 

時期 ：１０月１８日（金） 
場所 ：ＴＭＣ事務所会議室 
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 
 
 

    ３．能力開発相談３．能力開発相談３．能力開発相談３．能力開発相談    

教育計画 講師派遣 講演・研修 参加者数

H24度合計 132 123 138 393 94 85 42 424

4月 12 13 25 50 14 10 9 67
5月 9 18 18 45 10 6 9 50
6月 17 5 21 43 11 6 5 17

4-6月合計4-6月合計4-6月合計4-6月合計 38383838 36363636 64646464 138138138138 35353535 22222222 23232323 134134134134

7月 20 11 9 40 15 6 3 22
8月 19 6 19 44 2 3 10 152
9月 8 8 18 34 6 4 2 18

7-9月合計7-9月合計7-9月合計7-9月合計 47474747 25252525 46464646 118118118118 23232323 13131313 15151515 192192192192

H25度合計H25度合計H25度合計H25度合計 85858585 61616161 110110110110 256256256256 58585858 35353535 38383838 326326326326

相談内容 実施結果

平成２５年度　能力開発相談状況  (件数・人数)

期間 来所相談 計訪問相談
電話・
メール


