人材 育 成 に関 す る研 修・ セ ミナ ー を受 けた い

!

産業人材育成研修情報提供事業

道内各機関が実施 している産業人材育成に関する研修・ セミナー情報を収集 し、ポ ータルサイ トにお
いて提供 しています
!

提供する情報 の内容
一次産業、二次産業及び二次産業 における人材育成 に関する研修・セ ミナーの情報 を研修
タルサイ ト(北 海道産業人材育成ネッ トワーク内)に て提供 しています。

セ ミナーボー

・ 下1己 URLよ り研修・ セ ミナー情報を参照できます。
・ 下記 URLか ら利用者登録を行つて ください。随時受付 しています。登録を行 うと、新着情報・ サイ トに
載らない更新情報についてお知 らせするほか、研修・セ ミナーの要望を受付 し、研修実施機関における実
施を検討 します。
tRL : http://m h「 d prOf hokkaldo Jp/1ratch/index html

北海道経済都 労働 政策局 人材 育成課 産 業人材 グルー プ

61

L0112045357

在 職 者 の 職 業 訓 練 につ いて相 談 した い

!

在日者の従業員のよ り高い資椙・ 能力の レベ ルア ップをき えている企業 へ 、II業 訓練の情報や担当す
る窓 □ をご案 内 します
!

0

北海 道労働 政策協定 を踏 まえ、平成 28年 1月 28日 に、北海道労働局 、北海道 、独立 行政法人高齢・ 障害・
求職者燿用支援機 構 の 3者 で、北海道 ビジネスサ ポー ト・ハ ロー ワー ク内に設置 しま した。
社 員の人材 育威 に取 り組み 、スキルア ップをお考 えの企 業の方、お気軽 に ご相談 くだ さい。
●職 彙」l緯
能 力開発 セ ミナー 、認定職 葉11練 制度
(実 施機 関 :北 海道 、独立行政法 人高齢・ 障害・ 求職者雇 用支援機構 )
●助 成 金
キ ヤ リフア ップ助成金 、人材 開発支援助成金
(実 施檀 閲 1北 海道労働 局 )

北海道 ビジネスサポー ト ハ ロー ワー ク
TE 011 200 1622
札幌市 中央 区北 1条 西 2丁 目 2 北海道経済 セ ン ター ビル 9F

社員 の人材 育成 について相談 したい

!

人材 青 咸 プ ラ ン

事業主団体及び事業主の方 々が従業員 に対 して教育訓練を効果的に実施で きるよ う、職業能力
の開発及び向上に関する相談・ 支援を行 つています。
相談では、計画的・ 効率的な人材育成のため に、職業能力開発体系を活用 した「人材育成プラ
ン」 を提案いた します。
材育成 プラ ン
「能 力の見える化」、
「職 彙能 力開発体 系 Jを 活用 した人材 育成 プランづくりの流れ は、
「仕事 の 見える化 」、
「 目標 の見える化 」、
「能 力開発の見える化」の順 て進めていきます。

1仕 事 の見える化 (仕 事 に必要な職 業能 力は何か ?)

2能 力の見える化 (個 人ごとにどの仕事がどの程 度できるか ?)
3日 標 の見える化 (個 人ごとに次の能 力開発 の 目標 は何 か ?)

4能 力開発 の 見える化 (能 力開発をどのように進めるか ?)

「人材 育成のパー トナー Jの
職 業能 力開発体 系を活 用した「人材 育成 プランのご提案 Jの 流れについては、
「
パー
に
トナー」のリーフレットか らダウンロー ドしてご覧くだ
リーフレット 詳細を記載 しております。 人材育成の
さい。
pdf

あるご質問

(Q&

01
Al

人材 青威 の メ リッ トは何 ですか。
従業員の ス キルア ップによ り生産性の向上や●果の拡大が期待できます。 また、従彙■の モチベー シ ョ
ンが 向上 し ●■定着率の向上 に もつなが ります。

