
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部

ポリテクセンター埼玉 (埼玉職業能力開発促進センター)

生産性向上人材育成支援センター
〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-18-8 048-813-1081 048-882-4070

ポリテク埼玉 生産性

URL: https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/kunren_seminar.html

詳しいコース内容等はHPをご覧ください

1名様から
お申込みできます

JR浦和駅東口バスターミナル1番乗り場（国際興業バス）から
「原山」バス停 又は 「駒場運動公園入口」バス停
下車徒歩3分

ポリテクセンター埼玉 本館５階51研修室
さいたま市緑区原山２－１８－８ 駐車場あり(無料)

※満車の際はお近くの有料駐車場をご利用ください

<51研修室>

手指、機材、机の消毒 換気、受講者間の距離確保

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策に係る基本的対処方針に則り実施いたします

※状況に応じてパーテーションを設置します (2023年3月13日現在)

https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/kunren_seminar.html


2023年度生産性向上支援訓練オープンコースのご案内

はじめるDX！
中小企業がDXを導入するための実践ガイド

ＤＸ実践！AI・IoT・RPA
～新技術の基礎知識と業務改善活用法

23-024  23-025

2023/9/27㊌ 9:30～16:30(6時間) 9/11㊊ 2023/10/27㊎ 9:30～16:30(6時間) 10/12㊍

合同会社産業経営研究所 合同会社産業経営研究所

〇中小企業がDXを導入するためのプロセス実践方法と実務
〇DXビジョンの立案、社内のDX推進体制の人選と構築法
〇企業のDX推進を強力にサポート！！

〇DXの論点・新技術を初心者にも分かりやすく解説
〇クラウドのバックオフィス活用法、AI・IoTの適用業務、RPAによる
定型作業の自動化等自社への活用イメージを描く

DXの進め方に興味がある担当者、DX推進担当者、管理職・経営者 技術活用で業務を改善したいと考えている方、新技術に興味のある方

全コース 定員:12名 受講料:3,300円(税込) 会場：ポリテクセンター埼玉 51研修室

コース名が 色のコースは、原則45歳以上の方を対象としておりますが
それ以外の方も受講できます！

導入・活用のすべてが分かる！テレワーク時代の電子契約
明日からできる！

物流IT化の進め方と３つの秘訣

23-026  23-027

2023/11/21㊋ 9:30～16:30(6時間) 11/6㊊ 2023/11/27㊊ 9:30～16:30(6時間) 11/9㊍

合同会社産業経営研究所 株式会社東京ナレッジプラン

〇電子契約の仕組み、関連法令、サービスの紹介・選定方法
〇社内規程類の整備等、電子押印・電子契約に関する論点
〇導入実務を分かりやすく解説し不安を解消！

〇物流のIT化の概要、最新動向、導入事例の紹介
〇IT化の検討に必要な現行業務の整理法
〇スムーズな物流に欠かせない情報の在り方と実現のためのツール

電子契約に興味がある担当者、DX推進担当者、管理職・経営者 物流IT化の基本・最新動向・推進方法を知りたい方

仕事の見方を変えて職業人生後半を充実！
今すぐキャリアアップ！

他者と良い関係を保ちながら、言いにくいことを伝える方法

S23-032  S23-033

2023/11/24㊎ 9:30～16:30(6時間) 11/8㊌ 2023/10/6㊎ 9:30～16:30(6時間) 9/21㊍

一般社団法人中部産業連盟 株式会社インソース

〇気づいていないのは本人だけ。思う以上にすごい自分のキャリア
〇自分の強みを知り「将来キャリア強靭化計画」を立てる
〇時代・環境の変化と、組織における役割の理解・心構え

