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・鉄骨ファブリケータ―
・「後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割」利用

・設備等の保温保冷ジャケット等の製造・販売
・「中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成」利用

・金属工作機械の設計・開発、製造、販売
・「中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成」利用

・プラスチックの総合機械メーカーＪＳＷ製品の設計
・「職業能力の整理とノウハウの継承」「後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割」
「職業能力の体系化と人材育成の進め方」利用

・総合建設業
・「後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割」利用

生産性向上人材育成支援センターが

企業の人材育成をサポートします ！
！

高齢・障害・求職者雇用支援機構は「誰もが職業をとおして社会参加できる共生社会」を目指し、高齢者や障害者、求
職者等の方々に対する様々な雇用支援施策を国に代わって実施する厚生労働省所管の独立行政法人です。
当機構では、全国の公共職業能力開発施設（ポリテクセンター･ポリテクカレッジ等）に「生産性向上人材育成支援セン
ター」（生産性センター）を設置し、企業の人材育成に関する相談支援から、課題に合わせた人材育成プランの提案、職
業訓練の実施まで、企業の人材育成を総合的にサポートします。
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人材育成に関する相談

人材育成プランの提案

センター担当者が企業を
訪問し､人材育成に関する
課題や方策を整理します

企業の課題に合わせて
最適な人材育成プランを
ご提案します

訓練の実施
設定した人材育成プラン
をもとに、訓練等を実施
して､企業の人材育成を
支援します

生産性向上人材育成支援センターでは、

70歳までの就業機会の確保に向けた従業員教育

を支援しています！

人手不足の深刻化や技術革新が進展する中、中小企業等が事業展開を図るためには、従業員を育成し、企業の労
働生産性を高めていくことに加えて、70歳までの就業機会の確保に向けて企業を支えるミドルシニア世代の役割
の変化へ対応できる能力や技能・ノウハウを継承する能力を育成することが重要です。
生産性向上人材育成支援センターでは、生産性向上支援訓練の新たなメニューとして、令和２年度から「ミドル
シニアコース」を開始し、中高年齢層の従業員の“生涯キャリア形成”を支援しています。

ミドルシニアコースの概要
ミドルシニアコースでは、“従業員のモチベー
ションの維持”、“後輩への技能継承”など、企
業の定年延長や継続雇用等における課題の解
決に効果的なカリキュラムをご用意していま
す。

○受講対象者
45歳以上の従業員の方
○訓練日数
概ね１～５日（６～30時間）

○訓練で習得できる要素
【役割の変化への対応】
・求められる役割の理解
・メンタリング
【技能・ノウハウ継承】
・作業手順の作成方法
・研修技法

○訓練会場
ご要望に合わせて、受講対象者の所属する企業の会議室等を
会場等することが可能です（講師を派遣します）。

など

○受講料（１人あたり・税込）
3,300円～6,600円

など

訓練受講までの流れ
課題や方策の整理

訓練コースの
コーディネート

•センター担当者が企業を訪問し、人材育成に関する課題や方策を整理します。

•相談内容を踏まえて、課題やニーズに応じた訓練コースを提案します。

・ミドルシニア世代の従業員に、今後のキャリ
アについて考えさせたい
・ミドルシニア世代の従業員に、組織の中で求
められている役割を理解させたい
・従業員の経験を活かした後輩従業員への指導
方法を学ばせたい

・ミドルシニア世代の従業員が持つ技術やノウ
ハウを見える化したい
・技能継承の指導者の「教える」スキルを向上
させたい
・ミドルシニア世代の従業員を講師として、研
修や勉強会を開催したい

訓練受講

役割の変化に対応したコース
・中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成
コース

・後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割
・SNSを活用した相談・助言・指導
・フォロワーシップによる組織力の向上