02
A2

●彙籠 力開発体系 とは何 ですか .
■彙籠力の開発及び向上に向けて、人材育成 を どのよ うに計画的 効果的に進め る力Чこついて壺理す る
ためのツールです。仕事・ 作業に必要な■彙能 力 (知 臓、枝籠 技術 )を 段階的 体 系的に■理 した 「摯
棠能 力の体系」 と、それ らを身につ けるための割僣 カリキュラム を同様 に整理 した「職 彙田1織 の体 系」か
らな つています。 この うち 「摯葉能 力の体系 Jは 、キャ リアH4/咸 促進助成金等の厚 生労働省の助咸金にお
ける 「汎用性の ある評価基準」に定め られています。

03
A3

どのよ うに人材青成 を支l■ してもらえますか。
従業員の人材書威 における課題解決のために、■彙能力開発体系を活用 して 4つ の r見 える化Jの 流れ
て従業員の■ 彙能 力の開発及び向上 に関する支饉を行います。御社の ご要望にあわせ て、ハ ロー トレー ニ
ング (在 颯者口1餃 )の 実施、テク ノイ ンス トラクター (疇 業副練指導 員 〈
講師〉 )派 遣 、餞彗設備● をご
利用 いただけます。

04
A4

費用はかか りますか。

r人 将 青戌 プランJは 無料で ご提案 いた します。

(独 )高 齢

障害

求嗜者雇用支援機構 北海道支部
(北 海道職彙能 力開発促進センター )訓 練第二課 TB 011 640 8823
URL:http[//www3 Jeed or 」
0/hOkkaldo/poly/index html
Oポ リテクセ ンター旭川 (旭 川]1練 セ ンター) 訓線課 h0166482327
URLihttp「 //www3 jeed or ,p/aSahikawa/polソ /index html
Oポ リテクセ ンター11路 (11路 馴緯セ ンター ) 日1練 課 h015■ 575938
URL http://-3 」
eed or Jp/kuShiro/。 oly/lndex html
Oポ リテクセ ンター函館 (函 館馴線セ ンター ) コ1燎 課 TFt O138 52 0323
URL httpl//-3 jeed or jp/hakodate/poly/lndex himl
O北 海道ポ リテクカ レッジ (北 海道摯葉能力開発大学校)援 助II画 課 TE1 0134 62 3551
0RL:http //-3 jeed or Jp/hOkkaldo/college/company/society/index html

0ポ リテクセ ンター北海道

従業 員 の人 材 育成 を した い

|

生産性 向上支援割1練

企業の生産性向上に必要な生産管理、品質管理、原価管理、物流 bT、 人材育成、マーケティング等に関
する知臓やスキルを習得するための訓練です。新任者から管理者層まで、幅広い階層に対する訓線カリキュ
ラムをご提案 します。条件を満たせは、人材開発支援助成金を利用できます。
上支援討‖
練の 3つ のポイン

■

① ]1線 を受講 して生産性ア ップ
生産性向上のために必要な課題解決や現場力強化につながる様 々な カリキュラム をご用意 しています。
カリキュラムは、課題・ ニー ズにあわせて内容 をカスタマイズ出来ます。
②オーダー メイ ドで]‖ 練を実施
日程や31線 会場などの ご要望 にあわせて、生産性向上人材育成支援 センター (生 産性センター )が Ul繊
をコーディネー トします。
コ1餞 時間は 6-30時 間の範囲内で、 ご要望 にあわせて設定できます。
③受講 しやす い料金設定
受講料は 1人 当た り3, 000円 ～ 6 000円 (税 別)で す。
さらに、生産性向上支援訓練を従業員に受講 させた事業主は、人材開発支援助威金を利用 して経費及び
賃金の助成を受ける ことが出来ます。
※助威金の受給には、一定の要件 (割 練対象者の職務と割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 こと等 )を 満たす必要があ ります。

A:生 産

業務 プロセスの改善

0生 産管理を基本か ら学びたい⇒ 生産性分析と向上 (生 産方式と改善活動の基本を習得 します。
0納 期を短縮するために工程管理を改善 したい‐ 生産計画と工程管理 (生 産ll画 と工程管理の着眼点
)

