～従業員の人材育成をお考えの事業主の皆さまへ～

お問い合わせ先一覧
訓練の具体的な実施方法やカリキュラムの詳細については、最寄りの施設の生産性向上人材育成支援センターまで
お問い合わせください。
施設名

所在地

電話番号

北海道職業能力開発促進センター

北海道札幌市西区二十四軒4条1-4-1

011-640-8822

青森職業能力開発促進センター

青森県青森市中央3-20-2

017-777-1234

岩手職業能力開発促進センター

岩手県花巻市天下田69-1

0198-23-5354

宮城職業能力開発促進センター

宮城県多賀城市明月2-2-1

022-362-2253

秋田職業能力開発促進センター

秋田県潟上市天王字上北野4-143

018-873-3177

山形職業能力開発促進センター

山形県山形市大字漆山1954

023-686-2225

福島職業能力開発促進センター

福島県福島市三河北町7-14

024-534-3637

茨城職業能力開発促進センター 水戸事務所

茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル5階

029-221-1188

栃木職業能力開発促進センター

栃木県宇都宮市若草1-4-23

028-622-9497

群馬職業能力開発促進センター

群馬県高崎市山名町918

027-347-3333

埼玉職業能力開発促進センター

埼玉県さいたま市緑区原山2-18-8

048-882-4079

千葉職業能力開発促進センター

千葉県千葉市稲毛区六方町274

043-422-2224

東京支部

東京都墨田区江東橋2-19-12 墨田公共職業安定所4階

03-5638-2280

関東職業能力開発促進センター

神奈川県横浜市旭区南希望が丘78

045-391-2818

新潟職業能力開発促進センター

新潟県長岡市住吉3-1-1

0258-33-2420

富山職業能力開発促進センター

富山県高岡市八ケ55

0766-22-2738

石川職業能力開発促進センター

石川県金沢市観音堂町ヘ1

076-267-0801

福井職業能力開発促進センター

福井県越前市行松町25-10

0778-23-1010

山梨職業能力開発促進センター

山梨県甲府市中小河原町403-1

055-241-3218

長野職業能力開発促進センター

長野県長野市吉田4-25-12

026-243-1001

岐阜職業能力開発促進センター 岐阜事務所

岐阜県岐阜市金町5-25 G-frontⅡ 7階

058-265-5800

静岡職業能力開発促進センター

静岡県静岡市駿河区登呂3-1-35

054-285-7185

中部職業能力開発促進センター 名古屋事務所 愛知県名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見4階

052-221-8755

三重職業能力開発促進センター

三重県四日市市西日野町4691

059-321-3171

滋賀職業能力開発促進センター

滋賀県大津市光が丘町3-13

077-537-1164

京都職業能力開発促進センター

京都府長岡京市友岡1-2-1

075-951-7391

関西職業能力開発促進センター

大阪府摂津市三島1-2-1

06-6383-0949

兵庫職業能力開発促進センター

兵庫県尼崎市武庫豊町3-1-50

06-6431-7276

奈良職業能力開発促進センター

奈良県橿原市城殿町433

0744-22-5224

和歌山職業能力開発促進センター

和歌山県和歌山市園部1276

073-461-1531

鳥取職業能力開発促進センター

鳥取県鳥取市若葉台南7-1-11

0857-52-8781

島根職業能力開発促進センター

島根県松江市東朝日町267

0852-31-2800

岡山職業能力開発促進センター

岡山県岡山市北区田中580

086-241-0067

広島職業能力開発促進センター

広島県広島市中区光南5-2-65

082-245-0267

山口職業能力開発促進センター

山口県山口市矢原1284-1

083-922-1948

徳島職業能力開発促進センター

徳島県徳島市昭和町8-27-20

088-654-5101

香川職業能力開発促進センター

香川県高松市花ノ宮町2-4-3

087-867-6855

愛媛職業能力開発促進センター

愛媛県松山市西垣生町2184

089-972-0334

高知職業能力開発促進センター

高知県高知市桟橋通4-15-68

088-833-1085

福岡職業能力開発促進センター 福岡事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階

092-738-8875

佐賀職業能力開発促進センター

佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮1042-2

0952-26-9497

長崎職業能力開発促進センター

長崎県諫早市小船越町1113

0957-22-5471

熊本職業能力開発促進センター

熊本県合志市大字須屋2505-3

096-242-0391

大分職業能力開発促進センター

大分県大分市皆春1483-1

097-522-2171

宮崎職業能力開発促進センター

宮崎県宮崎市大字恒久4241

0985-51-1511

鹿児島職業能力開発促進センター

鹿児島県鹿児島市東郡元町14-3

099-254-3752

沖縄職業能力開発促進センター

沖縄県中頭郡北谷町字吉原728-6

098-936-1755
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生産性向上支援訓練のご案内
生産性向上支援訓練は、全国のポリテク
センター等に設置された生産性向上人材育成
支援センター※が実施する、企業の生産性向
上を支援するための訓練です。
※生産性向上人材育成支援センター（生産性センター）は、平成29年４月に全国
のポリテクセンター等に、中小企業等の労働生産性向上に向けた人材育成を支援
するために開設されました。生産性向上支援訓練を始めとした様々なメニューで、
企業の生産性向上を支援しています。