など

技能・ノウハウ継承に向けたコース
・クラウドを活用したノウハウの蓄積と共有
コース ・作業手順の作成によるノウハウの継承

・効果的なＯＪＴを実施するための指導法
・ノウハウの継承のための研修講師の育成

など

•所定の期日までに受講料の支払い等の手続を行い、訓練を受講してください。

※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。
※相談内容によっては、少人数からでも受講できるオープンコースのご利用を提案させていただく場合があります。
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ミドルシニアコース活用事例

ポリテクセンター群馬

① 株式会社鐵建
・所在地 ：群馬県藤岡市
・従業員数：89名
・事業内容：鉄骨ファブリケーター

１．支援の概要
把握した課題と要望
 課題
・個人的な能力・スキルや業務に対しての意識は高い社員が多いが、ホウ・レン・ソウ
や部下に対しての具体的な指示・説明が不足している。
 要望
・部下に対してのコミュニケーションの取り方・スキルを習得して欲しい。
・管理職としての役割を理解し、管理者として部署全体の情報の共有化が重要との意識
づけをしてもらいたい。

提案内容と利用した訓練
 提案内容
・職場の課題解決に向けた先導的役割を理解するとともに、職位に応じた組織を統率す
るための能力を理解し、職場のチームを牽引できる行動力を習得するコースを提案し
た。
・マネジメントに関する内容のボリュームを増やし、グループ討議や演習を多く盛り込
んだ。
 利用した訓練
・訓練コース名：後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割
・訓練実施時期：令和２年10月
・受講者数
：６名

訓練を利用した成果
 指導力を身につけるために役立った。
 情報量を多く持っている人が的確に指示を出し、部下とともに組織を作り出していくこ
とが大切だと感じた。

3

鐵建株式会社

利用事業主の声

Ｑ：訓練を利用したきっかけについて、教えてください
Ａ：弊社では、社員教育は人材育成を意識して行っており、特に若手社員に対しては「入社
前研修～新入社員研修、配属後の振り返り研修」を実施しています。今回、訓練対象と
なった中堅・ベテラン層のメンバーはこのような研修が確立される前に入社した人が多く、
技術者としての知識や能力は豊富ですが、管理者として部下を指導、統率することに関し
ては積極的とは言えない状態でした。
そこで技術の継承と併せて「人に伝え育てる意識」を持ってもらいたいと、ミドルシニ
ア向けの訓練を受講してもらいました。

ミドルシニアコース活用事例

２．利用者の声

Ｑ：訓練を利用した成果について、お聞かせください
Ａ：

今回の受講の成果は、訓練を通して各部署の
リーダーがコミュニケーションの場を持てたこ
とで部署間の問題を共有できたことです。その
上で、部下を指導し育成することは、自分の成
長につながり、さらに会社という組織全体の成
長につながるということを再認識することがで
きました。そして何より、訓練を受講したこと
で、目標に向けて組織改善を行おうというモチ
ベーションが向上し、意識改革につながったと
感じています。

鐵建株式会社

総務部 次長 山下さま

訓練受講者の声

Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：訓練受講前は、後輩への指導の仕方・伝え方が課題
でした。
今回の訓練では「人に教えること・指導すること」
と「指示を出すこと」の違いを教わりました。演習で
の『マネージャー・ゲーム』（※）は衝撃的で、自分
で伝えていたつもりが伝わっておらず、人に伝えるこ
との難しさを改めて痛感しました。また、研修で教わ
った「相手を認めることの大事さ」も身に染みてわか
ったので、これからの後輩の指導に是非とも活かして
いきたいと思います。

受講者 総務部 課長 西山さま

（※）マネージャー・ゲーム
上司・リーダー・スタッフがメモによる手段のみで（会話は不可）情報を伝達するゲー
ム。上司は目標・ビジョンを知っているがメンバーは知らされていないため、伝達事項
が的確に伝わらず混乱してしまう、ホウ・レン・ソウの難しさと大切さを体験するビジ
ネスゲーム。
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ミドルシニアコース活用事例