、納期管理の見直 しポイン トを習得 します。)
0コ ス トの自1減 に取 り組みたい⇒・原価管理 とコス トダウン (原 価管理をコス トと生産性の観点か ら収
益向上のポイン トを習得 します。)
0品 質管理 について学びた い0 品質管理基本 (品 質管理の考え方を理解 し、OC7つ 道具 によ る課題
への対処法を習得 します。)
B:横 断的課麗
0業 務効率化 や業務改善を行うための手法 を学びた い0・ 業務効率向上のための時間管理 (業 務の効率
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。)
0リ スクを低減 したいつ 。事故をな くす安全衛生活動 (職 場の安全衛生の改善をめざして、安全衛生の
要点、 リスク を低減するための点検手法についての知臓を習得 します。)
C:売 上増加
0顧 客の ニーズ を把握 して満足度を向上させたい0 顧客満足向上のための CS調 査 とデータ分析 (願
客満足の本質か ら現状の課題を把握するためのデータ分析手法を習得 します。)
0,自 費者 の動向を営業に活用 したい⇒・ インター ネッ トマーケティングの活用 (イ ンターネ ッ トや SN
Sを 使 つたマーケテ ィング手法 を習得 します。)
0新 しいサー ビスや商品企画の考え方を習得 したい⇒ 新サー ビス 商品開発の基本 プロセス (商 品づ
くりの基本プロセス を習得 します。)
(独 )高 齢・ 障害

求職者層用支援機構 北海道支部

Oポ リテクセンター北海道 生産性向上人材青威支llセ ンター TE O"“ 4● 3828
URLlhttp://www3 jeed or j。 /hokkaido/p。 ly/biZ/index html

(旭 川訓練センター)]1線 臓 T801664← 2327
URL:http://-3 」
eed or jp/asahikawa/poly/lndex html
Oポ リテクセンター釧路 (釧 路訓練セ ンター) 割1練 臓 Io 015■ 575988
URL http〃 no3 jeed or Jp/kuSh ro/pO y/ndex html
Oポ リテクセンター函館 (函 館,1練 センター)割 練課 TIt 0138 52 11323
p/hakOdate/poly/index html
URL:http://-3 jeed or 」
レッジ
O北 海道ポリテクカ
(北 海道職業能力開発大学校)援 助計画課 L013■ 623551
URL:http://-3 」
eed or jp/hokkaido/college/company/society/index html

Oポ リテクセンター旭川

社員の専門的知識や技能 。技術 を向上させた い

!

能 力開発 セ ミナー (在 ■ 舌,1練 )

・
企業の生産現場が抱える問題解決のために、機械系、電気・ 電子系、居住 系の ものづくり分
0工・ 組立、 工事・ 施工、設備保全などの、実習を中心 と した
l・ 開発、力
野 "を 中心として、設●
コース
に実施
しています。
訓練
を体系的
力 開発 セ ミナ ー

欠かせ ませ ん 当機構 では、企
企業の成長 発展 には、競争 力及 び経 営資源 を強化す る 「人材育成 」力く
め
の向上や業務の改善
が抱
、新たな製 品の創造 に
える課題解決のた 、生産性
業 の生産現場 で働 く在職者
必要な専門的知識及び技能・技術を習得する職葉]繊 を実施 しています。能力開発セ ミナーは、中小企
彙等の生産活動等を リー ドする指導的・ 中核的立場 にある方又はその候補者の方々の人材育成を目的と
した短期間 (2日 ～ 5日 )の 聰栞〕1練 です。

能力開発セミナーの特徴

① ものづくりに関わる中小企業等の皆様の職業能力の開発と高度化に向けた人材育成を支援します。
②ものづくりに関する仕事の品質及び生産性の向上・改善を目指したコースを提供します。
③各コースは少人数 (標 準定■ 10名 程度)で 、学科と実技を融合した実践的な」練カリキュラムで
構成しています。
④個々の専門分野を段階的かつ体系的に習得するカリキユラムで精成しています。
※ ものづ くり分野のコ1線 とは
ものづ くり分野の口1籠 には、 「餃ll 開発」 「加工 la立 」、 「工事 施工」 「検奎」等の直接生産型 と
「保全 管理」、「教育 安全」等の間控支援型の■業能力を習得するヨ1練 があります .

