
11 名
14 名
36 名

9 名

12 名

29 名

①

②

③

合計 185 名 -17 名

①

②

③ 平成30年8月23日　東部、北大阪　　　　　　　　　　　

　　　平成31年1月18日　大阪中央、東大阪、北大阪労働基準監督署に提出しました。

一般社団法人　　大阪溶接協会

平成30年度　「事業報告」

１)　事業実績　　　　　　　　　　

実　施　年　月　日 実　施　項　目 会 場 参加者数

平成30年6月20日 平成２９年度通常総会・及び関係各位意見交換会ANA クラウンプラザH大阪
平成30年10月17日 第3回理事会 ガーデンシテイクラブ

平成30年5月8日 第1回理事会 日の出絹織ビル
平成30年6月20日 第2回理事会 ANA クラウンプラザH大阪

２) 研修会、見学会の実施(労働安全衛生関係)

平成30年5月22日 大阪府高圧ガス保安春季大会 天王寺都ホテル

平成31年1月24日 第4回理事会 ガーデンシテイクラブ
平成31年1月24日 新年交流会 ガーデンシテイクラブ

3）　労働災害防止と保安講習

　　　　　（イ）　塵肺健康診断実施

平成30年8月21日　淀川支部　　　　　　 　　　　　　　　51　名　　 　　

平成30年8月22日　西港、大正、南支部　　　　　　　　78　名　　 　　

平成30年8月23日　北大阪、東部支部　　　　　　　　　56　名　　 　　 

平成30年10月23日 大阪府高圧ガス保安秋季大会 天王寺都ホテル
平成30年11月26日 登録教習機関業務担当者研修会 大阪中央労働総合庁舎

　　　　　（ロ）　塵肺健康管理実施状況の報告書提出

平成30年8月21日　淀川支部　　　　　　　 　　

　　　平成31年1月18日　淀川、尼崎、伊丹、茨木労働基準監督署に提出しました。

平成30年8月22日　西港、南、大正支部　　　

　　　平成31年1月18日　大阪西、大阪南労働基準監督署に提出しました。
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#1167 平成30年4月14日 60 名
平成30年4月21日

#1168 平成30年5月12日 40 名
平成30年5月20日

#1169 平成30年6月5日 15 名
平成30年6月8日

#1170 平成30年6月10日 54 名
平成30年6月16日

#1171 平成30年6月9日 90 名
平成30年6月23日

#1172 平成30年7月13日 57 名
平成30年7月14日

#1173 平成30年7月7日 50 名
平成30年7月15日

#1174 平成30年9月2日 52 名
平成30年9月8日

#1175 平成30年10月8日 94 名
平成30年10月14日

#1176 平成30年10月6日 24 名
平成30年10月21日

#1177 平成30年11月17日 63 名
平成30年11月23日

#1178 平成30年12月13日 18 名
平成30年10月14日

#1179 平成30年12月18日 38 名
平成30年12月22日

#1180 平成31年2月9日 68 名
平成31年2月17日

#1181 平成31年3月18日 63 名
平成31年3月21日

15　回 計 786 名

    4) 各講習関係

ガス技能講習実施  

ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター

ガス技能講習(実技) 浪速技能訓練所
ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(学科) 関西ポリテクセンター

ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター
ガス技能講習(学科) 浪速技能訓練所

ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター
ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター

ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター
ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター

ガス技能講習(学科) 関西ポリテクセンター
ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター

ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター
ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター

ガス技能講習(実技) 浪速技能訓練所
ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター

ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター
ガス技能講習(学科) 浪速技能訓練所

ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター

ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
ガス技能講習(実技) 関西ポリテクセンター
ガス技能講習(学科) 大正コミュニティセンター
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＃623 平成30年4月15日 62 名
平成30年4月22日

