
　近畿職業能力開発大学校はポリテクセンター関西と同じく厚生労働省が所管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構が設置運営する職業能力開発大学校で、学問を実践に結びつける「実学融合」を設立の基本理念とし、21世紀の
日本のモノづくりを担う中核的技術者を育成することを目的に設置された工科系の大学校です。当大学校では、モノづく
り人材育成に関するセミナーを実施しております。お申し込み・お問い合せ（実施会場・内容等）は近畿職業能力開発大
学校までお願いします。

●国道26号線中井町交差点で大阪方面からは左折、和歌山方面からは右折（岸和田牛滝山貝塚線バイパス）約７㎞先の稲葉町東交差点
で右折、稲葉町交差点を通り過ぎて約１㎞先の大学校看板で左折 
●国道26号線小松里町西交差点（近畿能開大校の方向を示す道路標識有り）で大阪方面からは左折、和歌山方面からは右折（岸和田牛
滝山貝塚線）約７㎞先の稲葉町交差点で右折、約１㎞先の大学校看板で左折 
●阪和自動車道岸和田和泉出口を出て標識の岸和田方面へ、岸和田和泉インター西交差点を左折、稲葉町東交差点で右折、１㎞先の大
学校看板で左折 
●国道１７０号線積川神社南交差点で大阪方面からは右折、和歌山方面からは左折（標識の阪和道方面）、約１㎞先の稲葉東交差点を
左折、１㎞先の大学校看板で左折

お申し込み・お問合せ先

公共交通機関で来校の場合

車で来校の場合

近畿職業能力開発大学校

設定コースのご案内
（愛称：近畿ポリテクカレッジ）

申込は
ポリテクカレッジへ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  近畿職業能力開発大学校  援助計画課
TEL 072－489－2114 　　FAX 072－479－1751

至天王寺

近畿能開大行◎
バス乗場

至和歌山
JR下松駅

◎近畿能開大行
　バス乗場

至難波  
南海岸和田駅

至和歌山

●南海本線岸和田駅下車→南海バス「道の駅愛彩
ランド」行き「職業能力開発大学校前」下車すぐ。
　所要時間30分

●ＪＲ阪和線下松駅下車→南海バス「道の駅愛彩
ランド」行き「職業能力開発大学校前」下車すぐ。
　所要時間20分

ららぽーと和泉
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滝山貝塚線）約７㎞先の稲葉町交差点で右折、約１㎞先の大学校看板で左折 
●阪和自動車道岸和田和泉出口を出て標識の岸和田方面へ、岸和田和泉インター西交差点を左折、稲葉町東交差点で右折、１㎞先の大
学校看板で左折 
●国道１７０号線積川神社南交差点で大阪方面からは右折、和歌山方面からは左折（標識の阪和道方面）、約１㎞先の稲葉東交差点を
左折、１㎞先の大学校看板で左折

お申し込み・お問合せ先

公共交通機関で来校の場合

車で来校の場合

近畿職業能力開発大学校

設定コースのご案内
（愛称：近畿ポリテクカレッジ）

申込は
ポリテクカレッジへ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  近畿職業能力開発大学校  援助計画課
TEL 072－489－2114 　　FAX 072－479－1751

至天王寺

近畿能開大行◎
バス乗場

至和歌山
JR下松駅

◎近畿能開大行
　バス乗場

至難波  
南海岸和田駅

至和歌山

●南海本線岸和田駅下車→南海バス「道の駅愛彩
ランド」行き「職業能力開発大学校前」下車すぐ。
　所要時間30分

●ＪＲ阪和線下松駅下車→南海バス「道の駅愛彩
ランド」行き「職業能力開発大学校前」下車すぐ。
　所要時間20分

ららぽーと和泉

精密測定技術
～“ものづくり”を支える測定技術～
訓練内容 定　員 10名
機械・精密測定/機械検査の生産性向上をめざして、長さ寸法測定の適正化に向けた測
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。

受講料 8,500円
コース番号 日　程
MD111 4/22,23［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓

マシニングセンタプログラミング技術
～基本から習得したい方に最適です～
訓練内容 定　員 10名
NC機械加工の生産性向上をめざして、工程の最適化（改善）に向けたプログラミング課
題実習と加工・検証実習を通じて、要求される条件を満足するためのプロクラム、工具
補正の設定法などマシニングセンタ作業に関する技術を習得します。

受講料 19,000円
コース番号 日　程

MB111 5/26,27,28,29［4日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓、作業服

機械設計のための総合力学
～機械に関する力学全般を学びたい方に最適です～
訓練内容 定　員 各15名
機械の設計や保全業務に不可欠な知識である、機械力学や材料強度設計、機械要素（ね
じ・軸・軸受・歯車）など、詳細設計に必要な力学全般の基礎知識を復習し、実用面で
のノウハウを紹介します。なおテキストとして、『JISにもとづく機械設計製図便覧』（オ
ーム社）を事前に購入してお持ち下さい。

