
お問い合わせ／TEL:099-254-3774 URL:http://www3.jeed.or.jp/kagoshima/poly/ 

主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
    ポリテクセンター鹿児島 生産性向上人材育成支援センター 

番
号 

コース名 訓練内容 
開催日 
開催時間 

訓練実施機関名 
開催場所 

1 
成果を上げる業務改
善 

生産性向上に資する業務改善の目的と必要性を理
解し、改善の視点と具体的な進め方を習得する。 

  2019年8月20日（火）      
   9：30～16：30 
 【申込期限】  
 2019年8月9日まで  

 学校法人産業能率大学 
 【開催場所】 薩摩川内市             
  ポリテクカレッジ川内 

 

2 
管理者のための問題
解決力向上 

組織課題に対し、業務の問題の本質を的確に捉え、
業務の問題解決を図るための手法を学び、管理者と
して必要となる問題解決を実行するための知識と技
能を習得する。                    

  2019年8月21日（水） 
   9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年8月9日まで 

 学校法人産業能率大学 
 【開催場所】 鹿児島市            
  ポリテクセンター鹿児島   
   視聴覚研修室1 

3 
組織力強化のための
管理 

組織における管理者の役割や、組織力の強化のた
めの具体的な手法を理解し、組織目標の達成に向け
た強い組織の構築手法を習得する。 

  2019年8月28日（水） 
   9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年8月16日まで 

 （株）M-ITコンサルティング  
 【開催場所】 鹿児島市               
  ポリテクセンター鹿児島   
   視聴覚研修室1 

4 

 
提案型営業手法 

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する。 

  2019年9月12日（木） 
   9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年9月2日まで 

 （株）日本能率協会コンサ    
 ルティング 
 【開催場所】 鹿児島市           
  ポリテクセンター鹿児島   
   ２０２室 

5 
             
提案型営業実践 

自社もしくは自身の営業スタイルを認識し、顧客の不
満や問題点、要望など、顧客の立場に合わせた提案
書作成から顧客への提案実施・説明ができる能力を
習得する。 

 2019年9月13日（金） 
   9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年9月2日まで 

 （株）日本能率協会コンサ  
 ルティング 
 【開催場所】 鹿児島市           
  ポリテクセンター鹿児島   
   ２０２室 

6 
リスクマネジメントによ
る損失防止対策 

リスクマネジメントに関する考え方や方法を理解する
ことで、リスクによる損失の回避及び損失拡大の防
止を行い、不確定要素の軽減及び排除を目指す。 

  2019年9月18日（水） 
   9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年9月6日まで 

 パナソニック（株）ナレッジ  
 サービス推進室 
 【開催場所】 鹿児島市            
  ポリテクセンター鹿児島        
   視聴覚研修室1  

7 
             
製品・市場戦略 

製品計画、製品戦略及び市場戦略の概要について
理解し、製品（サービス）の製品戦略の立案方法につ
いて習得する。 

  2019年9月25日（水） 
   9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年9月13日まで 

 学校法人産業能率大学 
 【開催場所】 鹿児島市            
  ポリテクセンター鹿児島   
   視聴覚研修室1  

8 
新サービス・商品開発
の基本プロセス 

ヒット商品の考え方、アイディアの出し方及び自社資
産の活用方法を理解し、企画書の作成を行い、サー
ビス、商品づくりの基本プロセスを習得する。                           

 2019年9月26日（木） 
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年9月13日まで  

 学校法人産業能率大学 
 【開催場所】 鹿児島市 
  ポリテクセンター鹿児島 
   視聴覚研修室1 

全16コース 裏面へ続く 

  令和元年度  
 生産性向上支援訓練の開催のご案内 

【申込に当たっての注意事項】      
※お申込は別添「受講申込書」に必要事項をご記入後、ＦＡＸでお申込みください。 
 ・応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。 
 ・申込者数が一定の人数（１０名）に満たない場合は、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。 