＃624 平成30年5月19日 78 名
平成30年5月26日

＃625 平成30年6月23日 65 名
平成30年6月24日

＃626 平成30年7月28日 62 名
平成30年7月29日

＃627 平成30年8月18日 43 名
平成30年8月19日

＃628 平成30年8月25日 55 名
平成30年8月26日

＃629 平成30年9月15日 39 名
平成30年9月24日

＃630 平成30年9月22日 82 名
平成30年9月29日

＃631 平成30年10月13日 76 名
平成30年10月28日

＃632 平成30年10月27日 94 名
平成30年11月3日

＃633 平成30年11月18日 50 名
平成30年11月25日

＃634 平成30年12月21日 43 名
平成30年12月23日

＃635 平成31年2月16日 73 名
平成31年2月24日

＃636 平成31年2月10日 28 名
平成31年2月11日

＃637 平成31年3月22日 62 名
平成31年3月24日

15　回 計 912 名

＃172 平成30年5月19日 16 名
＃173 平成30年7月21日 10 名
＃174 平成30年9月23日 11 名
＃175 平成30年11月18日 8 名
＃176 平成31年1月19日 33 名
＃177 平成31年3月30日 15 名

6　回 計 93 名

アーク特別教育講習
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西

アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西

アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター

アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西

アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター

アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西

アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター

アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西

アーク溶接(実技) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(学科) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター

アーク溶接(実技) ポリテク関西

研削砥石の取替え特別教育
研削砥石の取替え 大正コミュニティセンター
研削砥石の取替え 大正コミュニティセンター

アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター
アーク溶接(実技) ポリテク関西
アーク溶接(学科) 大正コミュニティセンター

研削砥石の取替え 大正コミュニティセンター

研削砥石の取替え 大正コミュニティセンター
研削砥石の取替え 大正コミュニティセンター
研削砥石の取替え 大正コミュニティセンター
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＃316 平成30年4月7日 15 名
＃309 平成30年5月18日 73 名
＃310 平成30年6月9日 15 名
＃311 平成30年8月5日 11 名
＃312 平成30年10月7日 9 名
＃313 平成30年12月16日 15 名
＃314 平成31年2月2日 6 名
＃315 平成31年2月24日 21 名

8　回 計 165 名

＃110 平成30年4月14日 低圧電気取扱い者 大正コミュニティセンター 92 名
＃111 平成30年6月10日 低圧電気取扱い者 大正コミュニティセンター 24 名
＃112 平成30年8月25日 低圧電気取扱い者 大正コミュニティセンター 13 名
＃113 平成30年10月13日 低圧電気取扱い者 大正コミュニティセンター 24 名
＃114 平成30年12月2日 低圧電気取扱い者 大正コミュニティセンター 33 名
＃115 平成31年1月20日 低圧電気取扱い者 大正コミュニティセンター 27 名
＃116 平成31年3月30日 低圧電気取扱い者 大正コミュニティセンター 26 名

7　回 計 239 名

＃69 平成30年4月14日 粉塵作業 大正コミュニティセンター 4 名
＃70 平成30年8月5日 粉塵作業 大正コミュニティセンター 7 名
＃71 平成30年1月19日 粉塵作業 大正コミュニティセンター 8 名

3　回 計 19 名

＃103 平成30年4月8日 職長、安責者 大正コミュニティセンター 8 名
＃104 平成30年7月22日 職長、安責者 大正コミュニティセンター 6 名
＃105 平成30年9月24日 職長、安責者 大正コミュニティセンター 19 名
＃106 平成30年12月16日 職長、安責者 大正コミュニティセンター 5 名
＃107 平成30年3月3日 職長、安責者 大正コミュニティセンター 12 名

5　回 計 50 名

＃1 平成30年11月23日 フルハーネス 大正コミュニティセンター 5 名
＃2 平成31年1月26日 フルハーネス 大正コミュニティセンター 75 名
＃3 平成31年1月17日 フルハーネス 大正コミュニティセンター 38 名
＃4 平成31年1月24日 フルハーネス 大正コミュニティセンター 38 名
＃5 平成31年1月30日 フルハーネス 大正コミュニティセンター 40 名
＃6 平成31年3月10日 フルハーネス 大正コミュニティセンター 69 名
＃7 平成31年3月23日 フルハーネス 大正コミュニティセンター 61 名

7　回 計 326 名

５ｔ未満クレーン運転特別教育
５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター
５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター

５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター
５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター
５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター

５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター
５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター
５トン未満クレーン運転 大正コミュニティセンター

低圧電気特別教育

粉塵特別教育

職長、安責者特別教育

フルハーネス特別教育

(4)