〇ベテラン従業員に求められるコミュニケーションスキルとは
〇アサーティブな思考とは
〇こんな時どう伝える？アサーティブコミュニケーション的伝え方

今後の仕事に不安のある方、自分のキャリアを武器にしたい方 意見を伝えるのが苦手な方、自分の主張ばかりで反発を受ける方

現場で人財を育成するOJT研修
若手の力を引き出す！自信がつく！

中堅従業員による指導ポイント

S23-034  S23-035

2023/9/7㊍ 9:30～16:30(6時間) 8/23㊌ 2023/12/12㊋ 9:30～16:30(6時間) 11/27㊊

株式会社インソース キャレオスパートナーズ株式会社

〇部下・後輩が思ったように育たない…上司としての悩みの共有
〇相手が抱えている問題を聞き出す質問とは
〇ティーチングとコーチングの違いを理解し活用する

〇上司と後輩双方から期待されている役割とは
〇具体的な相談援助方法(メンタリング)をわかりやすく解説
〇部下育ては自分育て。スキルアップのチャンスととらえる

指導に不安がある方、部下が思うように育たないとお困りの方 部下・後輩との関係性や指導に対して自信がなく悩んでいる方

チームで成果をあげ、皆で達成を喜び合う組織の作り方
人材育成体系構築の

「流れ」と「勘どころ」を身につける！

S23-036  S23-037

2023/8/22㊋ 9:30～16:30(6時間) 8/4㊎ 2023/11/1㊌ 9:30～16:30(6時間) 10/17㊋

株式会社朔報堂 株式会社インソース

〇チーム力のある組織がビジネスで勝つ
〇あなたの職場のチームワーク度は何点？
〇上司と後輩をつなぐ人材として実践できるスキルを解説

〇新人～中堅層の人材要件を整理する
〇スキルマップを作成してみよう
〇これまでの人材育成を振り返り、適切な育成手段を選択する

管理職を補佐する中堅・ベテラン従業員、管理職昇進候補者 体系立てた研修の実施や自社に必要な人材像を考えたい方

(物流のIT化)
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(チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割)

(IT新技術による業務改善)

(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)

(職業能力の体系化と人材育成の進め方)

(クラウドを活用したシステム導入)

(中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成)

(ＤＸ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)の導入)

(後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割)

(フォロワーシップによる組織力の向上)
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資本としての人材の価値を５倍にも１０倍にもする人財育成法 OJT研修～後輩指導の基本スキルを習得する

S23-038  S23-039

2023/9/28㊍ 9:30～16:30(6時間) 9/12㊋ 2023/12/15㊎ 9:30～16:30(6時間) 11/30㊍

株式会社朔報堂 株式会社インソース

〇自律型キャリアをサポートするマネジメント手法
〇失敗を活かす、経験から学ぶことの重要性
〇ミスが多い部下・後輩にどう対応するか

〇「自分で考えて動ける」人材にするためには
〇OJTトレーナーとして求められていること
〇「仕事の選り好みをする部下・後輩」等のケーススタディ

管理者、中堅・ベテラン従業員 若手指導を担うチームリーダー層の方、計画的なOJTを知りたい方

会社が変わる！
中小企業の経営を強くするＤＸ人材の育成法

自分らしく働くキャリアデザインのヒント

23-028  23-040

2023/12/1㊎ 9:30～16:30(6時間) 11/15㊌ 2023/10/12㊍ 9:30～16:30(6時間) 9/26㊋

合同会社産業経営研究所 株式会社日本コンサルタントグループ

〇「ITに強い人材はいないからDXは進められない」の危機
〇DXを牽引する人材像・必要なスキルとは
〇社内リテラシーの向上・外部知見の活用法を分かりやすく解説

〇女性の就労を取り巻く環境と女性の働き方を応援！
〇これからの時代に合った「しなやかなキャリア」とは
〇自分の強みを知り、自分らしい働き方やキャリアプランを発見

DXに興味がある担当者、DX推進担当者、管理職・経営者 自分の魅力や強みを知りたい方、自分らしい働き方を見つけたい方

チームワークを牽引する！
職場のリーダーに求められる統率力の向上

人生１００年時代の従業員の主体的キャリア形成

23-041 23-042

2023/11/28㊋ 9:30～16:30(6時間) 11/10㊎ 2023/10/25㊌ 9:30～16:30(6時間) 10/10㊋

学校法人産業能率大学 株式会社日本コンサルタントグループ

〇職場のリーダーに期待される役割とマネジメントの理解
〇自分らしいリーダーシップの発揮方法
〇情報伝達で欠かせないリーダー的コミュニケーションスキル

〇就労長期化時代に企業が継続雇用者に求める役割とは
〇継続雇用者が戦力として能力を発揮し続ける企業へ
〇活用にあたり考えるべき支援、制度について知る

リーダーとしてメンバーに影響力を発揮する中堅・管理・監督職層 継続雇用者の活用法や対応方法について悩みがある方

競合他社に打ち勝つためのマーケティング志向型の営業活動
インターネットを使い倒す！

新規＆既存顧客の効果的な増やし方

23-029  23-030

2023/10/11㊌ 9:30～16:30(6時間) 9/25㊊ 2024/1/22㊊ 9:30～16:30(6時間) 12/21㊍

株式会社日本コンサルタントグループ 株式会社東京ナレッジプラン

〇自社の商品、サービスを選んでもらうためのプロセス
〇顧客へのアプローチからヒアリング、提案、クロージングまで
〇現状マーケティング志向型になっているか検証～改善策の導き

