
40 

 

２-２ 制御技術科 
 
（１）アンケートで明らかになった課題に関連がある教科と今後の方向性 

 制御技術科では、機械分野を主体としながら電気・電子分野を融合した訓練を実施しており、機械分

野の専門能力及び電気・電子分野の専門能力について行ったアンケートの設問項目のそれぞれに対応し

た知識、技術・技能の多くをカリキュラムの中で扱っており、生産技術科や電子技術科と比較した場合、

同じ２年の訓練期間の中で機械及び電気・電子分野について基本を幅広く、また、科の独自性を出せる

よう各教科の時間配分には就職先職種を基準とした優先性に配慮したカリキュラム構成としている。 

 アンケートに示した知識、技術・技能と、制御技術科の各教科の関連性は別添の【資料４－２】のと

おりであり、現在、機械分野の知識については 38 項目中 35 項目を、技術・技能については 47 項目中

18 項目を、電気・電子分野の知識については 14 項目中 13 項目を、技術・技能については 16 項目中 11

項目をそれぞれ授業の中で取り扱っている。 

 これに対して、Ⅱ アンケートの分析結果 で整理した【資料２－１】及び【資料２－２】における

個々の知識、技術・技能に関する課題を統合して整理した結果を【資料５－２】に示す。 

 これらの結果を踏まえ、今後の制御技術科における訓練カリキュラムの今後の改善点を俯瞰すると、

次の対応が考えられる。 

 

○企業の中核人材として活躍するための強化ポイント 

（ア）機械分野 

強化すべき知識 現状と今後 

図面から製品形状や仕様等を把握する能力（読

図能力） 

現状 関連する教科：８教科、訓練時間：３０時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

作業工程の効率化を検討する能力 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：３時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

製品製造に係るコスト計算と改善を検討する能力 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：３時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

必要コストの改善を検討する能力 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：５時間 

今後 関連する訓練時間を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

機械製品に関する不具合を特定する能力 
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：２時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

製品の不具合に関する改善を検討する能力 
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：２時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

工作機械や生産設備の保守 
現状 関連する教科：なし 

今後 教科の中で新たに訓練として導入を推進 

 

（イ）電気・電子分野 

強化すべき知識 現状と今後 

報告書を作成する知識 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：６時間 

今後 訓練内容の充実を検討 

問題解析（故障解析等）における技能 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：１２時間 

今後 訓練内容の充実を検討 
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強化すべき技術・技能 現状と今後 

規格書（日本語）の読解技能 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：１２時間 

今後 訓練内容の充実を検討 

 

○企業の評価等を踏まえて学生の能力向上を図るべきポイント 

（ア）機械分野 

強化すべき知識 現状と今後 

各種金属材料に関する特性や加工法 
現状 関連する教科：８教科、訓練時間：３８時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

材料・構造力学に関する知識や計算能力 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：３１時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

切削加工における加工条件や加工手順を決定す

るための知識 

現状 関連する教科：６教科、訓練時間：１６時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

数値制御工作機械のプログラムに関する知識 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：３３時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

電気回路に関する知識や計算能力 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：１時間 

今後 
上記訓練時間は機械系教科での時間であり、制御技術科は電

気・電子系教科での対応が可能 

電子回路に関する知識や計算能力 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：１時間 

今後 
上記訓練時間は機械系教科での時間であり、制御技術科は電

気・電子系教科での対応が可能 

 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

組立図からの部品バラシと部品図作成作業 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：２０時間 

今後 訓練内容の拡大を推進 

 

（イ）電気・電子分野 

強化すべき知識 現状と今後 

半導体に関する知識 
現状 関連する教科：５教科、訓練時間：３０時間 

今後 訓練内容の充実を検討 

アナログ回路（小信号：ダイオード、トランジスタ、

小信号ＦＥＴ）に関する知識 

現状 関連する教科：２教科、訓練時間：４時間 

今後 訓練内容充実の方向性について検討 

 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

回路シミュレーションに関する技能 
現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１４時間 

今後 訓練内容の充実を検討 

はんだ付け作業 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：１２時間 

今後 訓練内容充実の方向性について検討 

アナログ（マルチメータ、オシロスコープ）計測技術 
現状 関連する教科：４教科、訓練時間：４０時間 

今後 訓練内容の充実を推進 
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 なお、企業から自由意見として記載があった機械分野に関する知識（12 件）、技術・技能（3 件）、１

０年後に重要な事項（6 件）、及び電気・電子分野に関する入社時に必要な知識（15 件）、技術・技能（3

件）及び１０年後に重要な事項（17 件）については、入社時の卒業生に対する評価が低い結果であった

が、多くの内容が上記の強化対策によってカバーできる範囲のものである。 

 

○訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討が必要な事項 

（ア）機械分野 

精査・検討が必要な知識 現状と今後 

非金属材料（プラスチック等の工業材料）に関する

特性や加工法 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：２４時間 

今後 卒業研究等の個別（選択）訓練での対応への転換を検討 

流体や熱力学に関する知識や計算能力 

現状 関連する教科：２教科、訓練時間：３時間 

今後 
取扱時間の合理化と強化を要する他訓練への振替可能時間を

検討する対象とする 

板金加工に関する知識 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

論理回路や機械の制御方法に関する知識 

現状 関連する教科：２教科、訓練時間：３時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してのＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容

の充実を推進 

シーケンス制御に関する知識 

現状 関連する教科：７教科、訓練時間：２７時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

フィードバック制御に関する知識 

現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１３時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

自動化システムの構築方法等の知識 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：１１時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

様々なデータを複合的に分析する能力 

現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１９時間 

今後 
取扱時間の合理化と強化を要する他訓練への振替可能時間を

検討する対象とする 

製造工程や作業工程全体を設計する能力 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：９時間 

今後 卒業研究等の個別（選択）訓練での対応への転換を検討 

 

精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

CAMを用いた工作機械加工データの作成作業 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

CAEを用いた構造解析 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

ターニングセンタ（複合加工が可能な NC旋盤）の

プログラミングと加工作業 

現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

NC旋盤作業のプログラミングと加工作業 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：２０時間 

今後 
取扱時間の合理化と強化を要する他訓練への振替可能時間を

検討する対象とする 
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精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

3軸制御マシニングセンタのプログラミングと加工

作業 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：２０時間 

今後 
取扱時間の合理化と強化を要する他訓練への振替可能時間を

検討する対象とする 

5軸制御マシニングセンタのプログラミングと加工

作業 

現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

ワイヤカット放電加工機のプログラミングと加工作

業 

現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

形彫放電加工機のプログラミングと加工作業 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

薄板の板金加工作業 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

粗さ測定器を用いた表面粗さの測定 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

３次元測定装置による部品等の詳細測定・分析 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

各種実験装置を用いた材料特性の検定 
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：１０時間 

今後 卒業研究等の個別（選択）訓練での対応への転換を検討 

マルチテスターやオシロスコープなどを使った電気

的測定 

現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

電気回路の配線・組み立て・調整作業 

現状 関連する教科：なし 

今後 
機械系教科としては対応していないが、制御技術科は電気・電

子系教科での対応が可能 

プログラマブルコントローラにおけるシーケンスプ

ログラムの作成作業 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：２２時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

シーケンス制御機器の組み立て・調整作業 

現状 関連する教科：６教科、訓練時間：４０時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

フィードバック制御機器の組み立て・調整作業 

現状 関連する教科：なし 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

CATを用いた検査・分析 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

デジタルモックアップによる試作作業 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

リバースエンジニアリング作業 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

レーザー加工機のプログラミングと加工作業 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

薄板の板金加工作業 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 
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精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

難削材の加工技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

超精密加工に対応できる作業技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

微細な製品の加工に対応できる作業技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

高速切削加工に対応できる作業技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

セル生産に対応した複合的で高度な作業技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

自動化システムの管理 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：１０時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

自動化システムの設計 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：１０時間 

今後 

アンケートでの必要性は高くなかったが、制御技術科の特色と

してＦＡシステム関連技術の能力向上を図るため、訓練内容の

充実を推進 

M２Mに対応した各種機器の制御や工程管理能

力 

現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面は検討を行わない 

 

（イ）電気・電子分野 

精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

プログラマブルコントローラのプログラミング 

現状 関連する教科：５教科、訓練時間：８６時間 

今後 
就職実績に基づき、選択授業等における訓練内容の充実を適

宜検討 

筐体製作技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 就職実績に基づき、訓練内容の充実を適宜検討 

高周波取扱いに関する技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面導入しない 

センサー取付（据付）に関する技能 
現状 関連する教科：５教科、訓練時間：４６時間 

今後 就職実績に基づき、訓練内容の充実を検討 

HDLに関する技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面導入しない 

規格書（英語）の読解技能 
現状 関連する教科：なし 

今後 就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面導入しない 

 
 

（２）資格取得支援について 

 機械分野及び電気・電子分野に関するアンケートを実施した企業から回答があった資格に関する情報

に対しては、現在の制御技術科での資格取得支援の状況を踏まえて今後について俯瞰すると、次のよう

な対応が考えられる。 
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○入社までに取得しておく必要がある資格について 

