
平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日実施分 

         ◆ ＮＣ旋盤実践技術（応用編） 
   機械    ◆ ターニングセンタ複合加工技術 
         ◆ 治具の設計手法       
         ◆ 機械保全実践技術（事例・解決編） 

         ◆ 半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編） 
   溶接    ◆ ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） 
         ◆ ＴＩＧ溶接実践技術（アルミニウム合金板材編） 
         ◆ 超音波探傷技術の応用 

         ◆ 有接点シーケンス制御による電動機制御の実務 
         ◆ 実践的ＰＬＣ制御技術（三菱編） 
  電気・通信  ◆ オープンフィールドネットワーク構築技術（三菱編） 
  組込み制御  ◆ ＰＬＣ制御による位置決め制御技術（三菱編） 
         ◆ 光伝送路構築技術 
         ◆ 電気系保全実践技術 
         ◆ 組込みシステム開発（プログラム開発編） 

         ◆ 在来木造住宅設計実践技術（Jw_cad編） ①・② 
   住宅    ◆ 実践的な木造軸組工法の加工・組立技術（タイコ梁編） 
         ◆ 木造住宅の耐震精密診断技術 
         ◆ 建築企画・計画図作成実践技術（３次元CAD） 

   共通    ◆ 製造コスト削減のための実践的現場運営と改善 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構  愛媛支部 
     ポリテクセンター愛媛（愛媛職業能力開発促進センター） 

従 業 員 の 皆 さ ま の 
ス キ ル ア ッ プ に 
ご 活 用 く だ さ い ！ 



セミナー受講のご案内 

受講希望のコースが決まりましたら、まずはお電話等にて申込み状況をご確認ください。 
そのうえで、「能力開発セミナ―ガイド」、または「ホームページ（申込方法）」にある受講申込書 
（PDF・Excel形式）に必要事項をご記入の上、FAX（089-972-0959）でお申し込みください。 
お申し込み順（先着順）の受付となります。 

受講申込の締切は、原則としてコース開講の2週間前までとなっておりますので、 
お早めにお申し込み下さい。 
（定員に空きがあれば、開講2週間前を過ぎても受付可能な場合がございますので、お気軽にお問い 
合わせ（TEL 089-972-0329）下さい。） 

お申込み後、コース開講の2週間前までに受講案内を送付いたします。 
受講案内には、受講票・受講決定通知書・請求書等が同封されています。 

コース受講者が一定の人数に達しない場合は、コースを中止、または延期させて 
いただく場合がありますので、予めご了承下さい。 
※ 当センターの都合によりコースを中止する場合、お振り込みいただいた受講料は全額返金いたします。 

締 切 

中止・延期 

受講案内が届きましたら、受講料をコース開講５日前までにお振り込みください。振込手数料は、 
お申込者のご負担とさせていただきます。 
受講料の振込確認により正式な受講決定となりますので、予めご了承ください。 

振込先 ： 伊予銀行 空港通支店   口座番号 ： (普通)  1704996 
        ドク コウレイ ショウガイ キュウショクシャ コヨウシエンキコウ エヒメシブ 

口座名： （独）高齢・障害･求職者雇用支援機構 愛媛支部 

受講のキャンセル・変更は開講日５日前（土日祝日含む）までにFAXまたは電話で 
ご連絡下さい。 

※ 開講日５日前（土日祝日含む）までの間にキャンセルされた場合は、口座振込により受講料を返金しま 
すが、５日前までに受講キャンセルのお申出のない場合は、受講されない場合でも受講料全額をお支払 
いいただきますのでご注意下さい。 
なお、納付された受講料は、他の日程・コースへ充当することは出来ません。 

 
開講５日前まで 開講４日前 開 

講 

日 
7 6 5 4 3 2 1 

受講料振込後のキャンセルの場合、返金します キャンセルの場合でも受講料をご負担いただきます 

セミナー受講の際には、受講票をお持ちください。 

受講票に記載されたセミナー開始時間と実施場所をご確認いただき、各実習場所（教室等）
に直接 
お入り下さい。 
また、各コースでご案内している持参品についてもご持参ください。 

受講修了者には、職業能力開発促進法に基づく修了証を交付いたします。 
修了要件は、 ① セミナーの総訓練時間の８割以上の受講 
② 受講時間が１２時間以上                のどちらも満たす場合となります。 

セミナー終了後には、今後のコース改善のため、以下のとおりアンケート調査を 
実施いたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。 
○ 受講者 ・・・ 受講修了時 
○  事業所 ・・・ 受講修了１ヵ月後（受講区分が「事業所指示」の場合） 
● 上記のほか、セミナー開講の１ヵ月後に、習得内容のお仕事への活用状況を確認させて 
いただく場合がございます（受講者・事業所）。 
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受 

講 
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受 

講 
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込 
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講
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 平成２８年度 能力開発セミナー 

ＮＣ旋盤実践技術（応用編） 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

実践的なプログラム（複合形固定サイクル等）を理解し、プログラミ
ングをより効率化する知識や工具補正の適切な使い方と加工方法
を習得することにより、生産現場における高精度・高能率加工に対
応した職務が遂行できます。 