〇インターネットビジネスについての理解と留意すべき点とは
〇顧客データベースの活用方法や個人情報保護▪セキュリティ
〇ホームページ、SNS、オンライン広告の有効活用

マーケティングを意識した営業の進め方を習得したい方 インターネットを使って顧客獲得の施策を打ちたい、検証したい方

誰でもネットビジネス！
新時代のネットショップ・SNSマーケティング術

提案型営業に必要な思考法とスキルを身につける！

23-031  23-043

2023/9/6㊌ 9:30～16:30(6時間) 8/22㊋ 2024/1/25㊍ 9:30～16:30(6時間) 1/10㊌

合同会社産業経営研究所 株式会社エルシーアール

〇SNSフル活用のネットビジネス最新トレンドと使い分け
〇低コストで効果的なプロモーションと炎上しないマーケティング
〇ネットショップ開店に必要なノウハウの解説

〇営業を取り巻く環境の変化を理解する
〇顧客の真のニーズを掴み、解決策を「提案」する営業とは
〇効果的な話法、ナチュラルヒアリング質問術、顧客タイプ別トーク術

ネットショップ開店に興味がある担当者、販売ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ担当者 営業プロセスの基本を一から学びたい営業職

🔸受講ご希望の方は、
裏面の受講申込書に
必要事項をご記入のうえ、
FAXまたはメールにて
お申込みください。

売れるしくみを考える！実務に基づくマーケティング入門

23-044  

2023/9/4㊊ 9:30～16:30(6時間) 8/18㊎

学校法人産業能率大学

〇なぜマーケティング的な発想が必要なのか
〇マーケティングと顧客満足の関係を理解し、需要を創る
〇競争優位を作り出すために必要なこと

営業・販促企画・研究開発等マーケティング発想が求められる方
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(効果的なOJTを実施するための指導法) (効果的なOJTを実施するための指導法)

(DX人材育成の進め方) (現場社員のための組織行動力向上)

(職場のリーダーに求められる統率力の向上) (継続雇用者のキャリア形成と管理者の役割)

(マーケティング志向の営業活動の分析と改善) (インターネットマーケティングの活用)

(チャンスをつかむインターネットビジネス) (提案型営業手法)

(実務に基づくマーケティング入門)
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※１ 個人での受講はできません。企業（事業主）からの指示による申込みに限ります。
※２ 実施機関（訓練実施を担当する企業）の関係会社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受講できません。
※３ 応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※４ 応募締切時点の応募者が一定の人数を下回る場合等はｺｰｽを中止又は延期させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※５ 受講申込書受領後２週間以内に請求書をお送りいたしますがお手元に届かない場合は当センター(048-813-1081)までご連絡ください。
※６ 領収書につきまして、二重発行などのトラブル防止の為、原則として発行しておりません。振込銀行でお支払い時に「ご利用明細」が

発行されますので（ネットバンキングご利用の場合も振込決済が完了した画面をプリントアウトして）、そちらを領収書としてお使いください。
※７ 訓練実施状況の確認等のため、訓練中に写真撮影を行う場合があります。
※８ キャンセル期限を過ぎてからのキャンセルは受講料を全額ご負担いただきます。
※9 訓練開始2日前までに受講票を送付いたします。

【当機構の保有個人情報保護方針、利用目的】
（１）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）を遵守し、保有個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を

保護いたします。
（２）ご記入いただいた個人情報は、生産性向上支援訓練の実施に関する事務処理（訓練実施機関への提供、本訓練に関する各種連絡、本訓練終了後のアンケート送付等）及び