（ア）機械分野 

資  格 回答比率 現状と今後 

自動車運転免許 
１２．８％ 

（５社） 

現状 未対応 

今後 職業訓練の範囲外であり、本校での取得支援は困難 （※） 

旋盤検定 
２．６％ 

（１社） 

現状 希望者に対する選択授業で支援 （取得支援の訓練時間：６４時間） 

今後 特定１社からの回答であるが、学生の技能習得意欲の向上のため、現在の

支援を継続 

英語資格 
２．６％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 必要に応じた個人学習で対応できるため、校内訓練による支援は行わない 

（イ）電気・電子分野 

資  格 回答比率 現状と今後 

自動車運転免許 
１７．６％ 

（９社） 

現状 未対応 

今後 職業訓練の範囲外であり、本校での取得支援は困難 （※） 

電子機器組立 2級 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では必要性が低いため、当面検討は行わない 

第二種電気工事士 
２．０％ 

（１社） 

現状 希望者に対して支援 （取得支援の訓練時間： ８８ 時間 ） 

今後 特定１社の回答であるが、就職を踏まえると重要度が高いため、訓練内容

の充実を推進するとともに校内他科との連携等を推進 

電気工事施行管理技士 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面

導入しない 

はんだ付け作業 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面

導入しない 

電子理論 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 学科を補う軽度なレベルでの部分的な導入を検討 

電子部品組立 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 技能を補う軽度なレベルでの部分的な導入を検討 

 

○入社までに取得しておくことが望ましい資格について 

（ア）機械分野 

資  格 回答比率 現状と今後 

自動車運転免許 
１５．４％ 

（６社） 

現状 未対応 

今後 職業訓練の範囲外であり、本校での取得支援は困難 （※） 

玉掛け 
１５．４％ 

（６社） 

現状 未対応 

今後 希望者に対する校内での取得支援について検討 

フォークリフト 
１２．８％ 

（５社） 

現状 未対応 

今後 施設設備等の整備を要するため、当面、校内訓練での取得支援は困難 

ガス溶接 
１０．３％ 

（４社） 

現状 未対応 

今後 希望者に対する校内での取得支援について検討 

クレーン 
１０．３％ 

（４社） 

現状 未対応 

今後 施設設備等の整備を要するため、当面、校内訓練での取得支援は困難 

電気工事士 
１０．３％ 

（４社） 

現状 希望者に対して第ニ種取得を支援 （取得支援の訓練時間： ８８ 時間 ） 

今後 企業の回答から一定の必要性が認められ、制御技術科の就職実績を踏ま

えると重要な資格であるため、現状の取得支援を継続 
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資  格 回答比率 現状と今後 

アーク溶接 
７．７％ 

（３社） 

現状 学生全員を対象に授業で実施 （訓練時間：８８時間） 

今後 企業の回答から一定の必要性が認められるため、現状の取得支援を継続 

ＣＡＤ関係 
５．１％ 

（２社） 

現状 未対応 

今後 回答企業は少ないが就職を踏まえると必要性も認められる。一方、教科時

間数が少ないため、選択型の支援や生産技術科の支援との連携を検討 

旋盤検定 
５．１％ 

（２社） 

現状 希望者に対する選択授業で支援 （取得支援の訓練時間： ６４時間 ） 

今後 回答企業は少ないが、学生の技能習得意欲の向上のため、現状の取得支

援を継続 

ロボット関係 
５．１％ 

（２社） 

現状 学生全員を対象に産ロボ特別教育を授業で実施 （訓練時間：１６ 時間） 

今後 企業の回答から一定の必要性が認められるため、現状の取得支援を継続 

フライス盤検定 
２．６％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であるが、学生の技能習得意欲の向上のため、平成２９年

度は取得支援を実施 

電気（低圧）取り扱い 
２．６％ 

（１社） 

現状 学生全員を対象に授業で実施 （訓練時間：３２時間） 

今後 特定１社の回答であるが、現状では就職にあたっての必要性が認められる

ため、現状の取得支援を継続 

機械プラント製図 
２．６％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であるが、今後は学生の技能習得意欲の向上のため、生

産技術科の取得支援との連携も検討 

研削といし 
２．６％ 

（１社） 

現状 学生全員を対象に授業で実施 （訓練時間：３２時間） 

今後 特定１社の回答であったことから、希望者や就職先に応じた支援への転換

を検討 

危険物（乙４） 
２．６％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であるが、学生の就職の職域拡大を踏まえると必要性も認