☆生産性を向上させるために必要な知識等を習得するためのコー
スです！ 

全コース 6時間訓練 定員15名 受講料（税抜）3,000円 



 
   ポリテクセンター鹿児島 

 生産性向上人材育成支援センター 

 住所：鹿児島市東郡元町１４－３ 
  ＴＥＬ ０９９－２５４－３７７４ 
  ＦＡＸ ０９９－２５４－３７５８ 

  
ポリテクカレッジ川内 
 生産性向上支援担当  
住所：鹿児島県薩摩川内市高城町2526 
ＴＥＬ 0996-22-2121 
ＦＡＸ 0996-22-6612 

番
号 

コース名 訓練内容 
開催日 
開催時間 

訓練実施機関名 
開催場所 

9 
現場社員のための組織行
動力向上 

企業の仕組みや、業界の背景について理解を深め、
一般社員のうちから経営者の視点を理解し、上司の
補佐や後輩の育成を行い、生産性向上のためのビ
ジネス感覚を養うことにより、自ら主体的に社内の問
題発見、業務改善を現場から発信するために必要
な知識、技能を習得する。 

 2019年10月2日（水） 
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年9月20日まで 

 （株）MｘEコンサルティング 
 【開催場所】 鹿児島市 
  ポリテクセンター鹿児島 
   ２０３室 

10 
ものづくりの仕事のしくみと
生産性向上 

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する。 

 2019年10月9日（水） 
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年9月27日まで 

 パナソニック（株）ナレッジ 
  サービス推進室 
 【開催場所】 鹿児島市  
  ポリテクセンター鹿児島 
   視聴覚研修室1 

11 
卸売業・サービス業の販売
戦略 

サービス業の経営上の特質を知り、卸売業・サービ
ス業の販売戦略を構築できる知識及び技能を習得
する。 

 2019年11月11日（月）  
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年11月1日まで 

 （株）日本能率協会コン 
  サルティング 
 【開催場所】 鹿屋市   
  鹿屋商工業研修センター   
   実習室２-４ 

12 ナレッジマネジメント 
ナレッジマネジメントの重要性を理解し、ナレッジを
収集、活用できる知識、技能を習得する。 

 2019年11月15日（金） 
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年11月5日まで 

（株）おがわコーポレーション 
 【開催場所】 鹿児島市  
  ポリテクセンター鹿児島 
   視聴覚研修室1 

13 品質管理基本                
品質管理の考え方を理解し、ＱＣ７つ道具を使って
課題への対処ができる知識と技能を習得する。 

 2019年11月19日（火） 
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年11月8日まで 

 パナソニック（株）ナレッジ 
  サービス推進室 
 【開催場所】 鹿児島市  
  ポリテクセンター鹿児島 
   ２０３室 

14 品質管理実践 
品質管理の考え方を理解し、不良・クレームゼロを
実践するために必要な知識と技能を習得する。 

 2019年11月20日（水）   
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2019年11月8日まで 

 パナソニック（株）ナレッジ  
  サービス推進室 
 【開催場所】 鹿児島市 
  ポリテクセンター鹿児島 
   ２０３室 

15 生産性分析と向上 
生産方式を理解し、生産性向上のために現状分析
と改善活動ができる知識、技能を習得する。 

 2020年1月21日（火） 
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2020年1月10日まで 

 学校法人産業能率大学 
 【開催場所】 鹿児島市  
  ポリテクセンター鹿児島 
   視聴覚研修室1 

16 生産現場の問題解決 
生産管理を理解し、生産現場の問題を発見、解決で
きる知識、技能を習得する。 

 2020年1月22日（水） 
  9：30～16：30 
 【申込期限】 
 2020年1月10日まで 

 学校法人産業能率大学 
 【開催場所】 鹿児島市  
 ポリテクセンター鹿児島  
  視聴覚研修室1 

※コース番号「４、５」「７、８」「１３、１４」「１５、１６」については、連続して２日間受講することも可能となっています。効果
的にご活用ください。 



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、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して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。 

(２) 訓練時間数    

  6時間～30時間 

(３) 受 講 料（１人あたり・税別）    

  3,000円～6,000円 
  ※訓練時間により変動 

(１) 訓練実施場所    

  企業の自社会議室 など 

 
 
 
 
 

☆「まずは試しに１～２名の従業員に訓練を受けさせたい」といった場合には… 
 広く受講者を募集して実施する公開型の訓練を受講して下さい。他社の従業員と一緒にグループ 
ワークなどを行うことで、自社の強みや課題の気づきにつながります。 