ポリテクセンター関東

② 株式会社クロスメディア
・所在地 ：神奈川県相模原市
・従業員数：80名
・事業内容：設備等の保温保冷ジャケット等の製造・販売

１．支援の概要
把握した課題と要望
 課題
・現場改善や従業員への指示・指導を生産管理部長1人で行っており、リーダー及び
準リーダー層に求める役割の理解が進んでいない。
 要望
・リーダー及び準リーダー層に、当社が期待する役割（主体的に問題解決に取り組む
ことや部下・後輩指導）を理解してもらいたい。
・想定している受講者が安全衛生委員でもあり、そこでの取組も改善したいので、安
全衛生に係る内容も演習等で取り入れてほしい。

提案内容と利用した訓練
 提案内容
・組織人としての基礎についても再確認する場とする。
・例を多く示しながら、具体的にどうしていけば良いのかイメージしやすいように工
夫する。
・演習に安全管理に関する要素を追加する。
 利用した訓練
・訓練コース名：中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成（２回実施）
・訓練実施時期：令和２年11月、令和３年２月
・受講者数
：延べ21名

訓練を利用した成果
 現場での指導や指示がスムーズに行えるようになった。
 日ごろから皆でコミュニケーションを取っていくことの重要さに気づくことができた。
 訓練受講者（リーダー層）を中心に積極的なコミュニケーションや改善提案が見られる
ようになり、現場全体の風通しが良くなった。
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株式会社クロスメディア

利用事業主の声

Ｑ：訓練を利用したきっかけについて、教えてください
Ａ：当社は、特殊な繊維を使用した設備等の保温保冷ジャケットを製造販売している創業
30余年の企業です。今までの従業員教育は、日々の業務の中での指導、いわゆるOJTを
中心としていましたが、ポリテクセンター関東から生産性向上支援訓練をご紹介いただ
き、従業員のキャリアアップのいい機会だと思い、利用させていただくことにしました。
今回、中堅・ベテラン従業員を対象とし、その役割（主体的に問題解決に取り組むこと
や、部下・後輩への指導など）を理解してもらい、現場全体のレベルアップを図るため、
講師との打ち合わせを経て、当社に合ったカリキュラムを作成していただきました。

ミドルシニアコース活用事例

２．利用者の声

Ｑ：訓練を利用した成果と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：訓練を実施するに当たり、難しい言葉を使わず、
非常にわかりやすく当社が望む方向性を示していた
だけました。一人ひとりに語りかけるような講義や、
ゲーム感覚で取り組める演習など、受講者の集中力
を持続させるための工夫も、とても良いと感じました。
また演習を通じて、今まで知らなかった、従業員
の「仕事に対する考え」を知ることができ、管理者
として、非常にいい機会であったと感じています。
訓練効果について管理者として感じていることは、 製造部 生産管理部長 岩澤さま（写真右）
現場での指導や指示がスムーズに行えるようになっ
受講者 岩上さま（写真左）
たことです。以前は一から説明しなくてはいけない
こともありましたが、訓練で学んだ内容をベースに
お互いスムーズに意思疎通ができるようになったと感じています。
現場の生産性向上には、中堅・ベテラン従業員のレベルアップが重要だと考えています。
今後もポリテクセンター関東に相談しながら、中堅・ベテラン従業員に対し、その時々の
課題に合った教育を実施していきたいと考えています。

株式会社クロスメディア

訓練受講者の声

Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：私は、製造現場で主に図面に基づく「生地の裁断」の工程を担当しています。今回のよ
うな集合研修は初めてだったのでとても緊張していましたが、講師が楽しい雰囲気を作っ
てくれたので、前向き、かつ積極的に参加することができました。
演習では様々な課題に対しメンバーで意見交換をする場面が多かったのですが、自分一
人では気づけないことがとても多く、日ごろから皆でコミュニケーションを取っていくこ
との重要さに気づくことができました。以前は、黙々と一人で作業することが多かったの
ですが、今では積極的にコミュニケーションを取りながらよりいい仕事ができるように
なったと思っています。また周りも、訓練受講者（リーダー層）を中心に積極的なコミュ
ニケーションや改善提案が見られるようになり、現場全体の風通しが良くなったと感じて
います。
私はまだリーダーという立場ではないのですが、今回学んだ内容の振り返りや、現リー
ダーの仕事を見させていただきながら、その立場になったときのために、日々勉強してい
きたいと思います。
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ミドルシニアコース活用事例