※本コースは泉北地域貸会場を予定しております。お申込みの際は、援助計画課にお問
い合わせください。

受講料 15,000円
コース番号 日　程
MA111 6/1,2,3［3日間］
MA112 9/28,29,30［3日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓（四則電卓可）、テキスト

New  設計に活かす３次元CADソリッドモデリング技術
訓練内容 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「製品

（部品）機能＝フィーチャー」と捉えた開発・設計への３次元CAD活用方法、図面の活用
および設計検討などの検証方法を習得します。

受講料 17,500円
コース番号 日　程
MA121 6/8,9,10［3日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

実践機械製図
～JISに基づく機械製図を習得します～
訓練内容 定　員 各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、技能継承に向
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。

受講料 13,000円
コース番号 日　程
MA131 6/17,18,19［3日間］
MA132 9/30,10/1,2［3日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

板金製作を考慮した板金部品の設計技術
～サーボプレスブレーキを利用する設計者のための板金展開法～
訓練内容 定　員 各10名
多品種少量生産を行うことを目的にサーボプレスブレーキを利用するための板金展開
法を学びます。

受講料 11,000円
コース番号 日　程
MA141 6/18,19［2日間］
MA142 12/10,11［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

機械系コース
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マシニングセンタ加工技術
～段取り作業及び加工作業について基本から習得したい方に最適です～
訓練内容 定　員 10名
NC機械加工の生産性向上をめざして、効率化、最適化（改善）に向けたテーマを持った
加工課題実習を通じて、ツーリングや治具・取付具、各種工具等に関する知識と、加工
精度に影響する諸要因や各種加工のための段取り作業のポイント、より精度向上やサイ
クルタイム短縮等に役立つ技能・技術を習得します。

受講料 14,500円
コース番号 日　程

MB121 6/24,25,26［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓、作業服

精密形状測定技術
訓練内容 定　員 10名
機械・精密測定/機械検査の生産性向上をめざして、最適化に向けた測定実習を通して、
形状測定機器のシステム上の特徴とその精度を理解し、形状測定に必要な技能・技術を
習得します。

受講料 10,500円
コース番号 日　程
MD121 7/9,10［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓

旋盤加工技術
訓練内容 定　員 10名
汎用旋盤作業における各種加工及び工程（穴あけ、外径、内径）に関する知識と技能を習
得します。

受講料 12,000円
コース番号 日　程

MB131 8/3,4,5［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、作業帽
子、安全靴、保護メガネ

曲げ加工の理論と実際
～サーボプレスブレーキを利用する設計者のための板金展開法～
訓練内容 定　員 10名
板金加工の生産性の向上をめざして、効率化、最適化（改善）に向けた塑性学、曲げ加工
についての理論を理解し、曲げ加工の実験・検証を通してデータ収集・処理方法と材料
強度評価法を習得します。

受講料 13,500円
コース番号 日　程

MB141 8/3,4,5［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

２次元CADによる機械製図技術
～機械図面の作成方法とテンプレートなどの環境の構築を習得します～
訓練内容 定　員 10名
機械設計／機械製図の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）、安
全性向上に向けた構想段階から具体的加工の指示を出すための図面の作図を通して、
CADを使用する場合の環境の構築、効果的かつ効率的使用法及びデータ管理方法につ
いて習得します。

受講料 21,000円
コース番号 日　程
MA151 8/3,4,5,6［4日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

フライス盤加工技術
～業務でフライス盤を使用したい方に最適です～
訓練内容 定　員 7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。

受講料 19,000円
コース番号 日　程

MB151 8/4,5,6［3日間］
各日10：00～16：45

持参品
筆記用具、作業服、作
業帽子、安全靴、保護
メガネ、関数電卓（四則
電卓でも可）
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New  機械組立仕上げのテクニック
訓練内容 定　員 10名
仕上げ加工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機械装置の仕上
げ・組立・調整実習を通して、高精度で高能率な機械組立仕上げのテクニックを習得し、
後進に作業をさせる際の指導法に必要な技能・技術を習得します。

受講料 13,500円
コース番号 日　程

MB161 8/11,12,13［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、作
業帽子、安全靴

設計者CAEを活用した振動解析
～３次元CAD／CAEを使用した振動解析技術を習得します～
訓練内容 定　員 10名
製品設計の品質の適正化、最適化（改善）、安全性向上をめざして、振動解析の理論及び
実習を通じて、設計プロセス上で、固有値、応答解析の結果を用いた方向性の判断、仕
様に対する検証を行うための手法を習得します。

