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※記載方法は別シート「飯田産業技術大学（R3案）」参照のこと 公益財団法人  南信州・飯田産業センター
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共1 220101 01 測定基礎講座（第１回） 初級 実習 測定の基礎知識の習得 4月13~14日 2日間 12 時間 6人 9:30～16:30 櫻井テクニカルアシスト　代表　櫻井　賢治 飯田技術専門校

共1 220101 01 測定基礎講座（第２回） 初級 実習 測定の基礎知識の習得（内容は第１回と同じです。） 4月15・18日 2日間 12 時間 6人 9:30～16:30 櫻井テクニカルアシスト　代表　櫻井　賢治 飯田技術専門校

共1 220101 01 測定基礎講座（第３回） 初級 実習 測定の基礎知識の習得（内容は第１回と同じです。） 4月19~20日 2日間 12 時間 6人 9:30～16:30 櫻井テクニカルアシスト　代表　櫻井　賢治 飯田技術専門校

共1 220102 02 3次元CAD「SOLIDWORKS2014」入門講座 初級 実習 3次元CAD「SOLIDWORKS2014」を試してみたい方を対象とした入門講座 5月19日 1日間 6 時間 10人 9:30～16:30 株式会社　プラーナー 飯田技術専門校

共1 220103 03 3次元CAD「SOLIDWORKS2014」基礎講座 初級 実習 3次元CAD「SOLIDWORKS2014」の基本操作を学ぶ 6月2~3，9~10日 4日間 24 時間 10人 9:30～16:30 株式会社　プラーナー 飯田技術専門校

共1 220104 04 3次元CAD「SOLIDWORKS2014」応用講座 中級～上級 実習
SOLIDWORKSをお使いの方で、設備や治具の設計をしたい方、マルチボディ機能の活
用など

9月8~9，15~16日 4日間 24 時間 10人 9:30～16:30 株式会社　プラーナー 飯田技術専門校

共1 220105 05 技能検定機械検査（測定）対策講座　第１回 中級～上級 実習 技能検定機械検査（測定）受検対策講座 9月21~22日 2日間 12 時間 6人 9:30～16:30 櫻井テクニカルアシスト　代表　櫻井　賢治 飯田技術専門校

共1 220105 05 技能検定機械検査（測定）対策講座　第２回 中級～上級 実習 技能検定機械検査（測定）受検対策講座 9月26~27日 2日間 12 時間 6人 9:30～16:30 櫻井テクニカルアシスト　代表　櫻井　賢治 飯田技術専門校

単 220106 06 最新加工技術セミナー 初級～中級 講座 シール面仕上げ加工の自動化、安定切削領域解析システム等の紹介 4月12日 1日間 2 時間 20人 13:30～15:00 株式会社牧野フライス製作所 オンライン（ZOOM）

共2 220107 07 航空機部品製造 生産技術人材育成 「機械切削加工技術研修」 初級～中級 講座 切削加工理論、工具材料、切削品質の因子、実際の難削材加工現象観察と条件設定 6月頃 0.5日間 3.5 時間 15人 13:30～17:00 未定 S-BIRD

共2 220108 08 JIS Q 9100 (A-QMS)規格要求事項解説セミナー 初級～中級 講座 規格要求事項のポイント解説 6月頃 1日間 7 時間 20人 未定 未定 S-BIRD

共2 220109 09 JIS Q 9100 内部監査員養成 中級 講義・実習 規格要求事項と監査手法の講義、模擬監査・適合性評価の訓練 7月頃 2日間 14 時間 20人 9:00～17:00 未定 S-BIRD

共2 220110 10 品質保証まるわかりセミナー 初級～中級 講義・実習 顧客仕様書の理解、品質計画書・工程表および作業手順書等の文書作成訓練 9月頃 2日間 14 時間 20人 9:00～17:00 未定 S-BIRD

共2 220111 11 特殊工程技術研修（表面処理） 初級～中級 講座 表面処理の理論、準拠スペック（MIL,AMS,ASTM）の解説、発注時の技術的条件設定 8月頃 0.5日間 3 時間 15人 13:30～16:30 未定 講師企業
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単 220201 12 食品試作に関する研修／エス・バード紹介（１回目） 初級～上級 講座 新しく整備した食品試作室に関する活用セミナーを開催します。 未定 1日間 2 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

単 220202 13 食品試作に関する研修／エス・バード紹介（２回目） 中級～上級 講座 新しく整備した食品試作室に関する活用セミナーを開催します。 未定 1日間 2 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

単 220203 14 食品の安全・衛生に関する講座 初級～上級 講座 食品の製造現場の基礎となる食中毒、殺菌、水分活性（AW）について講演を行います。 5月頃 1日間 2 時間 未定 未定 未定（飯田保健所予定） S-BIRD

単 220204 15 栄養学の基礎を学ぼう 初級～中級 講座
食品の栄養学に関する基礎を学び、南信州地域に健康に寄与する可能性のある成分
が含まれる食材が多いことも判明してきているところも学びます。

6月頃 1日間 2 時間 未定 13:30～15:00
飯田女子短期大学 家政学科
   　教授 友竹 浩之 氏

S-BIRD

単 220205 16 マーケティングと商品開発講座 中級～上級 講座 食品開発に資するコンシューマー・マーケティングについて、講演します。 2月～3月 1日間 2 時間 未定 未定 信大　前澤コーディネーター S-BIRD