主な能 力開発セ ミナ ーコース

O機 械系

製品設計のための 3次 元 CAD技 術 (ソ リッ ド編 )、 実践機械設計技術 (2次 元設計 )、 切削加 エ
の理綸 と実際、実践旋盤加 工技術 (加 工精度編)、 フライス加工の高度熟練技術、 NC旋 盤実践技術
、 5軸 マシニ ングセンタによる加 工技術、被覆アー ク落接実践技術 (各 種姿勢溶接)
O電 気・ 電子系
有接点 シーケンス制御による電動機制御の実務、 PLCラ ダー プログラ ミングの定石、数学的ア プ
ロー チでわかる回路設計 の勘どころ、電気工作物の施工管理技術、電気系保全実践技術、自家用電気
工作物設計の実蕩、パ ソコンによる計測制御技術 (uSB編 )、 組込みシステムに おけるプログラム開
発技術、 Linuxに よる組込み システム開発
O居 住系
建築計画実践技術、在来木造住宅設計実践技術、本造住宅における許容応力度設計技術、実践的な
木遺軸組工法の加工・ 組立技術、結露防止を考慮 した断熱・ 気密工法、実践建築一般回・ 詳細□作成
技術、実践的な冷媒配管の施工と空観機器据付け技術、有接点シーケ ンス回路 の電源技術と動作保全
技術、有接点 シーケンスの故障発見技術と電動機 を含む出力回路の保全実践技術
能力開発セミナーのご案内 :hupツ l-3Jeed oriplhOkkado′ pOlyl∞ py_oし bout himl
「自社の実情や目的に合つた
「ホームページに掲載されているコースを受けたいが、日程が合わない。」
また、
研修を実施したい。」等のご要望に対し、オーダーコースとしてセミナーを実施することも可能です。
各ポリテクセンター等にお問い合わせください。
(独 )高 齢・ 障害・ 求腱者層用支援機構

0ポ リテクセンター北海道

(北 海道

北海道支部
能力開発促進センター)訓 練第二課 To 011 640 8823

=業
3 Jeed or jp/hokkaldo/p。
ly/index html
URLihttp://w襴 ″

)

Oポ リテクセンター旭川

(旭 川割練セ ンター

割1線 腺 To 0166 48 2327

Oポ リテクセンター釧路

("1路 〕
1線 センター

)測 1“ 課 h015457-5938

URL:http://www3 jeed or ,pノ asahikawa/poly/index html

URL i http //‐ 3 ,eed o「 Jp/kuShiro/poly/index html
Oポ リテクセンター函館 (国 館,1餞 センター)11綱 課 TIl1 01 3卜 52つ 323
p/hakOdateノ poly/index html
URLlhttp://‐ 3 jeed o「 」

O北 海道ポ リテクカレッジ
URL:http://www3 jeed o「

(北 海道職業能力開発大学校)援 助計画課

TE 0134 62 3551
p/hOkkaldo/college/oompany/society/index html
」

従 業 員の 能 力 向 上 に取 り組 み た い

|

能 力開発 セ ミナー (在 職者口1練 )

従業員の能力の向上に取 り組む企業を対象に、通立高等技術薔門学院及び障害者贈業能力開発校が各
帥

学院名

練

科

幌

防設●科C
プロック施工科
支援技術向上科
;肖 防設備科②

館

腱機 製 国科
建築 塗装 r4
溶接 科

目

日

札

函

71～ ,2

10 5～ 10 6
1 ,7～ 1 19
1 15～ 1 24

2 1～ 2 15
2 20～ 2 23
6 :0～ 6 1i

木工 科
木工 料 (!饉 2aコ ース)
OA● 薔科
木遣腱 員科
土木科
介 護サ ー ビス科 (l)
介 護サ ー ビス科 (1)
介護サー ビス 14(lll)
自動車壺●科
推 内 配管科
観光科