(４) 主な訓練分野・コース 

【生産・業務プロセスの改善】 

・生産現場の問題解決 ・品質管理基本/実践 

・IoT活用によるビジネス展開 など 

【横断的課題（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 など 

【売上げ増加】 

・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 など 

・現場の課題を発見し、改善する方法を学びたい。 
・コストの削減に取り組みたい。 
・ITを活用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。 
・個人のノウハウを社内で見える化したい。 

・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。 

主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
    ポリテクセンター鹿児島 生産性向上人材育成支援センター 

お問い合わせ／TEL:099-254-3774 URL:http://www3.jeed.or.jp/kagoshima/poly/ 

 
 
 
 
 

☆「企業単位で従業員に訓練を受けさせたい」といった場合には… 
 企業の抱える課題や人材育成ニーズに応じて支援メニュー（カリキュラム内容）の中からを選択して取組み
ます。課題にあわせ演習（グループワークなど）を行うことで、自社の強みや課題の気づきにつながります。 
※ 企業単位で訓練を実施したい場合は、事前に生産性向上人材育成支援センターにご相談ください。 

生産性センター 

民間機関 

企業（受講者） 

オーダーコース 
訓練実施の流れ 

①相談、訓練コースの提案 



       FAX ０９９－２５４－３７５８ ※送り間違いにご注意ください 

注意事項 

【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「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59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。当機構では、必要な個人情報を、利用目的の範囲内で利用させていただきます。 

（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
業務統計に利用させていただきます。  

※１ 事業主からの指示によらない個人受講はできません。 
※２ 応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。 
※３ 応募締切時点の応募者が１０名を下回る場合はコースを中止又は延期させていただく場合がありますので、あら 
   かじめご了承ください。 
※４ 本申込書が当センターに到着後、申込担当者様に受講料支払手続きについて御連絡します。  
※５ コース開始日５日前（土日・祝日を含む。）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。 
その他注意事項 
  訓練実施機関(生産性センターが委託して訓練を担当する企業)の関係会社(親会社、子会社、関連会社等)の方は   
 受講できませんのでご注意ください。  

申込コース名 開催日 
ふりがな 

受講者氏名 
性別 

年齢 
（該当に✔） 

就業状況（※） 
（該当に✔） 

  
例 ナレッジマネジメント 
  

11/15 
   かごしま たろう 

    鹿児島 太郎 
男 

□~19才 □20~24 □25~29 
□30~34 ☑35~39 □40~44 
□45~49 □50~54 □55~59 
□60~64 □65才以上 

  ☑ 正社員 

 □ 非正規雇用 
 □ その他(自営業等) 

    

□~19才 □20~24 □25~29 
□30~34 □35~39 □40~44 
□45~49 □50~54 □55~59 
□60~64 □65才以上 

 □ 正社員 
 □ 非正規雇用 
 □ その他(自営業等) 

□~19才 □20~24 □25~29 
□30~34 □35~39 □40~44 
□45~49 □50~54 □55~59 
□60~64 □65才以上 

 □ 正社員 
 □ 非正規雇用 
 □ その他(自営業等) 

    

□~19才 □20~24 □25~29 
□30~34 □35~39 □40~44 
□45~49 □50~54 □55~59 
□60~64 □65才以上 

 □ 正社員 
 □ 非正規雇用 
 □ その他(自営業等) 

    

□~19才 □20~24 □25~29 
□30~34 □35~39 □40~44 
□45~49 □50~54 □55~59 
□60~64 □65才以上 

 □ 正社員 
 □ 非正規雇用 
 □ その他(自営業等) 

    

□~19才 □20~24 □25~29 
□30~34 □35~39 □40~44 
□45~49 □50~54 □55~59 
□60~64 □65才以上 

 □ 正社員 
 □ 非正規雇用 
 □ その他(自営業等) 

    

□~19才 □20~24 □25~29 
□30~34 □35~39 □40~44 
□45~49 □50~54 □55~59 
□60~64 □65才以上 

 □ 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、パート、アルバイト、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
断で差し支えありません。 

ポリテクセンター鹿児島 生産性向上支援訓練担当 行 受講申込書 

                              

会社名 TEL 

FAX 

所在地   〒 

企業規模（該当箇所に○） Ａ～29人  Ｂ～99人  Ｃ～299人  Ｄ～499人  Ｅ～999人  Ｆ1000人～ 

業種（該当箇所に○） 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 

申込担当者 氏名 部署等 ＴＥＬ   