２４時間 

平成２９年 
３月７日（火）～１０日(金) 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 16,500円 

ＮＣ旋盤作業に従事している方で「ＮＣ旋盤技術（ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ～加工
編）」を受講された方、または同等以上の知識のある方 

・技能検定２級課題を作成します。 
・複合固定サイクルの使い方がわかります。 

ポリテクセンター愛媛 

コース番号 Ｍ００５ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 
・複合系固定サイクルを使用し、技能検定2級課題のプログラム
を作成・加工します。 
・加工工程を検討し、効率的なプログラムの作成方法・精度の出
し方を学んでいきます。 
① 加工工程の検討 
② プログラミング（複合固定サイクル） 
③ プログラムチェック 
④ ＮＣ加工 

ＣＮＣ旋盤 
    ＤＭＧ森精機 ＮＬＸ２０００Ｙ－５００・ＣＥＬＯＳ 

★使用機器 

加工課題 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

ターニングセンタ複合加工技術 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

機械部品製造における切削加工の効率化、生産性向上をめざして、
ミーリング工具を用いたＣ軸加工やＹ軸加工などの複合加工のプロ
グラミングを習得します。 

２４時間 

平成２９年 
２月１４日（火） 
        ～１７日(金) 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 17,500円 

ターニングセンタのプログラム、加工を学びたい方 

・プログラムを考え、その動作を確認するこ
とで、ターニング加工に必要な知識を身につ
けられます。 

ポリテクセンター愛媛 

コース番号 Ｍ００６ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 ・マニュアルプログラミングにて、旋削加工に加え、ミーリング加
工のプログラムを行います。 
・端面、側面加工を行い、旋削加工とミーリング加工について学
んでいきます。 
① ターニングセンタとは？ 
② 旋削加工のプログラム 
③ ミーリング加工のプログラム 
④ 複合加工 
⑤ 効率化 

ＣＮＣ旋盤  
    ＤＭＧ森精機 ＮＬＸ２０００Ｙ－５００・ＣＥＬＯＳ 

★使用機器 

加工課題 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

治具の設計手法 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

加工治具を設計するために必要なポイントを、位置決め、クランプ
方法等の視点から分かりやすく解説します。マシニングセンタ等の
加工機械向けの治具を設計実習する事で、実務に応用できる設計
力を習得します。 

１８時間 

平成２９年 
１月２６日（木）～２８日（土） 
         9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 10,000円 

加工治具の老朽化などにより、自分で治具設計ができるようになりたい方。 

・ＮＣ機械用の加工治具を設計できるように
なります。 

ポリテクセンター愛媛 

コース番号 Ｍ０１０ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 ・ＮＣ機械用の加工治具について、大切な設計ポイントを学びます。 
① ワークの位置決め箇所 
② クランプ位置 
③ クランプの締付け力 
④ 治具の取扱と作業性 
⑤ 組み付け治具の材料・精度・コスト 

設計実習で使う鋳物図面 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

機械保全実践技術（事例・解決編） 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

機械保全法から摩耗・潤滑をはじめ、損傷と対策、振動解析、はめ
あい、火花試験法、油空圧回路のトラブル対策など、機械保全実務
に役立つ技能・手法を総合的に習得します。 

１８時間 

１１月１６日（水） 
        ～１８日(金) 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 13,000円 

機械加工作業、または生産設備の保全業務に従事する技能・技術者 

・技能検定機械系保全作業の内容を幅広く学
べます。 

ポリテクセンター愛媛 

コース番号 Ｍ０１２ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 
・テキストと保全実習装置等を用い、機械保全に関する知識技能
を習得します。 
・機械要素の種類、メカニズムを理解し、保全のポイントを学びま
す。 

機械要素部品の知識 
潤滑油の粘度確認 空気圧機器の保全 

Ｖベルト・チェーンの張り調整 
軸継ぎ手の軸芯合わせ 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

半自動炭酸ガスアーク溶接施工で必要とされる各種姿勢によるす
み肉溶接や突合せ溶接作業の技能高度化をめざして、溶融池制御
や電流、電圧、速度などの各種溶接条件についての理解を深めま
す。課題実習や各種試験を通してそれぞれの施工時における問題
点を把握し、自己確認を行いながら実践的技能及び作業要領を習
得します。 
 

１２時間 

１１月３０日(水) 
１２月 １日（木） 
       9：00～16：00 
 

定 員 10人 
受講料 12,000円 

アーク溶接作業に従事している方、もしくは溶接作業に従事する技術者または
その候補の方 

・板金、製缶、鉄骨、造船作業者を対象に幅広く対応しています。 
・基本的な電流・電圧調整から初層の溶込みの確保・裏波溶接や
多層盛りの技術を繰り返し練習します。 
・内容は、受講者の要望に合わせて若干の調整を行うことが可能
です。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｍ１０２ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日 程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

