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謹んで新年のご祝辞を申し上げます 

平素は、関係機関・各団体・企業の皆様には当センターの運営、求職者
訓練修了生の採用、社員教育等にご利用等を賜り厚くお礼申し上げます。 

IoTや AIなど第 4次産業革命といわれている技術革新の進展は多くのビジ
ネスチャンスを秘めている一方で、人口減少や高齢化という構造変化は働き
方に課題を突き付けています。同時に技術の進歩は少子高齢化の課題を相
当解決してくれる側面も予測されています。 
このような背景の中で国の「働き方改革」の具体的施策の一つとして、当セ

ンターは今年度から「生産性向上人材育成支援センター」を併設し、従来の
ものづくり（機械・金属、電気・電子、建築・居住など）関連分野の技術力の
向上のための講座（能力開発セミナー）に加えて、生産管理、品質保証・管
理、流通・物流、バックオフィス、組織マネジメント、営業・販売、マーケティン
グ、企画・価格、プロモーションなどの分野に関連する「生産性向上支援訓
練」を開始し、一層重要なキーワードとなっている人材育成と人材確保に応え
ていきたいと考えています。 
今年は 2 月韓国(平昌)の冬季オリンピック、6・7 月ロシア FIFA ワールドカッ

プなどがあります。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックも近づいてきますが、
「ポリテクセンターいわき」も 2020 年に創立 60 年になります。また、ニュースで
は取り上げられませんが、2年に 1度技術・技能を競う「技能五輪国際大会」
は、昨年アラブ首長国連邦(アブダビ)で開催され、次回２０１９年はロシア、２
０２１年（開催国未定）に続き２０２３年大会に愛知県が立候補することになっ
ています。多くの若者が関心を高めていただく絶好の機会となり、福島県から
も多くの出場者が生まれることを期待しています。 
 人づくり環境の強化は技術革新への対応は無論のこと、人材確保や地域
産業の魅力に直結する課題ですが、このような取組は、産業界・教育界・労
働界など多くの機関・関係者の皆様と綿密な連携を図りながら進めなければ
克服ができません。 
 今般、多くの関係機関から後援を賜り、地域産業界の皆様と共に人材を継
続的に育成する役割を担う当センターを一層活用いただけるよう、施設や教
育訓練状況をご覧いただき、また、情報交換の場として「見学・情報交換会」
を開催することといたしました。 

「見学・情報交換会」は、事業主団体や各企業の経営者・教育担

当者様等を対象として、1 月 18 日㊍、2 月 20 日㊋、3 月 9 日㊎

（3 回開催）に開催します。参加の申し込みはホームページ掲載の

用紙などでお申込みください。 
地方都市の中で有数の産業集積を有し、かつ、東日本大震災や原発事

故処理の渦中にあるこの地域から幾多の困難を克服し、人材育成モデルな
どを発信するトップランナーとなれるよう、ご多用中とは存じますが、多くの団
体や企業等関係者の皆様の参加をお待ちしています。 

 
昨年、各講座の周知・活用をはじめ、ご支援ご協力ご援助をいただきました、

下記の関係機関、各団体、各企業様をはじめとする地域産業界の皆様方の
一層のご発展を祈念し、年頭のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお
願いいたします。 

                 センター長  吉野恵樹 
 
■関係機関・団体等（順不同、敬称略） 
福島労働局平公共職業安定所、ハローワーク高萩・ハローワーク日立、

福島県、福島県立テクノアカデミー浜・テクノアカデミー郡山、いわき市、福
島県中小企業団体中央会、いわき商工会議所、いわき地区商工会連絡
協議会、連合福島いわき地区連合会、公益社団法人いわき産学官ネットワ
ーク協会、いわき金属工業協同組合、いわき地区電気工事協同組合、好
間工業団地連合会、いわき経済同友会、福島県中小企業家同友会いわ
き地区、福島県商工会連合会浜通り指導センター、いわき市環境整備事
業協同組合・福島県環境整備協同組合連合会、いわき電設業協会、いわ
き市トラック事業協同組合、福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター、
いわき産業人クラブ、福島県建築士会いわき支部、福島県建設業協会い
わき支部、いわき管工事協同組合、大熊町商工会いわき出張所、富岡町
商工会いわき事務所、双葉町商工会いわき事務所、北茨城市商工会、高
萩市商工会、富岡町、双葉町、楢葉町、広野町、北茨城市、高萩市、ふく
しま生活・就職応援センターいわき事務所、いわき若者サポートステーション、
いわき明星大学地域連携センター、いわきコンピュータ・カレッジ、いわき民報
社、福島民報社いわき支社、福島民友新聞社いわき支社、FMいわき ほか 
 
