
ポリテクセンター岡山

研修コースのご案内
－  令和５年６月 ～ ８月計画コース  －

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 岡山支部

岡山職業能力開発促進センター

（愛称：ポリテクセンター岡山）

訓練課事業主係

申込受付中コピーしてお使いください。

お申込み先・お問合せ先

企業の成長・発展には、競争力や経営資源を強化する「人材育成」は欠かせません。

ポリテクセンター岡山では、企業の生産現場で働く在職者の方が抱える課題解決のため、生産性の向上や業務の改善、

新たな製品の創造に必要な専門的知識及び技能・技術を習得する研修（能力開発セミナー）を実施しております。

研修コースの受講を希望するときは、裏面の「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸによりお申込みください。

各研修コースとも、申込締切は研修開始日の２週間前までです。またホームページより研修コース一覧が閲覧できます。

なお、申込受付は先着順で、定員に達し次第締め切らせていただきます。

ホームページ

はこちら↓

〒７００－０９５１ 岡山県岡山市北区田中５８０

TEL（086）246-2530（平日9:00～17:00）

次のコースについて、訓練内容と受講要件(ある場合のみ)を確認の上、申し込みます。
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でご記入ください。　　（例：切削加工の作業に約5年間従事）

FAX

申込

担当者

勤

務
先

所在地

(※受講票/請求書等を郵送させて頂きます。)

【申込担当者職氏名】

FAX

【所属部署】

【連絡先　TEL】

当機構の保有個人情報保護方針、利用目的

○独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構は、｢個人情報の保護に関する法律｣(平成15年法律第57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。

○ご記入いただいた個人情報は在職者訓練の受講に関する事務処理(連絡､修了証書の交付､修了台帳の整備)及び業務　統計、当機構の在職者訓練や

関連するセミナー･イベント等の案内に利用させていただきます。受講区分欄の｢会社｣を選択　されたときは、申込担当者様あてに送付いたします。

※2　受講区分の｢会社｣を選択された場合は、受講者が所属する会社の代表者の方(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。

（注1）受講の取消し、受講者の変更等もこの申込書をご利用ください。
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※研修受講を希望するときは、裏面の「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸによりお申込みください。 ※空き状況は、１０月４日現在です。
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4M501

収益性向上のための
　　　　　現場改善マネジメント

       定員：１０名

生産計画／生産管理の生産性の向上をめざして、効
率化、適正化、最適化（改善）、安全性向上に向けた
ものづくりと収益の関係について理解し実践的な実
習を通して、全体最適を考慮した収益性の高い製造
業の現場運営を行える能力を習得します。

【２日間コース】
6月 1日(木)
　 　 2日(金)
9:30～16:30

10,500円 4M127

設計者ＣＡＥを活用した構造解析
　　　　　　　　　＜線形解析編＞

       定員：１０名

高精度・軽量化する製品開発の生産性の向上をめざ
して、構造の効率化、適正化、最適化（改善）に向け
て、有限要素法の特徴を理解し、モデル化、境界条
件設定、メッシュ分割による解析実習などを通して、
構造設計における線形構造解析の活用、結果の評
価法等を習得します。

【２日間コース】
7月12日(水)
　   13日(木)
9:30～16:30

7,500円

4D107

シーケンス制御による
　　　　　　　電動機制御技術

       定員：１０名

シーケンス制御設計の生産性の向上をめざして、効
率化、適正化、安全性向上に向けた電動機制御実習
を通して、電動機制御の実務能力を習得します。

【２日間コース】
6月  1日(木)
　    2日(金)
9:30～16:30

8,000円 4D110
製造現場におけるLAN活用技術

       定員：１０名

通信システム設計の生産性の向上をめざして、効率
化、適正化、最適化（改善）に向けたＬＡＮのプロトコ
ルに関する知識やＬＡＮ機器の使用法を通じ、ＬＡＮ活
用に関する技能を習得します。

【２日間コース】
7月13日(木)
　   14日(金)
9:30～16:30

9,500円

4H101
在来木造住宅設計実践技術

       定員：１２名

住宅設計の新たな品質をめざして、構想とエスキス
実習を通して高付加価値化に向けた住宅に必要な設
計技術を習得します。

【３日間コース】
6月  3日(土)
　　10日(土)
     17日(土)
9：30～16：30

11,500円 4M114
三次元測定技術

       定員：　５名

測定作業の生産性の向上をめざして、効率化、最適
化（改善）に向けた測定実習を通して、測定結果の信
頼性を判断できる能力と、生産活動に見合った測定
品質（測定点数や測定位置など）の改善に関する技
能・技術を習得します。

【２日間コース】
7月20日(木)
　   21日(金)
9:30～16:30

7,500円

4D114
実践的ＰＬＣ制御技術

       定員：１０名

生産システム保全の現場力強化をめざして、技能高
度化、故障対応・予防に向けた生産システム保全に
関する総合実習を通して、PLCを用いた生産設備設
計の実務能力を習得します。

