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生産性向上支援訓練とは？
生産管理、ＩｏＴ・クラウド活用、組織マネジメント、マーケティ

ング等、あらゆる産業分野の生産性向上に効果的なカリキュラムによ
り、企業が生産性を向上させるために必要な知識等を習得する職業訓
練です。
個別企業の課題に合わせてカリキュラムをカスタマイズする訓練

コースや地域のニーズを踏まえた訓練コースを設定し、専門的知見を
有する民間機関等に委託して実施します。

CONTENTS

１. 桜千株式会社様（岩手） ・・・Ｐ３
一般建設業（改修工事、とび土工工事、内装仕上げ工事、
産業廃棄物収集運搬）

「現場社員のための組織行動力向上」利用

２. 株式会社イエムラ様（宮城） ・・・Ｐ４
ステンレス建材の製造、販売、設置工事

「実務に基づくマーケティング入門」
「提案型営業手法」
「ビジネス現場における交渉力」利用

３． 株式会社セーブ様（山形） ・・・Ｐ５
各種業務用ソフトウェアの設計・開発サポート
パッケージソフトウェアの設計・開発サポート

「実務に基づくマーケティング入門」
「ナレッジマネジメント」利用

４． 菱馬テクニカ株式会社様（群馬） ・・・Ｐ６
電子基板実装組立、プラスチック精密成形事業等

「原価管理とコストダウン」
「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」
「生産現場の問題解決」
「ムダを発見するための業務の見える化」
「表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化」利用

５． 株式会社武井製作所様（千葉） ・・・Ｐ７
金属加工業

「現場社員のための組織行動力向上」
「業務効率向上のための時間管理」
「職場のリーダーに求められる統率力の向上」
「作業手順の作成によるノウハウの継承」
「チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割」
「業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用」
「RPAによる業務の自動化」
「品質管理に役立つグラフ活用」利用

６． 株式会社NTN能登製作所様（石川） ・・・Ｐ８
製造業(産業機械用軸受の生産)

「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」
「ピボットテーブルを活用したデータ分析」利用

７． サンユー技研工業株式会社様（三重） ・・・Ｐ９
自動車のパワートレイン用の部品金型設計製作

「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」
「生産現場の問題解決」
「品質管理基本」利用

８． 株式会社昭建様（滋賀） ・・・Ｐ10
土木工事、舗装工事、建築工事、アスファルト合材製造・販売、
太陽光発電事業

「事故をなくす安全衛生活動」利用

９． 鳥取ロブスターツール株式会社様（鳥取）・・・Ｐ11
作業工具・ファスニングツール・省力工具・ 電設工具・
油圧工具・ダイヤモンド工具製造

「職場のリーダーに求められる統率力の向上」
「管理者のための問題解決力向上」
「原価管理とコストダウン」利用

10. 有限会社田中製作所様（岡山） ・・・Ｐ12
分電盤/配電盤・機械部品・試作品等の板金加工

「品質管理基本」
「品質管理実践」
「リスクマネジメントによる損失防止対策」
「事故をなくす安全衛生活動」利用

11. 株式会社熊平製作所様（広島） ・・・Ｐ13
セキュリティシステム機器の開発・製造

「業務効率向上のための時間管理」利用

12. 中国特殊株式会社様（山口） ・・・Ｐ14
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物
処分業、下水道維持管理業、建設業

「原価管理とコストダウン」
「生産性分析と向上」利用

13. 大神設計株式会社様（福岡） ・・・Ｐ15
施工図、トレース、工事写真、データファイル、竣工写真、
新規入場者教育ビデオ、特定建築物定期報告、BIM（Building 
Information Modeling）、 派遣

「組織力強化のための管理」利用

14.大東商事株式会社様（熊本） ・・・Ｐ16
解体業、産業廃棄物処理業、リサイクル業

「生産性分析と向上」利用

訓練実施場所
企業の自社会議室等

訓練時間数
６～ 30時間

（IT業務改善は、４～30時間）

受講料（1人あたり）

3,300 ～ 6,600円（税込）
（IT業務改善は、2,200円～4,400円）

※訓練時間により変動

主な訓練分野・コース

・現場の課題を発見し、改善する方法
を学びたい

・RPAを活用して業務を自動化したい
・テレワーク導入し業務を効率化したい

・従業員の仕事の効率化を促進したい
・リスクを低減させる方法を学びたい
・個人のノウハウを社内において見える
化したい

・役割の変化への対応を学ばせたい
・ベテラン層に指導技法を学ばせたい
・ベテラン層のOJTスキルを向上したい

・顧客満足度の向上を図りたい
・消費者動向を営業に反映したい
・インターネットを活用して販売促進
を図りたい

生産性・業務プロセスの改善

・生産現場の問題解決
・実践RPA活用
・テレワークを活用した業務効率化 等

組織マネジメント

・組織力強化のための管理
・業務効率向上のための時間管理 等

生涯キャリア形成
・後輩指導力の強化と中堅・ベテラン
従業員の役割

・効率的なOJTを実施するための指導法 等

売上増加
・マーケティング志向の営業活動の
分析と改善

・提案型営業手法・実践 等

本事例の作成にご協力いただきました、
事業主・事業主団体の皆様に、厚く御礼
申し上げます。１

・データ集計の作業を効率化したい
・マクロを使って定型業務を自動化
したい

・集客につながるHPを作成したい

IT業務改善
・表計算ソフトのマクロによる
定型業務の自動化

・集客につなげるホームページ作成 等

※本事例集内の「IT活用力セミナー」は、令和２年度までで終了しました
が、令和３年度からは、生産性向上の手段としてITを利活用する上で必要
な知識や手法を習得することを目的とした「IT業務改善」として、生産性
向上支援訓練の一部で類似のコースを開講しています。



COURSES

048 ものづくりの仕事のしくみと生産性向上
001 生産性分析と向上
002 生産現場の問題解決
003 生産性向上のための課題とラインバランシング
004 生産計画と工程管理
005 サービス業におけるＩＥ活用
006 原価管理とコストダウン
007 在庫管理システムの導入
008 購買・仕入れのコスト削減
009 ＰＯＳシステムの活用技術
010 品質管理基本
011 品質管理実践
053 サービスマネジメントによる品質改善と向上
015 ３ＰＬとＳＣＭ
016 物流のＩＴ化
013 流通システム設計
014 物流システム設計
012 卸売業・サービス業の販売戦略
017 ＳＣＭの現状と将来展望
018 クラウド活用入門
019 ＩｏＴ活用によるビジネス展開
020 クラウドを活用したシステム導入
021 ＩｏＴ導入に係る情報セキュリティ
054 クラウドを活用した情報共有能力の拡充
087 導入コストを抑えるクラウド会計・モバイルPOSレジ活用
083 テレワークを活用した業務効率化
088 テレワーク活用
056 ＩＴツールを活用した業務改善
089 データ活用で進める業務連携
090 失敗しない社内システム導入
091 企業内でＩＴ活用を推進するために必要な技術理解
092 企業内でＩＴ活用を推進するために必要なマネジメント
093 ＩＴ新技術による業務改善
094 ＡＩ（人工知能）活用
095 ビッグデータ活用
055 ＲＰＡを活用した業務効率化・コスト削減
096 ＲＰＡ活用
037 企業価値を上げるための財務管理

