
　「研修したいが講師がいない」「研修したいが機械を止め

られない」「研修場所がない」といった企業の要望に応じ

て、機構の職業訓練指導員（テクノインストラクター）を

企業に派遣することや、ポリテクセンター等の施設・設

備（実習場や訓練用機

器等）の貸出しを行っ

ています。

　生産性センターが実施する職業訓練を従業員に受

講させた事業主の方は、人材開発支援助成金を利用

して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等の助成

を受けることができます。

　助成金の利用に当たっては、訓練対象者と訓練内

容の関連が認められること、10時間以上の訓練であ

ることなど一定の条件がありますの

で、詳しくは生産性センターにお問

い合わせいただくか、厚生労働省

ホームページをご確認ください。

生産性向上支援訓練
基礎的ITセミナー

のご案内
可能性がひろがる職場へ

ポリテクセンター沖縄

生産性向上のための従業員の人材育成をお手伝いします！
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従業員の
人材育成を

お考えの事業主の
みなさまへ

従業員の
IT 力を強化して
生産性アップ！

　人手不足の深刻化や技術革新の進展の
中で、企業の皆様が事業展開を図ってい
くためには、従業員を育成することによ
り、企業が生み出す付加価値（労働生産
性）を高めていくことが必要となってい
ます。
　生産性向上人材育成支援センタ－は、
従業員に対する多様な職業訓練の実施な
どを通じて、企業の皆様の生産性向上を
支援します。

（厚生労働省HPへ）

ポリテクセンター沖縄
（生産性向上人材育成支援センター）
〒904-0105　沖縄県中頭郡北谷町字吉原728-6

TEL 098-921-7315     FAX 098-936-5738

お問い合わせ

沖縄支部沖縄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

INFORMATION

文

文

文

指導員の派遣 /施設設備の貸出 人材開発支援助成金



 ～ 従業員の人材育成をお考えの事業主のみなさまへ ～ 

企業や事業取組団体の生産性を向上させるため の職業訓練です。訓練は、ポリテクセンターが、
専門的な知見やノウハウを持つ民間機関等に委託し、企業・団体の課題やニーズにあわせて
実施します。

実施場所 企業の自社会議室 など
時 間 数 6 時間～ 30時間
受 講 料（１人あたり・税別）　　　
 3,000円～ 6,000円

・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

●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。

【生産・業務プロセスの改善】

・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

●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。

【横断的課題】

・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

●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。

【売上げ増加】

主な訓練分野・コース

※訓練時間により変動

生産・業務プロセスの改善　目的

横断的課題目的

売上げ増加目的

　ものづくりの仕事のしくみと生産性向上 
　生産性分析と向上 
　生産現場の問題解決 
　生産性向上のための課題とラインバランシング 
　生産計画と工程管理 
　サービス業におけるＩＥ活用 
　原価管理とコストダウン 
　在庫管理システムの導入 
　購買・仕入れのコスト削減 
　ＰＯＳシステムの活用技術 
　品質管理基本 
　品質管理実践 
　サービスマネジメントによる品質改善と向上 
　３ＰＬとＳＣＭ 
　物流のＩＴ化 
　流通システム設計 
　物流システム設計 
　卸売業・サービス業の販売戦略 
　ＳＣＭの現状と将来展望 
　クラウド活用入門 
　ＩｏＴ活用によるビジネス展開 
　クラウドを活用したシステム導入 
　ＩｏＴ導入に係る情報セキュリティ 
　クラウドを活用した情報共有能力の拡充 
　RPAを活用した業務効率化・コスト削減 
　IT ツールを活用した業務改善 
　企業価値を上げるための財務管理 

　ＩｏＴを活用したビジネスモデル 
　事故をなくす安全衛生活動 
　個人情報保護と情報管理 
　リスクマネジメントによる損失防止対策 
　災害時のリスク管理と事業継続計画 
　ｅビジネスにおけるリーガルリスク 
　ネット炎上時のトラブル対応 
　ナレッジマネジメント 
　知的財産権トラブルへの対応（１） 
　知的財産権トラブルへの対応（２） 
　現場社員のための組織行動力向上 
　業務効率向上のための時間管理 
　企画力向上のための論理的思考法 
　成果を上げる業務改善 
　組織力強化のための管理 
   職場のリーダーに求められる統率力の向上　　　　　　　　 
   管理者のための問題解決力向上　　　　　　　　　 
　プロジェクト管理技法の向上 
　プロジェクトマネジメントにおけるリスク管理　　 

　提案型営業手法 
　提案型営業実践 
　マーケティング志向の営業活動の分析と改善 
　統計データ解析とコンセプトメイキング 
　顧客分析手法 
　顧客満足向上のためのＣＳ調査とデータ分析 
　実務に基づくマーケティング入門 
　マーケティング戦略概論 
　マーケット情報とマーケティング計画（調査編） 
　マーケット情報とマーケティング計画（販売編） 
　インターネットマーケティングの活用 
　製品・市場戦略 
　新サービス・商品開発の基本プロセス 
　プロモーションとチャネル戦略 
　チャンスをつかむインターネットビジネス 

