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生産性向上支援訓練とは？

訓練受講までの流れ（オーダーコースの場合）

・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。

（コース一覧は３ページをご覧ください）

• 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。

訓練コースの
コーディネート

課題や方策の整理

訓練受講

・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。
・テレワークを導入して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。
・ベテラン従業員の技術を後輩に継承させたい。

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

生産・業務プロセスの改善目的
・
分野

目的
・
分野

目的
・
分野

・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。

目的
・
分野

※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する場合があります。

横断的課題

売上げ増加

IT業務改善

生産管理、品質保証・管理、
流通・物流、バックオフィス

組織マネジメント、生涯キャリア形成

営業・販売、マーケティング、
企画・価格、プロモーション

ネットワーク、データ活用、
情報発信、倫理・セキュリティ

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、データ活
用など、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、中小企業
等が生産性を向上させるために必要な知識・スキルを習得するための訓練です。

70歳までの就業機会の確保に資する中高年齢層向けの訓練コース（ミドルシニア
コース）や、DX（デジタルトランスフォーメーション）に対応するための人材育
成を支援する訓練コース（DX対応コース）も実施しています。
生産性向上支援訓練では、中小企業等が抱える課題やご要望に応じてカリキュラ

ムをカスタマイズするオーダーコースと、地域の中小企業等に共通する課題に対応
したオープンコースを、専門的知見を有する民間機関等に委託して実施します。

訓練実施形式

集合形式 または
オンライン（同時双方向通信）形式

訓練時間数

６～ 30時間
（「IT業務改善」は４～30時間）

訓練実施場所

企業の自社会議室 等

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
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IT業務改善
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支援の概要

把握した課題と目標・要望

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

提案内容

・これまでの社内研修は営業所ごとに分かれて実施していたことから、対面式研修のメリットを最大限

に活かしたグループワーク中心の構成を提案した。

・保険営業という業種、職種の特性に適したカリキュラムのカスタマイズを提案した。

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. 当社ではコロナ禍もあり、社内講師がVOD（オンデ
マンド配信）方式による研修を営業所ごとに実施して
おりました。研修を企画するにあたり商工会議所へ相
談したところ、ポリテクセンター秋田の生産性向上支
援訓練の活用を勧められ、新任支部マネジャー研修と
早期の支部マネジャー職登用候補者向けの営業研修を
企画・実施することができました。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「提案型営業手法」「中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成」

実施時期 ：令和３年９月

受講者数 ：延べ48人

Q.感想を教えてください。

A. 支部マネジャーとして若手からベテランまでの全体
のマネジメントをしており、お客様との接し方や商品
内容の伝え方にレベル差があり、どのような指導・育
成を行えばよいか課題を感じていました。
社外講師の豊かな経験・知見から、さまざまなアド

バイスをいただくことができました。今後、社内の状
況に合わせて対応を考え、アレンジして取り入れたい
と考えています。

A. これまで受講した研修では新商品の知識習得や会議
形式が多かったため、自分の考えや意見を述べ、皆の
考えをシェアするスタイルの研修は新鮮でした。
受講後、講師からアドバイスのあった業務の視点や

参考になった受講者の意見を整理し、営業所の同僚や
後輩に伝えることから始めてみました。研修では自分
自身と向き合うことができ、お客様と関係性を築くこ
との重要性を再認識しました。
今後も社内での情報共有をしっかりと行い、自分の

考え等を積極的に話すよう心がけたいです。

Q.感想を教えてください。

A. 今回、社外の講師を活用し、県
内３会場に複数の営業所から受講
者を集めて開催することができま
した。
個々のスキルアップはもとより、

営業所間の社員交流が行われ、研
修を通じてお互いの考えを知るこ
とができたことは、有意義だった
と考えています。また、各コース
10名程度で実施でき、受講者一人
ひとりに寄り添った研修が行えた
と感じています。 担当部長 光地様

・社外講師の経験や知見から、

社内の状況に合った指導・育成

の方法を考えることができた。

・自分の考えや意見を社員間で

共有することができた。

従業員のキャリアに応じた「スキルアップ」を図る！

１．明治安田生命保険相互会社

秋田支社 様
所在地 秋田県秋田市
従業員数 356名
事業内容 生命保険商品の企画・販売

ポリテクセンター秋田

４

営業所の新任マネージャーにマネ

ジメント力の向上と今後のキャリ

アアップを考える機会を提供し、

次期マネージャー候補には営業力

の強化を図りたい。
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ポリテクセンター山形

２．株式会社月岡ホテル 様
所在地 山形県上山市
従業員数 43名
事業内容 宿泊業（旅館）

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・コロナ禍による休館中であったため、県内講師による訓練を提案した。

・アサーティブについてより知りたいという要望を受けたため、内容をカスタマイズしたミドルシニア

コースを再度提案した。

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. かみのやま温泉にある当館は、月岡城外濠跡の日本庭
園に囲まれた旅館です。正保元年（1644年）に山形県赤
湯で創業して以来377年の間、受け継いだ真心と癒しの
お湯で皆様をお迎えしております。
当館では従来、OJTや外部接客サービス等の受講を通

して人材教育に取り組んでおりました。しかし、従業員
の高齢化対策や若手人材教育の推進がなかなか進まない
状況でした。この度、コロナウイルスの感染拡大により
休館を余儀なくされ、雇用調整助成金申請の相談をする
中で労働局より生産性向上支援訓練の情報をいただき、
休館中に訓練を実施しました。