半自動溶接機（パナソニック製デジタル機） ★使用機器 

作業服、帽子、安全靴、溶接面、保護具、筆記用具 ★持参品 

1 炭酸ガス半自動溶接の特徴 3H 
半自動溶接の特徴 

溶接ワイヤの種類 

2 各種姿勢溶接作業 8H 

電流・電圧の調整 

ビード引き、すみ肉継手溶接 

Ｖ型突き合せ溶接 

3 溶接欠陥と対策 1H 外観試験・曲げ試験による検証 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

ＴＩＧ溶接施工で必要とされる各種板厚による突合せ・すみ肉溶接を
行い、品質保証のための溶接速度や電流などの各種条件を理解し、
製品の評価法と問題解決法を通して自己確認を行いながら実践的
技能及び作業要領を習得します。 

１２時間 

１０月２６日(水)・２７日(木) 
       9：00～16：00 
 

定 員 10人 
受講料 12,000円 

ＴＩＧ溶接作業に従事している方、溶接作業に従事する技術者、その候補の方 

・薄板の板金溶接から中板の製缶・配管溶接作業従事者まで幅
広く対応できる知識と技術を習得します。 
・実技課題は、各種材質・姿勢・継手などの材料を幅広く準備
しています。 
・内容は、受講者の要望に合わせて若干の調整を行うことが可
能です。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｍ１０４ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日 程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

ＴＩＧ溶接（パナソニック製デジタル機・アナログ機 
ダイヘン製デジタル機 
 

★使用機器 

作業服、帽子、安全靴、溶接面、保護具、筆記用具 ★持参品 

1 ＴＩＧ溶接の特徴 3H 
ＴＩＧ溶接の特徴 

ステンレス鋼の溶接施工法 

2 各種姿勢溶接作業 8H 
かど継手、すみ肉継手溶接 

Ｖ型突き合せ溶接 

3 溶接欠陥と対策 1H 外観試験・曲げ試験による検証 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

ＴＩＧ溶接施工で必要とされる各種板厚による突合せ・すみ肉溶接を
行い、品質保証のための溶接速度や電流などの各種条件を理解し、
製品の評価法と問題解決法を通して自己確認を行いながら実践的
技能及び作業要領を習得します。 

１２時間 

平成２９年 
  ３月６日（月）・７日(火) 
       9：00～16：00 
 

定 員 10人 
受講料 12,000円 

ＴＩＧ溶接作業に従事している方、溶接作業に従事する技術者、その候補の方 

・薄板の板金溶接から中板の製缶・配管溶接作業従事者まで幅
広く対応できる知識と技術を習得します。 
・実技課題は、各種材質・姿勢・継手などの材料を幅広く準備
しています。 
・内容は、受講者の要望に合わせて若干の調整を行うことが可
能です。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｍ１０５ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日 程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

ＴＩＧ溶接（パナソニック製デジタル機・アナログ機 
ダイヘン製デジタル機 
 

★使用機器 

作業服、帽子、安全靴、溶接面、保護具、筆記用具 ★持参品 

1 ＴＩＧ溶接の特徴 3H 
ＴＩＧ溶接の特徴 

ステンレス鋼の溶接施工法 

2 各種姿勢溶接作業 8H 
かど継手、すみ肉継手溶接 

Ｖ型突き合せ溶接 

3 溶接欠陥と対策 1H 外観試験・曲げ試験による検証 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

ＴＩＧ溶接実践技術（アルミニウム合金材編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

ＴＩＧ溶接施工で必要とされる各種板厚による突合せ・すみ肉溶接を
行い、品質保証のための溶接速度や電流などの各種条件を理解し、
製品の評価法と問題解決法を通して自己確認を行いながら実践的
技能及び作業要領を習得します。 

１２時間 

１１月１２日(土)・１３日(日) 
       9：00～16：00 
 

定 員 10人 
受講料 12,000円 

ＴＩＧ溶接作業に従事している方、溶接作業に従事する技術者、その候補の方 

・アルミニウム合金の溶接施工知識と実践的な作業要領を習得
します。 
・実技では、薄板の各種継手の溶接技術を習得します。 
・内容は、受講者の要望に合わせて若干の調整を行うことが可
能です。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｍ１０６ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日 程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

ＴＩＧ溶接（パナソニック製デジタル機・アナログ機 
ダイヘン製デジタル機 
 

★使用機器 

作業服、帽子、安全靴、溶接面、保護具、筆記用具 ★持参品 

1 ＴＩＧ溶接の特徴 3H 
ＴＩＧ溶接の特徴 

アルミニウムの溶接施工法 

2 各種姿勢溶接作業 8H 
かど継手、すみ肉溶接 

Ｉ型突き合せ溶接 

3 溶接欠陥と対策 1H 外観試験による検証 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

超音波探傷技術の応用① 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

溶接・検査の技能高度化をめざして、超音波探傷技術を理解し、課
題を通して溶接・検査の技術を補い、実際に起こりうる品質上の問
題点の把握及び解決手法を習得します。 

３０時間 

平成２９年 
 １月９日(月)～１３日(金) 
       9：00～16：00 
 

定 員 10人 
受講料 18,000円 

超音波探傷作業に従事している方、もしくは非破壊検査作業に従事している方 

・ＮＤＩ ＵＴ-Ｌｖ１試験対策講座です。 
・超音波探傷の原理・理論を演習問題を交えて講習します。 
・実技については、基本設定から欠陥の検出・判定のカン・コ
ツを習得します。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｍ１０７ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日 程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