受講料 8,000円
コース番号 日　程
MA161 9/24,25［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

New  現場に密着した機械・生産設計の技術ノウハウ
訓練内容 定　員 15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、故障対応・予
防に向けた現場に密着した機械要素の設計事例を参考に、実践的な機械設計のノウハウ
を習得します。
なおテキストとして、『JISにもとづく機械設計製図便覧』（オーム社）を事前に購入して
お持ち下さい。

※本コースは泉北地域貸会場を予定しております。お申込みの際は、援助計画課にお問
い合わせください。

受講料 20,000円
コース番号 日　程
MA171 10/19,20,21,22［4日間］

各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓（四
則電卓でも可）、テキスト

New  設計に活かす３次元CADアセンブリ技術
訓練内容 定　員 10名
機械設計業務の生産性向上をめざして、製品開発時の効率化、最適化（改善）に向けた、
類似設計や新規開発時の効果的な検証ツールと「アセンブリ＝機能展開」と捉えた設計
手法や図面を活用した検証方法を習得します。

受講料 17,000円
コース番号 日　程
MA181 11/16,17,18［3日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

三次元測定技術
訓練内容 定　員 6名
機械・精密測定/機械検査の生産性向上をめざして、効率化、最適化（改善）に向けた測
定実習を通し、三次元測定機による測定結果のばらつきの要因を理解し、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。

受講料 18,500円
コース番号 日　程
MD131 8/19,20［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓

電気・制御系コース
実践的PLC制御技術
～三菱ＱシリーズⓇ～
訓練内容 定　員 6名
PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）制御における回路作成技術及びプログ
ラム保守に係る実務能力を実践的な総合課題を通して習得します。

受講料 18,000円
コース番号 日　程

SX111 8/3,4［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具
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有接点シーケンス制御の実践技術
訓練内容 定　員 10名
有接点シーケンス制御は、配電盤や制御盤にかかわる業務を行う上で欠くことのできな
い必須技術です。本コースでは、有接点シーケンス制御で用いられる制御機器の種類や
使用方法を習得するとともに、実習をとおして各種シーケンス制御回路を理解し、回路
の設計・配線技術を習得します。

受講料 16,000円
コース番号 日　程

SA111 8/4,5,6［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

電気保全と計測・制御技術
訓練内容 定　員 各10名
工場内において、これまで機械を操作していた方が急に保全や修理を任されるといった
ケースが多くみられます。機械を触るには機械の知識だけではなく電気に関する知識も
有していなければ誤った処理をする可能性があります。本セミナーでは、電気の知識を
どう保全に活かしていくかを説明し、故障対応・予防に向けた電気保全に関する技能・
技術を習得します。

受講料 11,500円
コース番号 日　程

SX121 8/5,6［2日間］
SX122 8/20,21［2日間］
SX123 2021/3/17,18［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

実習で学ぶパワーエレクトロニクス回路
訓練内容 定　員 10名
パワーエレクトロニクス回路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）、安全性向上に向けたインバータ設計実習を通して、パワーデバイス（半導体デ
バイス、コイル、コンデンサ等）の能力について理解し、デバイス選定及び目的にあっ
た最適な回路設計開発技術を習得します。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

SA121 8/5,6［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

実践的PLC制御技術
～三菱FX5UⓇ編／配線作業の理解が第一歩！～

訓練内容 定　員 10名
PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）制御における回路作成技術及びプログ
ラム保守に係る実務能力を実践的な総合課題を通して習得します。

受講料 10,500円
コース番号 日　程

SX131 8/6,7［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

PLC制御の回路技術
～三菱ＱシリーズⓇ～

訓練内容 定　員 6名
PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）を用いたFAモデルの演習を通して、
プログラム作成技術、実践課題実習、回路設計技術の実務能力を習得します（「実践的
PLC制御技術（SX111）」を受講された方を対象としたカリキュラムです）。

受講料 24,000円
コース番号 日　程

SA131 8/18,19,20［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  電気設計CADを活用した制御盤設計技術
訓練内容 定　員 10名
シーケンス（PLC）制御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）、
安全性向上に向けた制御盤設計実習を通して、制御盤組立てに必要なシーケンス制御回
路図作成及び制御盤設計・製作におけるノウハウを電気設計CADを活用して習得しま
す。

受講料 12,500円
コース番号 日　程

SA141 9/16,17［2日間］
各日9：00～17：15

持参品 筆記用具
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PLC制御の回路技術
～三菱FX5UⓇ編／プログラミング力を鍛えよう！～
訓練内容 定　員 10名
PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）を用いたFAモデルの演習を通して、
プログラム作成技術、実践課題実習、回路設計技術の実務能力を習得します（「実践的
PLC制御技術（SX131）」を受講された方を対象としたカリキュラムです）。