単 220206 17 官能検査に関する講座 初級～上級 講座 商品開発や品質保証に資する官能検査に関して実践的な講座を開催します。 未定 1日間 2 時間 未定 未定 未定（味香り戦略研究所予定） S-BIRD

単 220207 18 食品表示再確認講座 初級～中級 講座
食品衛生法が改定になりましたが、まだまだある誤表示についてわかりやすく解説しま
す。

未定 1日間 2 時間 未定 未定 未定（株式会社マックス予定） S-BIRD
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単 220301 19 品質管理入門 初級 講座 新卒者、新入社員対象 5月下旬 1日間 6 時間 20人 9:30～16:30 講師未定 S-BIRD

単 220302 20 品質管理初級 初級 講座 QC的ものの見方・考え方、改善の進め方と検査 6月下旬 3日間 12 時間 20人 13:30～17:30 講師未定 S-BIRD

単 220303 21 品質管理中級 中級 講座 ３級受検レベル程度 10月中旬 4日間 16 時間 20人 13:00～17:00 講師未定 S-BIRD

単 220304 22 ISO9001内部監査員養成 初級～中級 講座 規格要求事項と適切な監査手法の習得 9月中旬 2日間 14 時間 20人 9:00～17:00 講師未定 S-BIRD

単 220305 23 ISO14001内部監査員養成 初級～中級 講座 必要な知識、監査技法を総合的に習得 10月中旬 2日間 14 時間 20人 9:00～17:00 講師未定 S-BIRD

単 220306 24 色彩に関する基礎講座 初級～中級 講座
色彩学にふれ、「色の力」に気づき、それぞれの色がもつイメージや、２色以上の色を組
み合わせる配色について知っていただく

未定 1日間 2 時間 20人 未定 飯田女子短期大学 へ講師依頼を検討 S-BIRD
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共4 220401 25 省エネセミナー 中級～上級 講座
ゼロカーボンに向けた省エネの取組みから環境省の最新の補助事業の活用まで中小企
業の経営に役立つ省エネ戦略を学ぶ

5月 1日間 未定 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

共4 220402 26 環境法令セミナー 中級～上級 講座
「難しい、わかりにくい」という印象の環境法令について、最新の改正情報や複雑な環境
関連法の重要ポイントを学ぶ

6月 1日間 未定 時間 未定 未定 未定 飯田市役所 or S-BIRD

共4 220403 27 ESG金融セミナー 中級～上級 講座
ESG金融とは何か、地域社会・地域経済への効果は。SDGsとESG金融からみる持続可
能な地域像について学びます。

8月 1日間 未定 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

共3 220404 28 経営管理者養成講座 中級～上級 講座
組織を支え中核となる管理者に高い意欲をもって能力向上に努め企業の成長発展へ繋
げる自身の行動計画を作成していきます。

7月28~29日 2日間 13 時間 15人 9:30～18:00
溝井＆ﾊﾟｰﾄﾅｰ経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事務所
         代表　溝井　伸彰　氏

S-BIRD

共3 220405 29 ビジネスに活かすデータ分析・活用の勘所 中級～上級 講座
データ活用の重要性やデータを見る視点を学び、企業経営や職場の問題解決における
データ活用の考え方・取り組み方を身につけます。

8月25~26日 2日間 12 時間 15人 9:30～17:00 中小企業診断士　服部　繁一　氏 S-BIRD

共4 220406 30 新社会人育成研修 初級 講座・実習
地元企業に就職する高校3年生に、仕事への向き合い方やビジネスマナーを習得して頂
き、不安や心配を解消させます。

2月 4日間 未定 時間 40人 未定 未定 S-BIRD

共4 220407 31 新社会人フォローアップ研修 初級 講座・実習
新入社員の入社後半年～1年目を経ての現状を振り返り、新たな目標への手がかりを見
出します。

11月～1月 2日間 12 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

単 220408 32 人材教育の必要性と方法 中級～上級 講座 企業経営経験者の人材育成方法の事例紹介 未定 1日間 2 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

単 220409 33 ＤＸ推進セミナー「地域の産業人育成講座」 中級～上級 講座 地域の産業人に対してDXの背景や必要性・重要性を啓発するDX推進セミナー 未定 未定 未定 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

単 220410 34 ＤＸ推進セミナー「情報技術講座」 中級～上級 講座 ＩＴパスポート及び基本情報技術者に相当するICT知識を学習する情報技術講座 未定 未定 未定 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

単 220411 35 ＤＸ推進セミナー「システム開発基礎講座」 中級～上級 講座 プログラミング言語又はノーコード若しくはローコードによるシステム開発基礎講座 未定 未定 未定 時間 未定 未定 未定 S-BIRD

　 　 時間

単 210501 36 信州大学飯田コース「電気機器関連制御技術」 中級 講座
電気機器関連の製造分野での制御技術革新を中心とした次世代の産業分野を担う人
材を創出します。

4月～R3年3月
    （毎週土曜日）

20日間 60 時間 5人 9:00～12:00 信州大学工学部 特任教授　脇若　弘之　氏 S-BIRD

時間

区分： 共1：（公財）南信州・飯田産業センター、飯田技術専門校　共催講座

共2：（公財）南信州・飯田産業センター、（公財）長野県産業振興機構　共催講座

共3：（公財）南信州・飯田産業センター、中小企業大学校　共催講座

共4：（公財）南信州・飯田産業センター、飯田市　共催講座

単：（公財）南信州・飯田産業センター　単独　飯田産業技術大学講座
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