Q.感想を教えてください。

A. 部署を超えていろいろな人とディスカッションする場
が持てたことで、休館中にもかかわらずモチベーション
を上げることができ、とても充実した訓練でした。各部
署のロールプレイングを課題として取り上げていただき、
さらに研修が深まりました。訓練の中で、時間厳守や挨
拶の気配りの大切さを学び、さらに徹底できるようにな
ったと感じています。
今後も継続して利用し、自己研鑽の場を作りながら、

互いに向上心を忘れないようにしていきたいです。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割」

「職業能力の整理とノウハウの継承」

実施時期 ：令和３年５月～６月

受講者数 ：延べ46人

Q.感想を教えてください。

A. コロナの影響で休館。出勤しない日が多い中、マイナ
スな気持ちになっていました。そうした中で、「職業能
力の整理とノウハウの継承」の訓練が行われました。
訓練では、月岡ホテルの「強味」をSWOT分析しなが

ら、グループ討論をしました。積極的に意見を出し、居
残りして話し込むこともできました。見えない気配りに
ついても行動で示せばおもてなしになることを学びまし
た。この訓練での話し合いを、何とか実現につなげてい
きたいです。
また、社員の意見交換の場など、こういった討論がで

きる時間を定期的に作ってほしいと思いました。これか
らの月岡ホテルがどうなっていくか、とてもわくわくし
ます。なにより、働く私たちも楽しめる場所にしていき
たいと改めて思いました。熱意と向上心が感じられるお
もてなしを提供していけるよう、努力していきたいと思
います。

従業員の高齢化が進む中で、「若手人材教育」を推進する！

・部署を超えたコミュニケー

ションの機会が得られ、従業

員のモチベーション向上につ

ながった。

・仕事へ取り組む姿勢やホス

ピタリティの大切さを理解で

きた。

旅館内部の風景

・ベテラン従業員のノウハウを若

手社員に継承させていきたい。

・長期休館中で低下した従業員の

モチベーションを向上させたい。

５
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ポリテクセンター福島

３．浅井ショーワ株式会社 様
所在地 福島県白河市
従業員数 103名
事業内容 輸送用機械器具製造業

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・受講者が管理者層のため、まず「自身の業務の役割を知ることが大切」ということを話した上で、

実務に沿った具体的な問題を訓練内容に盛り込むよう提案した。

・社内の最優先課題をカリキュラムの内容に落とし込む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.利用したきっかけを教えてください。

A. 過去にコンサルを利用してテーマ活動を行ったもの
の、結果を出すまでには至りませんでした。また、個
別で講習会に参加させていましたが、その内容を他の
社員と共有することがなく、社内での拡がりは得られ
ない状況にありました。そのため、社内の問題点や改
善点の横展開や、社員どうしの活発な意見交換ができ
るよう、全員が同時に同じ内容を受講できる講習会を
希望していました。
今回、ポリテクセンター福島より生産性向上支援訓

練を紹介され、検討した結果受講に至りました。

Q.感想を教えてください。

A. 改善の手法について、管理職全員が共有して学ぶこ
とができました。訓練内容について、自社の目的や意
向に合わせてカリキュラムをカスタマイズしていただ
いたので、より効果的に習得できたと感じています。
訓練を利用して特に良かった点として、グループ討

議で「意見をまとめる、発表する」ということに慣れ
ることができたことです。社員は各自の持ち場に戻り、
教わった手法を取り入れながら、改善に取り組もうと
しています。
これまでは主に管理職を対象としていましたが、職

長や中堅社員にも受講対象を広げたいと考えています。
ただ、持ち場のある職長や中堅社員を一斉に受講させ
ることは困難なため、今後はオープンコースを組み合
わせることで、計画的に教育を進めていきたいです。

Q.感想を教えてください。

A. 生産に係る製造全般の管理を担当しており、先を見
据えた人材育成や担当者の人選を課題だと感じていま
す。今回の訓練を受講して、問題解決・業務改善の手
法や考え方を身につけることができ、良い経験をさせ
ていただきました。
目先の問題にとらわれることなく、先を見据えた行

動が大切だということを学び、広い視野を持ちつつ判
断することを心掛けたいと感じました。訓練で学んだ

「なぜなぜ分析」を活用し、他の部署を巻き込んで違っ
た目線からの意見を参考にしつつ、業務に取り組んで
います。
訓練で学んだ内容を部下に展開していくことが大切

だと考えていますが、現時点では具体的な行動に至っ
ておらず、今後どのような方法がよいかを検討中です。
部下に展開することで、自分を含めたスキルアップに
つながると考えています。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「生産現場の問題解決」

実施時期 ：令和３年６月～７月

受講者数 ： 15人

・業務改善の手法や考え方を管理

職全員で共有するようになった。

・他の部署を巻き込み、違った目

線からの意見も参考に取り組んで

いる。

社内の問題点を共有し、「改善方法の水平展開」を図る！

総務部長 木脇様 受講者 上妻様

６

・各個人の知識や意欲が目に見

えて現れていない社員が多い。

・講習等で得た内容を社員間で

共有する機会が少なかった。
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支援の概要

把握した課題と目標・要望

生産性向上支援訓練

訓練後の成果

・品質データの分析方法及び評

価方法を理解し、分析結果を活

用して品質向上につなげたい。

・各部署における作業標準を作

成し、実践に役立てたい。

一人ひとりが品質向上・クレー

ムゼロの意識を持って職にまい

進できるような意識改革ができ

た。

提案内容

・品質管理に対する考え方が標準化されていないため、「品質管理実践」コースを提案し、それぞれの

部署で意見のすり合わせを行い実践していけるような、現場に沿った演習をメインとした訓練内容に

カスタマイズした。

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. 埼玉県川口市で、2000年から精密板金加工業をしてお
ります。市況に左右されない安定した企業経営のために
は合理的なシステム作りと、優秀な人材確保が不可欠と
の考えから、人材育成のための教育訓練計画を立てて毎
年実行しておりました。しかし、生産性向上のための業
務改善の取り組み方や、品質管理の考え方などはOJTで
はなかなか身に付けられず、更に実務が忙しく教育の時
間が取れないなどの問題もあり、外部講師による研修を
取り入れるようになりました。
以前、団体で受講したポリテクセンター埼玉による訓