■各講座（能力開発セミナー）利用企業様（順不同、敬称略） 
（平成 28 年度～平成 29 年度 10 月までのご利用企業） 

 (株)本多電機、いわき電気工業(株)、植田電機(株)、(有)猪狩電気工事、
大野ベロー工業(株)いわき工場、大田精工(株)、フクデン(株)、(株)ヨコハマ
吉倉、東北ネヂ製造(株)、高柳電気(有)、(有)スズキ電設、常盤電設産業
(株)、日東電工(株)、城北化学工業(株)いわき工場、(株)千代田エンジニア
リング、(株)ムラコシ精工、(株)いわきユアサ、(株)ピュアロンジャパン、藤沢産
業(株)いわき工場、(株)フジ機工(泉崎村)、東京工装(株)福島工場(須賀
川市)、(有)錦テクノサービス、(株)平戸製作所須賀川工場(須賀川市)、
(株)三和電機、クリナップ(株)、(株)常磐製作所、(株)いわきメンテナンス、
(有)第一機工、(株)アドマック、レクストインテリア(株)、仲山鉄工(株)(藤枝市)、
(株)宇野製作所 FD 工場(古殿町)、ジーシーオー(北九州市)、(株)黒柿メン
テナンス(南相馬市)、(有)数寄屋建設、アーキプランナー(株)、(株)シンワテ
ック、(株)建翔、(株)広野製作所(広野町)、(有)一和鉄工所、高柳電設工
業(株)(郡山市)、マルタツ造園、ミサワ医科工業(株)、猪狩自動制御設計
(株)、(株)パナ R&D、アステラスファーマテック(株)高萩事業所(高萩市)、
(株)UNIX、タニコー(株)原町工場、(株)クレハ環境、(株)JET(神戸市)、(有)箱
崎製作所、(株)協栄工業(南相馬市)、ハローワールド(株)、(株)クレハ、(株)
いわき精機、(株)キョウデン東北工場、(株)プリント電子研究所(広野町)、
(有)ジェイ・インターフェース、上遠野鉄工(株)、東洋炭素(株)いわき工場、 
 (株)久工業所、(有)サンエステクノ、(株)本間機械工作所、(有)泉エンジニ
アリング(楢葉町)、クレハ電機(株)、(株)良和、(株)東明電設、(株)夕月、
(株)大崎製作所、(有)三輪鉄工所、大和電設工業(株)、(株)日星製作所、
東北技研工業(株)、前澤給装工業(株)(本宮市)、(株)ＪＡＳＴ(田村市)、ニダ
ック精密(株)(相馬市)、(株)日本スライスセンター、赤塚建設(株)、福島 SiC
応用技研(株)(楢葉町)、いわきサッシ(株)、新常磐寝具(株)、二興建設
(有)(札幌市)、ビックワンサービス、東ベ精巧(株)、和田装備(株)(須賀川市)、
あすか製薬(株)いわき工場、(有)サンワ電装 ほか 
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 ポリテクいわき 検索 

 

人材育成講座案内【新春号】 

― 「見学・情報交換会」参加者募集 ― 

― 平成 30 年度利用団体・企業及び受講者募集 ― 

団体・企業の経営者、教育担当者様へ 

 

生産性向上人材育成支援センター 

生産性向上支援訓練のご案内

ポリテクセンターいわき 生産性向上人材育成支援センター

TEL:0246-26-1231 FAX:0246-26-1237

お問い合わせ

○生産性向上支援訓練を利用して従業員の生産性をアップ！

「生産性向上支援訓練」とは、企業や事業主団体の生産性を向上させるための職業訓練です。
訓練は、全国のポリテクセンターに設置した生産性向上人材育成支援センター（生産性センター）が、専門

的な知見やノウハウを持つ民間機関等に委託し、企業・団体の課題やニーズにあわせて実施します。
さまざまな内容・分野の幅広い職務階層の方を対象としたカリキュラムで、従業員の生産性向上をお手伝い