生産・業務プロセスの改善

022 ＩｏＴを活用したビジネスモデル
084 ダイバーシティ・マネジメントの推進
038 事故をなくす安全衛生活動
023 個人情報保護と情報管理
064 高年齢労働者のための安心・安全な職場環境の構築
039 リスクマネジメントによる損失防止対策
059 災害時のリスク管理と事業継続計画
040 ｅビジネスにおけるリーガルリスク
057 ネット炎上時のトラブル対応
024 ナレッジマネジメント
025 知的財産権トラブルへの対応（１）
026 知的財産権トラブルへの対応（２）
058 現場社員のための組織行動力向上
041 業務効率向上のための時間管理
062 顧客満足度向上のための組織マネジメント
060 企画力向上のための論理的思考法
042 成果を上げる業務改善
043 組織力強化のための管理
061 職場のリーダーに求められる統率力の向上

横断的課題

051 管理者のための問題解決力向上
044 プロジェクト管理技法の向上
052 プロジェクトマネジメントにおけるリスク管理
065 継続雇用者のキャリア形成と管理者の役割
085 従業員満足度の向上
086 ストレスチェック制度を用いた職場環境改善と生産性向上
097 ムダを発見するための業務プロセスの見える化と業務改善
066 中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成
067 チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割
068 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割
069 中堅・ベテラン従業員による組織の活性化のための相談技法
070 ＳＮＳを活用した相談・助言・指導
071 フォロワーシップによる組織力の向上
072 経験を活かした職場の安全確保（未然防止編）
073 経験を活かした職場の安全確保（対策編）
074 クラウドを活用したノウハウの蓄積と共有
075 職業能力の整理とノウハウの継承
076 職業能力の体系化と人材育成の進め方
077 経験に基づく営業活動の見える化と継承
078 効果的なＯＪＴを実施するための指導法
079 ノウハウの継承のための研修講師の育成
080 作業手順の作成によるノウハウの継承
081 後輩に気づきを与える安全衛生活動（実施編）
082 後輩に気づきを与える安全衛生活動（点検編）

～ 生産性向上支援訓練 選べる116コース ～

049 提案型営業手法
063 ビジネス現場における交渉力
050 提案型営業実践
027 マーケティング志向の営業活動の分析と改善
028 統計データ解析とコンセプトメイキング
029 顧客分析手法
045 顧客満足向上のためのＣＳ調査とデータ分析
030 実務に基づくマーケティング入門
031 マーケティング戦略概論
032 マーケット情報とマーケティング計画（調査編）
033 マーケット情報とマーケティング計画（販売編）
046 インターネットマーケティングの活用
034 製品・市場戦略
035 新サービス・商品開発の基本プロセス
036 プロモーションとチャネル戦略
047 チャンスをつかむインターネットビジネス

売上増加

098 ワイヤレス環境に必要となる無線LANとセキュリティ
099 社内ネットワークに役立つ管理手法
100 表計算ソフトを活用した業務改善
101 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用
102 表計算ソフトを活用した効果的なデータの可視化
103 効率よく分析するためのデータ集計
104 ピボットテーブルを活用したデータ分析
105 品質管理に役立つグラフ活用
106 表計算ソフトを活用した統計データ解析
107 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化
108 大量データ処理に活用するデータベース（基本編）
109 大量データ処理に活用するデータベース（応用編）
110 データベースソフトを活用した高度なデータ処理
111 業務効率を向上させるワープロソフト活用
112 相手に伝わるプレゼン資料作成
113 集客につなげるホームページ作成
114 ＳＮＳを活用した情報発信
115 脅威情報とセキュリティ対策
116 情報漏えいの原因と対応・対策

IT業務改善

２
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ポリテクセンター岩手

１．桜千株式会社 様
所在地 岩手県盛岡市
従業員数 16名
事業内容 一般建設業（改修工事、とび土工工事、内装仕上げ工事、産業廃棄物収集運搬）

支援の概要
把握した課題と目標・要望

社員は、年齢層が幅広く、これま

での職歴も様々な社員で構成され

ており、お互いのコミュニケー

ション不足が課題である。

提案内容
・社員全員で訓練を受けさせたいという意向を踏まえ、オーダーコースでの訓練の実施を
提案した。

・組織の役割や経営理念に係る共有の必要性について体系的（階層別）に教育が可能とな
るよう訓練コースを提案した。

生産性向上支援訓練

総務部と工事部のコミュニケー

ションが取りやすくなり、業務

の効率化につながった。

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声

受講者の声

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. オープン方式の訓練への参加等により社員教育に取
組んできました。現場での作業が多いことから、普段
全員が揃うことのない職場であり、コミュニケーショ
ンを取ることが難しい状況にあったことから、ポリテ
クセンターに相談し、オーダー方式による訓練を提案
いただき、実施することとなりました。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を受講後、総務部と工事部のコミュニケーショ
ンが取りやすくなり、業務の効率化につながっている
と思います。
今後も継続してオーダー方式の訓練を利用し、少し

ずつ社員の意識を高めていきたいと考えています。

訓練において、グループワーク等で討議や発言を促
す役割を担い、様々な社員と意見交換等を行うことが
できました。受講後、社員同士の会話が増え、不明な
点があれば聞き直すこともできるようになり、業務の
効率化が図られていると感じています。
また、以前よりも多くの人達から仕事を依頼される

ことも多くなり、毎日充実した日々を過ごしています。
今後も訓練を受講し多くのことを学びながら、上司

が不在の時も、仕事が滞ることがないようにしていく
ことが自分の目標です。

受講した訓練
コース名 ：「現場社員のための組織行動力向上」
実施時期 ：令和２年４月
受講者数 ： 14人

Q.感想を教えてください。

A. 初めて勤めた業種で総務部に所属し、使用する機械
や工具の名称も分からない上、工事部の人達に聞き返
すこともできず、その都度インターネットで調べる等
の手間や非効率な部分があり苦慮していました。

訓練風景３

日常のコミュニケーションを取りやすくし、

生産性の向上への意識啓発を行いたい！
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ポリテクセンター宮城

２．株式会社イエムラ 様
所在地 宮城県名取市
従業員数 22名
事業内容 ステンレス建材の製造、販売、設置工事

支援の概要
把握した課題と目標・要望

提案内容
・実務に基づくマーケティング入門、提案型営業手法、ビジネス現場における交渉力の3カ
リキュラムを連携させて、実施することを提案した。

・事業主の業務分野、顧客特性に合わせてカスタマイズした。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声 受講者の声

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 当社の既存マーケットの伸びが鈍化する中、当社製
品の強みを生かし既存顧客シェアの拡大や、新規顧客
の獲得につなげていきたいと日頃より考えていたとこ
ろ、主にIT活用力セミナー（※）で利用していたポリ
テクセンターから生産性向上支援訓練のオーダーコー
スの案内があり、オーダー方式での訓練の利点を知り、
受講を決めました。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を利用した結果、社内だけではとらえきれな
かった改善点に気づくための知識を身につけることが
できました。また、自社の情報と顧客情報の整理、今
後の方策について考えることができました。適正価格
での売上増加により、当社の生産性の向上につなげて
いきたいと考えています。

Q.感想を教えてください。

A. 私が担当している営業グループでは、社長の指示のもと、
各社員の今までの経験、ノウハウを活かして、顧客の発注
担当者について特徴を把握し、対応してきました。
一方で今回「実務に基づくマーケティング入門」を受講

したことにより、設計や製造との協力体制が強くなり、自
社の強みをより活かす方法に気づくことができるようにな
りました。
そして次に受講した「提案型営業手法」で、自社と取引