ポリテクセンター京都

③ 株式会社カシフジ
・所在地 ：京都府京都市
・従業員数：214名
・事業内容：金属工作機械の設計・開発、製造、販売

１．支援の概要
把握した要望
 要望
・企業内での風土改善及び次世代への事業継承を行うべく、コンサルタント等に相談し
検討していた中で、次代を担う人材育成を中期重点施策として取り上げることとなっ
た。
世代間のコミュニケーションの円滑な形成を図るために具体的な手法を検討すると同
時に、ベテラン従業員の貴重な経験値を最大限に活用するための訓練を受講したい。

提案内容と利用した訓練
 提案内容
・役員を含め世代交代を進めているとのことであったので、若年者とのコミュニケー
ションの形成、リーダーシップからフォロワーシップへの意識改革への取組につい
ての提案を行う。
・カリキュラムの内容については、後輩従業員に対する相談・援助・指導スキルと役割
の変化に応じた他者との関係構築についての演習を多く取り入れた。
 利用した訓練
・訓練コース名：中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成
・訓練実施時期：令和２年12月
・受講者数
：12名

訓練を利用した成果
 「職場での良好なコミュニケーション」が生産性向上につながることを理解し、日頃の
業務の中で実践している姿が見られる機会が増えた。
 アサーティブに伝えることが大切であり、それを意識し実践することが問題点を共有す
ることにつながることがわかった。
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２．利用者の声
株式会社カシフジ

利用事業主の声

Ｑ：訓練を利用したきっかけについて、教えてください
Ａ：当社は、大正２年創業の金属工作機械製造業で、長年にわたり「当社のものづくりを
支え、大切にしなければならない技術・技能の継承と仕組みづくり」を展開してきまし
たが、昨今、様々な環境変化にも耐えうる強い会社づくりが求められてきています。そ
のような中、あらためて社員一人ひとりが会社の未来のために自ら考え行動するべく、
更なる「社員の能力開発と組織体制の再構築」を推進していたところ、生産性向上支援
訓練を紹介していただきました。
Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：当社のものづくりを支える「中堅・ベテラン従業員への役割・期待」等の理解や「若
手・後輩・上司との良好なコミュニケーションの実現」等について、大変わかりやすく
指導していただきました。特に、世代間ギャップにより、若年層の育成に日頃から悩み
を持っていた中堅・ベテラン社員にとっては、自身の求められる役割と共に、若手・後
輩との良好なコミュニケーションを実践していくための手法が学べたことは、生産性向
上に大いに寄与するものと期待しております。
受講者も「職場での良好なコミュ
ニケーション」が生産性向上につな
がることを理解し、日頃の業務の中
で実践している姿が見られる機会が
増えてきているように感じています。
とりわけ、若手・後輩社員に対する
接し方については、一方通行的な指
示・指導にとどまらず「相談や援助」
も含めた「傾聴」を心がけ、ゆった
りとした態度で接している姿が印象
的です。
今後については、管理職の他、若
手リーダーにも有意義な研修だと思
いますので、機会があれば企画して
企業外観
いきたいと考えています。