ＧＥ製 ＵＳＭ－３５ＸＪＥ、菱電湘南製ＵＩ－２５ ★使用機器 

筆記用具、超音波探傷試験問題２００２、超音波探傷試験Ⅰ ★持参品 

1 超音波探傷理論 18H 
超音波の種類、音速、波長、周波数 

超音波の反射と通過、モード変換等 

2 垂直探傷実技 6H 
測定範囲の設定、感度補正 

欠陥の検出と指示長さの測定（Lv,1 課題） 

3 斜角探傷実技 6H 

入射点、測定範囲、屈折角 

距離振幅特性曲線の作製 

欠陥の検出と指示長さの測定（Lv,1 課題） 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

超音波探傷技術の応用② 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

溶接・検査の技能高度化をめざして、超音波探傷技術を理解し、課
題を通して溶接・検査の技術を補い、実際に起こりうる品質上の問
題点の把握及び解決手法を習得します。 

３０時間 

平成２９年 
 １月１６日(月)～２０日(金) 
       9：00～16：00 
 

定 員 10人 
受講料 18,000円 

超音波探傷試験レベル１相当の方、超音波探傷作業に従事している方 

・ＮＤＩ ＵＴ－Ｌｖ２試験対策講座です。 
・超音波探傷の原理・理論を演習問題を交えて講習します。 
・実技については、基本設定から欠陥の検出・判定のカン・コ
ツを習得します。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｍ１０８ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日 程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

ＧＥ製 ＵＳＭ－３５ＸＪＥ、菱電湘南製ＵＩ－２５ ★使用機器 

筆記用具、超音波探傷試験問題２００２、超音波探傷試験Ⅱ ★持参品 

1 超音波探傷理論 18H 
超音波の種類、音速、波長、周波数 

超音波の反射と通過、モード変換等 

2 垂直探傷実技 6H 
測定範囲の設定、感度補正 

欠陥の検出と指示長さの測定（Lv,2 課題） 

3 斜角探傷実技 6H 

入射点、測定範囲、屈折角 

距離振幅特性曲線の作製 

欠陥の検出と指示長さの測定（Lv,2 課題） 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

有接点シーケンス制御による電動機制御の実務 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

18時間 

10月15日(土)・16日(日)・22日(土) 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 10,500円 

主に制御回路等の設計・組立・配線に従事する技能・技術者 
または関連する方 

一人１台の配線用実習板を用いて、配線実習が出来るので確
実に配線技法が身に付きます。配線チェックやメンテナンス
に役立つ配線図の表し方も徹底指導します。タイムチャート
による回路解析により、シーケンス設計にも役立ちます。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｅ００２ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 
テーマ 内容 訓練形態 

１日目 

有接点シー
ケンスの概

要 
押しボタン、電磁リレー等の機能と構成 講義 

配線方法 
展開接続図の読み方と配線図の表し方 

実習 
配線要領、布線表の利用等 

２日目 
基本回路の

構成 
自己保持回路、インターロック回路、フ

リッカ回路等 
実習 

３日目 

有接点シー
ケンスの修

復 

誘導電動機の仕組み 
講義 
実習 主回路と制御回路の構成 

三相誘導電
動機の制御 

Y結線とΔ結線、切替制御回路 実習 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

実践的PLC制御技術（三菱編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

自動化システムの設計・保守業務における効率化・最適化をめざし
て、PLCに関する知識、回路の作成、変更法と実践的な生産設備設
計の実務能力を総合実習を通して習得します。 

１２時間 

１１月５日（土）・６日(日) 
      9：00～16：00 定 員 10人 

受講料 9,000円 

主に自動化設備の設計業務に従事する技能・技術者及び関連する
方・目指す方 
 

・自分で回路を考え、その動作を確認するこ
とで、設計管理をする上で必要な知識を身に
つけられます。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｅ００５ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 テーマ 内容 

１日目 

PLCの概要 

有接点シーケンスとPLCの比較、三菱PLCの
構成 

I/O割付による周辺機器との接続方法 

ラダープログラムの作成方法 

GX_Developerを使った基本回路入力、タイマ、 
カウンタ回路 

タイムチャートによるラダー回路の作成方法 

2日目 

応用命令 データ転送命令、演算命令等 

応用課題 コンベア機器を制御するラダー回路の作成 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

オープンフィールドネットワーク構築技術（三菱編） 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

自動化設備の効率化をめざして、ＦＡラインを想定した実習によりＰ
ＬＣのフィールド系ネットワーク構築技術を習得します。 

１２時間 

１１月１２日（土）・１３日（日） 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 9,000円 

主に自動化設備の設計・保守業務に従事する技能・技術者及び関連
する方 

・リモート局側 I/Oの指定や複数のリモート
局の設置等を実践します。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｅ００７ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