先の分析、販売活動への活かし方を学び、顧客への適切な
対応を理解することができました。
自社の売上増による生産性向上だけではなく、Win-Win

で顧客の満足度にもつなげられるように活用したいと思い
ます。

受講した訓練
コース名 ：「実務に基づくマーケティング入門」「提案型営業手法」

「ビジネス現場における交渉力」
実施時期 ：令和２年10～令和３年２月
受講者数 ：延べ28人

代表取締役社長 家村秀也様 取締役営業部長 家村俊弘様

４

既存顧客内のシェア拡大や新規顧

客の獲得、自社商品の適正価格に

よる販売を目的に社内改革に取り

組みたい。

（※）令和２年度までで終了した事業ですが、令和３年度からは、生産性向上の手段としてITを利活用する上で必要な知識や手法を習得することを目的とした
「IT業務改善」として、生産性向上支援訓練の一部で類似のコースを開講しています。

企業外観等の写真を
いただけるようでし
たら、貼付けをお願
いします。

「マーケティングの基礎」を学び社内の共通語として連携を強化する！
「交渉力を底上げ」し、不必要な価格ダウンを避けられるようにする！

自社の情報と顧客情報の整理や

分析方法、販売活動への活かし

方を学び、今後の方策について

考えることができた。
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ポリテクセンター山形

３．株式会社セーブ 様
所在地 山形県鶴岡市
従業員数 11名
事業内容 各種業務用ソフトウェアの設計・開発サポート

パッケージソフトウェアの設計・開発サポート

支援の概要
把握した課題と目標・要望

提案内容
・以前から同コースの実施を希望されていたが、コロナ禍で集合訓練を控えていたため、
生産性訓練がオンラインも実施可能となったタイミングでその旨ご案内し、実施するこ
ととなった。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声 受講者の声

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 当社では、日々変化する社会情勢とお客様のニーズに
適切に対応できる人材の育成を目指しています。全国の
個人農家のお客様や地元企業のお客様のニーズについて、
より正確に把握し、スピーディーに対応するしくみづく
りを模索していたところ、ポリテクセンター山形よりい
ただいた「生産性向上支援訓練カリキュラム」を見て、
相談しました。
今回は新しい生活様式への対応として、インターネッ

ト経由のオンラインで実施いただけたことで、人材育成
に必要な取り組みを継続することができました。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を活かして今後、マーケティングの各種フレーム
ワークにより分析を行い、ナレッジマネジメントで学ん
だ方法で管理方法を組み合わせることで、組織的価値を
創造する仕組みづくりを進めたいと考えています。特に
マーケティングについては漠然とした認識でしたが、体
系立った定義と重要性を学んだことにより、活動に対す
る認識が共通化でき、円滑なコミュニケーションが取れ
るようになったと感じます。
今後も、自社やお客様の変化に合わせて、課題に対し

て有効な訓練を継続的に実施していきたいと考えていま
す。

受講した訓練
コース名 ：「実務に基づくマーケティング入門」「ナレッジマネジメント」
実施時期 ：令和３年１～２月
受講者数 ：延べ16人

Q.感想を教えてください。

A. 企業のお客様向けにオーダーメイドのソフトウェア
開発と個人農家のお客様向けにパッケージソフトウェア
開発と販売を担当しています。
訓練を受講して、難しいと感じる内容もありました

が、演習とグループワークを多く取り入れていただいた
おかげで、理解が深まったと思います。コロナ禍であっ
ても、オンラインで訓練を実施でき、学ぶ機会を得られ
たことはとても良かったと思います。講師の方の進行も
スムーズで、対面と遜色ないと感じました。
訓練を活かして、お客様と自社の関係を正しく認識

し、 ニーズへ応えられるように知識の共有と技能向上
に向けた仕組みづくりを進めたいと思います。そして、
社員全員の知識と経験を活かし、一体となって成長を目
指す風土づくりを目指します。

代表取締役 成澤正一様

５

農業用ソフトウェア
「らくらく」シリーズ

「ニーズを捉えスピーディーに対応できる」仕組みを構築する！！

お客様のニーズをより正確に把

握し、スピーディーに対応でき

る仕組みづくりを模索している。

コロナ禍なのでオンラインで

実施したい。

マーケティングについて体系
的に学ぶことにより、活動に
対する認識が自社内で共通化
でき、円滑なコミュニケー
ションが図れるようになった。
オンラインによりコロナ禍で
あっても継続的な人材育成が
できた。
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ポリテクセンター群馬

４．菱馬テクニカ株式会社 様
所在地 群馬県太田市
従業員数 150名
事業内容 電子基板実装組立、プラスチック精密成形事業等

支援の概要
把握した課題と目標・要望

・ものづくりに関する業務

改善に重点を置いた訓練

を受けたい。

・定型的な業務を自動化

したい。

提案内容
・生産性向上支援訓練では業務改善に重点を置くカリキュラムとするとともに理解しや
すくするために演習と対話を多く設定した。

・ＩＴ活用力セミナー（※）では現状の業務上の問題点を明確化でき、業務改善の計画
が作成できるような演習を組み入れた。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声

事業主の声 受講者の声
Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 今までの人材育成の取り組みはＯＪＴが主であり、
加えて、たまに東京等で実施される研修に参加してい
ました。しかし、人数・時間・場所・コスト面で制約
がありました。
経営方針の基本に「生産性向上」を掲げているので、

ポリテクセンター群馬より生産性向上支援訓練やＩＴ
活用力セミナー（※）の紹介を受けた時は渡りに船と
思いました。

Q.感想を教えてください。

A. ２年間訓練を継続して受けた成果により、離職率が
大きく下がりました。働きがいや仕事の理解度が上
がったためだと感じています。今後は年間を通して研
修スケジュールを組み、働き甲斐・やりがいが感じら
れる仕掛けづくりを行いたいと思っています。

Q.感想を教えてください。

A. 入社１年で、業務は給料計算や一般事務をしていま
す。今までは社員情報の並べ替えにコピー＆ペースト
を繰り返し、必要なリストを作成するのに時間がか
かっていました。今回、ＩＴ活用力セミナー（※）の
表計算を学べたことで瞬時に並べ替えたり、関数を
使って作業効率を上げることができました。今後は他
の人も簡単に作業ができるフォーマットや申請書を自
分でつくりたいと思います。

生産性向上支援訓練では他部署とのグループディス
カッションで自分では気づかない問題点や優先順位の
違いに気づかされました。今後は業務の可視化でムダ
を省きながら働いていきたいです。働きながら「学ば
せてもらっている」環境に感謝しています。

受講した訓練
コース名 ：「原価管理とコストダウン」「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」

「生産現場の問題解決」「ムダを発見するための業務の見える化」
「表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化」

実施時期 ：令和２年７月～８月
受講者数 ：延べ37人

受講者：小畠様 担当者：下田様代表取締役 石倉様

６（※）令和２年度までで終了した事業ですが、令和３年度からは、生産性向上の手段としてITを利活用する上で必要な知識や手法を習得することを目的とした
「IT業務改善」として、生産性向上支援訓練の一部で類似のコースを開講しています。

・損益分岐点の視点でコスト

ダウンについて考えることが

できた。

・関数を使って作業効率を上げ

ることができた。

自動化による「作業効率の向上」を図る！
製造原価などを見直して「コストダウン」する！！
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ポリテクセンター千葉

