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生産性向上支援訓練
５月～６月開催オープンコースのご案内

セミナー会場では、以下の対策を徹底して行います。
１．定期的な換気、間隔の空いた配席
２．担当講師の健康チェック
３．アルコール消毒液の設置
受講者のみなさまへのお願い。

１．マスクの着用
２．受付時の検温
３．手指の消毒

安心して
お申込みください!

新型コロナウイルス感染拡大防止対策

実用的でわかりやすい文書を作成するためのポイントを理解し、
チームや組織全体の業務の効率化を図ります。

１．ワープロソフト概要と基本操作
２．業務効率を向上させる文書作成のためのヒント

日程:5/16㊋,5/23㊋ 9:30～16:30《2日 12時間》

業務効率を向上させるワープロソフト活用

②下関アクティブセンター（下関市） 講 師会 場対 象 者

受 講 料 3,300円(税込み・テキスト代含む)

コース番号

申 込
締切日

講師から
Wordの基本操作や文書作成に役立つ機能を学びます。「見やすく」
「きれいに」「より効率的に」文書作成をするコツを知ることができます。

4/24㊊
(学)ＹＩＣ学院

こんな方におすすめ!
・効率的に文書を作成する方法を知りたい
・読み手に負担をかけない文書を作成したい

製造業の業務の流れと各部門の役割について学び、製造業全体の基本
的なしくみを理解するとともに、製造現場での仕事に対する考え方、
自身の立場や責任を理解し、業務改善の考え方を習得します。

１．ものづくりの仕事の流れ
２．ものづくり現場の現状と課題
３．ものづくりに関する業務改善

日程:5/18㊍ 9:30～16:30《1日 6時間》

ものづくりの仕事のしくみと生産性向上

①ポリテクセンター山口（山口市） 講 師会 場対 象 者

申 込
締切日 4/25㊋

講師から
ものづくりの仕事の流れを全体に渡って理解できるように解説します。

こんな方におすすめ!
・ＱＣＤ、ＳＭの重要性に対して意識を高めたい
・ものづくり現場における課題、発見解決方法を知りたい

クラウドに関する基本的な知識、サービス及び利用方法を理解し、クラ
ウドを活用した業務展開の企画提案の知識と技能を習得します。

１．クラウド
２．クラウドサービス
３．クラウドの活用

日程:5/19㊎ 9:30～16:30《1日 6時間》

クラウド活用入門

中堅層 ①ポリテクセンター山口（山口市） 講 師会 場対 象 者

申 込
締切日

講師から
今流行りのDXで最も使われているクラウドサービスについて、
その基礎から事例を交えて学習します。

4/25㊋
(株)パワートレイン

こんな方におすすめ!
・クラウドサービスについて興味がある
・クラウド活用のメリットと導入事例が知りたい

初任層 パナソニックエレクトリックワークス創研(株)

生産性向上支援訓練とは、
企業の労働生産性を向上させるため、専門的な知見とノウハウを有する講師によって、
講義だけではなくグループワークなどの効果的な演習を取り入れて実施する在職者向けの職業訓練です。

【申込方法】裏面の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールで
お申込みください。申込み先着順です。（各コース定員15名）

①ポリテクセンター山口
山口市矢原1284-1 ℡083-922-1958

② 下関アクティブセンター
下関市⾧府扇町4-10 ℡083-248-5510

③ 山口県ソフトウェアセンター
光市光ヶ丘3-1 ℡0833-71-7007

会
場
案
内

※全ての会場に無料駐車場あり。

コース番号

コース番号 受 講 料 3,300円
(税込み・テキスト代含む)

受 講 料 3,300円
(税込み・テキスト代含む)

基本的なパソコン操作ができる方



職場の安全衛生の改善をめざして、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。

１．安全衛生概論
２．企業における安全衛生活動
３．点検による管理

日程:5/26㊎ 9:30～16:30《1日 6時間》

事故をなくす安全衛生活動

中堅層 ①ポリテクセンター山口（山口市） 講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日

生産性向上に資する企業人材の資質向上を目指して、企画提案時に
必須となる論理的思考法について理解し、企画力向上のための論理
的思考の活用手法を習得します。

１．論理的思考法とは
２．企画提案に活用する論理的思考法

日程:5/22㊊ 9:30～16:30《1日 6時間》

企画力向上のための論理的思考法

中堅層 ①ポリテクセンター山口（山口市） (学)産業能率大学講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日 4/26㊌