テーマ 内容 

オープンフィールドネットワークの概要 システム構築の知識、ネットワーク設計の利点、

CC-Linkの概要 

構成機器の種類 マスタ局、リモートI/O、ローカル局、専用ケーブル 

接続方法 パソコン・PLC間の接続、パラメータ設定 

運用方法 

マスタ局・リモートI/O局交信 

マスタ局・リモートI/Oデバイス局交信 

マスタ局・ローカル局交信 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

PLC制御による位置決め制御技術（三菱編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

自動化生産システムの設計・保守の最適化及び生産性の向上をめ
ざして、PLCの位置決め制御の手法とそれに必要なシーケンス制御
を習得します。 

１２時間 

Ｅ００８ 
１１月２６日（土）・２７日（日） 
      9：00～16：00 
Ｅ００９ 
平成２９年 
１月２８日（土）・２９日（日） 
      9:00～16:00 

定 員 10人 
受講料 8,500円 

主に自動化設備の設計業務に従事する技能・技術者及び 
関連する方・目指す方 

三菱製PLCとサーボモータ及びサーボドライ
バによる位置決め制御を行い、各動作条件に
おけるパラメータ設計が習得できます。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｅ００８・Ｅ００９ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 
テーマ 内容 

１日目 

位置決めの概要 
位置決めの目的と種類 

位置決めの方法 

位置決め制御ユニット 制御機能、接続方法、原点復帰方法 

2日目 

運転方法 
PCからのテスト運転 

パラメータ設定、位置決めデータ設定 

プログラム 自動リフレッシュ、各種命令 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

光伝送路構築技術 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

光ファイバ・通信工事の基本的作業を行います。光ファイバの特性
や器具の使用方法、引き込む際の注意点など、基礎部分を重点的
に行いますので、これから光通信工事に携わりたい方や、新入社員
への事前教育などをお考えの方にお勧めです。 
また、質問等に対しても出来る限りの対応をさせていただきます。 

15時間 

平成２９年 
2月11日（土）・12日(日) 
      8：45～17：00 

定 員 10人 
受講料 10,000円 

光ファイバ・通信工事に関する基礎知識を学びたい方 

家庭に光ファイバを引き込むFTTH施工技術
を習得します 
 →ファイバの知識・取り扱いの向上 作業
品質の向上 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｅ０１０ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 
テーマ 内容 

１日目 

光ファイバの概要 
光ファイバの分類と基本パラメータ 

光ファイバの構造と特性 

融着接続法及び評価 
融着接続の原理 

単心ファイバの融着接続と評価 

２日目 

光西端箱の組み立てと 
メカニカルスプライス接続 

光西端箱の組立 

FTTH施工技術 宅内への光ファイバ引込技術 

配線方法 使用工具 ＦＴＴＨ実習器具 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

電気系保全実践技術 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

有接点シーケンス制御を用いた制御盤の保守・保全を学びます。 

１８時間 

12月3日（土）・4日(日)・10日（土) 
       9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 12,000円 

主に電気系統や制御盤の保守・点検に従事する技能・技術者 
及び関連する方 
 

電気回路の基礎から、保守・点検等の方法ま
で学べます。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｅ０１２ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

テーマ 内容 

１日目 ＰＬＣによる回路組立基礎 
ＰＬＣと入出力機器の配線接続 

タイムチャートからラダー図を作成・実行 

2日目 ＰＬＣによる回路組立応用 転送、加算、減算、比較等の応用命令の組み合わせ 

３日目 有接点シーケンスの修復 
回路図、タイムチャートから有接点シーケンス回路の誤配

線、断線、未配線箇所を発見修復 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

組込みシステム開発（プログラム開発編） 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

組込みプログラムの現場で利用されているC言語によるプログラム
作成方法を演習を通して学びます。 

２４時間 

10月22日（土）・23日(日) 
   29日（土）・30日(日） 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 14,500円 

これから組込みシステム開発のためにC言語を習得したい方 

・組込みC言語プログラムが初めての方でも
受講可能です。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｅ０１３ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 テーマ 内容 

10／22 
（土） 

C言語概要 
組込みのためのC言語概要 

開発環境概要 

組込みC言語プログラム 
開発演習1 

定数と変数 

演算子 

制御文１ 

10／23 
（日） 

組込みC言語プログラム 
開発演習2 

制御文２ 

配列 

関数 

10／29 
（土） 

組込みC言語プログラム 
開発演習3 

ポインタ 

10／30 
（日） 

組込みC言語プログラム 
開発演習4 

構造体 

共用体 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

在来木造住宅設計実践技術① （Jw_cad編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

在来木造住宅の高付加価値化をめざして、建築図面に必要な基本操作を
習得します。 

１２時間 

平成29年 
1月28日（土）・29日(日） 
      9：00～16：00 

定 員 15人 
受講料 5,500円 

建設業関連に従事する方 

Jw_cadの基本操作を学びたい方にお勧めです。  
      ＊H004とのセット受講を推奨します。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｈ００３ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

１）Jw_cad の概要と実情 基本操作 
２）基本コマンド操作演習 
３)基本図面作図演習 
４)木造矩計図の作図演習 

★テキスト 

Jw_cadで学ぶ建築製図（改訂版） Windows版  
（社）実践教育訓練研究会編 
    ＊事前にテキストをご購入下さい。購入についてはセンターにご相談ください。 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