５．株式会社武井製作所 様
所在地 千葉県松戸市
従業員数 30名
事業内容 金属加工業

支援の概要
把握した課題と目標・要望

提案内容
・個々の課題が経験年数によって異なると考えられることから、階層別に異なるコースを複数設定する
ことを提案した。

・業務の「見える化」に係る課題について、実際にＰＣを使用し、表計算ソフトの「関数」の活用
方法や数値をグラフ化する方法を習得できるコースを提案した。また、作成、蓄積したデータの今後
の活用について「ＲＰＡの概要」を理解できるコースを提案した。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声 受講者の声
Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 当社は創業から70年、金属加工の世界で常に「精
度」を高め続け、近年は部品の高付加価値化に取り組
んできた結果、令和２年10月経済産業省による「2020
地域未来牽引企業」に選定されました。しかしながら
令和２年度当初は、コロナ禍による大幅な売り上げダ
ウン、生産調整を余儀なくされていました。
そこで、この期間を「社員教育に注力する絶好の機

会と捉えることとし、雇用調整助成金を利用しつつ、
令和元年度から受講してきた生産性訓練を活用させて
いただこうと考え、ポリテクセンター千葉へ相談しま
した。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練内容について、当社の要望を取り入れていただ
き、また前回のコースとのつながりを持たせる形でカ
リキュラムを作成いただいたことで、受講した者は集
中力を切らすことなく当事者意識をもって受講するこ
とができました。
コロナ禍であり、訓練の結果が数字となって表れる

のは少し先になりそうですが、受講後の社員の意識の
変化は、日々の主体的な行動からはっきり確認するこ
とができます。今回、階層別の訓練は「初任層」から
「リーダー層」まで行いましたが、今後は、定年を意
識し始める「ベテラン層」を対象とした訓練について
も、ポリテクセンター千葉にご協力いただき、実施し
ていきたいと思います。

Q.感想を教えてください。

A.【「業務効率向上のための時間管理」受講者】
受講時間中に何度も行ったグループワークを通じてこれま

で気づくことができなかった作業の改善点を見つけることが
できました。また、あまり聞くことがなかった他部署の意見
を聞くこともでき、新たな発見がありました。訓練を受講し
たことで、普段行っている作業を可視化することができるよ
うになり、改善すべき業務の内容を具体的に把握できるよう
なりました。

【「ＲＰＡによる業務改善」受講者】
ＲＰＡについては、これまで見聞きすることだけであった

ため、訓練を通じて具体的に取り組むことによって理解が深
まりました。また、当社の業務の中で、どの作業が実際にＲ
ＰＡ化できるのかについてもイメージできるようになりまし
た。
訓練全般を通じて、講師の説明が分かりやすく、また質問

しやすい雰囲気であったことから、様々な質問をさせていた
だき、その場で疑問を解決することができ、とても満足して
います。

受講した訓練
コース名 ：「現場社員のための組織行動力向上」「業務効率向上のための時間管理」

「職場のリーダーに求められる統率力の向上」
「作業手順の作成によるノウハウの継承」
「チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割」
「業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用」「RPAによる定型業務の自動化」
「品質管理に役立つグラフ活用」

実施時期 ：令和２年７～12月
受講者数 ：延べ86人

訓練風景
７

企業外観等の写真を
いただけるようでし
たら、貼付けをお願
いします。

見える化されたデータの「円滑な活用へのステップアップ」を図る！
時間管理による従業員の「業務改善策を具体化」する！！

・生産効率を高めるための

タイムマネジメントの

重要性を理解させたい。

・表計算ソフトを使いこなせ

ておらず、データを活かし

きれていない。

・普段行っている作業を可視化

することができ、改善すべき

業務の内容を具体的に把握

できるようなった。

・作業のＲＰＡ化について

イメージできるようになった。
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ポリテクセンター石川

６．株式会社NTN能登製作所 様
所在地 石川県羽咋郡
従業員数 165名
事業内容 製造業(産業機械用軸受の生産)

支援の概要
把握した課題と目標・要望

・ロス、ムダをなくして自らが
付加価値を上げていきたい。

・事務部門の業務で活用して
いるピボットテーブルについ
て、より高度な機能を理解
したい。

提案内容
・訓練を身近なものとするため訓練受講者の実際の改善課題を題材とした内容とした。
・ピボットテーブルを作成する演習に業務で使用する実際のデータを使用した。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声

事業主の声 受講者の声
Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 2018年着任当初、創業８年目を迎える平均年齢が34
歳前後の若い会社でしたが、自分たちで会社を盛り立
てていくという機運が弱く、また、教育の機会が十分
与えられていないと感じていました。
生産性向上支援訓練やＩＴ活用力セミナー（※）は、

受講者が出張することなく、社内で訓練できること、
内容のレベルやプログラム構成など、要望に沿った内
容で実施できる点が良いと思い受講しました

Q.感想を教えてください。

A.【ものづくりの仕事のしくみと生産性向上】
行動変容の良いきっかけとなり、自分の業務で必要

時に活用したり、後輩指導時に役立てています。

【ピボットテーブルを活用したデータ分析】
表計算ソフトを活用できる範囲が広まり、自分の業

務で必要時に活用したり、後輩指導時に役立てていま
す。

訓練で教わった内容が、職場において共通言語とし
て浸透しつつあり、理解が深まったと感じます。

受講した訓練
コース名 ：「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」

「ピボットテーブルを活用したデータ分析」
実施時期 ：令和２年11～12月
受講者数 ：延べ25人

Q.感想を教えてください。

A.【「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」受講者】
訓練で特に良かった点は、QC活動の進め方や、QCス

トーリーの組み立て方の理解が深まったことです。また、
グループでの話し合い、意見を出し合うことが重要だと、
非常に勉強になりました。今後は、７つのムダを意識しな
がら、改善に対する着眼点を広げたいと考えています。
さらに、改善の４原則を取り入れて、作業の効率化や簡

素化を進め、各個人の多能工化や、研削盤の多台持ちを実
現させたいと思います。また、QC活動を通じて改善項目
を標準化し、グループ内のスキルアップに役立てていきま
す。

【「ピボットテーブルを活用したデータ分析」受講者】
訓練で特に良かった点は、簡単な手順のみで、様々な

視点からデータ集計できる点を知ったことです。訓練で
学んだことで、データ収集後の評価・分析作業の効率化
ができ、作業時間が減りました。
ピボットテーブルは複雑な数式や特別な関数を使わず

に、大量のデータ分析が可能です。まだまだ知らない機
能があると思いますので、少しずつ機能や手順を覚え、
業務効率を向上させたいと思っています。

８
（※）令和２年度までで終了した事業ですが、令和３年度からは、生産性向上の手段としてITを利活用する上で必要な知識や手法を習得することを目的とした

「IT業務改善」として、生産性向上支援訓練の一部で類似のコースを開講しています。

「製造業全体のしくみや流れ等を理解」し、業務改善を図る！
「事務部門の作業レベルをアップ」させ、効率化を図る！！

・作業の効率化や簡素化のきっ

かけとなり、作業グループ内

のスキルアップに役立てるこ

とができる。

・データ収集後の評価・分析作

業の効率化ができ、作業時間

が減った。
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ポリテクセンター三重

７．サンユー技研工業株式会社 様
所在地 三重県津市
従業員数 69名
事業内容 自動車のパワートレイン用の部品金型設計製作

支援の概要
把握した課題と目標・要望

・現場の運用知識や管理指標の
知識の習得が喫緊の課題。

・知識を得るだけで安心しない
よう伝えるとともに、訓練後
に各自が課題を持って取り
組めるよう問題提起をして
ほしい。

提案内容
・現場の運用知識や管理指標の知識等を盛り込めるコース選定を提案した。
・管理指標等の基本的理論が現場運用とリンクできるようカスタマイズした。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声