業務統計の他、当機構の生産性向上支援訓練や関連するセミナーのサービスのご案内に利用させていただくものであり、それ以外に使用することはありません。

■お申込みから受講まで■

受講企業様

申込書送付
メール又はＦＡＸ

ポリテク埼玉

申込書受理
請求書発行

受講企業様

受講料お振込み

ポリテク埼玉

入金確認
受講票発行

受講者様

訓練受講
受講票をご持参ください

FAX:048‐882‐4070／E-mail:saitama-seisan@jeed.go.jp ※送り間違いにご注意ください

（ポリテクセンター埼玉 生産性向上支援訓練担当 行）
埼玉職業能力開発促進センター所長 殿

次の訓練について、訓練内容と注意事項を確認の上、受講を申込みます。
受講申込書

□ 23-024 はじめるDX！中小企業がDXを導入するための実践ガイド □ S23-039 OJT研修～後輩指導の基本スキルを習得する

□ 23-025 □ 23-028

□ 23-026 導入・活用のすべてが分かる！テレワーク時代の電子契約 □ 23-040 自分らしく働くキャリアデザインのヒント

□ 23-027 明日からできる！物流IT化の進め方と３つの秘訣 □ 23-041

□ S23-032 □ 23-042  人生１００年時代の従業員の主体的キャリア形成

□ S23-033 □ 23-029  

□ S23-034 現場で人財を育成するOJT研修 □ 23-030  

□ S23-035 □ 23-031  

□ S23-036 チームで成果をあげ、皆で達成を喜び合う組織の作り方 □ 23-043  提案型営業に必要な思考法とスキルを身につける！

□ S23-037 人材育成体系構築の「流れ」と「勘どころ」を身につける！ □ 23-044 売れるしくみを考える！実務に基づくマーケティング入門

□ S23-038

企 業 名

所 在 地 〒

□企業（株式会社、有限会社、合同会社、士業法人、個人事業主）

□その他（学校法人、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、
NPO法人、公益法人 等）

□A 1～29人 □B 30～99人 □C 100～299人

□D 300～499人 □E 500～999人 □F 1000人～

□01 建設業 □02 製造業 □03 運輸業 □04 卸売・小売業

□05 サービス業 □06 その他

□01 商工会議所等団体からの案内（団体名: ）
□02 当ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ □03 当ｾﾝﾀｰからの案内・ﾘｰﾌﾚｯﾄの送付
□04 その他（ ）

氏名 部署等

連絡先
(TEL)

連絡先
(E-mail)  

（ふりがな）

受講者名
性別 ：男 / 女 担当職務 ： 事務系/技術・専門系/ｻｰﾋﾞｽ系/その他（ ）

年齢 ： 歳 就業状況(※) ： 正社員/非正規雇用/その他（自営業等）

（ふりがな）

受講者名
性別 ：男 / 女 担当職務 ： 事務系/技術・専門系/ｻｰﾋﾞｽ系/その他（ ）

年齢 ： 歳 就業状況(※) ： 正社員/非正規雇用/その他（自営業等）

（ふりがな）

受講者名
性別 ：男 / 女 担当職務 ： 事務系/技術・専門系/ｻｰﾋﾞｽ系/その他（ ）

年齢 ： 歳 就業状況(※) ： 正社員/非正規雇用/その他（自営業等）

（ふりがな）

受講者名
性別 ：男 / 女 担当職務 ： 事務系/技術・専門系/ｻｰﾋﾞｽ系/その他（ ）

年齢 ： 歳 就業状況(※) ： 正社員/非正規雇用/その他（自営業等）

※受講者の方の就業状況を選択してください。なお、非正規雇用とは、ﾊﾟｰﾄ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ、契約社員などが
該当しますが、様々な呼称があるため、貴社の判断で差支えありません。

希
望
コ
ー
ス
に
✔

■注意事項■

法人形態
(いずれかに✔)

申込担当者

企業規模
(該当に✔)

業 種
(該当に✔)

申込の
きっかけ
(該当に✔)

ＤＸ実践！AI・IoT・RPA
～新技術の基礎知識と業務改善活用法

会社が変わる！
中小企業の経営を強くするＤＸ人材の育成法

チームワークを牽引する！
職場のリーダーに求められる統率力の向上

仕事の見方を変えて職業人生後半を充実！
今すぐキャリアアップ！

他者と良い関係を保ちながら、言いにくいことを伝える方法 競合他社に打ち勝つための
マーケティング志向型の営業活動
インターネットを使い倒す！
新規＆既存顧客の効果的な増やし方

若手の力を引き出す！自信がつく！
中堅従業員による指導ポイント

誰でもネットビジネス！
新時代のネットショップ・SNSマーケティング術

資本としての人材の価値を
５倍にも１０倍にもする人財育成法


