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2022年　 月 　日

〔事務処理欄〕2022-①

FAX　0561-48-2224
中小企業大学校瀬戸校　研修担当 行

企業住所

ふりがな

企業名

ふりがな
代表者名

代表者役職

代表電話（　　　　）　　　　　　－

資本金

主な取り扱い品

◇業種（○印をつけてください。）

◇研修情報の入手先
貴社では、この研修をどのように知りましたか。該当する番号に○印をつけてください。
１ ダイレクトメール ４ 県・市町村等 ７ 新聞・マスコミ・ＴＶ・ラジオ等
２ 研修ガイド ５ 商工会・商工会議所等 ８ ホームページ
３ 大学校受講者からの紹介 ６ 金融機関 ９ その他（　　　　　　　　　）

千円 従業員数 名 創業 西暦　　　   年　　　月

【事務連絡先】（必ずご記入ください。）

〒　　　－
〒　　　－

担当部課

担当者名

連絡先FAX（　　　　）　　　　　　－

E-mail

09 食料品 10 飲料・たばこ・飼料 11 繊　維 12 衣　服 13 木材・木製品　

14 家具・建具 15 パルプ・紙 16 印刷・出版 17 化　学 18 石油製品

19 プラスチック製品 20 ゴム製品 21 革製品 22 窯業・土石製品 23 鉄　鋼

24 非鉄製品 25 金属製品  26 一般機械器具 27 電器機械器具 28 情報通信機械器具

29 電子部品・デバイス 30 輸送用機械器具 31 精密機械器具 32 その他

受
講
者

コースNo.202　　コース名：第 29期 工場管理者養成コース
ふりがな

氏名 性別
（男　　・　　女）

所属部課 役職名

部下数　　　　　　　　　　　人

受講者の現在の具体的な業務内容をご記入ください。

初回の入寮について（該当するものに○印をつけてください。）　　１.当日から宿泊　　２.前日から宿泊　　３.宿泊しない

勤続年数　　　　　　　　　 　年 代表者・役員・管理者・管理者候補

年齢

歳

（役職を記載の上、該当区分に○印をつけてください。）

◇個人情報の保護について
個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、当機構内で実施する事業で使用いたします。
当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）への提供または開示はいたしません。
ただし、お客様の同意がある場合および、法令に基づき要請された場合については、当該個人情報を提供できるものといたします。

第29期 工場管理者養成コース 受講申込書 募集要項

連絡先住所 （住所は左記と異なる場合のみ記入ください。）

連絡先電話（　　　　）　　　　　　－

※資本金又は従業員のいずれかが上表の範囲内であれば、対象企業です。

製造部門の管理者

このような方にぴったりの研修コースです。
●企業が工場管理者として育てたい方
●将来、工場の責任者になられる方
●工場管理について総合的に学びたい方

対象企業

対　象　者

中小企業大学校 瀬戸校会　　　場

20名定　　　員

182,000円（税込） ※受講料は変更になる場合があります。受　講　料

申　込　先

研修会場の
ご　案　内

期　　　間

「受講申込書」に必要事項を記入のうえ、FAXにてお申込みください。
また、ホームページからのオンライン申込みも受け付けております。申 込 方 法

受 講 決 定

区分 業種

資　本　金
従 業 員 数

製　造　業
３億円以下
300人以下

受講していただくことが決定した場合には、「受講受入れの決定について」ほか関係書類を送付
します。
なお、応募者が多数の場合、より多くの企業に受講機会を得ていただくため、１企業あたりの
受入人数を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
また、応募者多数により、ご受講いただくことができない場合には、その旨をご連絡いたします。

製造業のうち、資本金又は従業員数のいずれかが
右表の範囲内であれば受講対象となります。
※ゴム製品製造業（自動車又は航空機タイヤ及びチューブ製造業並びに工
業用ベルト製造業を除く。）については、資本金3億円以下又は従業員
数900人以下となります。
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瀬戸校へのアクセス
■お車の場合
　愛岐道路を経由して、定光寺の信号から進入してください。
　　●東名高速道路 春日井I.C.から30分
　　　　　　　　　 守山スマートI.Cから20分
　　●中央自動車道 多治見I.C.から30分
　　●名古屋第二環状自動車道 松河戸I.C.から40分
　　●東海環状自動車道 せと品野I.C.から20分
　　※長野方面からお越しの際は、多治見I.C.をご利用ください。