練がきっかけでお話をいただき、こちらのコースを利用
するようになりました。

Q.感想を教えてください。

A. 私達が目指すのは、お客様に必要とされる工場であり、
創立以来「提案力・高品質・納期厳守」を継続し、お客
様との信頼関係を築き上げることに取り組んでまいりま
した。製品の外観はもとより、±0.1mmの精度を守る精
密板金から、お客様の指示する寸法公差まで、弊社では
従業員全員が常にこれを意識し、よりクオリティの高い
製品の作製に努めています。
この度「品質管理実践」を学んだことで、お客様の要

望に適合する品質の製品をタイムリーに提供していくた
めに、訓練で習得した知識や手法を活用して不良・ク
レームゼロを目指し、生産性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. 私が所属している溶接加工部門は、手加工による作
業がほとんどのため、最も品質のばらつきが出やすい
部署だと思います。また、多品種少量生産であり、お
客様に対して求められる品質が異なるため、品質精度
をキープしていくのに大変神経を使います。そのため、
高品質な商品を提供し続けるために、毎月ミーティン
グを実施しており、加工不良やクレームが起きた原因
を掴むために「なぜなぜ分析」をくり返し、真因を特
定し再発防止を行うことで、同じような問題が再発し
ないよう活用しています。
今回の訓練では、問題解決の題材も普段行っている

作業での手順に沿って取り組む事ができたのでイメー
ジがしやすく、より理解を深める事が出来ました。今
後不具合が発生した際も、今回学んだQC7つ道具を活
用しながら、品質向上に努めてまいります。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「品質管理実践」

実施時期 ：令和３年11月

受講者数 ： 21人

「品質管理活動の推進方法」を理解し、品質向上につなげる！

専務取締役 内山様 受講者 大澤様

4．株式会社フジムラ製作所 様
所在地 埼玉県川口市
従業員数 100名
事業内容 金属加工業

ポリテクセンター埼玉

７



事
業
主
支
援
活
用
事
例

ポリテクセンター千葉

５．加藤段ボール株式会社 様
所在地 千葉県野田市
従業員数 155名
事業内容 段ボールシートおよび段ボールケースの製造販売、印刷化粧箱および緩衝材、その他梱包資材一式販売

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・新入社員が主な対象であるため、初任層向けのコースを提案し、さらに訓練内容を実践させるため、

受講後の5Sの実践を必須とした。

・福島県の工場の従業員も参加するため、オンラインコースでの実施を提案した。

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. オーナー企業からグループ会社となったことを機に、
トップダウン方式からボトムアップ方式の組織運営が
求められるようになりました。そこで、社員の人材育
成に関する相談先として候補となったのが、ポリテク
センター千葉の生産性向上支援訓練でした。

Q.感想を教えてください。

A. これまでの企業内訓練は、各工場の社員を本社に集
合させて実施していました。これをオンラインにした
ことで、本社までの移動時間や日程調整が不要となり、
時間や場所に囚われずに訓練が受講しやすい環境とな
りました。また、各工場で訓練を受講することにより、
少人数で集中しやすい環境を実現することができまし
た。Web会議システムを利用したグループ討議では、
実際に訓練に参加しているリアリティを得られました。
今回の訓練は初任層を対象としたため、5Sの実践に

関する宿題を課しました。その結果、新人の視点でし
か得られない気づきや疑問が生まれ、ベテラン社員が
それらを説明することにより、自ら再確認できるとい
う良い循環を作り出せました。
現在、当社では小集団活動に力を入れています。ボ

トムアップ方式による運営を行っていくためには、現
場から改善提案をしやすい環境づくりが必要だと考え
ているからです。まだ手探り状態ではあるものの、中
堅層のマネジメント力強化にも生産性向上支援訓練を
活用していきたいです。

Q.感想を教えてください。

A. 訓練を通して、各工場の社員と意見交換できたこと
が非常に有意義でした。訓練中に挙げた問題点につい
て受講者どうしで見直し、改善策を考え、実際に改善
へつながったことがとても印象的でした。また、５Sを
実践したことで、これまで作業がしづらいと感じてい
た環境を変えることができました。（受講者中島様）

A. オンライン訓練では、他の工場の意見等を聞くとき
のタイムラグが気になり、聞き取れないこともありま
した。その一方で、集合形式のように大勢の前ではな
く、画面越しでの意見交換だったので、発言しやすい
雰囲気でした。他の人の意見が聞くことができたのは
大きな収穫だったと思っています。（受講者坂野様）

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」

実施時期 ：令和３年２月～３月

受講者数 ： 11人

訓練中に挙がった問題点につ

いて各工場の受講者どうしで

見直すことで、実際の改善に

つながった。

・「ボトムアップ方式」による会社運営への対応を図る！

取締役副社長 加藤様 受講者 中島様

・現場から改善提案をしやす

い環境づくりを進めたい。

・他県にある工場の従業員も

交えて研修を実施したい。

８
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支援の概要

把握した課題と目標・要望 訓練後の成果

６．石川メッキ工業株式会社 様
所在地 石川県金沢市
従業員数 52名
事業内容 表面処理製造業

提案内容

・品質の概念や言葉の定義といった基礎的な内容を丁寧に説明する内容とした。

・テキスト作成において、QC検定4級～3級の出題範囲の中で必須とされる単元を中心に盛り込み、

受講者が職場での活用のみならず、今後QC検定に挑戦する場合にも活用できる内容とした。

生産性向上支援訓練

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. 現在、当社では経営者や従業員、技術者や営業全て
が連携し、全員で生産性向上や課題解決に取組み、お
互いが協力して深く考えることを意識的に行っていま
す。
今般の新型コロナウイルス感染症による影響から、

