
平成２９年度

【会場】 テクノサポート岡山

【参加企業数（参加者数）】

おかやまサービス産業人材育成事業：９８社（３８７名）

岡山生産性向上人材育成事業：１０６社（３６６名）

主催：岡山県・公益財団法人岡山県産業振興財団

開催期間（平成２９年６月８日～平成３０年２月２日）

平成２９年度おかやまサービス産業人材育成事業
平成２９年度岡山生産性向上人材育成事業

実践！おかやま産業人材育成塾
事業報告書



職場環境づくり

若⼿社員研修
【日程】①平成29年 6月 8日〜 9日

②平成29年 6月20日〜21日（津山会場）

中堅社員研修
【日程】①平成29年 6月15日〜16日 ②平成29年 7月11日〜12日

③平成29年 7月13日〜14日 （津山会場）

監督者研修

【日程】平成29年 8月 2日〜 3日

•社会⼈としての成⻑
•プロフェッショナルへの近道
•コミュニケーションの基本（報・連・相）
•【⽂章・⼝頭・⾏動】によるコミュニケーション
•仕事の優先度

カリキュラム

•何事も少し意識することが⼤切だと思いました。仕事をする上
で心の持ち方を学ぶことができました。
•自己PRを通して、自分で気づくこと、考えることのなかった自
分の強みを考えられたことがよかった。
•仕事に取り組む考え方を指導していただいた事で、自社での活
⽤・スキルアップに⼤いに役⽴つと思います。

受講者の声

•ビジネス環境の変化を捉える
•経営理念・社是について
•中堅社員の役割、求められる能⼒
•課題解決⼒の強化
•自己革新へのアプローチ

カリキュラム

•今までは自分自身の事だけを考えて業務に取り組むことが多
かったが、今後は後輩や周りの⼈を活かした業務に取り組める
よう、意識改革のきっかけとなった。
•自分自身を分析して先を⾒て計画・目標を⽴てて仕事する⼤切
さ勉強になりました。
•中堅社員としての在り方について、頭の中を整理することがで
き、今後の方向性についてヒントを得られたと思います。

受講者の声

•ビジネス環境の変化を捉える
•管理職（責任者）の心構えと能⼒
•意欲を高める職場づくりのノウハウ
•目標管理の考え方・進め方
•ビジネスコーチングのポイント

カリキュラム

•グループ全体が⼤きく変革している時期で、グループ内でも研
修が⾏われるが、その内容と重なる話しも多く、時代の流れを
体感した。
•管理職として、経験に裏打ちされたアドバイスをいただけ、す
ぐにでも実践したいと思いました。
•自分がやっていたマネジメント業務の改善点・気付きなどあり、
⼤変良かったと思います。

受講者の声
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おかやまサービス産業人材育成事業



職場環境づくり

部下のやる気を⾼めるノウハウ能⼒習得講座

【日程】平成29年 9月 5日〜 6日

「これだけは⾝に付けておきたい」⼥性のスキルアップ講座

【日程】平成29年 9月 1日

「チーム⼒を向上させるコミュニケーションと解決思考⼒」講座

【日程】平成29年10月16日

•⼈間性と働きがいの構造の理解
•意欲を高める職場づくりのノウハウ
•目標管理の考え方・進め方
•ビジネスコーチングのポイント
•キャリア自律・キャリア開発

カリキュラム

•「⼈を⼤切にする」「素直な心」これが非常に⼤切であることを
再認識することができました。
•新⼈の育成について難しさを日々痛感していたので、今回のセミ
ナーでコーチングについて教えていただき勉強になりました。
•部下に対し、目標ばかりを求めすぎていた。また指示ばかりで自
分で考えさせることをしていなかったことに気付かされました。

受講者の声

•会社について考えてみよう
•会社が儲けるとはどういうことなのかを知ろう
•問題解決 ―問題解決のステップ―
•コミュニケーション

カリキュラム

•相⼿のことを考え、コミュニケーション能⼒を高め、仕事を円
滑に進めることが業務改善に繋がるのではないかと勉強になり
ました。
•⼥性ばかりの研修は初めてだったのですが、和気あいあいと話
ができ、⾊々な意⾒も聞けてとても良かったです。
•本当に良い先⽣に出会えました。もっと話しを聞いてみたいで
す。分かりやすかったです。