められることから、今後、希望者に対する校内での受検対策について検討 

基本情報技術者 
２．６％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 情報技術科で対応しているが、科の授業時間内対応であり連携は困難 

足場 
２．６％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、機械分野との関連性が低いため当面対応しない 

酸欠 
２．６％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、機械分野との関連性が低いため当面対応しない 

 

（イ）電気・電子分野 

資  格 回答比率 現状と今後 

自動車運転免許 
１７．６％ 

（９社） 

現状 未対応 

今後 職業訓練の範囲外であり、本校での取得支援は困難 （※） 

（第二種）電気工事士 
１５．７％ 

（８社） 

現状 希望者に対して支援 （取得支援の訓練時間：８８時間 ） 

今後 現在の支援を継続（就職実績に基づく科のプライオリティは高い） 

ＩＴパスポート 
７．８％ 

（４社） 

現状 未対応 

今後 就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面導入しない 

電子機器組立２級 
５．９％ 

（３社） 

現状 未対応 

今後 電子技術科で対応しているが、制御技術科の訓練時間・内容を踏まえると

対応が困難であるため、当面検討は行わない 

電子機器組立１級 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定 1社の回答であり、制御技術科の訓練内容を踏まえると対応が困難で

あるため、当面検討は行わない 

第一種電気工事士 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 訓練内容の充実を推進（就職実績に基づく科のプライオリティは高い） 
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資  格 回答比率 現状と今後 

電気工事施工管理技士 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

電検三種 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

電気主任技術者 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

工事担任者二種程度 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

低圧電気取扱 
２．０％ 

（１社） 

現状 学生全員を対象に授業で実施 （訓練時間： ３２  時間） 

今後 特定１社の回答であるが、現状では就職にあたっての必要性が認められる

ため、現状の取得支援を継続 

危険物取扱者(乙４） 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であるが、学生の就職の職域拡大を踏まえると必要性も認

められることから、今後、希望者に対する校内での受検対策について検討 

シーケンス制御 ２級 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

電気製図 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

第一種陸上特殊無線技士 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

無線従事者 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

ボイラー技士 2級 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

消防設備士 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、現状では就職実績に基づくプライオリティが低いた

め、当面導入しない 

フォークリフト 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、施設設備等の整備を要するため、当面、校内訓練

での支援は困難 

玉掛けクレーン 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 機械系の調査結果を踏まえ、希望者に対する校内での取得支援について

検討 

デジタル技術検定３級 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面

導入しない 

ETEC（JiSA) 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面

導入しない 

ＣＣＮＡ 
２．０％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 特定１社の回答であり、就職実績に基づくプライオリティが低いため、当面

導入しない 
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（３）訓練の改善に向けた今後の取組み 

 企業や卒業生に対するアンケート結果について、現在の制御技術科の訓練と対比しながら分析し、課

題を抽出したが、これらの課題の解決に向けて今後次のとおり取り組んでいくこととする。 

 なお、平成２９年度については、訓練計画を既に概ね策定し、大幅な変更が困難であることから、移

行期として可能な範囲の見直しを行う。 

 

ア 平成２９年度に実施する訓練で見直しを行う内容 

見直しの目的 

（めざす効果） 

見直しを行う教科及び 

資格取得支援等 
主な見直しの内容 

効率化・コストを考えた、作

業・加工条件・加工工程につい

て考える力を向上させる。 

機械加工実習Ⅰ・Ⅱ 

機械工学実験Ⅰ 

機械加工実習Ⅲ 

機械組立作業実習 

○関連教科内で、切削条件や効率のよい加工工程などの

講義時間を増やすなど、実学一体的な訓練内容として調

整した授業を展開する。 

○機械組立の重要性が理解できる課題を実施する。 

図面からの製品形状や仕様等

を把握する能力、組立図から

部品へのバラシと部品図作成

作業の能力を向上させる。 

機械工学実験Ⅰ 

機械加工実習Ⅲ 

機械組立作業実習 

ＣＡＤ演習 

○課題の見直しや授業展開の工夫を行う。 

○平面図面と立体の関係把握ができるような課題を３

次元ＣＡＤなど利用して授業展開する。 

 