株式会社カシフジ

訓練受講者の声

Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：以前より後輩や自分より若い管理職との接し方や作業の教え方に悩みを持っていたの
で、今回のアサーティブなコミュニケーションの訓練を楽しみにしていました。
今回受講して、アサーティブに伝えることが大切であり、それを意識し実践すること
が問題点を共有することにつながるとわかりました。またこのようなコミュニケーショ
ンの方法があるということを知ったので他の面でも役立てたいと思います。
アサーティブなコミュニケーションをすぐに実施することは難しいですが、日々の作
業で続けていきます。これから後輩に教える時も共に問題を共有しながら解決できるよ
うに努力していき、後輩のスキルアップについても、アサーティブなコミュニケーショ
ンを肝に命じて教育していきます。
今後も後輩とのいい人間関係を構築するため、小さなことでもほめるように心がけて、
適度な緊張感を持ちつつ、のびのびと成長できる環境を作りたいと思っています。一人
でも多くの方が受講すれば、今よりもさらにいい人間関係が築けるのではないかと素直
にそう感じました。
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ミドルシニアコース活用事例

ミドルシニアコース活用事例

ポリテクセンター広島

④ 日鋼設計株式会社

・所在地 ：広島県広島市
・従業員数：192名
・事業内容：プラスチックの総合機械メーカーＪＳＷ製品の設計

１．支援の概要
把握した課題と要望
 課題
・ベテラン従業員からの技術継承を目的としたOJTを行っていたが、効果が限定的で
あった。
・親会社への依存体質を改善し、自ら考え行動できる従業員の育成が課題であった。
 要望
・新たな知識・技能の習得やスキルの向上だけでなく、危機感を持って業務に取り組む
姿勢や意識の変化につながる研修にしたい。

提案内容と利用した訓練
 提案内容
・受講者の担当業務（設計業務）に関連した演習になるようカリキュラムの一部をカス
タマイズした。
 利用した訓練
・訓練コース名：「職業能力の整理とノウハウの継承」
「後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割」
「職業能力の体系化と人材育成の進め方」
（外、生産性訓練とIT活用力セミナーを合わせて６コース）
・訓練実施時期：令和２年11月
・受講者数
：ミドルシニアコース延べ87名
（全訓練延べ220名）

訓練を利用した成果
 社内の部門間で技術継承についての情報共有ができた。
 仕事や経験が見える化されて、継承すべき具体的項目とポイントが明らかになった。
 後輩への接し方を学んだことで相互理解が進み、課内の活性化につながった。
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日鋼設計株式会社

利用事業主の声

Ｑ：訓練を利用したきっかけについて、教えてください
Ａ：当社はプラスチック総合メーカー株式会社日本製鋼所 広島製作所の主力製品である
造粒機、押出機、射出機の出荷設計を機械、電装、電子技術の分野で行っている企業
です。これまでも能力開発セミナー（機械設計、電気・電子・制御系コース）を若手
社員を中心に受講させてきました。
職場全体として知識の共有、レベルアップを主眼に置いたベテラン社員からの技術
伝承の重要性を感じており、業務のOJTに取り組んできましたがその方法が明確でな
く効果は限定的なものでした。
今回、生産性向上支援訓練の生涯キャリア形成分野についてご案内いただき、職業
能力の整理、人材育成の進め方、OJT実施方法について興味を持ち、受講させていた
だくこととしました。

ミドルシニアコース活用事例

２．利用者の声

Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：訓練開催前に会場、時間帯、進め方など要望を聞いていただけたことで受講しやす
く、30名程度のまとまった人数で受講できたことがよかったと思います。また、社内
全部門から社員が受講したので、日頃交流できていない他部門の受講者と技術伝承
の情報共有ができ、受講者相互のいい刺激となりました。今後は訓練で身に着けたこ
とを継続、定着させるとともに部門間の情報交換を行っていきます。