講師から
『論理的思考』を「自らの武器として」活用されている方は稀なのではないでしょうか。
この研修では、ベースとなる考え方をお伝えします。

講師から
安全衛生に関する基本知識を習得するとともに、各種安全衛生活動の
実施方法を理解頂けます。（ＫＹＫ、パトロール、チェックリスト）

5/9㊋
パナソニックエレクトリックワークス創研(株)

こんな方におすすめ!
・説得力のある企画提案ができるようになりたい
・論理的思考法を活用して問題発見、解決策を理解したい

こんな方におすすめ!
・効果的な安全対策を講じたい
・安全衛生に関する社内教育を行いたい

①お申込み
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
でお申込みください。
※申込み先着順です。(定員15名)

②申込受領の確認連絡
お申込み内容の確認連絡をします。
※お申込み後２日以内に連絡がない
場合は、お問い合わせください。

③請求書・
受講案内等の発送

受講申込締切日翌日(開講日の
約２週間前)に発送します。
※各コースごとの発行となります。

④受講料の入金
開講日の１週間前までに
請求書記載の銀行口座に
お振込みください。
※現金でのお支払い不可。

⑤訓練受講
受講案内をご確認のうえ、
訓練を受講してください。

お申込みから受講までの流れ

プレゼンテーションソフト（Power Point）を活用し、相手に伝えたい内容
をよりわかりやすく伝えるためのプレゼン資料作成方法を習得します。

１．プレゼンテーションソフトの活用
２．目的に合わせたスライド作成
３．資料提案時のポイント

日程:6/2㊎,6/9㊎ 9:30～16:30《2日 12時間》

相手に伝わるプレゼン資料作成

③山口県ソフトウェアセンター（光市） (有)アオイ講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日 5/16㊋

講師から
パワーポイントの基本操作を学ぶことで、単なる説明、提案ではなく、出席者を楽しませ
る要素も付加でき、ワンランク上のプレゼンテーションを行うことができます。

こんな方におすすめ!
・スライドデザインについて学びたい
・目的に合わせたスライドを作成したい

7 月 ～ 8 月 の ス ケ ジ ュ ー ル

012 職場のリーダーに求められる統率力の向上 7/6㊍ 6時間 山口市 3,300円 6/19㊊
013 ＤＸの導入 7/7㊎ 6時間 山口市 3,300円 6/20㊋
014 生産現場の問題解決 7/11㊋ 6時間 山口市 3,300円 6/22㊍
015 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 7/12㊌,7/19㊌ 12時間 下関市 3,300円 6/23㊎
016 チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割 7/13㊍ 6時間 山口市 3,300円 6/26㊊
017 表計算ソフトを活用した業務改善 7/19㊌,7/26㊌ 12時間 光 市 3,300円 6/30㊎
018 脅威情報とセキュリティ対策 7/21㊎ 6時間 山口市 2,200円 7/4㊋
019 成果を上げる業務改善 7/27㊍ 6時間 山口市 3,300円 7/10㊊
020 情報漏えいの原因と対応・対策 8/1㊋ 6時間 山口市 2,200円 7/13㊍
021 原価管理とコストダウン 8/2㊌ 6時間 山口市 3,300円 7/13㊍
022 効率よく分析するためのデータ集計 8/2㊌,8/9㊌ 12時間 下関市 3,300円 7/13㊍
023 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 8/7㊊ 6時間 山口市 3,300円 7/20㊍
024 ＤＸ人材育成の進め方 8/8㊋ 6時間 山口市 3,300円 7/21㊎
025 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 8/23㊌,8/30㊌ 12時間 光 市 3,300円 8/3㊍

コース番号・コース名 日程 会場 受講料 申 込
締 切 日

限られた人員で最大限の成果を上げることによる労働生産性の向上を
めざして、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。

１．タイムマネジメント手法
２．時間管理とタスク管理

日程:6/14㊌ 9:30～16:30《1日 6時間》

業務効率向上のための時間管理

中堅層 ①ポリテクセンター山口（山口市） 講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日

新規顧客、新商品・サービスの開拓ができる提案営業の手法を学び、
実際の顧客を想定し営業側から能動的（自発型）な提案ができる営
業手法を習得します。

１．提案型営業とは
２．顧客ニーズと自社商品・サービスの強み分析

日程:6/13㊋ 9:30～16:30《1日 6時間》

提案型営業手法

初任層 ①ポリテクセンター山口（山口市） (学)産業能率大学講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日 5/25㊍