客先の見方がより厳しくなり、品質管理の考え方が非
常に重要となってきています。そのため、品質管理に
おける「検査」について、自工程検査が基本であるこ
と（理想は検査不要）を理解し、それぞれが工程に責
任を持ち、自分達で解決していくという意識を持ちな
がら、良いものづくりができる製造技術者となってほ
しいと感じ、訓練を受講しました。

Q.感想を教えてください。

A. 受講者の多くは「品質管理」という言葉を難しいと
感じていたようですが、普段の製造業務の中で、品質
管理を何気なく行っていることに気づき、訓練内容を
身近に感じることができるようになりました。
また、普段から変化点に気を付けるようになったこ

とや、自ら生産している製品の品質に対して、疑問を
持つことができるようになりました。
今後は、現場技術者が品質管理を実施できる体制を

構築するために、引き続き訓練を活用していきたいと
考えています。また、より良いものづくりができるた
めに、訓練内容が当社の社風となるようこれからも伝
承していきたいと思います。

Q.感想を教えてください。

A 今回の訓練により、「品質」というものを新たな方向から
再認識でき、改善へのアプローチの方法も学べたので、とて
も実りのある訓練でした。同時に、今まで感覚的に捉えてい
たことを、言葉として系統立てて説明をしていただいたこと
により、方法論として吸収できました。
訓練により作業記録の重要性を再認識できたので、変化点

の記録などを含めて積極的に記入しています。
今後は、訓練で得たことを部署内で共有し、不良の再発防

止・未然防止に役立て、より良い生産を目指していきたいと
思います。

A. 今回の訓練を経て、品質管理が身近に感じられ、今までよ
りもめっき膜厚のバラつきに注目するようになりました。
また、後工程で作業する人のことを考えて仕事をするよう

になりました。グループワークを通して、他部署の人とコ
ミュニケーションが取れたことにより、様々な意見を聞けた
ことが、このような変化に繋がったと思います。さらに、
日々の業務をルーチン化することで、細やかな変化や異常に
も気づきやすくなりました。
今後は、全社改善活動など、何か行動をするときは、周り

の人を巻き込んで、複数人で協力して活動しようと思います。
同時に、発生したミスは後輩にも伝え、再発防止に努め、品
質の安定化への仕組みや作業方法を積極的に考えようと思い
ます。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：①「品質管理基本」 ②「品質管理実践」

実施時期 ：①令和３年７月 ②令和３年９月

受講者数 ：延べ20人

現場技術者が「自ら品質管理を実施できる」体制を構築する！

品質管理において、自工程

検査が基本であることを理解

し、各々が工程に責任を持ち、

自分たちで解決していく意識

を持ってほしい。

ポリテクセンター石川

９

・「品質管理」を身近に感じられ

るようになり、普段の仕事とのつ

ながりを理解できるようになった。

・細やかな変化点を部署内で相談

できるようになった。
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ポリテクセンター長野

７．オリオン機械株式会社 様
所在地 長野県須坂市
従業員数 2,489名
事業内容 酪農機器、産業機器の製造・販売

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・受講者の大半が管理職であるため、土曜日に6時間×1日のコースを提案した。

・新型コロナウイルス対策のためオンラインコースで実施し、カリキュラムの一部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. 当社の生産現場では、論議の場で精神論や感情論が
先行する傾向があるため、社内全体での協議や調整に
際しては、論理的思考で、かつ、説得力ある資料やデ
ータを準備して臨む必要性があると考えていました。
その中でポリテクセンター長野から生産性向上支援訓
練の案内があり、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、ロジカルな思考法を学び、こ
れまでにないアプローチや手法で物事に臨めるように
なり、また新しいツールを活用したグループワークが
できるようになりました。今回の訓練はWeb開催（オ
ンライン形式）でしたが、対面と変わりなく受講でき
ました。
来年度も管理監督者対象の訓練を企画し、遠隔地の

工場や関連会社をWebで結んで訓練を実施することで、
ものづくりのレベルアップをグループ会社全体で図っ
ていきたいと思っています。

Q.感想を教えてください。

A. 私が所属している部品製造グループでは、不良対策
が主観的であり、現状の作業方法や環境が最適だと思い
込んでいる傾向にありました。訓練では、課題に対する
アプローチ方法について、手法を交えた内容での説明が
分かりやすく、とても参考になりました。Web開催でし
たが対面での実施に近く、臨場感のある講義を受けるこ
とができたので良かったと思います。
訓練を通して、論理的に物事を分解し、本質的な問題

を見つける力を身につけることができました。職場改善
を先頭に立って展開する中で、期待以上の効果を実感し
ています。今後は、グループ員へ改善手法を積極的に指
導し、管理者としての更なるスキル向上と、品質・生産
性向上、人材の育成につなげていきたいと思います。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「企画力向上のための論理的思考法」

実施時期 ：令和３年８月

受講者数 ： 14人

ロジカルな思考法を学んだこと

で、これまでにないアプローチ

や手法で物事に臨めるようにな

り、新しいツールを活用したグ

ループワークができるように

なった。

社内での協議やプレゼンに向けた「論理的な思考」を身につける！

アスコン工場全景

副本部長 村石様 受講者 島田様
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他部門とのセッションや対話