日鋼設計株式会社

訓練受講者の声

Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：以前より技術伝承は行っておりましたが、どんな視点からどのように伝承すべきか
整理できておらず、上手く伝えることができていませんでした。今回の訓練を通し、
仕事や経験が見える化されて、継承すべき具体的項目とポイントが明らかになり、後
輩に何を教育していけば良いか見えてきました。
また、後輩との接し方、コミュニケーション
の取り方についても学べ、受講後のOJT実習に
おいて後輩の指導に役立ちました。その結果、
後輩から質問される機会も増え、相互理解が図
れるようになり、課内の活性化につながったと
感じています。訓練で習得したことを継続する
とともに、さらに広い範囲で技術伝承につなげ
ていきたいと思います。
訓練風景
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ミドルシニアコース活用事例

ミドルシニアコース活用事例

ポリテクセンター長崎

⑤ 永川建設株式会社

・所在地 ：長崎県西彼杵郡
・従業員数：55名
・事業内容：総合建設業

１．支援の概要
把握した課題と要望
 課題
・各従業員のスキルアップだけではなく、全体的な業務の改善が生産性向上につながる
と考えており、様々な研修を受講する必要性を感じている。
・技術について、昔ながらの「技術を見て習う」方法ではなく、現代にあった指導方法
を身につける必要がある。
・ハラスメント防止のため、コミュニケーションの重要性を教育する必要がある。
 要望
・これから自社の中心となっていく社員を対象とし、社内をまとめていくという意識、
リーダーシップとは何かということを学ばせたい。

提案内容と利用した訓練
 提案内容
・受講者から「後輩指導・後輩とのかかわり方について悩んでいること」についてアン
ケートをとり、その内容を訓練に反映できるようにした。
 利用した訓練
・訓練コース名：「後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割」
・訓練実施時期：令和２年12月
・受講者数
：６名

訓練を利用した成果
 受講者一人ひとりが様々なことに気がつき、後輩指導についての認識・意識が変わった。
 自身との考え方の違いを意識することで、若い世代から相談を受けることなどが増えた。
 自分の感情をコントロールすることで部下の笑顔が増え、自身も仕事がしやすい環境を
作ることができた。
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永川建設株式会社

利用事業主の声

Ｑ：訓練を利用したきっかけについて、教えてください
Ａ：業務上多くの資格を取得する必要があるため、その取得のために知識を身につけること
はあっても、その他の教育を受ける機会は少ないと感じていました。
特に、後輩指導については、昔は「職人は技術を先輩から盗んで覚えるもの」と言われ
ていましたが、現在ではその方法は通用せず、基本的なことから指導して身につけさせる
必要があると感じていたことから、今の時代に合った指導法について学ぶことができる機
会を探していました。
また、ここ最近はハラスメントの防止、ということが業界内で重要視されており、その
ためにはコミュニケーションが重要と考えていました。昔は現場への行き帰りや休憩時間
など、仕事の話、日常の話をする機会が多かったものの、今の若手社員とはそういった機
会が減っており、会話をしないことでストレスをため込んでしまうことが心配でした。コ
ミュニケーションを取ることは仕事の効果的な進め方や安全性にもつながるため、そう
いった部分も含めてコミュニケーションの重要性についても教育を行う必要があると考え
ていました。

ミドルシニアコース活用事例

２．利用者の声

Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：今回の訓練を受講し、受講者一人ひとりが様々なこ
とに気がつき、後輩指導についての認識・意識が変わ
ったことが一番良かったと考えています。一人ひとり
が自覚をもって、若手を育てるという立場を改めて理
解してくれたことで、業務の中でさまざまな変化がみ
られており、効果が出ていると感じています。
ただ、同じ状況では甘い考えがでてきてしまい、ミ
スにつながったりすること、人は一度学んだだけでは
忘れてしまうことから、継続的に訓練を利用したいと
考えています。また、今回は中堅層以上を対象とした
代表取締役
訓練でしたが、若手社員の育成にも力を入れたいと考
えているので、今後も様々な訓練を利用したいと考えています。