受講者の声

•今、なぜ⼥性活躍が求められているのか︖
•会社が儲けるとはどういうことかを理解する
•組織の目標・自分の目標
•コミュニケーション ―コミュニケーション・トライアル―

カリキュラム

•チームで進⾏したのもコミュニケーションに活かせました。同じ思いの
方と交流できたのもうれしかったです。
•時間のかかる仕事を後回しにしていたので、重要性を考えてスケジュー
リングしていきます。また会計の話とコミュニケーションの話しをセッ
トで学べるのは貴重な機会でした。
•リーダーとしての悩みがありましたが、同じ悩みを抱えている方と共有
できてよかった。⼈材育成の道筋が少し⾒えた気がします。

受講者の声
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コミュニケーション力の向上

若⼿中堅 ホウ・レン・ソウ実践の極意

【日程】平成29年 9月22日

会議の進め方を学ぶファシリテーション講座

【日程】平成29年10月10日〜10月11日

職場環境づくり

経営戦略から考える「ダイバーシティー」講座

【日程】平成29年11月15日

•資本市場の変化〜責任ある投資とは︖
•そもそもガバナンスとは︖
•そもそも成⻑戦略の中でのダイバーシティーとは︖
•そもそも経営者自身の価値観は︖

カリキュラム

•相⼿のことを考え、コミュニケーション能⼒を高め、仕事を円
滑に進めることが業務改善に繋がるのではないかと勉強になり
ました。
•時代にあった”付加価値⽣産性”について情報提供していただきあ
りがとうございました。

受講者の声

•若⼿・中堅社員こそホウ・レン・ソウの中軸
•ホウ・レン・ソウはなぜ機能しないのか︕︖
•⽴場役割とホウ・レン・ソウの密接な関係
•こんな時、どうする︕︖ホウ・レン・ソウの場⾯
•これだけは押さえたい、ホウ・レン・ソウの極意

カリキュラム

•実践でやってみると自分が描いている以上に表現することがい
かに難しいかよくわかりました。
•ロールプレイング、発表等、参加型のセミナーでしっかり聞く
ことができたと思います。
•違う会社の⼈と話す機会がなく、今回の研修でいろいろな考え
があるとわかりました。先⽣の説明もわかりやすく会社でも伝
えようと思います。

受講者の声

•良いミーティングと悪いミーティングの違いとは
•ミーティングファシリテーションの全体像
•ミーティング中のマネジメント（思考⾯・対⼈⾯）
•ファシリテーションの実践⼒を高める
•総合演習

カリキュラム

•様々な業種の⼈とワークを通じて⾊んな考えがある事に気づかされた。
ファシリテーションの重要性を感じることができた。
•ファシリテーターの重要性、発散・収束は会議で使いたいです。素晴し
い研修で参加してよかったです。
•現在の自分の業務に直結する内容だったので、非常に参考になりました。

受講者の声
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サービスの向上

ビジネスマナー基礎講座

【日程】平成29年 8月 7日

コミュニケーション力の向上

相⼿に“伝わる”話し方・書き方講座

【日程】平成29年10月13日

問題解決⼒向上（仕事⼒アップ）講座

【日程】平成29年11月10日

•自己紹介で何を話すか
•話のアウトライン【⽂法】
•書くことの特⻑を抑える
•わかりやすく書くツボとコツ
•コミュニケーションに終わりはない

カリキュラム

•⽂章の書き方についての演習はとても役にたった。今後活⽤し、
さらに役⽴てていきたい。
•⽂と⽂の接続や話す（書く）順番、単語で全く別の意味になっ
てしまうことは、伝える時には注意したい。
•１日という短いスケジュールの中で、みっちり内容を入れた講
義をして下さったので、良い経験になりました。