事業主の声 受講者の声
Q.貴社が抱えていた課題や訓練受講の目的について教え
てください。

A. 水素自動車用などに対応したマーケットの拡充で、
業務が多忙になってきたので、新入社員の採用を増や
しました。まず最初はどうしたら従業員が楽しく仕事
に取り組めるかに重点を置いています。そのため、も
のづくりの基本的な部分の教育が不足していると感じ
ていました。
べテラン従業員を超える意欲のある若い従業員を育

成し、人材のボトムアップを図りたいと考えていまし
た。また、訓練を受講することで、会社から期待され
ていることを自負して欲しいという思いがありました。

Q.感想を教えてください。

A. 各部署一人ずつ訓練受講者を選出したことで、部署
ごとで教育に対する姿勢に顕著な差があることに気づ
きました。
例えば、訓練受講者へのフォロー体制や、期待値、

目標設定などに各部署でバラツキが散見されました。
職場での教育内容を精査して、経営者と部署との教育
方針のギャップを縮める必要性を感じました。
個々人のボトムアップが目標でしたが、結果的に組

織力アップの契機につながったことが良かったと感じ
ています。

受講した訓練
コース名 ：「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」「生産現場の問題解決」

「品質管理基本」
実施時期 ：令和２年７～８月
受講者数 ：延べ21人

Q.感想を教えてください。

A.
・３コースの訓練を受講して、業務の改善や品質管理に
ついての考え方や視点が増えました。

・PDCAサイクルを用いることで作業の標準化の質がよ
り高くなったと思います。

・業務における問題の洗い出し方が分かったので、今後
の問題解決に活かしたいです。

・訓練で学んだことを実務のどの工程で活用できるのか
をまとめ、社内で周知していき、無駄な動きや不具合
の削減に取り組んでいきます。

・前後の工程間での情報伝達の重要性への気づきや、ど
うすれば製品の品質が上がるのかをデータで分析し要
因を追究するようになりました。

・品質向上のためにデータを取り、そのデータに基づい
て改善した内容を社内で情報共有しています。

訓練風景

９

品質管理や業務改善による「ボトムアップ」を行いたい！！

現場の作業改善や品質管理に

ついての知識を習得したこと

により、日常業務の中で、

どうしたらムダなどに気づく

ことができるのかを考える

きっかけになった。
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ポリテクセンター滋賀

８．株式会社昭建 様
所在地 滋賀県大津市
従業員数 164名
事業内容 土木工事、舗装工事、建築工事、アスファルト合材製造・販売、太陽光発電事業

支援の概要
把握した課題と目標・要望

安全パトロールの確認基準・

方法の知識習得とリスクアセ

スメントに関する意識啓発を

図り、事故防止につなげたい。

提案内容
・「安全衛生概論」には安全パトロールを加え、「企業における安全衛生活動」はヒューマンエラーの
解説・演習とし、「点検による管理」は「論理的思考（なぜなぜ分析）」を実施した。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声 受講者の声
Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 1923年（大正12年）に創業し、まもなく100年を迎
えます。琵琶湖の砂利採取事業から創業し、砕石製
造・アスファルト合材製造など社会基盤となる高品質
な建設資材を供給し、道路・舗装事業、土木・下水道
事業等をはじめとする社会資本の充実のため地域社会
のインフラ整備に高い技術力を持って取り組んでいま
す。
安全についての教育方法について模索していたとこ

ろ、生産性向上支援訓練・IT活用力セミナー（※）の
リーフレットが送られてきて、問い合わせました。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を利用して、当社で今まで発生した事故の多く
に「なぜ」の追究が不足しており、事故発生の想定が
できていないと感じました。ヒヤリハットの形骸化な
ど言われてみれば思い当たることがありました。事故
を未然に防ぐアプローチの仕方などを学ぶことができ
ました。訓練内容を活かし、テーマを決めて実施する
ことで、ヒューマンエラーを防ぐための気づきを促し
たいと思います。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を受講し、気づかされる事が多くありました。
特に、自分自身の体験に加えて、職場の仲間が様々な
体験をしていたこと、同じ会社職場で働いているのに
気づかなかったこと、見て聞いて知っていると思い込
んでいたこと、自分に不足しているのは何か等を改め
て考えることができました。

常に安全を意識しているつもりでしたが、“つもり”
であって、そこには“なぜ”という意識が不足していた
ということに気づける良い機会になりました。ヒュー
マンエラーはいろいろな要因、原因から起こり、業務
においては“ヒューマンエラー＝重大な事故”につなが
るので、ヒューマンエラーを未然に防ぐには「なぜな
ぜ分析」を使っていきたいと思います。

受講した訓練
コース名 ：「事故をなくす安全衛生活動」
実施時期 ：令和２年７月
受講者数 ： 14人

10

ヒューマンエラーによる事故
を未然に防ぐアプローチの
仕方などを学ぶことができた
ことを活かし、ヒューマン
エラーの気づきを職場に促す
ことができる。

従業員の「安全衛生に対しての意識」を向上させる！！

（※）令和２年度までで終了した事業ですが、令和３年度からは、生産性向上の手段としてITを利活用する上で必要な知識や手法を習得することを目的とした
「IT業務改善」として、生産性向上支援訓練の一部で類似のコースを開講しています。

アスコン工場全景

受講風景 プラントオペレーター状況
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ポリテクセンター鳥取

９．鳥取ロブスターツール株式会社様
所在地 鳥取県西伯郡
従業員数 97名
事業内容 作業工具・ファスニングツール・省力工具・ 電設工具・油圧工具・ダイヤモンド工具製造

支援の概要
把握した課題と目標・要望

管理職層のレベルアップを図る

ことで全社的なボトムアップを

推進したい。

提案内容
・リーダーとしての強さの醸成、管理職としての問題解決力の向上、経営者感覚を意識づけるための
コスト管理等について提案した。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声 受講者の声

Q.利用した経緯を教えてください。

A. 当社では人材育成・教育について決まったプログラ
ムもない中、日々の業務を行いながらOJT・OFF-JTに
課題を感じておりました。そんな時、タイミング良く
ポリテクセンター鳥取より生産性向上支援訓練のご案
内をいただき、即導入の検討を進めました。進めるに
あたっては当初は不安もありましたが、米子・鳥取２
拠点からサポートをいただき、当社の抱える問題点も
しっかりと訓練内容に反映させていただきました。

Q.感想を教えてください。

A. 実践形式の分かりやすいご指導に加え、時には厳し
い指導もあり、とても心に響く訓練でした。訓練終了
後は、受講したメンバーが週１回集まり、訓練で学ん
だ「会社を良くする活動」として、独自に環境美化活
動を行いその後、全社での３S活動へと展開させていま
す。
メンバー個々にも変化が見られ、自己研鑽に意欲的