による障害の解決が苦手であ

るため、論理的な話術やプレ

ゼン力を身につけさせたい。
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ポリテクセンター岐阜

８．株式会社セラメッセ 様
所在地 岐阜県多治見市
従業員数 50名
事業内容 建築用磁器質タイルの製造・販売

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・事業主がネット販売事業の基礎的知識付与の必要性を感じていたため、以下のコースを提案した。

・コロナ禍以降の最新のネット販売事情を含めて、素人にでも理解しやすいように浅く広く知識を習得

できるよう、カリキュラムのカスタマイズを行った。

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

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「インターネットマーケティングの活用」

「マーケティング志向の営業活動の分析と改善」

実施時期 ：令和３年８月～10月

受講者数 ：延べ22人

Q.感想を教えてください。

A. これまでネット販売事業の業務に従事しながらも、
SNSに疎いままに仕事をやってきたので、基礎的なと
ころから教えていただきとても参考になりました。グ
ループディスカッションをしながらペルソナやカスタ
マージャーニーを作成することにより、今まで仕事を
やっているだけでは分からない問題点が具現化できた
ことがよかったです。
訓練を受講しただけではわからないこともありまし

たが、日々の仕事の中で実践することにより理解が進
み、SNSの広告の手法も取り入れることができていま
す。現在はホームページの検索機能も強化し、他社と
の差別化を図っているところです。自分がやりたいと
思っていたことが、講師の話を聞くことによって間違
いではないと気づくことができたので、会社の新しい
取組としてこれを発展させていけたらと思っています。

・日々の業務実践の中で理解

が進み、SNS広告の手法を取

り入れることができた。

・ホームページの検索機能も

強化し、他社との差別化も

図っている。

「ネット販売事業に対応できるノウハウ」を習得する！

・コロナウイルスの影響から

ネット販売事業を進めているが、

販促方法の知識が足りない。

・ネット販売事業を自らで工夫

できる人材を育成したい。

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. 新型コロナウイルスの影響がある中で、インター
ネット販売の新会社を立ち上げたところですが、サイ
トを作っただけでアクセスが少なく、会社にネット販
売事業の基礎的な知識も無いため、試行錯誤している
ところでした。そのような時に東濃信用金庫からの紹
介でポリテクセンター岐阜から生産性訓練の案内があ
り、講師に来ていただき自社の会議室で開催すること
ができること、かつ、費用も安価であることを理由に
受講を決めました。

Q.感想を教えてください。

A. 事前の打ち合わせの中で、我々の業界と我が社の現
状と要望を聞いていただき、要望に応じてカリキュラ
ムをカスタマイズしてもらえるというとても手厚い支
援内容でした。我々の業界に詳しくない中で、いろい
ろな会社の参考事例や取組を教えていただける講師の
姿勢にとても感銘を受けました。
私共は中小企業であることから、社員一人ひとりの

気づきが大切であり、スキルを上げていくことがとて
も重要です。社員には仕事をする上で、ベストを考え
ながらやってほしいし、それを習慣づけてほしいと
思っています。今回初めて訓練に取り組みましたが、
とても良いきっかけになりましたので、訓練を継続し
て実施していきたいと思っています。 代表取締役 水野様 訓練風景
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ポリテクセンター和歌山

９．株式会社シマファインプレス 様
所在地 和歌山県和歌山市
従業員数 104名
事業内容 繊維機械部品製造 ほか

支援の概要

把握した課題と目標・要望 訓練後の成果

創業40年を超えているが、ベテ

ランは叩き上げが多く、技術伝

承のためにも、若手に仕事への

向き合い方を学ばせたい。

提案内容

・コロナ禍等の影響で組織の確実な活性化を促す必要性があり、まずは若手に仕事のあり方を学ばせる

コースの実施を提案した。

・仕事での問題発生の原因を追究し、真の原因を見つけて再発防止を図る「なぜなぜ分析」の手法を採

用したグループワークを取り入れた。

生産性向上支援訓練

各自が日頃抱えている仕事で

の問題点を洗い出し、自発的

に解決方法を考えていく意識

が身についた。

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. 当社は島精機製作所の「ホールガーメント横編機」
等の高精度な部品などを製作する会社です。
コロナ禍における製造拠点の見直し等の背景もあり、

コスト低減要求が求められる環境下での改善を図るた
め、ポリテクセンター和歌山の提案を受け、若手・中
堅層のそれぞれの階層に応じた訓練を計画する運びと
なりました。
若手従業員について「会社とは」「組織とは」等を、

仕事の向き合い方を学ばせるために「ものづくりの仕
事のしくみ」を学ぶコースを選択しました。また、研
修などの受講機会は新人研修程度であったため、今回
は多くの部署の若手従業員に受講させました。

Q.感想を教えてください。

A. 仕事での問題発生の原因を追究し、これを深掘りし
て真の原因を見つけて再発防止を図る「なぜなぜ分
析」の手法でグループワークを行ったところ、今まで
にない改善手法との感想で好評でした。
今後は若手のやる気に会社が応えるよう、中堅層の

若手指導ノウハウや、従業員のITスキルを底上げする
コースを受講させ、一層の生産性向上を図り、モッ
トーとする「挑戦は不可能をも可能にする」会社づく
りを目指していきたいと思います。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」