受講料 15,000円
コース番号 日　程

SA151 11/11,12,13［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

自家用電気工作物の高圧機器技術
訓練内容 定　員 10名
高圧受電設備の概要及び各種高圧機器、図記号を学び、単線結線図をもとに各構成機器
の動作を理解します。また、実習を通して定期検査実施項目である保守点検方法の基本
を習得します。

受講料 10,500円
コース番号 日　程

SX141 2021/3/18,19［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  高圧電気設備の保守点検技術
訓練内容 定　員 10名
電気設備保全／電力変換設備保全の現場力強化をめざして、故障対応・予防に向けた高
圧受電設備を使用した保守点検方法の実習を通して、高圧電気設備の工事・維持及び運
用実務を効率良く安全に行える技能・技術を習得します。

受講料 10,500円
コース番号 日　程

SX151 2021/3/22,23［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

電子・情報通信系コース
マイコン制御システム開発技術（組込みスクリプト言語編） 
～RaspberryPiⓇとPython®言語を用いたI/O制御～
訓練内容 定　員 10名
RaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でPython®言語によるマイコン制御シ
ステムの開発環境構築、I2C通信、PWM制御、I/O制御などのプログラミング技術を
習得します。

受講料 22,000円
コース番号 日　程

EA111 6/22,23,24［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

製造データの一元化管理技術
～データベースの基礎知識から管理・運用方法やSQLまで総合的に学びます～
訓練内容 定　員 10名
生産自動化設計の生産性の向上をめざして、効率化に向けたデータベースの論理構造設
計や物理構造設計の実習を通して、生産計画や製造指示、作業実績等のデータを一元化
管理するための技術を習得します。

受講料 10,000円
コース番号 日　程

EA121 6/16,17［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

組込み技術者のためのプログラミング 
～「実践組込み技術講座シリーズ」STEP１～
訓練内容 定　員 10名
実践的な組込みシステム用マイコンの基本的な仕組みを理解し、開発に必要となるＣ言
語プログラムの作成が行える技能・技術を導入します。

受講料 8,500円
コース番号 日　程

EA131 7/27,28［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具
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マイコン制御システム開発技術 
～「実践組込み技術講座シリーズ」STEP２～
訓練内容 定　員 10名
実践的な組込みシステム開発において必要となるＣ言語を用いて、マイコン内蔵機能モ
ジュールの取扱いや割込み処理をプログラムし、組込み技術の全体像を習得します。

受講料 11,500円
コース番号 日　程

EA141 7/29,30,31［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

組込みシステム開発におけるプログラミング実践
～実践組込み技術講座シリーズSTEP３～
訓練内容 定　員 10名
実践的な組込みシステムの開発において必要となるＣ言語による周辺装置制御方法、組
込みデバッグ技法等に関する技能・技術を習得します。

受講料 9,500円
コース番号 日　程

EA151 8/3,4［2日間］
各日9：50～17：35

持参品 筆記用具

高周波シミュレータによる高周波回路設計技術
～これから高周波回路技術を学びたい方に最適です～
訓練内容 定　員 10名
アナログ回路設計技術の向上をめざして、実習を通した分布定数回路やインピーダンス
マッチングを意識した回路シミュレーション技術及び設計技術を習得します。

受講料 8,000円
コース番号 日　程

EA161 8/3,4［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓

オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術（組込み中間言語編）
～RaspberryPi®と使用頻度の高いJava®言語の組合せ～
訓練内容 定　員 10名
RaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でJava®言語によるマイコン制御シス
テムの開発環境構築、GUI、I2C通信、PWM制御、割り込み制御などのプログラミン
グ技術を習得します。

受講料 18,000円
コース番号 日　程

EA171 8/5,6［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

USB機器開発技術
～組込み機器でUSBを活用する方法を習得します～
訓練内容 定　員 10名
マイコン制御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USBインターフェースとコントローラの動作原理を確認し、ファームウェアの設計・
作成実習を通して、各種周辺機器（USBデバイス）の開発・設計手法及びパソコンから
USBデバイスを制御するためアプリケーションの開発法を習得します。

受講料 18,500円
コース番号 日　程

EA181 8/5,6,7［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

Web-DBシステムを利用した生産支援システムの構築<PHP編＞
～Webアプリケーションシステムの実践的な構築法を学びます～
訓練内容 定　員 各10名
加工・生産情報支援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
性向上に向けた生産現場における様々な管理要素をデータベース化する実習を通して、
Webを活用した生産管理・工程管理システムの設計・構築に関する技術を習得します。