617-618

10 16～ 10 20

12 2～ ,210
2 19～ 2 20
6 27～ 7 27
1 29～ 8 :

75～ 83

7:2～ 913
1 19～ 1 20
1 24～ 2 28
1 30～ 3 8

C A Dat口 F4

2 7～ 3 ,4

電気科
土木 科

2 19～ 2 23
6 12～ 3 3

1■ ,工 事科

パ ソコン基礎科

Jι

室

見

田

苫小牧

帝

鋼

広

路

障 害者 校

i

介護実務科
1崚 建築科 n
パ ソコンニ薔 科 n
パ ソコン基礎 科
怪理科
自動車壺●科
観光 ビジネス科
睦具技術科
OA事 務科
OA事 務 rl
自動車整備科
OA事 務科
電気工●■ i
電気工●r4Π
経理事務14
接客 接遇 14
電気工 事料 Il
観光 ビジネス科
電気工● r4
情報覺理科
情報肛理 14
コミュニケ‐
シン技術 F4
0Aビ ジネス科
OAビ ジネス料
ニ■ショ
]ミ ュ
シ技術れ
]ヽ こ
り ]シ 技術科 (手 ●■釈有
ニ■力な 術科
]ミ ュ

)

6:6～ 7 6
721～ 9 15
8 17～ 10 12

8 23- 9 10

821～ 921
9 5～ 1117
9

6～ 10 25

10 5～ 1026
0 19～ 3 20
6 26～ 7 :4

925～ 10 6

O 12～ 9 8
6 1～ 6 29

87-89

9 4～ 9 23
3-10 26

:0

10 :6～ 10 19

1, 14-11 30
調整 中 (3月 )
調整中 (9月 )
口整中 (10月 )
調壺 中 い0月 )

6

6- 6 23

6 13～
6 27～
9 5～
10 il～
10 20～

内

程

6 29～ 0 30

,自

7 14
8 1

9 22
11 15
1l 10

容

消防殷●芸令
プロック施 エ
障がい者支援施設●員スキル向上
,H防 設●法令
曽□●●
奎装 デザイン
アー ク澪接特Яl敦 青

に工
具製作)
に工=(建
漱 (ま 具製作
|●
「|(初 崚+実 践)
に工法
2級 土木施工管理技士
介饉支In
介饉支I
介餞支■
二崚ガソリン
建築己■
おもてな し薬会話
)

」W―

CAD
2級 電気工事施工管理技士 (電 気)
2崚 土木海工管理機士 (土 木
)

施 工 管理技士受験 対策
ワー ドニ贅 応用
介置支 ll専 門員●験 受検対策
施 工 管理技士実地受験対策
エ クセルニ礎 応用
表 計算受験 対策
日商簿配 受験対策
1級 小型 自動車壺働士受験 対策
観光 知
観光英会 話
建具加工技術科
"

エクセル基礎
パワーポイン トニ礎

整備技術習得講習
エ クセル応用
太 陽光発電施エ
電気工 ●基礎
建設鮨記ほ論
機客控遇基礎
電気 工 事応用

中国II口 座
第一種電気工事士試験対策
SNS二 本講座
パ ソコンこ■講座
コミュニケー シ ョンスキルア ップ
オフィスソフ ト実用
オ フィスソフ ト実用
コ ミュニケーシ ョンスキルア ップ
コミュニケーシ ョンスキルア ップ
コミュニケー シ ョンスキルア ップ

ご利用方法
・ 受講料は無料です。※テキス ト代等の実質負担あり (500円 ～10∞ 0円 程度 )
・ 各高等技術専門学院・ 障害者職業能力開発校又は下記までお問 い合わせ くだ さい。
・URL i http //m pref hokkaldO lg jp/kz/」 zi/contents/kidOu_hoka htm
北海道経 済部 労働政策局 人材 育成課 学院調整 グルー プ IEl ol1 204 5358

