
ものづくり人材の
育成を支援しています
ものづくり人材の
育成を支援しています
●国内外の技術動向に即応して研究開発を進められる企業内技術者の育成
●ものづくり分野における技術の高度化に対応できる高度専門人材の育成
●国内外の技術動向に即応して研究開発を進められる企業内技術者の育成
●ものづくり分野における技術の高度化に対応できる高度専門人材の育成

人材育成事業の内容

※研修時期・日程は、担当研究員が個別に打ち合わせの上決定します。

※ 詳細は決まり次第ホームページ等でご案内します。

〒689－1112　鳥取市若葉台南７丁目１－１
TEL 0857-38-6200   FAX 0857-38-6210
　　 http://www.tiit.or.jp/

　「ものづくり人材育成塾（鳥取、米子、境港の３研究所で実施）」は、県内企業の皆様が抱える技術
的課題の解決を通じて技術力向上を図るオーダーメイド型の人材育成コースです。
　「ものづくり人材育成塾（鳥取、米子、境港の３研究所で実施）」は、県内企業の皆様が抱える技術
的課題の解決を通じて技術力向上を図るオーダーメイド型の人材育成コースです。

次の４コースを設定しております。詳細は裏面をご覧ください。

研 究 手 法
習 得 コ ー ス

取組む課題に応じて
月単位で設定

１日間～３日間
( 内容により異なります )

１ヶ月間～２ヶ月間
( 内容により異なります )

参加者が必要とする研究手法等を担当研究員の個別指導に
より学ぶことができます。

機器分析手法
研 修 コ ー ス

２日間程度当センターが保有する開放機器の操作方法等を学ぶことが
できます。（対象機器の概要についてはセンターホームページをご覧ください）

試 験・分 析 手
法研修コース 金属定量分析等の手法について学ぶことができます。

清 酒 製 造
研 修 コ ー ス

商品開発のための試作を通して清酒等製造技術を学ぶこと
ができます。

コ　ー　ス 研修期間内　　　　容

組込みⅠoT製品開発促進事業 （鳥取施設で実施）
　組込みハードウェア技術、ソフトウェア技術を利用したⅠoT の利活用について、県内ものづくり
企業が新たに商品開発を行える人材の育成を図り、県内企業の技術蓄積と新たな市場参入の促進、さ
らには地域産業の活性化に寄与します。

　高い精度の加工技術が要求される自動車、航空機、医療関連産業等の基盤技術である金属加工業等
において、ものづくり技術の高度化かつ短納期化に対応できる次世代技術者の育成を図り、県内機械
加工技術等のポテンシャルの向上、さらには地域産業の活性化に寄与します。

　新商品開発や既存商品の競争力強化を行う際に、製品コンセプトの「構想力」と、製品を実際に企画・
生産・販売するための「調整力」とを密接に連携させて、一連の商品開発プロセスを実施することが
できる人材を養成します。

次世代ものづくり人材育成事業 （米子施設で実施）

デザイン力強化人材養成事業 （県内で実施）

（当センターが実施しているその他の人材育成事業）

HP

鳥取県産業技術センターは

2

3
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　商品開発支援棟（商品開発支援ゾーン、食品品質評価支援ゾーン）及び高機能開発支援棟（健康・
美容商品開発支援ゾーン）の機器を活用しながら、食品開発ならびに品質管理人材を育成します。

食品開発・品質技術人材育成事業 （境港施設で実施）4

現場即応型の開発人材の育成

高度な技術を持つものづくり人材の育成



No. 研究手法習得コース  受け入れ分野 担　当　科（電話番号） 実施場所 参加費／名

R-1 電子部品の信頼性技術
電子システム科 （0857-38-6206）

鳥取

1 ヵ月 
2,000 円

R-2 ハードウェア / ソフトウェア制御技術
R-3 電気・電子製品の材料利用技術
R-4 紙製品の製造技術及び製品性能評価技術

有機材料科 （0857-38-6207）
R-5 プラスチック成形加工に関する研究
R-6 機能性材料に関する研究　　
R-7 バイオマス変換技術に関する研究
R-8 酒類製造技術

発酵生産科 （0857-38-6209）
R-9 微生物応用技術

R-10 商品開発に係るデザイン / 設計技術
産業デザイン科 （0857-38-6208）

R-11 木製品等の製造技術及び性能評価技術
R-12 機械加工技術 機械システム科 （0859-37-1811）

米子

R-13 計測技術 計測制御科 （0859-37-1811）
R-14 生産システム化技術

機械システム科・計測制御科
R-15 ３次元ソフトを利用した評価技術
R-16 金属材料の表面処理技術

無機材料科 （0859-37-1811）
R-17 金属材料の成形加工技術
R-18 環境リサイクル技術
R-19 その他無機材料等の利用技術
R-20 食品衛生管理技術

食品開発科 （0859-44-6121）

境港

R-21 食品加工技術
R-22 農産物等の食品素材化及び応用技術 アグリ食品科 （0859-44-6121）
R-23 健康志向型食品及び美容関連素材の開発 アグリ食品科 ・バイオ技術科
R-24 機能性評価技術 バイオ技術科 （0859-44-6121）

No. 機器分析手法研修コース  対象機器 担　当　科（電話番号） 実施場所 参加費／名

O-1 電子顕微鏡　　　　　　　 電子システム科 （0857-38-6206）

鳥取

7,900 円
O-2 赤外分光光度計（FT-IR）

有機材料科 （0857-38-6207）
　

6,100 円 
O-3 蛍光Ｘ線分析装置 6,300 円
O-4 熱分析装置（示差熱・熱重量同時装置 TG/DTA） 5,600 円
O-5 熱分析装置（示差走査熱量計（DSC）） 8,300 円 
O-6 熱分析装置（熱機械分析装置（TMA）） 8,400 円 
O-7 熱分析装置（動的粘断性スペクトロメーター（DMS）） 8,600 円
O-8 顕微レーザーラマン分光装置 7,000 円
O-9 微小異物分析前処理システム 9,000 円

O-10 高分解能揮発性有機化合物分析装置（パイロリシス GC-MS） 5,900 円 
O-11 高分解能揮発性有機化合物分析装置（ヘッドスペース GC-MS）

有機材料科 ・発酵生産科
6,000 円 

O-12 高分解能揮発性有機化合物分析装置（液打法 GC-MS） 5,700 円
O-13 グロー放電発光分光分析装置

無機材料科 （0859-37-1811） 米子
6,100 円

O-14 表面形状分析装置 6,800 円

O-15 食品異物鑑別装置（卓上顕微鏡、FT-IR、実体顕微鏡） 境港 4,500 円 

No. 試験・分析手法研修コース  研修内容 担　当　科（電話番号） 実施場所 参加費／名

M-1 金属定量分析手法 
無機材料科（0859-37-1811） 米子

5,600 円
M-2 金属組織観察手法 5,500 円 

No. 清酒製造研修コース  研修内容 担　当　科（電話番号） 実施場所 参加費／名

S-1 清酒製造技術 発酵生産科 （0857-38-6209） 鳥取 1 ヵ月
2,000 円

平成28年度  ものづくり人材育成塾  募集コース一覧

実施場所
について

鳥取：産業技術センター 電子・有機素材研究所　（鳥取市若葉台南７－１－１） TEL（０８５７）３８－６２００ 
米子：産業技術センター 機械素材研究所　　　　（米子市日下１２４７）　　　　　　TEL（０８５９）３７－１８１１ 
境港：産業技術センター 食品開発研究所　　　　（境港市中野町２０３２－３） TEL（０８５９）４４－６１２１

アグリ食品科（0859-44-6121）


