
お問い合わせ ／ TEL:059-321-5495 FAX:059-322-2890

主催： 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 三重支部
ポリテクセンター三重 生産性向上人材育成支援センター

－申込方法－
裏面の受講申込書に必要事項をご記入の上、
当センター宛てFAXでお送りください。

◆ものづくりの仕事のしくみと生産性向上
◆成果を上げる業務改善
◆チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割（45歳以上限定）
◆提案型営業手法
◆失敗しない社内システム導入
◆後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割（45歳以上限定）
◆業務に役立つ表計算ソフトの関数活用
◆提案型営業実践
◆職場のリーダーに求められる統率力の向上
◆企業価値を上げるための財務管理

（詳しくは中開きページ参照）

注意事項
※１ 申込みは企業からの申込みをお願いします。
※２ 応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※３ 応募締切日は、原則、開催日の３週間前です。
※４ 応募締切時点の応募者が８名を下回る場合はコースを中止させていただく場合がありますので、ご了承ください。
※５ コース開始日１４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。

受講料
（1コース）

2,200円

3,300円
(税込）

生 産 性 向 上 支 援 訓 練
オープンコースのご案内
多くの企業で人気のコースを各訓練分野から厳選して企画しました。

◆生産・業務プロセスの改善◆横断的課題◆売上げ増加◆ＩＴ業務改善



コース番号 推奨対象者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 推奨対象者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 対  象  者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 推奨対象者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 推奨対象者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

21-24-12-048-050 初任層～中堅層

S21-24-12-067-052 中高年齢層（45歳以上限定）

21-24-12-049-053 初任層～中堅層

ものづくりの仕事のしくみと生産性向上

成果を上げる業務改善

チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割

株式会社百五総合研究所

●コース内容
　・ものづくりの仕事の流れ
　・ものづくり現場の現状と課題
　・ものづくりに関する業務改善

●コースのねらい
　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する。

令和３年１０月１５日（金）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

（株）アイリンク　　照井　清一　氏

21-24-12-042-051

提案型営業手法

株式会社インソース 池山　恭弘　氏

●コースのねらい
　中堅・ベテラン従業員が求められる今後の役割や能力を確認し、職場の課
題に対してこれまでの経験に基づき後輩従業員と共同で解決策を得るための
知識と技能を習得する。

●コースのねらい
　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。

●コース内容
　・業務改善と業務の可視化
　・業務改善手法

●コース内容
　・職場の課題
　・求められる役割と能力
　・アサーティブの基本
　・アサーティブな関係構築

令和３年１１月５日（金）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

株式会社インソース 中小企業診断士他　　足立　　剛　氏

令和３年１０月２２日（金）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

中堅層

株式会社百五総合研究所 大同大学非常勤講師他　　村阪　浩司　氏

失敗しない社内システム導入

●コースのねらい
　業務をシステム化する上で、必要となるシステム構築の流れやユーザ視点
におけるシステム化に必要な知識を理解する。

●コース内容
　・業務とシステム
　・開発手順とユーザの役割
　・システムのコスト

令和３年１２月１５日（水）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

21-24-12-090-054 中堅層～管理者層

令和３年１１月２４日（水）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

株式会社百五総合研究所 サミット人材開発（株）　　小菅　昌秀　氏

●コースのねらい
　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。

●コース内容
　・提案型営業とは
　・顧客ニーズと自社商品・サービスの強み分析



コース番号 対　象　者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 推奨対象者 受講料 ２，２００円

コース名 定員 １０名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 推奨対象者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 推奨対象者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

コース番号 推奨対象者 受講料 ３，３００円

コース名 定員 １５名

開催日時 会場

実施機関 講師

株式会社百五総合研究所 サミット人材開発（株）　　小菅　昌秀　氏

提案型営業実践

●コースのねらい
　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。

●コース内容
　・営業スタイル
　・顧客の問題発見・解決の支援手法
　・実践的提案のポイント

令和４年１月２５日（火）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

●コース内容
　・データの処理
　・関数の実務活用

令和４年１月２４日（月）　9：30～16：30
パナソニック津工場研修室

津市藤方1668

パナソニックライフソリューションズ創研株式会社 橋本　雄二　氏

S21-24-12-068-055 中高年齢層（45歳以上限定）

21-24-12-101-056 ＩＴを活用した業務改善に取り組む方

職場のリーダーに求められる統率力の向上

業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割

●コースのねらい
　中堅・ベテラン従業員がこれまで培った経験を生かした後輩従業員を指導す
るためのコーチング法の知識と技能を習得し、職場の課題解決に向けた先導
的役割を理解する。

●コース内容
　・職場の課題
　・求められる役割
　・ティーチングを活用した指導法
　・コーチングを活用した指導法

令和３年１２月２１日（火）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

株式会社インソース 池山　恭弘　氏

21-24-12-050-057 中堅層

●コースのねらい
　業務の効率化を目指して、事務処理に必要なデータ処理における表計算ソ
フトの効果的な活用方法を習得する。

●コースのねらい
　職場の生産性を向上するために必要となる各種経営組織や形態に対応で
きる管理機能や職位に応じた組織を統率するための能力を理解し、職場の
チームワークを牽引できる能力を習得する。

●コース内容
　・組織の管理
　・職場の生産性と統率力
　・職場の情報伝達

令和４年２月２日（水）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

21-24-12-061-058 中堅層～管理者層

令和４年２月７日（月）　9：30～16：30
ポリテクセンター三重１０１教室

四日市市西日野町4691

株式会社百五総合研究所 アルファ税理士法人　　山本　秀樹　氏

株式会社インソース 池山　恭弘　氏

企業価値を上げるための財務管理

●コースのねらい
　財務の概念と財務諸表の構造を知り、コスト、資金管理、財務分析の手法を
理解することで、企業価値を上げるための財務管理に関する知識を習得す
る。

●コース内容
　・財務の概念と財務諸表
　・コストと資金管理
　・財務分析と財務計画

21-24-12-037-059 初任層～中堅層



令和 年 月 日

１　次の生産性向上支援訓練について、訓練内容と受講要件（ある場合のみ）を確認の上、申し込みます。

月 日 歳

月 日 歳

月 日 歳

２　申込者記入欄

－ －

〒 －

部 課 01　建設業 02　製造業

05　サービス業

ＦＡＸ０５９－３２２－２８９０

コース番号

□正社員    □非正規雇用　□その他(自営業等)

□正社員    □非正規雇用　□その他(自営業等)

性別 訓練に関連する経験・技能等　※１）
開　講　日

□正社員    □非正規雇用　□その他(自営業等)

受　付

令和３年度　生産性向上支援訓練オープンコース受講申込書

コ　ー　ス　名
ふ　り　が　な

年齢

男・女

氏　名

男・女

◎受講申込の応募締切日は、原則、開催日の3週間前とさせていただきます。

企　業　名

※１）　訓練を進める上での参考とさせていただくため、会社での職務経験や役職名等、差し支えない範囲でご記入下さい。

勤
務
先

＊
連
絡
先

ＴＥＬ

男・女

－－

◎受講者の変更・キャンセルは早めの連絡をお願いいたします。コース開始日２週間前（土日・祝日を含む。）を過ぎてのキャンセルは受
講料を返却できません。また、このとき受講料が未納の場合は納付して頂きます。

ＦＡＸ

当機構の保有個人情報保護方針、利用目的

ふ　り　が　な

＊申込み担当者名

企業規模 A.1～29人 B.30～99人 C.100～299人 D.300～499人

（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、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、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。

業　種

03　運輸業

04　卸売・小売業 06　その他

E.500～999人 F.1,000人以上