受講料 16,500円
コース番号 日　程

EA191 8/17,18,19［3日間］
EA192 2021/3/15,16,17［3日間］

各日9：00～16：45
持参品 筆記用具
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New  IoT機器を活用した組込みシステム開発技術（組込み中間言語編）
訓練内容 定　員 10名
IoT機器であるRaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でJava®言語による組
込みシステムの開発環境構築、GUI、ネットワーク通信、Webサーバ構築などのプロ
グラミング技術を習得します。

受講料 21,500円
コース番号 日　程

EA211 8/19,20,21［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

マイコンによるシリアル通信技法
～PIC®とパソコンの通信を実践～

訓練内容 定　員 10名
本コースでは、マイコンをこれから本格的に学ぼうとする方にも無理なく取り組んでい
ただけるように、マイコン制御の基礎から学習し、デバッグ時のテクニックなども学習
できるように実習を多く取り入れています。

受講料 8,000円
コース番号 日　程

EA221 8/20,21［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

センサ回路の設計技術
訓練内容 定　員 10名
アナログ回路設計の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けたセン
サの原理の理解と信号変換回路制作実習を通して、各種センサ回路システムの設計・製
作技術を習得します。

受講料 9,000円
コース番号 日　程

EA231 8/20,21［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  組込みマイコンを使用したAIによる画像認識技術 
　　　  ～RaspberryPi®を用いた画像認識～

訓練内容 定　員 10名
マイコン（RaspberryPi®）を使用して、Linux®OS上でAIでの画像認識を行うための環境
構築や実習を通して、技術を習得します。

受講料 8,500円
コース番号 日　程

EA241 9/17,18［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

マイコンによる簡易マルチタスク実装技法 
～PIC24F®でマルチタスク機能を実践～

訓練内容 定　員 10名
本コースでは、PIC24F®シリーズを使用した比較的コード規模が大きくステートマシ
ーン方式では複雑化してしまうようなコードに簡易的なマルチタスク機能を実装する
手法を学習します。また、マルチタスクとマルチスレッドの違いやメンテナンス性の良
いソフトウェアの記載方法なども学習します。

受講料 14,500円
コース番号 日　程

EA251 9/23,24,25［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

組込みデータベースシステム開発技術（組込み汎用データベース編）
～RaspberryPi®を用いたDBシステムの構築～

訓練内容 定　員 10名
RaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でPython®言語によるマイコン制御シ
ステムの開発環境構築、およびMariaDB®によるデータベースプログラミング技術を習
得します。

受講料 18,000円
コース番号 日　程

EA261 10/8,9［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具
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オペアンプ回路の設計・評価技術
～実習とシミュレーションによるオペアンプ回路の設計・評価～
訓練内容 定　員 10名
アナログ回路設計の生産性の向上をめざして、最適化（改善）に向けたシミュレーション
や計測結果による検証を通して、オペアンプ回路の設計技術とその評価技術を習得しま
す。

受講料 11,500円
コース番号 日　程

EA271 11/14,15［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  マイクロソルダリング技術
訓練内容 定　員 10名
デバイス・基板製造／実装組立の現場力強化及び技能継承をめざして、技能高度化、故
障対応・予防に向けたマイクロソルダリングの実習と評価を通して、高品質なはんだ付
けを行うための技術について習得します。

受講料 17,000円
コース番号 日　程

EB111 12/17,18［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

Webを活用した生産支援システム構築技術<ASP.NET編＞
～Webアプリケーション（イントラネット）による業務アプリケーション開発法を学びます～
訓練内容 定　員 10名
生産自動化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）に向けたデ
ータベース操作やプログラミング実習を通じて、Ｗｅｂを活用した生産支援システム構
築技術を習得します。

受講料 10,000円
コース番号 日　程

EA281 2021/1/13,14［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

静電対策と測定技術
訓練内容 定　員 10名
電気・電子測定/電気・電子部品検査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静電気測定実習を通して、静電気を測定する方法やそ
の発生の防止および対策法を実践的に習得します。

受講料 10,000円
コース番号 日　程

ED111 2021/1/21,22［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術 
～RaspberryPi®を用いたリアルタイムOSを習得～
訓練内容 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、最適化（改善）に向けた
各種システムコール（API）実習を通して、リアルタイムOS（RTOS）による組込みシステ
ムプログラミング技法を理解し、システムの最適化のための開発・設計手法を習得しま
す。

受講料 15,000円
コース番号 日　程

EA291 2021/3/11,12［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

建築系コース
実践建築設計２次元CAD技術
～業界問わずJw_cad®を使ってみたい方に最適～
訓練内容 定　員 各10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。

受講料 12,500円
コース番号 日　程

KA111 6/20,21［2日間］
KA112 8/1,2［2日間］
KA113 11/14,15［2日間］
KA114 2021/3/20,21［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具
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実践建築設計３次元CAD技術
訓練内容 定　員 各10名
建築設計の新たな品質の創造をめざして、計画段階におけるエスキス実習・モデリング
の作成を通して高付加価値化に向けた３次元CADを用いた意匠設計に関する技術を習
得します。