に取り組んでいるようです。今回の成果を会社全体で
共有しより「良い会社」となれるよう、今後、ミドル
シニア層向けの訓練をはじめ、ルーキー層・若年層等、
従業員全員に展開する準備を進めています。

受講した訓練
コース名 ：「職場のリーダーに求められる統率力の向上」「管理者のための問題解決力向上」

「原価管理とコストダウン」
実施時期 ：令和２年７～８月
受講者数 ：延べ27人

Q.感想を教えてください。

A. 管理職が自分達の具体的な課題を共有できたので、
より積極的にワークショップ等に取り組めたと思いま
す。「良いチーム」をつくり上げるためにはリーダー
の取り組む姿勢・考え方が大切であることを改めて感
じました。今後は個人→グループ→会社の連鎖を意識
しながらリーダーシップを発揮することに取り組みた
いと思います。
今回の訓練では特に「気づき」の大切さを学びまし

た。あらゆることに気づく広い視野を身につけること
が重要だと実感できました。受講した訓練内容を活か
しつつ、問題の本質を少しでも掘り下げ、管理職はも
とより社内の様々なメンバーと情報共有しながら、業
務改善に取り組みたいと思います。

受講者 山中様、出雲様11

「良いチーム」を作るための
取組みや姿勢の大切さを再確
認し、管理者層独自に環境美
化活動を展開しその後、全社
での３S活動へと波及させて
いる。

管理職層のレベルアップで「良い会社としての成長」につなげる！！
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ポリテクセンター岡山

10．有限会社田中製作所 様
所在地 岡山県倉敷市
従業員数 14名
事業内容 分電盤/配電盤・機械部品・試作品等の板金加工

支援の概要
把握した課題と目標・要望

多品種少量生産の為、管理や標準

化が定着しにくく品質チェックに

バラツキがある。

安全衛生管理体制が整っていない。

提案内容
・品質管理に関する課題に対しては「品質管理基本」→「品質管理実践」、安全衛生に関
する課題に対しては「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」とそれぞれ段階的に受講することを提案した。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

社員全員で受講するので若手

からベテラン社員まで品質管

理や安全衛生に関する基礎

的な知識が同一に得られ、

一体感が生まれた。

利用者の声

事業主の声 受講者の声

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 我が社は、創業50年になるオーダーメイドの板金加
工メーカーです。少人数の会社のため、基本的な品質
管理・安全衛生管理体制が整っておらず人によるバラ
ツキも課題でした。
受講のきっかけは、ポリテクセンター岡山で開催さ

れたオープン方式の訓練「品質管理実践」に社員が参
加したことでした。「学んだことをどう伝えよう」と
思案していたので、組織化のタイミングと同時に社員
全員でオーダーコースを活用することにしました。

Q.感想を教えてください。

A. 社員全員で受講したため若手からベテラン社員まで
基礎的な知識が同一に得られたことで、一体感が生ま
れました。訓練後も各工程チームが積極的に課題に取
り組む気風が出てきました。また、オーダー方式で我
が社にあった訓練をしていただいたおかげで業務に反
映しやすい内容であったため、今後に期待しています。

受講した訓練
コース名 ：「品質管理基本」「品質管理実践」「リスクマネジメントによる損失防止対策」

「事故をなくす安全衛生活動」
実施時期 ：令和２年10月～令和３年１月
受講者数 ：延べ56人

Q.感想を教えてください。

A. 社員全員が自社の品質管理に対する思いと向き合うこ
とができ、貴重な時間となりました。日々の業務に追われ
る中での受講でしたが、社員全員でグループディスカッ
ションに取り組めたことも新鮮でした。訓練で学んだこと
を活かしこれからも課題に向き合っていきたいと思います。
訓練を利用して一番良かった点は、安全衛生について

高い意識が職場全体に根づいたことでした。危険個所や不
安全行動について、社員全員で話し合い、多くの危険が潜
在していることを認識できたためです。今までは気がつか
ず放置したままになっていたことも改めて危機を共有でき
ました。今後は、受講して教わったことを、全員参加で組
織的かつ徹底的に、繰り返し、継続的に安全衛生活動に取
り組んでいきたいです。

訓練風景 12

全社員に「品質管理や安全衛生の基礎を一から」学ばせる！！
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ポリテクセンター広島

11．株式会社熊平製作所 様
所在地 広島県広島市
従業員数 461名
事業内容 セキュリティシステム機器の開発・製造

支援の概要
把握した課題と目標・要望

カスタマイズ内容
・講義内容を個人演習やグループ討議に落とし込み、意見交換し合うなど、受講者が知識
を習得しやすい環境をつくった。

・研修の最後に受講者各自が作業工程表を作成し、訓練修了後も継続して時間管理・タス
ク管理を実践できるように工夫を行った。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声

受講者の声

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 当社は金融機関や一般企業、官公庁などの重要施設
向けに様々なセキュリティシステム機器を開発・製造
しています。特に金融機関における金庫室・貸金庫設
備はシェア70％を超え、オフィスの入退室管理システ
ムや空港の保安検査場で使われる液体検査装置など、
社会の様々な場所で安全と安心を提供しています。
働き方改革や仕事と家庭を両立する意識が高まりを

見せる中、当社でも更なる業務の効率化と生産性向上
に向けて検討していました。そんな時、ポリテクセン
ター指導員の紹介で「業務効率向上のための時間管
理」訓練のことを知り、全社的に展開していくことに
決めました。

Q.感想を教えてください。

A. 時間管理について、従来から仕事に取り組む順番や
時間の使い方を改善したいと考えていました。今回の
訓練は時間管理について体系的に勉強できる良い機会
となりました。
現在では時間の使い方の改善に役立てています。ま

た、社内への水平展開ができると考え、内容をまとめ
て報告や提案も行いました。
今後も時間の使い方を随時見直して、定められた時

間の中でより多くの付加価値を生み出していきたいと
思います。

受講した訓練
コース名 ：「業務効率向上のための時間管理」
実施時期 ：令和２年12月
受講者数 ： 20人
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タイムマネジメントやタスク

管理の重要性とその進め方に

対し共通の認識を持つことが

でき、時間の使い方の改善に

役立てている。

社内で「仕事と家庭の両立を踏まえた業務の効率化」を図る！！

その結果、タイムマネジメントやタスク管理の重要
性とその進め方について社内で共通の認識を持たせる
ことができた点で効果があったと感じています。更に
は生産性向上と部下や後輩の指導育成を絡ませたケー
ススタディを準備していただくなど、当社の要望に応
じた研修内容を実現できた点でも有益でした。

Q.感想を教えてください。

A. 実施に当たっては、同一テーマで管理職クラスから
課長代理、係長、主任クラスへと数年かけて段階的に
展開することにしました。

働き方改革や仕事と家庭を

両立する意識が高まりを

見せる中、更なる業務の

効率化と生産性向上が求め

られている。
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ポリテクセンター山口

12．中国特殊株式会社 様
所在地 山口県周南市
従業員数 35名
事業内容 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、

下水道維持管理業、建設業

支援の概要
把握した課題と目標・要望

・現場関係者は売上、原価計算

まで理解できているが、それ

以上のことを勉強させたい。

・生産工程、生産方式を知識

として学ばせたい。

提案内容
・中堅クラス、管理・監督者層も想定し、生産工程における原価管理を行う上で必須とな
る管理会計の基礎知識を押さえ、コスト削減のための着眼点、特にタイムマネジメント
の観点を重視した。