生産性向上支援訓練 

「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も実施しています。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。

   ～ 従業員の IT 力を強化して生産性アップ！ ～ 

従業員の標準的な IT 技術を身に付けてもらうため の職業訓練です。訓練は、ポリテクセンターが、
専門的な知見やノウハウを持つ民間機関等に委託し、企業の課題やニーズにあわせて実施します。

実施場所 民間機関等のＰＣ教室、
　　　　企業の自社会議室 など
時 間 数 3 時間～ 18時間
受 講 料（１人あたり・税別）　　　
　　　　2,000円～ 5,000円

・第４次産業革命のインパクト　
・RPAによる業務の自動化
・ムダを発見するための業務とデータの
　流れの見える化　　　　　　　　　など

●新技術動向、業務の IT 化、
　ネットワーク等に関するコース

【ＩＴ理解】

・効率よく分析するためのデータ集計　
・HTMLによるWebページ作成
・データベースソフトを活用した
　高度なデータ処理　　　　　　　　など

ITを安全に活用するための情報
セキュリティやコンプライアンス

の知識を習得します。

世の中にどのような IT があり、
どのような機能・仕組みを有し、
どのような場面で活用されて
いるかについて理解 します。

企業・業務の課題解決に有用な
IT を選定し、その IT を操作して
目的にかなう情報を取得・分析・
表現し、課題解決につなげる
スキルを習得します。

●表計算、データベース、
　ホームページ等に関するコース

【ＩＴスキル・活用】

・ネット炎上とSNSの危険性
・社内ネットワークの情報セキュリティ対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●コンプライアンス、
　情報セキュリティに関するコース

【ＩＴ倫理】

主な訓練分野・コース

※訓練時間により変動

IT 理解 時間分類

IT スキル・活用分類

　第 4次産業革命のインパクト 
　AI（人工知能）の現状 
　ビッグデータの概要 
　RPAによる業務の自動化 
　IT 化を推進するためのつながる業務への理解 
　ビジネスプロセスモデルを活用した業務プロセス分析 
　ムダを発見するための業務とデータの流れの見える化 
　失敗しないためのシステム化に関する基礎知識 
　社内ネットワーク管理に役立つ LANの基礎 
　ワイヤレス環境に必要となる無線 LANとセキュリティ 
　トラブル時に役立つ通信ネットワークの基本 
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　表計算ソフトの業務活用 
　業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 
　効率よく分析するためのデータ集計 
　ピボットテーブルを活用したデータ分析 
　品質管理に役立つグラフ活用 
　表計算ソフトを活用した統計データ解析（1） 
　表計算ソフトを活用した統計データ解析（2） 
　表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 
　大量データ処理に活用するデータベース（基本編） 
　大量データ処理に活用するデータベース（応用編） 
　データベースソフトを活用した高度なデータ処理 
　視覚効果を活用するプレゼンテーション技法 
　相手に伝わるプレゼン資料作成 
　ビジネス文書作成術 
　正確に伝わる技術文書作成のポイント 
　HTMLによるWebページ作成 
　スタイルシートを活用したWebページデザイン 
　読まれるためのWebライティング 
　集客につなげるホームページ設計のポイント 
　SNSを活用した情報発信 
　インターネットを活用した情報収集力の向上 

複数コースのセット受講も可能です！
　 複数のコースを組み合わせていただくことで、内容に関する理解を更に深めることができます。

「基礎的 ITセミナー」と「生産性向上支援訓練」と組み合わせた研修設定も可能です。

IT 倫理　分類
3時間
3時間
3～6時間
3時間
3～6時間
3～6時間

　ネット炎上と SNSの危険性 
　IT に関する法制度の理解 
　ケーススタディから学ぶインシデント対応 
　インシデントと情報セキュリティの必要性 
　社内ネットワークの情報セキュリティ対策 
　情報漏えいの原因と対策 

基礎的ＩＴセミナー 

新技術動向 
 
 
 

 

生産・開発計画

工程管理
 管理手法
原価管理

製品出荷・在庫管理
購買・原材料在庫
管理・払出 
 

品質保証・管理手法

流通・物流

クラウド・ＩｏＴ導入

ＩＴ活用
財務管理

経営戦略

 
 
 リスクマネジメント
 

ナレッジマネジメント

組織力強化 
  

 
 

 
 
 
 
顧客拡大
 
 
顧客情報

概論

顧客拡大

サービス・商品開発 
 
販売促進
 

表計算

コンプライアンス

 
情報セキュリティ

データベース

プレゼンテーション
 
文書作成

ホームページ

情報発信・収集

業務の IT化
 
 
 
 ネットワーク 
 

時間

時間

IT 倫理

IT スキル･活用IT 理解
訓練分類ごとの
３つの目的