①訓練を受講して生産性アップ！
生産性向上を実現するための、課題解決や現場力強化につな
がる様々なカリキュラムをご用意しています。さらに、課題・
ニーズにあわせて内容をカスタマイズできます。

②オーダーメイドで訓練を実施！
日程や訓練会場などのご要望にあわせて、生産性センターが
訓練をコーディネートします。
訓練時間は標準12時間で、ご要望にあわせて選択できます。

③受講しやすい料金
受講料は１人当たり5000円～6000円（税別）
さらに、生産性向上支援訓練を従業員に受講させた事業主は、
人材開発支援助成金を利用して経費及び賃金の助成を受けること
ができます。※助成金の受給には、一定の要件（訓練対象者の職務と訓練内容の
関連が認められること等）を満たす必要があります。

生産性向上人材育成支援センター
～生産性センターは、事業主の生産性向上に向けた人材育成を支援しています。～

▷訓練受講までの流れ
STEP1

▷対象者別おすすめ訓練コース
○ 効率的な時間管理による仕事の進め方を学ばせたい

生産性センターへのご連絡

■ 業務効率向上のための時間管理

■ まずは、お近くの生産性センターへご連絡ください。
■ その後、打ち合わせに向けた日程調整等を行います。

STEP2

プラン作成に向けた相談
■ 相談は企業訪問等により行います。
（打ち合わせ事項の例）
・人材育成に関するヒアリング
・課題や方策の整理
・モデルカリキュラム等の提示

初
任
層
向
け

客観的に仕事の進め方を分析することで、仕事が進まない原因を取り除き、業務の効率
化・スピード化を促進できる仕組みづくりを行うための知識を習得します。

○ 品質管理の基本を学ばせたい

■ 品質管理基本
品質管理の基本を理解し、ＱＣ７つ道具の活用法を習得します。

○ 職場における安全衛生活動の基本を学ばせたい

■ 事故をなくす安全衛生活動
安全衛生の要点や企業における安全衛生活動、リスクを低減するための点検手法につい
ての知識を習得します。

○ 目標達成するための管理者としての能力を向上したい

STEP3

訓練コースのコーディネート
■ 企業の抱える課題やニーズに応じた訓練コースをご提案します。
※ 訓練コースの設定には一定の条件があります。
■ 訓練の実施については、適切に実施できる民間機関等に委託して
行います。

▷訓練コースの例
・生産現場の問題解決
・サービス業におけるＩＥ活用
・原価管理とコストダウン
・流通システム設計
・クラウドを活用したシステム導入
・ＩｏＴを活用したビジネスモデル
・事故をなくす安全衛生活動
・リスクマネジメントによる損失防止対策
・業務効率向上のための時間管理
・プロジェクト管理技法の向上
・顧客分析手法
・実務に基づくマーケティング入門
・マーケット情報とマーケティング計画
・新サービス・商品開発の基本プロセス
・チャンスをつかむインターネットビジネス

▷受講した方の声
コース名：

生産現場の問題解決

・日頃から感じている課題を解決できそうな
知識が身についた。
・問題発見の手法や解決の手順を学ぶことが
できた。
・生産部門だけでなく、事務部門や保全部門
の業務でも役に立つと感じた。
コース名：

マーケティング志向の営業活動の
分析と改善

・これまでの自社のマーケティングを見直す
きっかけとなった。
・演習時の他の受講者とのディスカッション
が刺激になった。

■ 組織力強化のための管理
組織における管理者の役割及び行動法や、組織力の強化のための具体的な手法を理解し、
組織目標の達成に向けた強い組織の構築手法を習得します。

○ 工程管理を活用して、納期管理を見直したい

■ 生産計画と工程管理
工程管理の着眼点、生産計画・統制への柔軟な取り組み方について理解し、自社の納期
管理を見直していくためのポイントを習得します。

○ 社内外における個人情報の保護を徹底したい

■ 個人情報保護と情報管理

中
堅
・
管
理
者
層
向
け

企業における個人情報の活用と保護の両立をめざして、個人情報保護法について理解し、
セキュリティ技術に関する知識・技能を習得します。
※本リーフレットに掲載している訓練コースの詳細やその他の訓練コースについては、お近くの
生産性向上人材育成支援センターにお尋ねください。

▷訓練受講にあたっての注意点について
■ 個人での受講はできません（企業からの指示による申込に限ります）。
■ キャンセル期限までにキャンセルのご連絡をいただけない場合、受講料の全額をご負担
いただきます。
■ 訓練内容や受講者数によっては、実施機関の決定までに時間がかかる場合がありますので、
お早めにご相談ください。
■ 予算に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。