金属材料の特性や構造力学の

理解を高める。 

工業材料 

基礎工学実験 

材料力学 

○関連教科内で、座学と実験の関連性などを整理調整し

て、実学一体的な訓練内容として調整した授業を展開す

る。 

ＮＣプログラムに関する理解

を高める。 

数値制御 

数値制御実習 

○課題の見直しや授業展開の工夫を行う。 

○関連教科内で、座学と実験の関連性などを整理調整し

て、実学一体的な訓練内容として調整した授業を展開す

る。 

電気工事士の資格取得 選択授業（電気工事士試

験受験対策）及び第二種

電気工事士（資格） 

○特別講習（マイチャレンジセミナ）を実施する。 

○上位資格試験への挑戦を促すため、資格試験の紹介と

体験等の機会を持ち関心を持たせる。 

○取得支援のための環境（工具・器具・装置）を整備す

る。 

自動化システムの構築に関す

る技術の向上 

制御工学概論 

自動制御 

シーケンス制御実習Ⅰ・Ⅱ 

自動化システム実習 

○課題等の変更により訓練内容の充実を推進 

○実機を使用した実習の強化 

○シミュレーションを活用し複数の応用課題による実

習の実施 

組み込みシステム系の基盤技

術の取得 

組み込みプログラム実習

等の組み込みシステム系

教科 

○相撲ロボット競技会等の実施を通して目的意識の高

い実習課題の設定 

○モジュール化された実習装置を採用することにより

容易にプログラムングが可能で、且つアクチュエータ等

の動作が分かりやすい環境を構築する。 

 

 イ 平成２９年度に検討を行う内容 （平成３０年度以降の訓練で見直し） 

 

 

検討の目的 

（めざす効果） 

検討の主な内容 

（検討する教科の範囲や資格取得支援と検討の方向性） 

検討結果の 

反映予定時期 

企業で活用できる資格の取得

支援の拡大 

○｢ガス溶接｣や｢機械製図検定｣など、校内で実施が可能と考えら

れるものについて、希望者に対する校内実施の可能性を検討する。 

 

 

平成３０年度 

（※）自動車運転免許については、民間の自動車学校等を通じての取得が通常であり、公共職業訓練として実施 

   する必要性は現状低く、施設設備面での措置も困難である。 

   しかし、就職先企業によっては実務において即座に必要となるケースも想定されることから、今後学生の 

   就職希望企業の状況等を個別に確認するなど就職指導の際に留意していく。 
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検討の目的 

（めざす効果） 

検討の主な内容 

（検討する教科の範囲や資格取得支援と検討の方向性） 

検討結果の 

反映予定時期 

FA システム設計・構築技能の

醸成 

○訓練機器として使用している工作機械や現有の各種機器を活用

して、調整、整備、保守などについて学ぶ新たな訓練を検討す

る。 

○製品として実際に動く、エンジンや機械装置の分解・組立がで

きる機器を導入した訓練を検討する。 

 

○29年度の自動化システムに関する訓練の見直しに引き続き、シ

ステムの設計、製作、保守等の一連の作業を学生が問題解決しな

がらクリアしていく課題等の設定を検討する。 

平成３１年度 

（３０年度中

にカリキュラ

ムの移行調整

が必要） 

制御技術科における機械分野

の訓練を効率的・効果的に実

施する。 

○次の訓練について、学生の就職先に応じた選択型又は卒業研究

等個別指導への移行の可能性を検討し、時間の拡大が必要な訓練

に充当できる時間数の確保につなげる。 

 ･非金属材料の加工法の知識 ・工程設計に関する知識 

 ・材料特性に関する実験 ・研削といし特別教育 

平成３１年度 

（上記の新た

な訓練検討・導

入に合わせて

措置） 

○次の訓練について、合理化又は縮小可能な教科を洗い出し、時

間の拡大が必要な訓練に充当できる時間数の確保につなげる。 

 ･流体や熱力学に関する知識  ・データの複合的分析 

 ・ＮＣ旋盤のプログラミングと加工 

 ・マシニングセンタのプログラミングと加工  

制御技術科においての電子分

野の知識・技術・技能の向上 

○制御技術科としての独自性や、就職先職種を基準とした優先性

に配慮したカリキュラム構成と各教科の時間配分の中で、電子分

野の知識・技術・技能の充実について検討する。 

平成３１年度 

（３０年度中

にカリキュラ

ムの移行調整

が必要） 

 

 ウ 課題となっているが措置や検討を今回見送る事項 

課題となっている事項 措置・検討を見送る理由 

電気・電子分野における個々

の知識・技能・技術の習得 

○電気・電子分野では単純に電子技術科の半分の時間で効率的に訓練を展開する必

要がある。このため、教科毎に訓練内容の取捨選択が必要であり、これまでと同様

に過去の卒業生の就職先職種を基準として選定を行う。これにより訓練内容に時間

配分等のプライオリティを設定するため、不必要ではないが、プライオリティが低

い教科・内容については、導入を見送る必要があると考える。また、指導スタッフ

の体制、実習場、実習教材等の制約もある。今回検討を見送った事項はこれに該当

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