平成２９年度

平成３０年度

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

① 平成30年6月  4日　 幹事会、通常総会　道頓堀ホテル　　　　　　
② 平成30年7月10日　　幹事会　大阪西職安会議室　　
③ 平成31年1月25日　　幹事会、新年意見交換会　　ハートンホテル心斎橋　　
④ 平成31年2月22日　　実務研修会　大阪西職安会議室　　

①
②

強制適用保険であります。

又、当労働保険事務組合に加盟しますと、中小企業主の労災保険特別加入が認められ

ます。

労働保険料の納入は１年分を３回に分割して納付することになっており、7月（第１回）

１１月（第２回）２月（第３回）にそれぞれ３回大阪府労働部に納付。

委託事業者数 納付金額

５)　　労働保険関係事業

労働保険は、労災保険と雇用保険とを包括した保険で法律で定められた

労働保険関係業務　　　　　　
　　内訳　　委託解除、名称、所在地変更、その他 　 　 　　16 件
　　　　　　　労災保険休業補償請求手続き・傷病届け　　  　0 件

労働保険事務組合の業務
労働保険事務組合の実務及び未手続事業所の加入促進
労働保険の年度更新の実務と指導

22 \4,852,397円

21 \4,979,549円

雇用保険関係業務
　　内訳　　資格取得、喪失届、離職票、その他　　 　　 　　18 件

大阪労働保険事務組合連合会関係
平成30年4月18日    労働保険年度更新手続等説明会
平成30年11月22日   労働保険事務担当者研修会

労働保険適用関係の実務と指導
雇用保険適用関係の執務と指導
労働保険給付請求の申請指導
雇用保険給付請求の実務指導
労務関係の相談及び指導

大阪西労働保険事務組合関係          
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①

② 大阪職場の健康づくりフォーラム　

①
②
③

① 平成30年 4月10日　　　運営委員会
② 平成30年 5月10日　　　理事会
③ 平成30年 6月7日　　　理事会
④ 平成30年 6月7日　　　通常総会
⑤ 平成30年 7月27日　　　運営委員会
⑥ 平成30年 12月7日　　　機械金属部会
⑦ 平成30年 9月13日　　　運営委員会
⑧ 平成31年 1月28日　　　新年交流会
⑨ 平成31年 2月21日　　　工場見学会
⑩ 平成31年 3月5日　　　事務局長会議 マイドームおおさか4F会議室

①
②
③

6)　　地区組合の総会開催状況
総会

平成30年4月21日　　大阪西港熔接組合　　　　　　　　　　　　　　菜花野　　 　　　      

ヴィアーレ大阪
ヴィアーレ大阪

 　平成30年７月2日　　               　エル大阪　　　　　大阪労働局

   平成30年10月2日　　     　　　　　　ドーンセンター　中央労働災害防止協会

　　　 　 （ロ）大阪府エネルギー政策課、商工労働部関係

平成30年度中小企業設備近代化省エネ設備改修マッチング事業案内
平成３0年度省エネに関する支援策等のご紹介と国等の支援制度について
平成３１年度憲法記念日知事表彰者推薦について

平成30年4月22日　　大阪東部熔接組合　　　　　　　　　　　　　　すし半布施店
平成30年4月28日　　大阪淀川熔接組合　　　　　　　　　　　　　　ホテルプラザ大阪

7）　友好団体の各種行事への参加と協賛

　　　　　（イ）大阪労働基準局・西・淀川監督署・中災防近畿安全衛生センター　　関係　　　

「リスクゼロ大阪推進大会」
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平成30年4月　１日現在会員数は１00名　　　　
平成31年３月３１日現在会員数は　96名　　　　　4名減

大阪高圧ガス熔材協同組合通常総会に出席　　　　　　　　( H30,5.24　　スイスホテル南海　）
堺熔接工業協会総会に出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ H30.5.27　　アゴーラ　リージュ　）
(一般社)大阪府溶接技術協会総会に出席　　　　　　　　 　（ H30.6.8　　阪大中之島センター　　）

8)　　会員の動向　　　　　　　　　　

大阪中央区民センター
大阪府鍍金工業組合
カーペット工業組合
ヴィアーレ大阪
モリタ㈱

           （ニ）その他 

           （ハ）大阪府ものづくり振興協会関係

カーペット工業組合
谷町センタービル
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