駐車場は、100台収容可能です。
■公共交通機関の場合
　次の最寄の駅から、タクシー（約20分：約3,000円）を
　ご利用ください。
　　●JR中央線 高蔵寺駅
　　●名鉄瀬戸線 新瀬戸駅
　　●愛知環状鉄道 瀬戸市駅
　　※JR中央線定光寺駅は無人駅のためタクシー乗り場はありません。
　　　また、定光寺駅から瀬戸校までは約３km、徒歩約50分かかります。

第１回 2022年 5月 18日 （水）～ 5月 20日（金）
第２回 2022年 6月 15日 （水）～ 6月 17日（金）
第３回 2022年 7月 20日 （水）～ 7月 22日（金）
第４回 2022年 8月 17日 （水）～  8月 19日（金）
第５回 2022年 9月 14日 （水）～ 9月 16日（金）
第６回 2022年 10月 26日 （水）～ 10月 28日（金）

現場力・実践力を高め、
次代を勝ち抜く人づくり
現場力・実践力を高め、
次代を勝ち抜く人づくり
現場力・実践力を高め、
次代を勝ち抜く人づくり

独立行政法人中小企業基盤整備機構　中小企業大学校瀬戸校

中小企業大学校 瀬戸校

◇反社会勢力でないことの確約について◇
当社（当機関）は、暴力団等の反社会的な勢力に該当せず、今後においても反社会勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会勢力
に該当し、もしくは暴力的な要求行為等に該当する行為をしたことが判明した場合には研修の受講を中止されても異議申し立てを行いません。



　

①工場管理に必要な知識がバランス良く体系的に学べます。
②単に知識を得る（ワカル）だけではなく、それを使え（デキル）、さらに工場で使う（ヤル）までを実践的に学べます。
③ゼミナール方式による課題研究（個別指導）により、自社工場のあるべき姿とその実現法を描くことができます。
④受講者間のネットワーク構築や情報交換を図ることができ、工場管理者としての意識改革が図れます。
⑤研修期間は、毎月３日間×６ヶ月と参加しやすくなっています。

工場管理に必要とされる体系的な知識及び技法を習得し、
かつ経営環境の激しい変化に管理者としてどう対応すべきか、その職務と役割を学び、
自主的な行動ができる工場管理者の養成を図ります。

６ヶ月間の研修は、高度で専門的な知識が
実践的に習得できるように配慮しています。

①座学講義により、工場管理者に必要な知識を総合的、体系的に学びます。
②各種演習を通じて自社工場のチェックや課題解決の検討を行い、座学で学んだ知識を確実なものに
します。
③実践力を身につけるために、担当講師の助言を得ながら、各受講者が自社工場の改善（生産性向上、
不良率の低減、リードタイムの短縮、コスト削減等）に取り組む課題研究を行います。
④講師陣は、大学教授やコンサルタントなどの第一線で活躍されている方で構成しています。

研
修
内
容

課
題
研
究

●工場管理の考え方と
　生産システムの概要

●工場管理者の職務と役割　

●IE による生産性向上の進め方

●５Ｓの基本と生産性向上の
　ための活用の仕方

●現場改善机上演習
　IE、５Ｓ演習
　小集団活動演習

●原価管理の体系と原価把握
原価管理の考え方
原価構成と把握方法
損益分岐点のとらえ方

●コストダウンの考え方・進め方
コストダウン技法
コストダウン机上演習

●品質管理の考え方と進め方
品質管理の意義と目的
作業標準の考え方と進め方
全社的改善活動の進め方

●統計的品質管理の進め方
ＱＣデータの処理方法
ＱＣストーリー活用の方策

●生産計画の立て方
生産計画の種類、体系と策定手順
需要予測、手順計画（工程設計を含む）
工数計画、日程計画
●生産統制の進め方
各統制機能
資材及び外注の納期管理
リードタイム短縮の方策