します。能力開発セミナーと併せて、生産性向上支援訓練の活用もご検討ください。

○生産・業務プロセスの改善に
関すること

・現場の課題を発見し、改善する
方法を学びたい。

・コストの削減に取り組みたい。

・ITを活用して業務を効率化したい。

○組織的な課題に関すること

・従業員の仕事の効率化を促進したい。

・業務改善の考え方を理解したい。

・リスクを低減させる方法を学びたい。

・個人のノウハウを社内で見える
化したい。

○売上げの向上に関すること

・顧客満足度の向上を図りたい。

・消費者の動向を営業に活用したい。
・新しいサービスや商品企画の考え方
を習得したい。

・インターネットを活用して販売
促進を図りたい。

•生産性向上のための課題とライン

バランシング

•品質管理基本/実践

•物流システム設計

•IoT活用によるビジネス展開

など

生産管理

品質管理

流通・物流

クラウド・IoT導入

分野

•IoTを活用したビジネスモデル

•事故をなくす安全衛生活動

•ナレッジマネジメント

•業務効率向上のための時間管理

•成果を上げる業務改善

など

経営戦略

リスクマネジメント

ナレッジマネジメント

組織力強化

分野

•顧客満足向上のための
CS調査とデータ分析

•実務に基づくマーケティング入門

•製品・市場戦略

•チャンスをつかむインター
ネットビジネス

など

営業・販売

マーケティング

サービス・商品開発

プロモーション

分野

生産性アップに役立つカリキュラムをご用意しています！

※上記のほか、企業・団体の生産性向上に関する様々な課題の解決や現場力の強化を関するカリキュラムをご用意しています。

○人材開発支援助成金が利用できます
生産性向上支援訓練を従業員に受講させた事業主は、人材開発支援助成金を利用して経費及び賃金の助

成を受けることができます。※助成金の受給には、一定の要件（訓練対象者の職務と訓練内容の関連が認められることや所定の

時間数以上受講する等）を満たす必要があります。

こんな課題はありませんか？
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 次年度のレディーメイド(公募)型（能力開発セミ
ナー）講座は別表１のとおりです。内容等の詳細
は、冊子「平成 30 年度能力開発セミナーコース
ガイド」やホームページをご覧ください。申込みは 12
月から開始しています。 
新入社員教育・後輩の指導者育成・技術的

課題の解決・技術領域の拡大・新たな知識の習
得など、次年度の人材育成計画等に取り入れて
いただくようお願いします。 
 

 

 

 

 
別表１のレディーメイド(公募)型講座以外に、事

業主団体や個別企業のご希望に応じて計画実
施する、オーダーメイド型講座を希望する事業主
団体・企業等を募集しています。 
昨年は、公益社団法人いわき産学官ネットワ

ーク協会、福島県環境整備協同組合連合会、
いわき電設業協会などの事業主団体様を始め
個別企業様ごとに講座を計画実施しました。 
「こんなことに取り組みたい」とか、「こんなことで

困っている」など、実際の課題等も含めてお気軽
にご相談ください。     【担当：長瀬まで】 

 

 

 

 
 生産管理・品質管理、経営戦略、営業・販売、
マーケティングなどの講座（生産性向上支援訓
練）は、団体・企業様毎のご要望に沿って計画・
実施いたします（公募型講座ではありません）。 
 次年度の社員教育計画等に取り入れていただ
きますようお願いします。お気軽にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものづくり人材育成講座の募集案内 

― ９月～１１月開講 能力開発セミナー受講者募集― 
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企業の経営者・教育担当者様へ 

 

１１月～ ３月開講 

団体・企業の経営者様・社員教育担当者様等へ 

平成 30 年度公募型講座・オーダーメイド講座 

活用団体･企業等募集 

 

 
 平成 30年 2月に開講する講座は以下のと
おりです。詳細はホームページやパンフレットを
ご覧いただくか、直接お問合せください。 
◆TIG 溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） 
・日  程：2/3㊏､2/4㊐  
・定  員：5名  
・受講料：19,000円 
◆炭酸ガス半自動アーク溶接技能クリニック 
・日  程：2/3㊏､2/4㊐  
・定  員：5名  
・受講料：19,000円 

【平成 30 年 2 月開講コース】 

受講者募集 

別表１ 平成 30 年度レディーメイド(公募)型講座一覧 

No 分野 講座名 
定

員 

時間

(日数) 
日程 受講料 

1 

機械

技術 

精密測定技術（長さ測定編） 10 12（2） 4/24㊋4/25㊌ 8,500 

2 設計ツールによるモデリング技術 10 18（3） 
①【5/14㊊5/15㊋5/16㊌】 

②【11/12㊊11/13㊋11/14㊌】 
11,000 

3 製品設計のための 3次元検証技術（アセンブリ編） 10 12（2） 
①【5/21㊊5/22㊋】 

②【11/19㊊11/20㊋】 
7,500 

4 実践ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ加工技術（効率的なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成編） 10 12（2） 6/28㊍6/29㊎ 8,500 