在来木造住宅設計実践技術② （Jw_cad編） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

在来木造住宅の高付加価値化をめざして、木造住宅に必要な設計
技術と各種建築図面の作成方法を習得します。 

１２時間 

平成29年 
2月11日（土）・12日(日） 
      9：00～16：00 

定 員 15人 
受講料 5,500円 

建設業関連に従事する方 

Jw_cadの基本操作を学びたい方にお勧めです。  
      ＊H003とのセット受講を推奨します。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｈ００４ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 

１）求積図・配置図の作図演習        
２）木造平面図の作図演習 
３）木造立面図の作図演習 

★テキスト Jw_cadで学ぶ建築製図（改訂版） Windows版  
（社）実践教育訓練研究会編 
  ＊事前にテキストをご購入下さい。購入についてはセンターにご相談ください。 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

実践的な木造軸組工法の加工・組立技術（タイコ梁編） 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

木材加工に関し、新たな品質の創造及び品質の向上をめざして、
木造軸組工法におけるタイコ梁を中心とした実践的な墨付け・加
工・組立に必要な知識及び技術を習得します。 

２４時間 

平成２９年 
1月21日（土）・22日(日) 
1月28日（土）・29日(日） 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 14,500円 

木造軸組加工に従事する方 

タイコ梁の墨付け技術・加工技術が習得でき
ます。電気丸鋸を使える方で、大工手工具の
使用法や曲がった木材への墨付けを学びたい
方にお勧めです。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｈ００６ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 1日目 タイコ梁の墨付け準備作業 
     木配り、心墨の投墨、タイコ梁の心墨・上り墨付 
     台持ち継手・追い掛け大栓、仕口等の墨付け 
2日目 渡りアゴのヒカリ作業、束座の墨付け・加工 
     台持ち継手の加工 
3日目 台持ち継手、追い掛け大栓、兜蟻掛け、その他仕 
     口等の加工 
4日目 峠墨での束の長さ出し方 
     加工の続き 
     組立・解体 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

木造住宅の耐震精密診断技術 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

木造住宅の構造設計作業の技能高度化をめざして、耐震精密診断
技術を習得します。 

１２時間 

平成２９年 
1月19日（木）・26日(木) 
2月 2日（木）・9日(木） 
      18：00～21：00 

定 員 10人 
受講料 7,000円 

木造に関する構造設計、耐震補強に興味がある方 

特に耐震診断の一般診断を一から理解したい
方にお勧めです。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｈ００８ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 （一般診断の計算方法の流れ） 
① 必要耐力Qrの計算 
② 耐力要素の配置等による必要耐力Qrの計算 
③ 壁の耐力の計算 
④ 耐力要素の配置等による低減係数eKflの計算 
⑤ 劣化度による低減係数dKの計算 
⑥ 上部構造評点の計算 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

建築企画・計画図作成実践技術 （３次元CAD） 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

商品のイメージをわかりやすく伝えるための資料作成やニーズに基づく迅
速・柔軟な図面作成について３次元設計のプレゼン手法を習得します。 

 １２時間 

平成29年 
2月25日（土）・26日(日） 
      9：00～16：00 

定 員 15人 
受講料 ８,500円 

建設業関連に従事する方 

お客様からの要望に対して、素早く間取りプランを作
成し、３Dパースの具現化により、多彩な表現で説得
力のある提案資料を作成できます。 

ポリテクセンター愛媛  
 

 

コース番号 Ｈ０１０ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 
 １） ３Dパースの基本的な作成演習 
 ２） ３D住宅作成の流れ（敷地・部屋・間取りの作成） 
 ３） ３D住宅作成の流れ（建具・設備・家具の配置） 
 ４) レンダリング（立体化） （外観・内観の確認・変更） 
 ５) プレゼンボード 提案資料の作成 

★使用ソフト  ３DマイホームデザイナーPro 8 



 平成２８年度 能力開発セミナー 

製造コスト削減のための実践的現場運営と改善 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：089-972-0329 （訓練課 事業主支援係） 

 FAX：089-972-0959 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

「できることから始めよう」をテーマに、生産現場の課題解決に役立
つ５Ｓ活動の基本を学びます。主にグループワークを通じて、課題
発見、改善シート作成、習慣化の流れを体験し、ムダの無い快適な
職場環境の作り方を習得します。 

１２時間 

平成２９年 
２月２日（木）～ ３日（金） 
      9：00～16：00 

定 員 10人 
受講料 6,500円 

会社全体で課題解決に取り組める手法、リーダーシップを身に付けたい方。 

・職場の課題を、５Ｓ活動を通じて改善でき
るテクニックを習得します。 

ポリテクセンター愛媛 

コース番号 Ｍ０１３ 

★ コース名 

★ Ｐｏｉｎｔ 

★セミナー概要

★日程 

★訓練時間 

★受講対象者 

・お申込みはお早めに！ 
・平成28年度ｾﾐﾅｰｶﾞｲﾄﾞもご活用ください！ 
・日程や内容の変更(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)もできます。 
 