実施時期 ：令和３年６月

受講者数 ： 12人

Q.感想を教えてください。

A. グループワークでは、各自が日頃から感覚的に抱えてい
た問題を意見し合い、なぜそれが起こり、どう対応すべき
かの話し合いを行い、これを文字で起こしたことで改善手
法を実感できました。
このように解決方法を導く具体的指導をいただき、今後、

仕事での問題点の洗い出しから解決の進め方を自発的に考
えていく上で、大いに参考となりました。
仕事をする上で、「なぜ？」という意識を常に持ち続け

ることは大事であり、学んだ解決方法を活かし、チーム
ワークで職場の活性化を図っていきたいと思います。

企業の活性化のために「若手従業員のボトムアップ」を図る！

取締役部長 加納様 訓練風景
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ポリテクセンター鳥取

10．三洋テクノソリューションズ

鳥取株式会社 様
所在地 鳥取県鳥取市
従業員数 238名
事業内容 電気機械器具製造

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・７時間×1日の２コースを設定し、それぞれティーチングとコーチングを段階的に習得できるカリキュ

ラムを提案した。

・同じ受講者が連続して受講することを踏まえ、コース順序を定めて実施した。

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

受講した訓練：オーダーコース

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」

「中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成」

実施時期 ：令和３年２月

受講者数 ：延べ28人

中堅・ベテラン層中心に「社内教育体制の充実化」を図る！！

新入社員等とのコミュニケー

ションを苦手とする中堅・ベ

テラン層に対して、今後の業

務への意識づけをしたい。

人事担当者 花本様 受講者 小林様

・グループ内の後輩とのコ

ミュニケーションに目的意識

を持つことができた。

・社内のコミュニケーション

の活性化が実感できた。

Q.利用したきっかけを教えてください。

A. ３年前から新卒者の採用が本格化し、社内教育体制
の確立が急務でした。新卒者に対しては生産性向上支
援訓練の初任層向けコースを活用させていただき軌道
に乗り始めていますが、中堅・ベテラン層に対してど
うするのか悩んでいました。そのタイミングでミドル
シニアコースのご紹介があり、今回受講させていただ
きました。

Q.感想を教えてください。

A. 今回のコースでも良い講師の方を選定して頂き、社
内的なコミュニケーションの活性化が実感できていま
す。社内教育の継続は弊社の成長・成熟に向けての重
要事項ですから、すでに次のミドルシニアコースもお
願いしています。
今後もポリテクセンター鳥取のお力もお借りしなが

ら、様々なコースの活用を織り交ぜ、社員のレベル
アップを図りたいと考えています。

Q.感想を教えてください。

A. 中堅である自分自身の業務への関わり方、周囲とのコ
ミュニケーション方法などを、一度棚卸をしたいと思って
いました。しかし、日々の業務を行いながらではなかなか
できず、ちょうどそのタイミングで今回の訓練を受講しま
した。
受講している間は素直に自分と向き合うことができ、自

分なりに棚卸ができたと思います。職場では、まずグルー
プ内の後輩とのコミュニケーションに目的意識を持つこと
ができました。受講した時のテキストは机に常備して、煮
詰まった時・悩んだ時に今でもページをめくっています。
時にはテキストにヒントをもらいながら、中堅として、ま
た頼れる先輩としてステップアップしたいと思います。
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ポリテクセンター島根

11．社会福祉法人愛耕福祉会 様
所在地 島根県雲南市
従業員数 84名
事業内容 保育所経営

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・オープンコースとして設定した「職場のリーダーに求められる統率力の向上」への受講を勧奨した。

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. 保育現場は子どもの保育以外にも事務的な作業を多
く担っており、一人ひとりの業務負担が大きく生産性
が上がらないという現状があります。また、人材育成
面においてもOJTに依存しており、組織（職場）をマネ
ジメントする意識が希薄であると感じていたところ、
ポリテクセンター島根から届く生産性向上支援訓練の
ダイレクトメールが目に留まりました。

Q.感想を教えてください。

A. 次期管理職候補（主任及び副主任保育士）向けにタ
イムリーな内容でした。異業種の方との交流で職業人
としての「立ち位置」を発見し、また、マネジメント
を体系的に学ぶことが出来ました。
保育業界の研修は専門的なテーマが多く、それ以外

の情報に触れることが少ないのが現状です。受講者が
「復命書」等を通じて今回の内容を職場にフィード
バックすることで、さらに、マネジメントの知識を貪
欲に取り入れたいという意識の変化も見られました。
今後、保育者としての「視野」を広げるために１人

でも多くの職員に専門分野以外の学びを体験できる、
生産性向上支援訓練を活用したいと考えています。

次期管理職候補向けに「組織をマネジメントする意識」の向上を図る！！

受講した訓練：オープンコース

コース名 ：「職場のリーダーに求められる統率力の向上」

実施時期 ：令和３年５月

受講者数 ： 3人（コース全体では16人）

Q.感想を教えてください。

A. 後輩職員が全体的に受け身で控えめなので、自ら行
動したり考えを発信する部分が弱いと感じていました。
訓練を受講して「職場の課題と解決のプロセス」を

考察する中で、課題の対象が「人」である保育現場に
おいては明確なゴールが分かりにくいと感じました。
訓練で良かった点は、「コーチングを活用した指導

法」についての学びです。保育現場の対象である
「人」の課題を抽出するプロセスでは、「見えないも
のを捉える」ことを意識するようになりました。
今後は、後輩職員が失敗も含めていろいろな経験を

していく中で、本人が存在意義を感じられるような関
わり合いを通じて、持っている力を引き出していきた
いと思います。

・異業種の方との交流により、

職業人としての「立ち位置」を

発見でき、マネジメントを体系

的に学ぶことができた。

保育所の風景

・保育以外の事務作業が多く、

一人ひとりの業務負担が大きい。

・人材育成もOJTに依存しており、

主任・副主任保育士のマネジメ

ント意識が希薄である。
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ポリテクセンター岡山

12．松陽産業株式会社 様
所在地 岡山県新見市
従業員数 97名（岡山事業所）
事業内容 パンチングメタル（建築・土木・自動車等部材）製造

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・対象者が入社５年以内であり、また、これまでに中堅層向けの「品質管理実践」を実施