講師から
顧客のニーズをとらえ能動的に提案を行う能力は今や全ての営業の必須スキルで
あるといえます。営業としてのマインドとスキルの向上を目指します。

講師から
「仕事がたくさん積まれているのに残業時間が制限され、時間が足りない」といったお悩
みをよくお伺いします。本研修には効率的に仕事を行うためのノウハウがつまっています。
ぜひご自身の時間の使い方を見直す機会としていただけたらと思います。

5/29㊊
(株)インソース九州支社

こんな方におすすめ!
・提案力を持った営業担当を目指したい
・説明型営業やノルマ達成型、受注型営業から脱却したい

こんな方におすすめ!
・もっと効率よく仕事をこなしたい
・仕事が多く、どこから手を付けていいか迷っている

表計算ソフト（Excel）について、業務で必要となる各種用途に応
じた実習を通して、業務改善につながる活用方法を習得します。

１．表計算ソフト概要と基本操作
２．文書作成ソフトと表計算ソフトの用途の違い
３．ワークシート活用

日程:6/21㊌,6/28㊌ 9:30～16:30《2日 12時間》

表計算ソフトを活用した業務改善

②下関アクティブセンター（下関市） (学)ＹＩＣ学院講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日 6/2㊎

講師から
Excelで困ったことはありませんか?本コースでは効率的な操作方法を学び、
仕事の時間短縮や業務改善ができるようになることを目指します。

こんな方におすすめ!
・Excelを業務で活用したいが、使い方がよくわからない
・基本的な操作を学んでいないため、作業にムダが多い

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による企業変革の有効性
を理解し、自社のＤＸ推進に向けたポイントを習得します。

１．ＤＸ概論
２．ＤＸ導入事例
３．ＤＸ戦略の導入

日程:6/6㊋ 9:30～16:30《1日 6時間》

ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)の推進

管理者層 ①ポリテクセンター山口（山口市） 講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日

講師から
事例の紹介や演習を多く取り入れ、初めて学ぶ方にもわかりやすく説明します。

5/18㊍
(学)産業能率大学

こんな方におすすめ!
・ＤＸの推進に必要な知識、デジタル技術を知りたい
・従来の組織、企業文化・風土を見直したい

中堅・ベテラン従業員が職務の棚卸を通じて今後の求められる
役割を再確認した上で、役割の変化に対して円滑に対応できる
よう知識と技能を習得します。 （45歳以上を対象とした内容）

１．職務の棚卸し
２．求められる役割
３．後輩従業員に対する相談･援助･指導スキル
４．役割の変化に応じた他者との関係構築スキル

日程:6/29㊍ 9:30～16:30《1日 6時間》

中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成

中高年齢層 ①ポリテクセンター山口（山口市） 講 師会 場対 象 者

3,300円

申 込
締切日

講師から
オンリーワンの自分を創造する方法を身に着け、中高年の持つ
結晶性知能のすごさを知り、職場での生かし方を構想できるよ
うになることを目指します。

6/12㊊
パナソニックエレクトリックワークス創研(株)

こんな方におすすめ!
・中堅、ベテラン従業員として求められる役割を理解したい
・後輩従業員に対する相談、援助、指導の方法を理解したい

PowerPointを学びたい方

生産性向上支援訓練は、お一人からでも受講可能なオープンコースと、
企業様の課題、ご要望に応じて企業毎に実施するオーダーコースの二通りがあります。

その他:人材開発助成金を利用して経費及び賃金の助成を受ける事ができます。
（助成金の受給には、10時間以上の訓練であること及び、一定の要件を満たす必要があります）詳しくは山口労働局職業対策課へご相談ください。

《ＴＥＬ》
083-922-1958

《F A X》
083-932-1583

オーダーコースのご案内

オーダーコースの概要
①受講者数
②訓練日数
③受 講 料
④訓練内容
⑤訓練会場

受講者の人数はご相談に応じます。(原則として、6名以上で実施）
概ね１～５日（６～30時間の範囲で実施）
１人あたり 2,200円～6,600円 (税込み） (例)組織マネジメント分野 ６時間コース 一人あたり3,300円 (税込み）
カリキュラムモデルを基に、ご要望に合わせて内容をカスタマイズします。
自社会議室等を訓練会場とすることができます。（企業に講師を派遣します）

Ｎｅｗ

まずは、お気軽に
生産性向上人材育成支援センター

までご相談ください!

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

コース番号

コース番号

コース番号

コース番号

コース番号

コース番号

コース番号

コース番号

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

受 講 料
(税込み・テキスト代含む)

Excelの基本操作を学びたい方
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