その他、お気軽にご相談ください。 

★内 容 
＜１日目＞ 
・５Ｓの基本と取組方（座学） 
・現場問題点の発見・整理法（実習・グループワーク） 
＜２日目＞ 
・現場巡回と「改善シート」の作成と発表（グループワーク） 

グループワークの様子 課題の整理 



FAX ： 089 - 972 - 0959

　愛媛職業能力開発促進センター　御中

次のセミナーについて、訓練内容と受講要件（ある場合のみ）を確認の上、下記のとおり申し込みます。
〔全　　　枚送付〕

申込日　：　平成　　　　年　　　　月　　　　日

〒 －

　TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒 － TEL：　

〒 － TEL：　

〒 － TEL：　

※１ 受講区分の「１．事業所からの指示による受講」を選択された場合は、受講者が所属する事業所の代表者の方　（事業主、営業所長、

工場長等）にアンケート調査へのご協力をお願いしております。

※２ 訓練を進めるうえでの参考とさせていただくため、今回受講するコース内容に関連した職務経験、資格、教育訓練受講歴等をお持

ちの方は、差し支えない範囲でご記入ください。（例：切削加工の作業に約５年間従事）

（注）訓練内容等のご不明な点、あるいは安全面 ・健康上において、ご不安な点などございましたら、あらかじめご相談下さい。

【保有個人情報保護について】
☆　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）

   を遵守し、保有個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。

　 　当機構では,必要な情報を利用目的の範囲内で利用させていただきます。

☆　ご記入いただいた個人情報は、能力開発セミナーの受講に関する事務処理（連絡、修了証書の交付、台帳の整備）及び業務統計、当機構

   の能力開発セミナー等の案内に利用させていただきます。受講区分欄の１を選択された方は、お申込み担当者あてに送付いたします。

能力開発セミナー 受講申込書

事業所名
（勤務先名）

お
申

込
み

担
当
者

ふりがな

氏　名

所 在 地

所　属

ＴＥＬ

FAX

業　種
所　　　属

業種団体

従業員数
（該当に○印）

Ａ．1 ～ 29　　　Ｂ．30 ～ 99　　　Ｃ．100 ～ 299　　　Ｄ．300～ 499　　　Ｅ．500 ～ 999　　　Ｆ．1,000 ～

受講料請求先
（該当に○印）

１．事業所住所（所在地） ２．個人住所（現住所）

受講区分
（該当に○印）

１．事業所からの指示による受講（※１） ２．個人での受講

No.
ｺｰｽ
番号

コース名 開講日 受講者名 生年月日

1

　　月　　　日 ふりがな 西暦

（男・女）     　　．　　．

現住所

訓練に関する経験・技能等(※２)

2

　　月　　　日 ふりがな 西暦

（男・女）     　　．　　．

現住所

訓練に関する経験・技能等(※２)

3

　　月　　　日 ふりがな 西暦

2016

（男・女）     　　．　　．

現住所

訓練に関する経験・技能等(※２)

コピーしてご使用下さい



　愛媛職業能力開発促進センター　御中

次のセミナーについて、訓練内容と受講要件（ある場合のみ）を確認の上、下記のとおり申し込みます。
〔全　　　枚送付〕

申込日　：　平成　　　　年　　　　月　　　　日

〒 －

　TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒 － TEL：　

〒 － TEL：　

〒 － TEL：　

※１ 受講区分の「１．事業所からの指示による受講」を選択された場合は、受講者が所属する事業所の代表者の方　（事業主、営業所長、

工場長等）にアンケート調査へのご協力をお願いしております。

※２ 訓練を進めるうえでの参考とさせていただくため、今回受講するコース内容に関連した職務経験、資格、教育訓練受講歴等をお持

ちの方は、差し支えない範囲でご記入ください。（例：切削加工の作業に約５年間従事）

（注）訓練内容等のご不明な点、あるいは安全面 ・健康上において、ご不安な点などございましたら、あらかじめご相談下さい。

【保有個人情報保護について】
☆　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）

   を遵守し、保有個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。

　 　当機構では,必要な情報を利用目的の範囲内で利用させていただきます。

☆　ご記入いただいた個人情報は、能力開発セミナーの受講に関する事務処理（連絡、修了証書の交付、台帳の整備）及び業務統計、当機構

   の能力開発セミナー等の案内に利用させていただきます。受講区分欄の１を選択された方は、お申込み担当者あてに送付いたします。

能力開発セミナー 受講申込書

1

訓練に関する経験・技能等(※２)

現住所

２．個人での受講

2

（男・女）

　　月　　　日

No.
ｺｰｽ
番号

コース名 開講日 受講者名

従業員数
（該当に○印）

Ａ．1 ～ 29　　　Ｂ．30 ～ 99　　　Ｃ．100 ～ 299　　　Ｄ．300～ 499　　　Ｅ．500 ～ 999　　　Ｆ．1,000 ～

訓練に関する経験・技能等(※２)

事業所名
（勤務先名）

受講料請求先
（該当に○印）

１．事業所住所（所在地） ２．個人住所（現住所）

3

　　月　　　日 ふりがな

（男・女）

現住所

訓練に関する経験・技能等(※２)