5 実践ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ加工技術（工程設計・加工段取編） 10 12（2） 7/3㊋7/4㊌ 8,500 

6 工具研削実践技術 7 12（2） 10/9㊋10/10㊌ 11,500 

7 機械保全実践技術（事例・解決編） 10 18（3） 12/3㊊12/4㊋12/5㊌ 12,500 

8 生産

管理 

生産管理システムの活用と現場改善 10 15（2） 8/30㊍8/31㊎ 13,000 

9 生産管理実践（現場改善手法編） 10 15（2） 10/18㊍10/19㊎ 11,500 

10 

溶接

技術 

TIG溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） 5 12（2） 

①【(5/12㊏5/13㊐】 

②【7/21㊏7/22㊐】 

③【9/8㊏9/9㊐】 

④【11/17㊏11/18㊐】 

⑤【2/2㊏2/3㊐】 

19,000 

11 炭酸ガス半自動溶接技能クリニック 5 12（2） 19,000 

12 TIG溶接実践技術（アルミニウム合金材編） 6 12（2） 8/25㊏8/26㊐ 19,500 

13 スポット溶接施工技術 5 12（2） 10/13㊏10/14㊐ 18,000 

14 

電気

電子

技術 

有接点シーケンス制御の実践技術 10 18（3） 
①【5/12㊏5/19㊏5/26㊏】 

②【10/13㊏10/20㊏10/27㊏】 
15,000 

15 有接点シーケンス制御による電動機制御の実務 10 18（3） 
①【6/9㊏6/16㊏6/23㊏】 

②【11/10㊏11/17㊏11/24㊏】 
15,000 

16 PLCプログラミング技術（ラダー編） 10 12（2） 7/21㊏7/28㊏ 8,000 

17 アナログ回路の設計・評価技術（トランジスタ編） 10 12（2） 8/2㊍8/3㊎ 11,500 

18 アナログ回路の設計・評価技術（オペアンプ編） 10 12（2） 10/4㊍10/5㊎ 10,000 

19 

建築

技術 

実践建築製図作成技術（2 次元 CAD）（利用編） 10 12（2） 4/21㊏4/22㊐ 8,500 

20 実践建築製図作成技術（2 次元 CAD）（活用編） 10 12(2) 6/9㊏6/10㊐ 8,500 

21 実践建築設計のプレゼンテーション 10 12（2） 10/27㊏10/28㊐ 8,500 

22 建築電気設備の施工管理 15 12（2） 
①【8/1㊌8/2㊍】 

②【10/31㊌11/1㊍】 
10,500 

 

平成 30 年度 公募型ものづくり人材

育成講座（能力開発セミナー）情報        

（別表１参照） 

平成 30 年度 オーダーメイド型講座

の活用団体・企業等の募集 

（別表 2 参照） 

       別表２ オーダーメイド型講座の実施例（平成 27 年度～平成 2９年度） 

No 分野                             講座名 定員 時間(日数) 

1 

材料

設計

制御

技術 

製品設計のための３D-CAD（設計ツールによるモデリング技術） 10 18(3) 

2 CAE を活用した構造解析（線形解析のポイント） 10 12(2) 

3 切削加工を考慮した機械設計技術（2 次元 CAD） 10 12(2) 

4 プリント基板設計技術 15 12(2) 

5 比較して理解する鉄鋼材料とステンレス鋼の材料特性 10 12(2) 

6 組込マイコンのプログラミング開発技術-Arduino によるﾗｲﾝﾄﾚｰｽﾛﾎﾞｯﾄ制御技術- 10 12(2) 

7 

加工

技術 

実践 NC旋盤加工技術(効率的なプログラム作成編)/(工程設計・加工段取編) 各 10 12(2) 

8 半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編） 5 12(5) 

9 TIG溶接実践技術（アルミニウム合金材編） 2 12(2) 

10 NC タレットパンチプレスプログラミングと加工技術 10 12(2) 

11 曲げ加工実践技術 10 12(2) 

12 

保全

施工

技術 

生産現場の機械保全技術 15 12(2) 

13 電気系保全実践技術(電気設備編)-浄化槽制御盤等の保守及び故障診断技術- 20 12(2) 

14 自家用電気工作物の保守点検技術（実践編）/（応用編） 各 10 12(2) 

15 自家用電気工作物の実践施工技術 10 18(3) 

16 自動火災報知設備工事の施工管理技術 10 18(3) 

 

生産性向上人材育成支援センター 

生産性向上支援訓練の活用団体・企業等

の募集 