【２日間コース】
6月  6日(火)
 　    7日(水)
9:30～16:30

8,000円 4H103

実践建築設計２次元CAD技術
　

       定員：１２名

建築図面の生産性の向上をめざし、効率化、適正
化、最適化（改善）に向けた図面作成の実習を通し
て、建築図面に関する作成技術を習得します。

【３日間コース】
　7月25日（火）
  　　26日（水）
　　  27日（木）
9:30～16:30

9,000円

4M116

旋盤加工技術＜３つ爪編＞
　

       定員：１０名

汎用機械加工の生産性の向上をめざして、効率化、
最適化（改善）に向けた加工実習を通して、加工方法
の検討や段取り等、実践的な旋盤作業に関する技
能・技術を習得します。

【３日間コース】
　6月7日（水）
        8日（木）
        9日（金）
9:30～16:30

15,000円 4M306
TIG溶接技能クリニック

       定員：１０名

溶接加工の現場力強化及び技能継承をめざして、現
在の習熟度を確認し、技能高度化に向けたＴＩＧ溶接
作業の各種継手の溶接実習を通して、適正な溶接施
工に関する技能と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。

【２日間コース】
7月25日(火)
　   26日(水)
9:30～16:30

14,500円

4D109

組込み技術者のための
　　　　　　　　　プログラミング

       定員：１０名

組込みシステム開発・設計の生産性の向上をめざし
て、効率化に向けた組込みマイコンシステムの構成
や開発手法の実習を通して、システムの最適化のた
めの設計・開発技法を習得します。

【２日間コース】
6月13日(火)
　   14日(水)
9:30～16:30

10,000円 4M110
精密測定技術

       定員：１０名

測定作業の生産性向上をめざして、適正化に向けた
測定実習を通して、精密で信頼性の高い測定を行う
ための理論を学び、測定器の定期検査方法を含めた
正しい取り扱いと、測定方法、データ活用、誤差要因
とその対処に必要な技能・技術を習得します。

【２日間コース】
7月27日(木)
　   28日(金)
9:30～16:30

7,500円

4M505

５Ｓによるムダ取り・改善の進め
方

       定員：１５名

指導技法の現場力強化及び技能継承をめざして、技
能高度化、診断・予防保全に向けた生産現場で発生
する問題の分析・改善技法及び指導技法を習得しま
す。

【２日間コース】
6月14日(水)
 　  16日(金)
9:30～16:30

8,500円 4M102

実践機械製図
　

       定員：１０名

機械設計／機械製図の現場力強化及び技能継承を
めざして、技能高度化に向けた設計現場で求められ
る機械製図の組立図及び部品図に関する総合的か
つ実践的な知識、技能を実習を通して習得します。

【３日間コース】
　7月31日（月）
   8月 1日（火）
　    　2日（水）
9:30～16:30

15,000円

4M118

旋盤加工技術＜４つ爪編＞
　

       定員：１０名

汎用機械加工の生産性の向上をめざして、効率化、
最適化（改善）に向けた加工実習を通して、加工方法
の検討や段取り等、実践的な旋盤作業に関する技
能・技術を習得します。

【３日間コース】
　6月21日（水）
        22日（木）
        23日（金）

9:30～16:30

15,000円 ８月 4H105
実践建築設計３次元ＣＡＤ技術

       定員：１０名

建築設計の新たな品質の創造をめざして、高付加価
値化に向けた計画段階におけるエスキス実習・モデ
リングの作成を通して、３次元ＣＡＤを用いた意匠設
計に関する技術を習得します。

【３日間コース】
　8月19日（土）
        26日（土）
　9月　2日（土）

9:30～16:30

13,500円

4M120
フライス盤加工技術

       定員：５名

汎用機械加工の生産性の向上をめざして、効率化、
最適化（改善）に向けた加工実習を通して、加工方法
の検討や段取り等、実践的な旋盤作業に関する技
能・技術を習得します。

【３日間コース】
6月27日(火)
　  28日(水)
  　29日(木)
9:30～16:30

15,000円

７月 4M108

３次元ＣＡＤを活用した
　　　　　　　ソリッドモデリング技術

       定員：１０名

製品設計業務における生産性の向上をめざして、効
率化、最適化（改善）に向けたモデリング実習を通し
て、ソリッドモデル作成のポイントについて理解し、高
品質なＣＡＤデータ作成方法を習得します。

【２日間コース】
7月3日(月)
 　  4日(火)
9:30～16:30

10,000円

※当センターのホームページ上から、「研修コースガイド」(パンフレット)のＰＤＦファイルがダウンロードできます。

６月

７月

【 オーダーメイド研修のご案内 】

ポリテクセンター岡山では、事業主等皆様のご要望に応じ、研修内容や日程等について、相談しながら計画・

実施するオーダーメイド研修を承っております。

オーダーメイド研修のポイントは、

①研修会場は、原則としてポリテクセンター岡山となること。

②研修受講者は、５名以上見込めること。

③研修時間は、１２時間以上であること。

④研修経費（受講料）は、当機構が定める算定方式により算出されること。

オーダーメイド研修のご相談は、ポリテクセンター岡山 事業主係（０８６－２４６－２５３０）までお願いいたします。

ＮＥＷ

ＮＥＷ