受講料 12,000円
コース番号 日　程

KA121 7/18,19［2日間］
KA122 8/8,9［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

木造住宅における許容応力度設計技術
訓練内容 定　員 10名
木質構造設計の生産性の向上をめざして、適正化、安全性向上に向けた構造設計段階に
おける許容応力度設計実習を通して、許容応力度計算における理論的な根拠・ポイント
の技術を習得します。

受講料 11,000円
コース番号 日　程

KA131 8/6,7［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓

BIMを用いた建築生産設計技術
～BIMにおける設計手法の基本技術を習得します～
訓練内容 定　員 10名
施工計画/施工管理の生産性の向上をめざして、効率化・最適化に向けた生産設計実習
を通して、生産計画・設計と生産管理に関する技術を習得します。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

KC111 8/18,19［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

地理情報システムの運用技術
～GISによる防災シミュレーション～
訓練内容 定　員 10名
建築情報支援の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けた地図を利
用した情報管理システム、いわゆる地理情報システム（GIS）の運用技術を習得します。

受講料 12,000円
コース番号 日　程

KA141 8/20,21［2日間］
各日9：15～17：30

持参品 筆記用具

住宅基礎の構造設計実践技術
訓練内容 定　員 10名
住宅基礎の構造設計における生産性の向上をめざし、効率化、適正化、最適化（改善）に
向けた基礎設計実習を通して、住宅建築における基礎の構造設計手法の実践的活用技術
を習得します。

受講料 11,000円
コース番号 日　程

KA151 2021/3/18,19［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓

管理系コース
製造現場におけるヒューマンエラー対策と実践的技法
～人的ミスの防止により安全確保と生産性向上を図る～
訓練内容 定　員 各12名
ヒューマンエラーの定義、種類、発生メカニズム、予防策を学ぶものです。受講生には
ヒューマンエラーの体験をしてもらいます。また、QC手法を用いた原因追求や予防策
をグループ演習とディスカッションで体得していただきます。ヒューマンエラー防止策
の事例とSHEL（シェル）モデルを紹介します。

受講料 10,500円
コース番号 日　程

PX111 4/22,23［2日間］
PX112 9/2,3［2日間］

各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット
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製造現場改善のIE活用技術
訓練内容 定　員 各12名
生産性の向上を目指して製造現場に潜む様々なムダの発見と改善方法を学ぶものです。
生産期間の短縮、稼働率の向上、サイクルタイムの短縮、段取り作業改善、レイアウト
改善等で使われるIE（アイ・イー）手法を講義と演習で体得していただきます。IE手法は、
製造現場の責任者だけでなく生産管理者にも要求されるものです。

受講料 10,500円
コース番号 日　程

PX121 5/12,13［2日間］
PX122 12/24,25［2日間］

各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット

製造現場で活用するコーチング手法
～現場作業者の能力とやる気を最大限に引き出す！コーチング術～
訓練内容 定　員 各15名
多様な指導技法の習得と指導力の向上をめざして、製造現場に最適化したコーチング手
法を用いた実践的課題演習を通して、指示命令によらない部下の指導方法や育成方法な
ど製造業に適したコーチング手法を習得し、部下の自発的行動を引き出すコミュニケー
ションスキルを身につけます。

受講料 15,000円
コース番号 日　程

PZ111 5/27,28［2日間］
PZ112 11/25,26［2日間］

各日9：00～16：45
持参品 筆記用具

５Ｓによるムダ取り・改善の進め方
～「５Ｓ改善」と「ムダ取り」で利益向上に結びつく改善ポイントを学びます～
訓練内容 定　員 各12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。

受講料 12,000円
コース番号 日　程

PZ121 6/2,3［2日間］
PZ122 2021/1/26,27［2日間］

各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット

標準原価管理とコスト低減活動
～コスト意識を持った製造現場を目指して～
訓練内容 定　員 各10名
原価管理／在庫管理の生産性の向上をめざして、原価管理における標準原価の設定、原
価差異分析を通して、コストダウンデータの提供及び具体的なコストダウン活動の立案
について習得します。

受講料 10,000円
コース番号 日　程

PX131 6/9,10［2日間］
PX132 11/17,18［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

在庫システムの管理精度維持と進め方
～改善マインドをもった人材の育成～
訓練内容 定　員 12名
生産管理システムを有効に運用するには、在庫管理精度を高水準に維持できることが必
須条件であることを理解し、業務分担と、その役割および責任を明らかにすることによ
り、課題提起と対策が講じられるシステム構築の進め方を習得します。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX141 6/16,17［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