実施地
オL幌 市
オL幌 市
オし幌市
札幌市
函館 市
函館 市
函館 市
旭り1市
地川市
名寄市
旭川市
旭川市
枝幸町
推 内市
天塩 町
稚 内市
准 内市
社 内市
稚 内市
社 内市
稚 内市
網走市
遠軽 町
綱走市
Jじ 見市
遠軽町
美幌町
綱 走市
北見市
遠経町
北見市
室蘭市
室口市
苫小牧市
帝広市
帯広市
帯 広市
帯広市
池 田町
帯広市
●1路 市
〕1路 市
翻路市
劉1路 市
札幌市
旭川市
札幌市
旭川市
オL幌 市
旭川市

企 業 の 課 題 や ニ ー ズ を踏 ま えた研修 を受 けた い

!

中小企業大学旭川校 の研修制度

(独 )中 小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校旭川校は、道内中小企業の人材育成をサポ ー

トするため、中小企業の経営者 。経営幹部、管理者、後縄者等 を対象に、道内中小企業の課題や地域二
― ズを踏まえた研修 を行 つています
!

平成 30年 度研修事業計画 (35コ ース)
研修 日程

研修 コース名

受講 料

1

基本から学ぶ決算書 の読み方講座

2018年 4月 17日 (火 )～ 2018年 4月 19日 (木 )

31000円

2

次世代 トップリーダーが学ぶ経営 力強化講座

2018年 4月 23日 (月 )～ 2013年 4月 25日 (水 )

310111円

3

5Sか らはじめる現場改善の基本

2018年 4月 25日 (水 )～ 2018年 4月 2'日 (金 )

31000円

4

管理者養成講座 基本編

2018年 5月 3日 (火 )～ 2018年 5月 11日 (金

38000円

5

可能性を切 り拓 く新規顧 客開拓

2013年 5月 14日 (月 )～ 2013年 5月 16日 (水

)

31000円

6

会社を強くする人事 労務管理

2013年 5月 16日 (水 )～ 2018年 5月 18日 (金 )

31000円

7

部下指導 の考 え方 進め方

)

2018年 5月 21日

(月

)～ 2018年 5月 22日

(火

2018年 6月 18日

(月

)～ 2018年 6月 19日

(火 )

)

35000円

)

31000円

)

22000円

8

テームマネジメント強化口座

2018年 5月 23日 (水 )～ 2018年 5月 25日 (金

9

売れ続 ける関係を創る 1企 業の魅力 の伝 え方

2018年 5月 23日

10

実践で学 ぶ5Sと 目で見る管理

11

業務 に活かす財務分析 実践講座

2018年 6月 11日

)

31000円

管理者 のための実践的仕事管理術

2018年 6月 20日 (水 )～ 2010年 6月 22日 (金 )

31000円

13

成功するための経営戦略の策定とその実践

20,3年 6月 25日 (月 )～ 2018年 6月 2'日 (水 )

31000円

14

l■

2018年 6月 27日 (水 )～ 2018年 0月 29日 (金

31000円

織 力を高めるコミュニケーション強化講座

(月

)～ 2018年 5月 29日

(火

2018年 6月 7曰 く
木 )～ 2018年 6月 8日 (金 )

38000円

2018年 7月 5日 (木 )～ 2018年 7月 6日 (金 )
(月

)～ 2018年 6月 13日 (水

)

2018年 7月 9日 (月 )～ 2013年 7月 11日 (水 )
2018年 3月 1日 (水 )～ 2010年 3月 3日 (金 )

2018年 9月 10日 〈月 )～ 2018年 9月 12日 (水 )
経営管理者姜 成コース

2018年 10月 10日 (水 )～ 2018年 10月 !2日 (金 )

293000円

2018年 11月 6日 (火 )～ 2010年 11月 9日 (金 )
2018年 12月 5日 (水 )～ 2018年 12月 7日 (金 )
2019年

経営 トツプセミナー

I

管理者 のための問題発見 解決法
,3

成果 が出る提案営 業の実践法

1月

金)
22日 (火 )～ 2019年 1月 25日 〈

2018+781S B

(^)-2018+7E 20E (A)

