生産性向上支援訓練のご案内

2/19(水)
9:30～16:30（昼休憩1時間）
【講師】小川

受講料1名につき
3,300円（税込）

【会 場】ポリテクセンター高知 研修室

和広（おがわ

かずひろ）
(株)おがわコーポレーション 代表取締役

【対象者】管理職としてのスキルを向上させたい方
※事業主からの指示を受けた在職者の方に限ります

大手研修会社で中堅社員や管理職
などの階層別研修を企画実施。

【定 員】 １５名
【申込締切】2月14日(金)

従業員の職位ごとの役割を自覚し、

組織を強化して業績向上に役立つた 【申込方法】別紙受講申込書事項をご記入の上、

当センター宛てＦＡＸでお送りください。

めの目標管理が得意分野。

コースの
ねらい

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。

「基本項目」

「主な内容」
・組織と組織間における管理者の役割

基

■

目標達成における
管理者の役割

本
要
素
■

組織力の強化

～組織に必要な３要素を理解し、求められる「使命と心構え」を理解する～
・組織目標と目標設定方法

～なぜ組織目標を設定しなければならないか～

・ファシリテーション

～ファシリテーションの意味と４つのスキル～

・行動分析

～自分のリーダーシップ力をチェックする～

・ 組織の強みと弱み

～「内部環境と外部環境」、成長要素の分析～

・ 強い組織の条件

～組織タイプと特性を理解し、強い組織の条件を検討する～

・ 組織内の情報共有

～情報を共有化できない原因は～
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生産性向上支援訓練のご案内

2/26(火)

受講料1名につき
3,300円（税込）

9:30～16:30（昼休憩1時間）
【講師】本多 亨（ほんだ

とおる）

株式会社 ペック協会
代表取締役主任研究員
トヨタ自動車元副社長大野耐一氏
に教えを乞い、設立したＰＥＣ。そ
の創業者山田日登志氏に25年間学
び4年前より現職。経営指導した企
業20業種・約100社。
その他にもムダ取り実践講座講師、国交省パイ
ロット事業の実施機関、商工会議所の生産性向上
セミナー講師等も兼ねる。

コースの
ねらい

【会 場】ポリテクセンター高知 研修室
【対象者】中堅層
※事業主からの指示を受けた在職者の方に限ります

【定 員】 １５名

【申込締切】2月20日(木)
【申込方法】別紙受講申込書事項をご記入の上、
当センター宛てＦＡＸでお送りください。

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する。

「基本項目」

「主な内容」
・ タイムマネジメントとは

基 ■タイムマネジメント

・ 時間管理と業務効率

本 手法

・ 業務効率を下げる要因

要

・ 業務の優先度の考え方

素

■

時間管理と
タスク管理

・ 業務分析とタスク管理
・ スケジュール管理との違い
・ タスクの達成目標と期限管理
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生産性向上支援訓練のご案内

2/27(木)

受講料1名につき
3,300円（税込）

9:30～16:30（昼休憩1時間）
【講師】

本城

【会 場】 ポリテクセンター高知 研修室

稔

【対象者】 中堅層

株式会社 IBP

※事業主からの指示を受けた在職者の方に限ります
経営教育コンサルタントとして、「個
人を活かすことが、組織のパワーを最
大に引き出す」、「全員経営参画意識
の組織のみが存続する」をコンセプト
に、経営指導および人財教育を提供。
110歳まで活動することを決めている。

コースの
ねらい

【定 員】 １５名
【申込締切】2月21日(金)
【申込方法】別紙受講申込書事項をご記入の上、
当センター宛てＦＡＸでお送りください。

現場でサービスを提供する個々の従業員が、顧客視点に立つことにより提供しているサービスにお
ける課題・問題点を発見し、ボトムアップによりサービス品質の改善や向上に向けた具体的な行動
に移すための手法を習得する。

「基本項目」

「主な内容」
・ サービスの特徴と誤解

～サービス品質６つの視点

～

・ サービスの性質（無形性、不均一性、同時性、消滅性）

基 ■ サービスの理解
本
要
素

～

「利用者の知覚、期待」のレベルにより、顧客満足度は変化する。～

・ サービスの価値とコスト

～マネジメントモデルのパラダイムシフト～

・ 現場での問題発見・解決

～自社の問題点発見のための着眼点を理解する～

・ サービスの品質の再考

■

～サービスの品質を構成するもの～

サービスマネジメン ・ サービスマネジメントによる品質改善（マーケティング、オペレーション、人的資源管理）

ト

～サービスマネジメントの全体像～
・ ボトムアップによる改善プロセス

～新たなサービスの経営特性を想像する重要性～
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FAX 088-831-3008

※送り間違いにご注意ください

生産性向上支援訓練向上支援訓練

申込書

会社名
所在地

受講申込書

19-39-061-019

ポリテクセンター高知 生産性向上支援訓練担当 行

申込日 令和 元年

月

TEL
FAX

〒

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
氏名

部署等

申込担当者
受講コース名

TEL :
Mail:

受講者名
ふりがな

受講者情報
性別： 男・女

年齢：

才

就職状況：正社員／非正規／その他（自営業等）
ふりがな

性別： 男・女

年齢：

才

就職状況：正社員／非正規／その他（自営業等）
ふりがな

性別： 男・女

年齢：

才

就職状況：正社員／非正規／その他（自営業等）
ふりがな

性別： 男・女

年齢：

才

就職状況：正社員／非正規／その他（自営業等）
ふりがな

性別： 男・女

年齢：

才

就職状況：正社員／非正規／その他（自営業等）

※講師は民間実施機関より選定いたします。

注意事項

実施会場(駐車場有。来客用をご利用ください)

※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 申込は先着順で、定員になり次第締切ります。余裕をもってお申込み
ください。
※３ 応募締切時点の応募者が6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。あらかじめご了承ください。
※４ 振込締切日（受講料請求書に記載）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。

～お申し込みから受講までの流れ～
１．本申込書に記入の上、ＦＡＸ送信
２．当センターから２営業日以内に確認電話
３．受講料の請求書と受講案内票を当センターから送付
４．請求書の指定期日までに受講料を振り込み
５．受講案内票を持参の上、希望コースを受講
お問合せ

ＴＥＬ
E-mail
ポリテクセンター高知

088-833-1324
kochi-poly02@jeed.or.jp
生産性向上人材育成支援センター

【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。
2020a

日