永川建設株式会社

永川さま

訓練受講者の声

Ｑ：訓練を利用した感想と、今後の抱負をお聞かせください
Ａ：・若手社員の育成が課題だと感じていました。訓練を受講して、今の若手社員と自分が
若手社員だった時の考えは違うので、それを理解することが大切だと感じました。現在
はそのようなことを意識して取り組んでおり、若手社員から相談を受けることなども増
えているように感じています。今後は怒る、叱るではなく、理解させること、できたと
きにほめるなど、コミュニケーションをとりつつ、いい環境づくりができれば良いと
思っています。
・部下の仕事に対する熱意が伝わってこないことに悩ん
でいました。今回の訓練を受講して、悪いところばかり
指摘するのではなく、いい部分を認めほめることの大切
さを知ることができました。また、自分の感情をコント
ロールすることで、部下も自分も仕事がしやすい環境を
作っていけることが可能であると気がつき、日々ガミガ
ミ怒らないよう心掛けた結果、作業場でも笑顔が見られ、
笑い声がでるようになり、嬉しく思っています。

企業外観
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生産性向上人材育成支援センター設置施設一覧
都道府県

施設名（所在地）
ポリテクセンター北海道（札幌市西区）

北海道

青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島

茨城
栃木
群馬
埼玉

千葉

東京
神奈川
新潟
富山
石川

電話番号
011-640-8822

ポリテクセンター旭川（旭川市）

0166-48-2412

ポリテクセンター釧路（釧路市）

0154-57-8114

ポリテクセンター函館（函館市）

0138-52-0323

北海道ポリテクカレッジ（小樽市）

0134-62-3553

ポリテクセンター青森（青森市）

017-777-1234

ポリテクカレッジ青森（五所川原市）

0173-37-3201

ポリテクセンター岩手（花巻市）

0198-23-5354

ポリテクセンター宮城（多賀城市）

022-362-2253

東北ポリテクカレッジ（栗原市）

0228-22-2082

ポリテクセンター秋田（潟上市）

018-873-3177

滋賀
京都
大阪

ポリテクセンター福島（福島市）

024-534-3637

ポリテクセンターいわき（いわき市）

0246-26-1231

奈良

ポリテクセンター会津（会津若松市）

0242-26-0515

和歌山

ポリテクセンター茨城（常総市）

0297-22-8800

ポリテクセンター栃木（宇都宮市）

028-622-9497

関東ポリテクカレッジ（小山市）

0285-31-1711

ポリテクセンター群馬（高崎市）

027-347-3333

ポリテクセンター埼玉（さいたま市緑区）

048-882-4079

ポリテクセンター千葉（千葉市稲毛区）

043-422-2224

ポリテクセンター君津（君津市）

0439-52-0219

ポリテクカレッジ千葉（千葉市中央区）

043-242-4166

ポリテクカレッジ千葉 成田校（成田市）

0476-22-4351

高度ポリテクセンター（千葉市美浜区）

043-296-2580

東京支部（墨田区）

03-5638-2280

ポリテクセンター関東（横浜市旭区）

045-391-2818

ポリテクカレッジ横浜港（横浜市中区）

045-621-5999

ポリテクセンター新潟（長岡市）

0258-33-2420

ポリテクカレッジ新潟（新発田市）

0254-23-2168

ポリテクセンター富山（高岡市）

0766-22-2738

北陸ポリテクカレッジ（魚津市）

0765-24-5552

ポリテクセンター石川（金沢市）

076-267-0801
0768-52-1323

ポリテクセンター福井（越前市）

0778-23-1010

山梨

ポリテクセンター山梨（甲府市）

055-241-3218

静岡

三重

023-686-2225

029-221-1188

ポリテクセンター長野（長野市）

026-243-1001

ポリテクセンター松本（松本市）

0263-58-2905

ポリテクセンター岐阜（土岐市）

0572-54-3161

〃 岐阜事務所（岐阜市）

058-265-5801

東海ポリテクカレッジ（揖斐郡大野町）