2018年 7月 24日 (火 )～ 2018年 7月 27日 (金

16000円

35000円

)

2018年 9月 0日 (木 )～ 2018年 9月 7日 (金 )

35000円

2018年 10月 4日 (木 )～ 2018年 10月 5日 (金 )
2018年 10月 10日 (水 )～ 2018年 10月 12日 (金 )

管理者 のための マネジメントカ強化講座
20

2018年 11月 7日 (水 )～ 2018年 11月 9日 (金 )

58000円

管理者養 成講座 キャリアアップ編

2018年 10月 16日 (火 )～ 2018年 10月 19日 (金 )

38000円

11益 向上のためのコストダウンの進め方

2018年 10月 24日 (水 )～ 2018年 10月 26曰 (金

31000円

)

研修 コース名
2018年 11月 12日

目標を実現 する和1益 資金計画 の 考え方と進 め方

l■

０
こ

)～ 20!8年 11月 13日 (火 )

(月

20,8年 12月 10日 (月 )～ 2018年 12月

日(火 )
“

内を活性 化するIT活 用

22000円

)～ 2018年 11月 21日 (水 )

31000円

2018年 11月 19日

順客からの信頼を高める品質管理 の進め方

2018年 11月 26日 (月 )～ 20[8年 11月 23日 (水

■の顧 客満足につながるサービス価値 向 上講座

2019年 1月 17日 (木 )～ 2019年 1月 13日 (金
2019年 1月 28日

(月

(月

2019年 2月 4日

(月

31000円

35000円

)

)～ 2019年 2月 5日 (火 )

35000円

2019年 3月 4日 (月 )～ 2019年 3月 5日 (火 )

売れる願客 が見える !攻 めの営業計画の作 り方

)

22000円

)

)～ 2019年 1月 29日 (火 )

2019年 2月 25日 (月 )～ 2019年 2月 26日 (火

lt員 と組 織 を成 長 させ る人 事制 度 情 集

38000円

2018年 1:月 15日 (木 )～ 2018年 11月 16日 (金 )

観光業のためのマネージャー養成講座

利益を生 み 出す業務 改 革・トラック運 送 業

00

受話 料

研修 日程

2019年 2月 7日 (本 )～ 2019年 2月 3日 (金 )

35000円

2019年 3月 7日 (木 )～ 2019年 3月 8日 (金 )

生産性を向上させ るリー ドタイム短縮 の進め方

2019年 2月 13日 (7k)～ 2019年 2月 15日 (金 )

31000円

和l益 を生み出す会計情報活用法 (オ L幌 開催

2019年 2月 13日 (月

)

16000円

経営トップセミナー n(オ t幌 開催 )

2019年 2月 19日 (火 )

16000円

建設 業 の ため の現 場 管理者 養 成 講座

2019年 2月 20日 (水 )～ 20[9年 2月 22日 (金 )

31000円

くテーマ企画 中 >(校 外開催 )

2019年 2月 2'日 (水 )-2019年 3月 1日 (金

31000円

管理者 のリーダーシツプ強化講座

2019年 3月 13日 (水 )～ 2019年 3月 15日 (金

)

)

)

3,000円

中小企 業大学校旭 川校の研修 受講 に際 しては、 「人 材開発支援助咸金」 や 、市町村 商 工 会口 所・ 商 工会・ 信
用金庫 等 の助成制度が ご利用 いただ けます 。講座 に よつては該 当 しない場合 が あ りますの で 辞 しくは事前 に北
海道労働 局や各機 関へ お問 い合わ せ くだ さい。

URL http://rfr.6mr.l. go Jpl i nst r tute/asah i kara/

中小企 業大学校旭 川校

To 0166-65-1200

電源地 1或 で、人材育成や特産品開発・ 販路拡 大に取 り組みたい

!