実践生産性改善（ものづくり実践塾）
訓練内容 定　員 20名
工程管理／技術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
性向上に向けた多種少量、短納期といった市場の要望に低コストですばやく対応するた
め、生産現場の見えない問題を見える化する際の視点と考え方並びに全体最適を考慮に
入れた生産性の高いラインの構築方法について習得します。

※本コースは泉北地域貸会場を予定しております。お申込みの際は、援助計画課にお問
い合わせください。

受講料 17,000円
コース番号 日　程

PX151 6/23,24［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具
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製造現場における部下育成に必要な指導能力及び技法
訓練内容 定　員 各15名
指導力の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）、安全性向上に向けた部下の
指導方法や育成方法など製造業に適したリーダーシップ手法を実習を通して、生産・製
造現場において必要な指導能力及び技法を習得します。特にリーダーとしての主体性の
習得を目指します。

受講料 13,500円
コース番号 日　程

PZ131 6/24,25［2日間］
PZ132 12/9,10［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具

生産現場に活かす品質管理技法（QC7つ道具と統計的解釈）
～現場で使うQC7つ道具を表計算ソフトで作成～

訓練内容 定　員 10名
品質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
けた科学的管理手法として統計的手法を活用した品質管理の各種手法について習得し
ます。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX161 7/7,8［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

成功事例から学ぶ品質の維持と向上
訓練内容 定　員 15名
品質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
けた品質改善のための手法の理解を通じて、品質管理の重要性と有用性を習得します。

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PX171 7/9,10［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

製造現場の業務改善のための問題解決技法
訓練内容 定　員 15名
工程管理／技術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
性向上に向けた製造現場の諸問題の解決のための進め方・考え方について習得します。

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PX181 7/16,17［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

生産現場における現場改善技法
訓練内容 定　員 15名
工程管理／技術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
性向上に向けた生産現場に発生する問題点の分析や改善のための手法及び生産効率を
向上させるため現場改善（作業改善）の技法を習得します。

受講料 12,000円
コース番号 日　程

PX191 7/20,21［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓（四則電卓可）

生産現場のための実践作業標準
訓練内容 定　員 各10名
工場管理の現場力強化及び技能継承をめざして、作業の標準化手法を学びます。作業標
準の体系化を理解すると共に、作業標準を守る習慣や職場の規律を改善し、生産性向上
や品質の向上につながる、実践的な作業標準の作成方法や活用方法を習得します。

受講料 10,000円
コース番号 日　程

PX211 7/21,22［2日間］
PX212 2021/1/19,20［2日間］

各日10：00～16：45
持参品 筆記用具
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生産プロセス改善のための統計解析（検定・推定）
訓練内容 定　員 10名
品質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
けて因果が複雑に絡み合った現実問題に対して、統計解析による科学的な意思決定に役
立つデータ解析手法を習得します。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX221 7/28,29［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

生産プロセスシミュレーションによる問題発見と改善検証（自社の生産現場を見える化から改善検証）
訓練内容 定　員 10名
自社の生産性向上を目的とします。生産現場における生産性の向上とは“稼働率の向上”
と“利益の最大化”です。このことを実現するためには多角的な生産現場改善要素手法が
あります。これらの要素手法をIT活用により段階的に検証、その上で、自社の生産現場
を見える化しながら改善検証手法の能力を習得します。なお、現場従事者でない方には

“題材”を用意しております。

受講料 14,500円
コース番号 日　程

PX231 8/4,5［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

新QC7つ道具活用による製造現場における品質改善・品質保証
訓練内容 定　員 各12名
新QC7つ道具の使い方を学び、製造現場での品質改善と品質保証について検討します。
新QC7つ道具は、言語データを用いて問題の解決を図っていく手法です。定性的問題（再
発防止策が困難な不良）に向いています。演習を中心に行いますが、自社の問題点につ
いても検討していただきます。

受講料 10,500円
コース番号 日　程

PX241 8/4,5［2日間］
PX242 2021/2/16,17［2日間］

各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット

New  製造業における実践的生産管理
訓練内容 定　員 12名
中堅・中小の生産管理の実態を省みるとともに、生産管理の原理・原則について学び、
その内容について、具体的な事例を挙げながら、生産管理業務の再構築やシステム構築
についてのポイントを習得します。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX251 8/27,28［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

技能伝承のための部下・後輩指導育成
～技術・技能伝承を先送りしない！技能伝承の課題を解決～
訓練内容 定　員 10名
指導技法の現場力強化及び技能継承をめざして、技能高度化に向けた生産現場の現場改
善における多種多様な技術及び後輩育成のための指導技法を習得します。