生産性向上支援訓練

・原価計算に加え損益管理の
考え方を現場の社員も理解
できた。

・「ＧＰＤＣＡサイクル」とい
う考え方を学び、目標設定の
重要性をより深く理解できた。

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声 受講者の声
Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 当社は、自治体からの委託を請けて清掃業務を行っ
ています。
６社あるグループ企業において、独自の取り組みの

「中特アカデミー」という研修を実施しており、一昨
年前から、４つある事業セクションを一元管理する目
的で、新しくサポートグループという部署を立ち上げ、
各部署の生産性向上を社内で取り組んできました。そ
うした中で、ポリテクセンター山口からのダイレクト
メールにより生産性向上支援訓練を知りました。そこ
で、主任・リーダーの社員を対象として生産性向上支
援訓練を実施することにしました。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を受講して良かったことは、講師が他社でのコ
ンサルタント経験豊富な方であり、現場の事例を交え
て訓練を進めてくれたことです。また、受講者の発言
に対して必ず肯定的なコメントをくれたことも印象に
残っています。
原価計算や損益管理の考え方を現場の社員も理解し

てくれたことが良かったと思います。生産性向上支援
訓練で「ＧＰＤＣＡサイクル」という考え方を学び、
目標設定の重要性がより深く理解できました。現場の
社員にとっても、目標設定することが重要であると意
識づけできたことも良かったと思います。生産性向上
支援訓練で得た取組みを今後とも継続していきたいと
思います。

原価管理を行う上で必須となる知識の理解を図る！！
「GPDCAサイクル」を学び目標設定の重要性を理解する！！

写真（企業外観、訓練風景等）
※縦横比をトリミングで調整する

受講した訓練
コース名 ：「原価管理とコストダウン」「生産性分析と向上」
実施時期 ：令和２年12月
受講者数 ：延べ26人

Q.感想を教えてください。

A. 今回、生産性向上支援訓練を２コース受講しました
が、分かりやすい内容でした。講師がこちら側の立場
になって考えてくれたことが良かったと思います。受
講したことで、原価率やコスト管理、生産性の向上に
関する意識が変わりました。業務計画の組み方につい
ても改善されてきたと感じています。進捗管理のため、
目標達成に努力が必要な部署へアラートを出すのです
が、最近では減ってきたと感じています。
生産性向上支援訓練で学んだ内容をもっとブラッ

シュアップすれば、より効果的になると思います。今
後も当社のニーズにあった生産性向上支援訓練のコー
スがあれば受講していきたいと思います。

14
訓練風景
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ポリテクセンター福岡

13．大神設計株式会社 様
所在地 福岡県福岡市
従業員数 33名
事業内容 施工図、トレース、工事写真、データファイル、竣工写真、 新規入場者教育ビデオ、

特定建築物定期報告、BIM（Building Information Modeling）、派遣

支援の概要
把握した課題と目標・要望

建設設計事業を始めて35期に

なり、事業継承を考えている。

まずは組織マネジメントに係る

訓練を受講したい。

提案内容
・部下やメンバーを、目指す姿や目標達成に向けて牽引できるように、管理者として必要なスキルを
理解し、スムーズな事業継承に役立てる。

リーダーとは何か、ぼんやり
と理解していたことが、講義
を聞いて明確になった。
また、リーダーとして他の社
員を引っ張るポイントやテク
ニックが理解できた。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声 受講者の声
Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 大神設計（株）は、建物において、企画、設計、工
事、調査、メンテナンスなど、一連の業務をアウト
ソーシングにて提供する会社です。
具体的には、図面（CAD、BIM）、トレース（建

築・土木・設備他）、記録（工事写真、映像記録）、
調査（定期報告）、派遣（工事図面製作、現場管理）
などがあり、クライアントの業務遂行の一翼を担う社
会インフラを目指しています。
建設設計事業を始めて35期になり事業継承を考えて

いたところに、生産性向上支援訓練に大変メリットを
感じ、まずは組織マネジメント分野の研修を管理監督
者層にて行うことを検討しました。

Q.感想を教えてください。

A. 今回受講した研修は、基本的な組織のあり方につい
てでした。組織とはなにか、組織の機能、役職者の役
割とは何かなどの基本的な知識を研修させていただき
ました。大変良かった点は、社長をはじめとする経営
陣及び業務を司る役職者全員が同時に、同じ講義を受
けたことです。
いただいた資料は、分かりやすくコンパクトに、か

つ総合的にまとめてありました。今後は全社共通の定
義（迷った時の指針）として活用していくつもりです。
このセミナーにおいて、組織についての認識の統一

が図られる見通しが立ったことが大きな成果です。

Q.感想を教えてください。

A. 組織・リーダーとは何か、ぼんやりと理解していた
ことが、講義を聞いて明確になりました。
また、目的や目標、目指すべきところを明確に持つ

ことが、問題解決において重要な部分を占めることが
分かり、リーダーとして、他の社員を引っ張る時のポ
イントやテクニックがとても勉強になりました。
今回この研修を受け、改めて人事評価制度にて定め

た部門目標についてどうしたら良いかを考えました。
目標としては、会社今期のスローガンである「ベク

トルを合わせて仕組みをつくる」を目指そうと思って
います。

受講した訓練
コース名 ：「組織力強化のための管理」
実施時期 ：令和２年10月
受講者数 ： 12人

まずは組織マネジメント分野を管理監督層に実施！

事務所風景

15



事
業
主
支
援
活
用
事
例

ポリテクセンター熊本

14．大東商事株式会社 様
所在地 熊本県熊本市
従業員数 80名
事業内容 解体業、産業廃棄物処理業、リサイクル業

支援の概要
把握した課題と目標・要望

提案内容
・受講者は30代から40代の班長クラスで、処理工場で現場に指示を出す者に加え、運搬車のドライバー
の責任者や営業の班長クラスも参加させたいとの意見が出された。それに伴い工場現場だけでなく、
幅広い職種にも理解しやすいようにカリキュラムをカスタマイズした。

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

利用者の声
事業主の声

受講者の声

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 当社は社会インフラを支える企業として、さらなる
発展と成長を可能にするため筋肉質な経営に挑戦して
いる。次のステージに向かうためには、体制の整備と
それに柔軟に対応できる人材の育成が必要と考え、自
社の人材育成計画に合致した生産性向上支援訓練を取
り入れました。

Q.訓練の効果について教えてください。

A. 訓練では業務上の問題抽出、課題設定、改善案の検
討に取り組み（「なぜなぜ分析」）、受講直後から、
混合廃棄物について『その日に入ってきた量はその日
の内に処理をする』という目標を立て、具体的な数値
を設定し、改善に取り組み始めました（処理量平均30
ｔ/日→60ｔ/日）。
対策は①作業、②機械、③人の３つに分類して、目

標達成に対する影響度と頻度を３～５段階で評価し、
その乗数（掛け算）で優先度を決めました。常日頃
「ここがボトルネックではないか」と感じていた項目
について令和２年５月から集中的に対策を講じており
ましたが、今回の訓練受講により意識の共有ができ、
10月に目標を達成することができました。
また、その日のうちに再現性検証を行ったところ、