　　月　　　日

西暦

西暦

    　　．　　．

現住所

    　　．　　．

ふりがな

ふりがな

（男・女）

ふりがな

ＴＥＬ

    　　．　　．

生年月日

受講区分
（該当に○印）

１．事業所からの指示による受講（※１）

所 在 地

業　種

所　属

西暦

FAX

お

申

込

み

担

当

者

氏　名

所　　　属

業種団体

ポリテクニック電機（株） 

○○○  ○○○○ 

松山市○○町1-2-3 
  

089-000-0000 

えひめ じろう 

愛媛 次郎 
 
製造課 
089-000-0000 
 
089-000-0000 

  

  
○○    ○   ○○ 

電気工事業                 ○○○○協同組合 

  
電気系保全実践技術 E01２ 

12月3日 
えひめ じろう 

愛媛 次郎 

松山市○△町4-5-6 

設備保全に5年従事 

　愛媛職業能力開発促進センター　御中

次のセミナーについて、訓練内容と受講要件（ある場合のみ）を確認の上、下記のとおり申し込みます。
〔全　　　枚送付〕

申込日　：　平成　　　　年　　　　月　　　　日

〒 －

　TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒 － TEL：　

〒 － TEL：　

〒 － TEL：　

※１ 受講区分の「１．事業所からの指示による受講」を選択された場合は、受講者が所属する事業所の代表者の方　（事業主、営業所長、

工場長等）にアンケート調査へのご協力をお願いしております。

※２ 訓練を進めるうえでの参考とさせていただくため、今回受講するコース内容に関連した職務経験、資格、教育訓練受講歴等をお持

ちの方は、差し支えない範囲でご記入ください。（例：切削加工の作業に約５年間従事）

（注）訓練内容等のご不明な点、あるいは安全面 ・健康上において、ご不安な点などございましたら、あらかじめご相談下さい。

【保有個人情報保護について】
☆　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）

   を遵守し、保有個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。

　 　当機構では,必要な情報を利用目的の範囲内で利用させていただきます。

☆　ご記入いただいた個人情報は、能力開発セミナーの受講に関する事務処理（連絡、修了証書の交付、台帳の整備）及び業務統計、当機構

   の能力開発セミナー等の案内に利用させていただきます。受講区分欄の１を選択された方は、お申込み担当者あてに送付いたします。

能力開発セミナー 受講申込書

1

訓練に関する経験・技能等(※２)

現住所

２．個人での受講

2

（男・女）

　　月　　　日

No.
ｺｰｽ
番号

コース名 開講日 受講者名

従業員数
（該当に○印）

Ａ．1 ～ 29　　　Ｂ．30 ～ 99　　　Ｃ．100 ～ 299　　　Ｄ．300～ 499　　　Ｅ．500 ～ 999　　　Ｆ．1,000 ～

訓練に関する経験・技能等(※２)

事業所名
（勤務先名）

受講料請求先
（該当に○印）

１．事業所住所（所在地） ２．個人住所（現住所）

3

　　月　　　日 ふりがな

（男・女）

現住所

訓練に関する経験・技能等(※２)

　　月　　　日

西暦

西暦

    　　．　　．

現住所

    　　．　　．

ふりがな

ふりがな

（男・女）

ふりがな

ＴＥＬ

    　　．　　．

生年月日

受講区分
（該当に○印）

１．事業所からの指示による受講（※１）

所 在 地

業　種

所　属

西暦

FAX

お

申

込

み

担

当

者

氏　名

所　　　属

業種団体

ポリテクニック電機（株） 

○○○  ○○○○ 

松山市○○町1-2-3 
  

089-000-0000 

くんれん たろう 

訓練 太郎 
 
人材育成課 
089-000-0000 
 
089-000-0000 

  

１ 
○○   ○   ○○ 

電気工事業                 ○○○○協同組合 

  
電気系保全実践技術 

E012 
  

12月3日 
えひめ じろう 

愛媛 次郎 19○○.○.○ 

設備保全に5年従事 

従業員が業務外に各自で受講を申し込む場合 

○○○  ○○○○        089-000-0000 

※ 差し支えなければ、 
ご記入ください。 

19○○.○.○ 

会社の研修として受講を申し込む場合 

受講申込書 

記 載 例 



 
 
 

         ポリテクセンター愛媛 (愛媛職業能力開発促進センター) 
 

〒791-8044 

 松山市西垣生町２１８４ 
 TEL：０８９－９７２－０３２９（訓練課 ） 

 FAX：０８９－９７２－０９５９ 
 URL：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

独立行政法人 

高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 

 

検 索  ポリテク愛媛 

※ 検索サイトで見つかります。 

◆交通アクセス 
 ○ 伊予鉄 松山市駅 
 ↓ 郡中線 約7分 
 ○ 伊予鉄 余戸駅 
 ↓ 余戸・今出ループバス 
          約18分 
 ○ 三島神社前 
 ↓ 徒歩 約5分 
 ○ ポリテクセンター愛媛 

◆駐車場完備   
  

＝ アクセス ＝ 