受講料 10,000円
コース番号 日　程

PZ141 9/8,9［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  生産システムのキャッシュフローによる採算性評価
訓練内容 定　員 20名
生産から販売に至る全社的視点で生産計画／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生産システムの採算性の事例演習を通
して、企業の改善及び収益改善活動を評価する方法について習得します。

※本コースは泉北地域貸会場を予定しております。お申込みの際は、援助計画課にお問
い合わせください。

受講料 25,000円
コース番号 日　程

PX261 10/6,7,8［3日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具（鉛筆またはシャーペン、消
しゴム、電卓、長定規（30cm程度））
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実践生産性改善
訓練内容 定　員 12名
生産性と安全性の向上を図るための考え方、改善方法、評価方法を学ぶものです。模擬
ラインによるリードタイム、工数削減、省人化、レイアウト改善方法を改善プログラム
に基づいて体得していただきます。改善の評価方法についても説明します。ビデオ撮影
による作業改善方法もご案内します。

受講料 10,500円
コース番号 日　程

PX281 10/13,14［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット

なぜなぜ分析による真の要因追求と現場改善
訓練内容 定　員 15名
工程管理／技術管理の生産性の向上をめざして、三現主義などによる現場の見かた、な
らびに、現場の効率化、適正化、最適化（改善）、安全性向上に向けて問題の真の要因を
原理・原則に基き、なぜなぜ分析手法により追求していく現場改善を実践する手法を習
得します。また、現場の問題発生を予防するために、ポカミスの原因追求についても理
解を深めていきます。

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PX291 10/20,21［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  営業活動と連動した戦略的生産管理
訓練内容 定　員 12名
営業活動で入手した案件情報や受注予測情報は、生産管理業務の基本計画になる生産計
画や在庫計画策定に欠かすことができない情報です。本コースでは、営業・製造・技術
部門にとって共有する情報であることを理解し、昨今の市場要求（高品質・低価格・短
納期・小ロット）に対して迅速に対応する生産管理体制の必要性を習得します。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX311 10/27,28［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  コスト低減のための原価管理とシステム構築技術
訓練内容 定　員 12名
原価を把握するには、基幹業務システムの構築が前提になることを理解し、そのシステ
ム構築についての考え方やポイントについて習得します。また、コスト低減とは、業務
改善、現場改善活動を実践することを意味しており、その業務改善・現場改善の進め方
について習得します。

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX321 12/22,23［2日間］
各日10：00～16：45

持参品 筆記用具
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高度ポリテクセンター事業課まで、お気軽にお問い合わせください。
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２　TEL：043－296－2582
http://www.apc.jeed.or.jp/

電気設備
自動制御
電子回路

パワーエレクトロニクス
画像・信号処理
組込み・ＩＣＴ
通信システム

機械設計
自動化
環境・安全
現場運営・改善

機械加工
塑性加工・金型
射出成形・金型
接合加工

測定・検査・計測
材料・表面
機械保全

■公差設計技術   　 ■機械の安全設計のポイント　 ■見て触って理解する金型技術
■５軸制御マシニングセンタ加工技術　■生産現場の機械保全技術　　■自動制御の理論と実際
■センサを活用したＩｏＴアプリケーション開発技術
■マシンビジョン画像処理システムのためのライティング技術

詳しくは、ホームページ又は当センターのコースガイドをご覧ください18の技術分野

年間、約700コースの豊富なカリキュラム！
経験豊富な講師陣による実践的な研修内容！
全国から約8,300人／年のお客様がご利用！

さらにワンランク上の
スキルアップを目指して！
さらにワンランク上の
スキルアップを目指して！

高度ポリテク

人気コースの一例
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高度ポリテクセンター事業課まで、お気軽にお問い合わせください。
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２　TEL：043－296－2582
http://www.apc.jeed.or.jp/

電気設備
自動制御
電子回路

パワーエレクトロニクス
画像・信号処理
組込み・ＩＣＴ
通信システム

機械設計
自動化
環境・安全
現場運営・改善

機械加工
塑性加工・金型
射出成形・金型
接合加工

測定・検査・計測
材料・表面
機械保全

■公差設計技術   　 ■機械の安全設計のポイント　 ■見て触って理解する金型技術
■５軸制御マシニングセンタ加工技術　■生産現場の機械保全技術　　■自動制御の理論と実際
■センサを活用したＩｏＴアプリケーション開発技術
■マシンビジョン画像処理システムのためのライティング技術

詳しくは、ホームページ又は当センターのコースガイドをご覧ください18の技術分野

年間、約700コースの豊富なカリキュラム！
経験豊富な講師陣による実践的な研修内容！
全国から約8,300人／年のお客様がご利用！

さらにワンランク上の
スキルアップを目指して！
さらにワンランク上の
スキルアップを目指して！

高度ポリテク

人気コースの一例

107


	1-23
	024-085
	086-112