電源地域振興 セ ンターの 人材育成事 業等

電源地域を対象 に、地域を担 う人材の育成や産品相談・ 商談会な どを通 して、人づくり、もの づくり
の面か ら地域活性化のお手伝 いを します
!

概要

●人材育成事業
電源地域の ニーズの高いテー マを選定 し、経験豊富で専門的な ノウハ ウを持つた講師 による先進事例 の超
介やグループワー クなど具体的かつ実践的な研修 を実施 します。
※研修のテー マ 。時期・参加費・ 研修場所等の最新情報は、ホームページをご確認下さい。
kensvu04 html
URL:
ht¨
●産品相談 商餃会
電源地域 の特産品の開発・ 改良及び販路拡大を目的に、当財団の永年 にわ たる流通業界 とのネッ トワーク
を活か し、百貨店・ スーパーのパイヤー及びパ ッケージデザイナー等より具体的なア ドバ イスが受けられる
随時開催型
地元開催型】 【
定期開催型】、電源地域 の求 めに応 じ企画 し開催する 【
面談を募集 し開催する 【
】の 3つ の型で実施 します。
【
定期開催型】 :東 京 (7月 )で 開催
【
地元開催型】 :バ イヤー等を現地 (地 元)へ 派遣 し開催
随時開催型】 :事 業者の方の首都日出張等の機会 に合わせ個別面談を開催
【
※なお、 【
地元開催型】は、実施準備期間 として2ヶ 月程度を要 しますので、実施時期がお決ま りの場合は
お早めに ご相談 ください。
詳細 は以下のホームペー ジを ご覧 下さい。
URL https1//冊 2 dengen or Jp/htm1/WOrks/hanba1/sanpin htmI

く人材育成事業 >
電源地域の市町村・ 都道府県等の行政職員、各種団体、事業者、 NPO、 個人、電力会社等 で電源地域の
振興 に関わ つている方が対象です。
※開催の 1～ 2ヶ 月前に市町村の担当部署 に手続 き案内を送付 してお りますので、希 望 され る場合 は市町
村の担当部署を経由 してお申し込み ください。
また、以下の URLか らもお申 し込み頂けます。
p/html/df_ken/ken」nf2018 html
URL https //鮒 2 dengen or 」
く産品相談 商換会 >
電源 地域 の市 町村 (商 工会 、その他 団体等 )を 通 じて募集案 内 をいた します。
※市 町村 等か らの 申込み とさせて頂 いて お りますの で、電話 で事前 に ご相談願 います 。

く人材 育成事 業 >
多加 費用 、研修 に係 る旅費及 び宿 泊費 は、●加者 の ご負担 とな つて お ります。
(研 修 の参加費 に旅費等 は含 まれ ません 。)
く産品相談・ 商談会 >
参加費用 、旅費 、サ ンプル代等 は参加者の ご負担 とな ります 。

※両事案ともに対象経費の助成はありません。

(― 財 )電 源地●振 興セ ンター 地域振興部 振興業務課

TEt03 6372 7305

環境 エ ネル ギ ー ビジネ スの ア ドバ イス を受 けた い
環境

!

エ ネルギー 人材 育成事業

環境・ エネル ギ ー ビジネスに取 り組む事業者 に対 し、コ境産業に関する知 識の習得・ 技術力の向上に
役立 つセミナ ー・ 情報交換会・ 請習会 を開催 します
1

O環 境産業関連事業者 等における人材育成を図るため、環境産業に関する知識の習得及び技術力等の向上に資す
るセミナー・情報交換会を開催
・ 年 4回 実施予定 (開 催 日及び開催場所未定)

O道 内企業の環境産業への参入を促進するため、環境産栞への参入意向を有する道内企 業を対象に、具体的な0
入方法等に関する講習を開催
・ 年 4回 実施予定 (開 催 日及び開催場所未定)

北海道経済部 産葉振興局 環境 エネルギー室 環境産彙グルー プ Ta 011 2“ 5320
URL: http://_ pref hOkkaido lg jp/kz/kke/lndex htm