0585-34-3600

ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区）

054-285-7185

ポリテクカレッジ浜松（浜松市南区）

053-441-4444

〃 名古屋事務所（名古屋市中区）

電話番号
0568-79-0511
052-221-8754

〃 名古屋港湾労働分所（名古屋市港区） 052-381-2775

0186-42-5700

ポリテクカレッジ石川（鳳珠郡穴水町）

岐阜

愛知

ポリテクカレッジ秋田（大館市）

〃 水戸事務所（水戸市）

施設名（所在地）
ポリテクセンター中部（小牧市）

ポリテクセンター山形（山形市）

福井

長野

都道府県

兵庫

鳥取
島根
岡山

ポリテクセンター三重（四日市市）

059-321-3171

ポリテクセンター伊勢（伊勢市）

0596-37-3121

ポリテクセンター滋賀（大津市）

077-537-1164

ポリテクカレッジ滋賀（近江八幡市）

0748-31-2250

ポリテクセンター京都（長岡京市）

075-951-7391

ポリテクカレッジ京都（舞鶴市）

0773-75-4340

ポリテクセンター関西（摂津市）

06-6383-0949

近畿ポリテクカレッジ（岸和田市）

072-489-2111

ポリテクセンター兵庫（尼崎市）

06-6431-7276

ポリテクセンター加古川（加古川市）

079-431-2516

ポリテクカレッジ神戸港（神戸市中央区）

078-303-7325

ポリテクセンター奈良（橿原市）

0744-22-5224

ポリテクセンター和歌山（和歌山市）

073-461-1531

ポリテクセンター鳥取（鳥取市）

0857-52-8781

ポリテクセンター米子（米子市）

0859-27-0111

ポリテクセンター島根（松江市）

0852-31-2800

ポリテクカレッジ島根（江津市）

0855-53-4567

ポリテクセンター岡山（岡山市北区）

086-241-0067

中国ポリテクカレッジ（倉敷市）

086-526-0321

ポリテクセンター広島（広島市中区）

082-245-0267

ポリテクカレッジ福山（福山市）

0849-23-6391

山口

ポリテクセンター山口（山口市）

083-922-1948

徳島

ポリテクセンター徳島（徳島市）

088-654-5101

ポリテクセンター香川（高松市）

087-867-6855

四国ポリテクカレッジ（丸亀市）

0877-24-6290

広島

香川
愛媛
高知

ポリテクセンター愛媛（松山市）

089-972-0334

ポリテクセンター高知（高知市）

088-833-1085

ポリテクカレッジ高知（香南市）

0887-56-4111

ポリテクセンター福岡（北九州市八幡西区） 093-641-4906
福岡

〃 福岡事務所（福岡市中央区）
ポリテクセンター飯塚（飯塚市）

092-738-8875
0948-22-4018

九州ポリテクカレッジ（北九州市小倉南区） 093-963-0125
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

実施している訓練メニューは施設により異なります。詳しくは
各施設までお問い合わせください。
また、各施設のホームページにおいても事業主支援情報を掲載
していますので、あわせてご覧ください。

ポリテクセンター佐賀（佐賀市）

0952-26-9497

ポリテクセンター長崎（諫早市）

0957-22-5471

ポリテクセンター佐世保（佐世保市）

0956-58-3118

ポリテクセンター熊本（合志市）

096-242-0391

ポリテクセンター荒尾（荒尾市）

0968-62-0179

ポリテクセンター大分（大分市）

097-522-2171

ポリテクセンター宮崎（宮崎市）

0985-51-1511

ポリテクセンター延岡（延岡市）

0982-37-0675

ポリテクセンター鹿児島（鹿児島市）

099-254-3752

ポリテクカレッジ川内（薩摩川内市）

0996-22-2121

ポリテクセンター沖縄（中頭郡北谷町）

098-936-1755

沖縄ポリテクカレッジ（沖縄市）

098-934-6282

ポリテクセンター○○
※施設名を入れて検索してください。