していることから、「品質管理基本」を提案した。

・現場管理面の力量アップをイメージしているため、より具体的な事例や内容に近づくよう

カスタマイズを行った。

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. 過去に生産性向上支援訓練を利用し、「品質管理
基本・実践」コースのオープンセミナーを受講したも
のの、社内の取り組みへの落とし込みがうまくいかな
いことが多くありました。そのため今回は、社内の取
り組み事例に合わせてオーダーメイドできるという点
を活用して、新入社員や入社5年以内の従業員を対象
とした訓練の受講を決めました。

Q.感想を教えてください。

A. 「品質管理基本」ということで難しい内容という印象
がありましたが、自社の取り組みや事例をもとに講習が
設定されていたため、理解しやすい内容であったと感じ
ました。今まで活用したことのないフレームワークを知
ることができたことや、グループワークを行うことで日
頃関わりの少ない従業員ともコミュニケーションをとる
ことができたことは、良い経験になったと思います。
照合確認の部分で実際の作業中に学んだ指差呼称を

行ったことで、確認漏れを発見することができたという
事例もありました。
特に印象に残った部分は、ヒューマンエラーの講習内

容で、「人は一度に覚えられる文字数に制限があり、文
字数が多ければ多いほど覚えるのは困難になる」という
点です。講習内の記憶力テストでは、8文字の文字数を
どこまで記憶できるかということをテストしたものの、
7文字が限界でした。意識して記憶したので7文字まで記
憶することができたものの、日常的な場面では難しいと
いうことを体感できました。
大体を理解することはできましたが、経験年数が浅い

ため、更なるスキルアップをめざすために、機会があれ
ばまた参加したいと思える訓練でした。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「品質管理基本」

実施時期 ：令和３年４月

受講者数 ： 8人

オーダーコースの特性を活かして「品質管理の基本」を理解する！

入社５年以内の従業員を対象に、

社内の取組事例に合わせながら、

品質管理の基本的な考えに

ついて学ばせたい。

訓練風景
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・品質のあり方を

再確認することができた。

・指差呼称によって、

作業手順の間違いや

ヒューマンエラーの防止

につながることが理解できた。

Q.感想を教えてください。

A. 受講した従業員には講習
で学んだヒューマンエラー
防止の考え方を各部門へ展
開し、品質改善などの事例
に落とし込み、品質の基本
を理解し実践に移すことの
できる人材の育成を継続し
ていってもらいたいと考え
ます。
品質・コスト・納期の改

善が活性化して行われるこ
とを今後期待しています。
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ポリテクセンター愛媛

13．江南ラミネート株式会社 様
所在地 愛媛県四国中央市
従業員数 44名
事業内容 紙加工品・プラスチック製品の加工および販売

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・初心者向けにも理解できるよう、製造管理のポイントを追加し、７つ道具の理解や活用ができるよう

演習も多く取り入れた。

・新型コロナウイルスの拡大を考慮し、オンラインコースでの実施とした。

・従業員の品質に対する考え

方が変わった。

・各工場の品質管理責任者が

集まり、クレーム対策などを

報告する会議を行うように

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. 当社は所在地の敷地内に４つの工場がありますが、
それぞれの工場では加工方法も、顧客ごとの品質要
求も異なる多種多様の製品を製造しています。社内
の基準やルールが曖昧な部分があり、工場間のジョ
ブローテーションもあまり行われていないがためか、
品質管理に対する従業員の考え方も工場によりまち
まちの状況でした。
品質管理担当者の品質に関する考え方の統一や取

り組む姿勢を変える事が必要と考え、管理手法の知
識・技能の習得と同時に「なぜ品質管理が必要なの
か、品質管理の必要性・重要性」が理解できるよう、
訓練の受講を考えました。

Q.感想を教えてください。

A. 受講者６名のうち４名が未経験者でしたが、訓練
を通じて品質に関する管理手法を入り口程度に理解
できたと思います。特に、受講者の品質に関する考
え方が変わったことを肌で感じています。
これから、生産性の指標となるデータの収集を行

う上で、クレーム・トラブルによる手直しの時間や、
かかった工数の集計などの基礎のデータ作りをして
いくところです。まだ活用できるまでのレベルでは
ありませんが、今回の研修で学んだことを活かし、
引き続き品質と生産性の向上に取り組んでいきたい
と思います。

Q.感想を教えてください。

A. 私が所属している品質管理推進室では、月１回の品質管
理担当者会議で、各工場の担当者からトラブル報告書を提
出してもらっています。また、３カ月に一度各工場の品質
管理責任者が集まり、社長に対しクレーム対策などを報告
する品質保証会議も始めました。
これまで社内では、品質のトラブルをいかにして抑える

のか、どうすればトラブルを少なくできるのか、トラブル
をトラブルと思わないなど、社員の品質管理に対する理解
が低いように感じていました。今回のオーダーコースの訓
練を終えて、社員の考え方が変わったと感じています。
具体的には、これまでなかなか意見が出なかった担当者

会議において、積極的に意見が出るようになりました。ま
た、トラブルの報告が催促しなくても提出されるようにな
りました。引き続き、品質向上に活用していきたいと思い
ます。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「品質管理基本」

実施時期 ：令和３年９月

受講者数 ： 6人

品質に関する考え方やルールの「社内での統一化」を図る！

社内に統一した品質管理に関する

ルールがなく、工場間でのジョブ

ローテーションもないため、品質

管理に対する従業員の理解がまち

まちの状況。

業務管理担当 坂川様 受講者 相川様
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ポリテクセンター熊本