８つの条件が重なる時に達成できることがわかり、さ
らにこの条件を安定的に得るための分析、実践を繰り
返し、10月には５回も目標達成を実現しました。過去
にも目標達成の経験はありますが、様々な制約条件が
重なる逆境の中、業務を意図的にコントロールして60
ｔ/日という数値をたたき出せたことには、大きな意味
があります。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を通じて、グループミーティングの進め方、考
え方を教わりました。また、業務上の問題を整理し、
目標を達成することができました（処理量平均30ｔ/日
→60ｔ/日）。課題に対しての意識の擦り合わせにより、
同じ思いで問題に取り組み、解決につながったと感じ
ています。仕事を自らコントロールして成果を出せる
と達成感、向上心が湧きます。本社からも「最近社員
の電話の声のトーンが変わった」と言われています。

受講した訓練
コース名 ：「生産性分析と向上」
実施時期 ：令和２年９～11月
受講者数 ： 12人

環境問題、安全対策等を含めた

業務上の課題を解決できる体制

の整備と人材の育成をしたい。

分析により職場内の適正人員もわかり、計画的な採用
につながるだけでなく、どのタイミングに、どれくら
い投資を行えば生産性が向上するか見えてきました。

16

訓練で学んだ業務上の問題抽出、
課題設定、改善案の手法を活か
し、受講直後から、目標を立て、
具体的な数値を設定し、改善に
取り組み始めたところ、半年ぶ
りに目標を達成できた。

自社の「事業計画や管理体制のバージョンアップ」を図る！！



ポリテクセンター○○
※施設名を入れて検索してください。

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。

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） 電話番号 都道府県 施設名（所在地） 電話番号

ポリテクセンター北海道（札幌市西区） 011-640-8822 ポリテクセンター中部（小牧市） 0568-79-0511
ポリテクセンター旭川（旭川市） 0166-48-2412 　〃　名古屋事務所（名古屋市中区） 052-221-8754
ポリテクセンター釧路（釧路市） 0154-57-8114 　〃　名古屋港湾労働分所（名古屋市港区） 052-381-2775
ポリテクセンター函館（函館市） 0138-52-0323 ポリテクセンター三重（四日市市） 059-321-3171
北海道ポリテクカレッジ（小樽市） 0134-62-3553 ポリテクセンター伊勢（伊勢市） 0596-37-3121
ポリテクセンター青森（青森市） 017-777-1234 ポリテクセンター滋賀（大津市） 077-537-1164
ポリテクカレッジ青森（五所川原市） 0173-37-3201 ポリテクカレッジ滋賀（近江八幡市） 0748-31-2250

岩手 ポリテクセンター岩手（花巻市） 0198-23-5354 ポリテクセンター京都（長岡京市） 075-951-7391
ポリテクセンター宮城（多賀城市） 022-362-2253 ポリテクカレッジ京都（舞鶴市） 0773-75-4340
東北ポリテクカレッジ（栗原市） 0228-22-2082 ポリテクセンター関西（摂津市） 06-6383-0949
ポリテクセンター秋田（潟上市） 018-873-3177 近畿ポリテクカレッジ（岸和田市） 072-489-2111
ポリテクカレッジ秋田（大館市） 0186-42-5700 ポリテクセンター兵庫（尼崎市） 06-6431-7276

山形 ポリテクセンター山形（山形市） 023-686-2225 ポリテクセンター加古川（加古川市） 079-431-2516
ポリテクセンター福島（福島市） 024-534-3637 ポリテクカレッジ神戸港（神戸市中央区） 078-303-7325
ポリテクセンターいわき（いわき市） 0246-26-1231 奈良 ポリテクセンター奈良（橿原市） 0744-22-5224
ポリテクセンター会津（会津若松市） 0242-26-0515 和歌山 ポリテクセンター和歌山（和歌山市） 073-461-1531
ポリテクセンター茨城（常総市） 0297-22-8800 ポリテクセンター鳥取（鳥取市） 0857-52-8781
　〃　水戸事務所（水戸市） 029-221-1188 ポリテクセンター米子（米子市） 0859-27-0111
ポリテクセンター栃木（宇都宮市） 028-622-9497 ポリテクセンター島根（松江市） 0852-31-2800
関東ポリテクカレッジ（小山市） 0285-31-1711 ポリテクカレッジ島根（江津市） 0855-53-4567

群馬 ポリテクセンター群馬（高崎市） 027-347-3333 ポリテクセンター岡山（岡山市北区） 086-241-0067
埼玉 ポリテクセンター埼玉（さいたま市緑区） 048-882-4079 中国ポリテクカレッジ（倉敷市） 086-526-0321

ポリテクセンター千葉（千葉市稲毛区） 043-422-2224 ポリテクセンター広島（広島市中区） 082-245-0267
ポリテクセンター君津（君津市） 0439-52-0219 ポリテクカレッジ福山（福山市） 0849-23-6391
ポリテクカレッジ千葉（千葉市中央区） 043-242-4166 山口 ポリテクセンター山口（山口市） 083-922-1948
ポリテクカレッジ千葉 成田校（成田市） 0476-22-4351 徳島 ポリテクセンター徳島（徳島市） 088-654-5101
高度ポリテクセンター（千葉市美浜区） 043-296-2580 ポリテクセンター香川（高松市） 087-867-6855

東京 東京支部（墨田区） 03-5638-2280 四国ポリテクカレッジ（丸亀市） 0877-24-6290
ポリテクセンター関東（横浜市旭区） 045-391-2818 愛媛 ポリテクセンター愛媛（松山市） 089-972-0334
ポリテクカレッジ横浜港（横浜市中区） 045-621-5999 ポリテクセンター高知（高知市） 088-833-1085
ポリテクセンター新潟（長岡市） 0258-33-2420 ポリテクカレッジ高知（香南市） 0887-56-4111
ポリテクカレッジ新潟（新発田市） 0254-23-2168 ポリテクセンター福岡（北九州市八幡西区） 093-641-4906
ポリテクセンター富山（高岡市） 0766-22-2738 　〃　福岡事務所（福岡市中央区） 092-738-8875
北陸ポリテクカレッジ（魚津市） 0765-24-5552 ポリテクセンター飯塚（飯塚市） 0948-22-4018
ポリテクセンター石川（金沢市） 076-267-0801 九州ポリテクカレッジ（北九州市小倉南区） 093-963-0125
ポリテクカレッジ石川（鳳珠郡穴水町） 0768-52-1323 佐賀 ポリテクセンター佐賀（佐賀市） 0952-26-9497

福井 ポリテクセンター福井（越前市） 0778-23-1010 ポリテクセンター長崎（諫早市） 0957-22-5471
山梨 ポリテクセンター山梨（甲府市） 055-241-3218 ポリテクセンター佐世保（佐世保市） 0956-58-3118

ポリテクセンター長野（長野市） 026-243-1001 ポリテクセンター熊本（合志市） 096-242-0391
ポリテクセンター松本（松本市） 0263-58-2905 ポリテクセンター荒尾（荒尾市） 0968-62-0179
ポリテクセンター岐阜（土岐市） 0572-54-3161 大分 ポリテクセンター大分（大分市） 097-522-2171
　〃　岐阜事務所（岐阜市） 058-265-5801 ポリテクセンター宮崎（宮崎市） 0985-51-1511
東海ポリテクカレッジ（揖斐郡大野町） 0585-34-3600 ポリテクセンター延岡（延岡市） 0982-37-0675
ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区） 054-285-7185 ポリテクセンター鹿児島（鹿児島市） 099-254-3752
ポリテクカレッジ浜松（浜松市南区） 053-441-4444 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
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