●これからの工場管理
　～成果を活かすマネジメント～

●課題研究レポートのまとめ

●課題研究成果の発表と講評

☆１日の研修時間は６時間が基本となっています。　☆カリキュラムについては都合により一部変更することがありますのでご了承ください。

宿泊室70室（全個室）の他、浴室、談話室、洗濯室
などがあり、快適な研修生活を送っていただけます。陶 心 寮

寮　　費 １泊2,100円（朝食サービス）

食　　費

その他

1食　500円～ 680円

読書室やパソコンルームもございます。

研修方法 受講者の声

派遣元企業の声

瀬戸校の施設について

読書室

瀬戸校外観

ねらいと特長

カリキュラムの概要

課題研究１

課題研究の進め方

課題研究２

自社の改善課題の絞り込み

課題研究３

改善計画の検討・策定

課題研究４

改善案の試行

課題研究５

試行結果の検証と今後の検討

課題研究６

報告書のまとめ、成果発表会

課題研究

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

●受講者が直面している自社の課題について、自主研究をベースにグループ内での意見交換や講師の個別指導を得て、具体的かつ実践的に研究します。
●グループ編成は、ゼミナール形式により指導講師ごとに受講者５名前後とし、最終回の10月に研究成果の発表を行います。また、発表会には派遣元企業の方も見学いただくことができます。
※開講前に、自社の課題や改善方針等について記載いただく事前課題があります。詳しくは受講決定後にご案内いたします。

回
・
期
間
・
テ
ー
マ
・
ね
ら
い

生産システムの概要を理解し、
工場管理の考え方を学ぶととも
に、管理者としての役割や必要
な知識を習得します。

工場管理者の役割と
工場管理の基本Ⅰ

５Ｓなど目で見る管理の体系的な理解
と設備保全などへの活用の仕方を学ぶ
とともに、ＩＥと５Ｓの技法を応用した
現場改善のための演習を実施します。

工場管理の基本Ⅱ

利益を確保するための原価管理
のポイントと、コストダウンの
進め方を学びます。

原価意識の高揚と
コストダウンの進め方

顧客が満足し、不良ゼロを目指
す工場の「しくみ」を実現する
ための方法を学びます。

品質向上のための
しくみづくり

納期厳守をねらいとする工程管
理の実務とリードタイム短縮の
方策を生産形態の違いに留意し
ながら学びます。

納期が守れる
体質づくり

これまでに学んだ知識を活かし
つつ、課題研究の結果をまとめ、
さらなる自社工場の発展に役立
てます。

まとめと成果発表

６月15日水～ 17日金 ７月20日水～ 22日金 ８月17日水～ 19日金 ９月14日水～ 16日金 10月26日水～ 28日金５月18日水～ 20日金

受講者の皆様が有意義な研修生活をお過ごしいただけるよう、各種施設
をご用意しております。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部施設の利用を制限する
場合があります。予めご了承ください。

※寮費、食費は変更になることがあります。

（第28期生 受講者アンケートより）

（課題研究成果発表会 来賓アンケートより）

●これまで知らなかった品質管理の考え方や手法等を
学べたので、自社に取り入れていきます。
●今回学んだことを会社に持ち帰り、みんなで意見交
換したいと思います。管理者としてやるべき事が見
えた気がします。
●課題研究では、今までの自分とは違う考え方や見方
を講師や他の受講者から教わることができました。
●これからもPDCAをしっかり回して現場で実践してい
きます。半年間、本当にありがとうございました！ 

●過去に自分自身が受講し、とても良い研修であっ
たため、部下を派遣しました。部下の成長した姿
が見られて良かったです。
●日常業務で課題だと気づいていたことに、この研
修を通じて考えることができ、今後の改善活動の
きっかけになったと思います。
●同じような悩みを持つ受講者との交流により、視野
が広がったと思います。
●体系的にものづくりの原則を学ぶことができ、自
社の改善テーマに取り組むことで、より理解が深
まったと思います。
●デジタル化の要素を取り入れた改善成果発表もあり、今後に期待が持てると感じました。
●コロナ対策がしっかりできているので、安心して派遣することができました。
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