14．熊本クボタ管機材株式会社 様
所在地 熊本県熊本市
従業員数 24名
事業内容 管工機材・住設資材卸販売

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・訓練時間の制約という要望から、オンラインかつ１回３時間×２回の訓練を提案。

・新規顧客への営業力強化を盛り込んだ内容となるよう、カリキュラムの一部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. 当社では、デジタル化を進めた生産性の向上を図っ
ているところであり、全社員を対象とした研修を実施
し、能力向上とモチベーション向上につなげています。
そうした中で、ポリテクセンター熊本から生産性向上
支援訓練の案内があり、訓練の受講を決めました。

Q.感想を教えてください。

A. 当社は上下水道管工機材や住設資材の卸販売を行っ
ているので、お客様や仕入れ先の要望に的確に対応で
きるような交渉力の向上が課題でした。
訓練をきっかけに、営業職社員におけるお客様との

交渉力が向上し、顧客との距離が近くなりました。お
客様のことをよく知ることを契機に、交渉力を実践に
活かして取り組むようになったと感じています。
今後も当社内の経営課題の解決や人材育成、DX・デ

ジタル化などに関する訓練の受講を検討しており、こ
れらを活用して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. 今回の訓練を受講して、社内で考えたり OJT で学ぶ
ことだけでなく、新しい知識や考え方を定期的に学ん
でいくことが、今後の業務について考える際に必ず役
に立つということを強く感じました。
特に、訓練で学んだことをきっかけとして、社内で

検討を行なったり、実務にどう取り入れていくかとい
うミーティングの実現に繋がったことが良かったです。
また、Web会議システムの利用によって、会場に行か
ずとも訓練を受講できることは大きなメリットでした。
今後は、さらに全社的な業務改善を進めていけるよ

うな訓練を受講して、自分のできることを増やしてい
きたいと思っています。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「ビジネス現場における交渉力」

実施時期 ：令和３年６月

受講者数 ： 10人

業務のデジタル化につながる「交渉力の強化」を図る！

顧客との距離がより近くな

り、訓練で得た交渉力を実

践に活かし取り組むように

なった。

・少ない社員数で効率よく売

上げ増加を実現したい。

・デジタル化を進めた先を見

据えて、営業力を強化したい。

取締役副社長 田口様 受講者 松村様
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ポリテクセンター大分

15．フンドーキン醬油株式会社 様
所在地 大分県臼杵市
従業員数 500名
事業内容 醬油・味噌・調味料の製造および販売

支援の概要

把握した課題と目標・要望

提案内容

・商品開発や企画に関連するコースの中から「新サービス・商品開発の基本プロセス」を取り上げ、従

業員を2グループに分けて同じコースを２回実施（６時間×２日）

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1861年の創業以来、味噌・醬油などの生産・
販売をしています。商品開発部では企画提案から発売
後フォローまで、一貫業務を小グループで担当します。
そのプロセスで発生する課題等を協議する機会を月次
で設け、チームの成長を図っていますが、組織横断的
に何かしらの学習機会・触媒が存在することが、課題
解決のアプローチとして必要でした。

Q.感想を教えてください。

A. 今回は商品開発部だけでなく、企画された商品の試
作や工場生産への落とし込みを担当する研究所スタッ
フと共に受講しました。これまで同様の他研修を受け
た経験者は、訓練を受講して「わかっていたつもりが、
わかっていなかった」と気づくことができたようです。
特に、講師が事前に店舗を観察し、的確なアドバイス
を伝えていただいたことにより、具体的なイメージが
湧いたと思います。また、スタッフ全員が同時に課題
に取り組むことで、共通した「苦手なところ」を確認
でき、チームの弱点として共有認識することもできま
した。
企画会議でのディスカッションが以前よりも活発に

なり、訓練で得た分析シートの活用も見られます。今
後は、自分たちの得意不得意なポイントをあらかじめ
洗い出しておき、課題にマッチした訓練をタイムリー
に活用できればと考えています。

Q.感想を教えてください。

A. 市場分析や商品コンセプト立案に関して苦手意識が
あったので、商品開発手法を学ぶ上で大変参考になり
ました。市場分析からターゲッティング、ポジショニ
ングまで、どのように順序立ててコンセプト作成につ
なげていくかが実践を通して学習でき、今後の商品企
画に役立てられると感じました。また、実践式の研修
をグループワークで行ったため、自分の考えだけでな
く他の人の考え方を聞くことで、テーマに対して広い
視点で意見を出し合うことができました。

受講した訓練：オーダーコース

コース名 ：「新サービス・商品開発の基本プロセス」

実施時期 ：令和３年７月～８月

受講者数 ：延べ23人

・新商品開発のプロセスを学び、

その必要性を理論立てて説明で

きるようになった。

・スタッフに共通する弱点を確

認でき、強化ポイントとして課

題化することができた。

「良い商品を生み出し続ける」ためのアプローチを習得させる！！

・営業部門の従業員に対しては、

コスト面からOJTによる教育し

かできていない。

・新商品開発に当たっての組織

横断的な学習機会がほしい。

A. 私は「美味しいものが
魅力的な商品なのでは」
と考えていましたが、
マーケティングを学び、
多くの視点から立案して
いる立場の苦労が少し理
解できました。訓練で異
なるセクションの担当者
と一緒に商品開発のプロ
セスを学べたことで、商
品開発についての知識や
言語を共有でき、仕事が
進めやすくなるのではな
いかと思います。

商品開発部開発課長 兼川様
および受講者の皆様
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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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