受講者の声

•問題解決の原点と品質管理の基本
•問題解決法の定石 ■問題解決法＝改善法
•問題解決法の進め方（ミニ演習あり）
•問題解決法を支援するツールとまとめ

カリキュラム

•原因、要因、主要因、検証と、日ごろから仕事上でもつきま
とっているのだなと（どの業種も）気付きました。
•特性要因図が本当に良かったと思う。自分の業務でもいかせる
と思う。
•会社での改善活動に直結する内容なので非常に役⽴ちました。
資料の内容も現場でも使いやすく、社内で⽔平展開したい。

受講者の声

•ビジネスマナーの基本
•⾔葉遣い、敬語
•魅⼒的なマナーの例
•様々な場⾯でのマナー（演習）
•グループ討議

カリキュラム

•ロープレを取り入れつつ研修を⾏ってくださったおかげで、程よい緊張
感でできました。
•これから社外の⼈と接する機会も徐々に増えてくると思うので、有意義
な機会になったと思います。
•他の企業と協⼒して⾊々な課題をこなす事が出来て良かったです。実際
に⾏動に移して⾏うことで早く身につく事ができました。

受講者の声
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サービスの向上

プロのおもてなし 接遇マナー講座

【日程】平成29年 8月24日

あなたも出来る︕クレーム対応⼒講座

【日程】平成29年 9月14日

顧客満⾜度（CS）向上講座

【日程】平成29年10月 2日

•「おもてなし」とは︖
•「顧客満⾜」と「顧客ロイヤリティ」の関係を理解する
•接遇トレーニング
•ことばのテクニック
•お客様のタイプを知る

カリキュラム

•社会⼈になって今の会社で上司からよく教えてもらっている内容もあっ
たので、丁寧な対応を心がけて仕事を続けていきたいと思いました。
•話しの内容や講師の先⽣、受講してるみんなの雰囲気もとても良く楽し
かったです。
•⼈の心によりそう、その気持ちを持つだけではなく、態度に表すこと、
また表す⼿段を教えてもらった。

受講者の声

•クレーム対応⼒の前提
•クレーム対応⼒の基本ステップ
•個⼈としてのクレーム対応⼒UP
•組織としてのクレーム対応⼒UP
•リアルケース演習 ーこの場合、どう対応する︖ー

カリキュラム

•お客様の⽴場に⽴って、クレームにあたることが必要だと気付
く事ができた。
•クレーマーに対応する方法や、クレームを⾔う相⼿の心理を理
解する気持ちが⼤事であることがわかりました。
•謝るだけでなく、クレームの種類や背景によってはクレームに
あわせた対応方法があることが勉強になりました。それぞれの
対応の仕方を念頭に入れて業務に活かしたいと思います。

受講者の声

•顧客満⾜の３つのレベル
•「御⽤聞き」を⾒直せ︕
•顧客のニーズを創り出す
•顧客について良く知ろう
•顧客満⾜を実現するためのしくみ

カリキュラム

•内向きではなく、街に出て、自ら感動体験を増やす。スタッフ全員で情
報を共有する。ということが勉強になった。
•「顧客満⾜度は従業員満⾜から」とてもよく⾔えてると思いました。
•自社でやっていることがお客様にとってメリットであると自覚できた。
まだまだ改善の余地があると思った。

受講者の声
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経営戦略

営業戦略・販売計画の⽴て方と管理の進め方

【日程】平成29年 8月28日〜 8月29日

•自社の営業戦略、販売計画をチェックしよう
•営業戦略〜販売計画⽴案ステップ
•戦略コンセプト（戦略方針）の設定
•営業戦略⽴案のケーススタディー
•営業管理（PDCA）の進め方と自社への導入

カリキュラム

•会社の役員や上司がなぜ何度もこの様なことを⾔い続けてきた
のか、その理由と中身に気づけた。
•次回の営業計画作成時に使⽤し、部内での作成を⾏うことで、
今より内容の深い資料が作成できると思いました。
•戦略を⽴てようとしても分析が⼗分出来ていなかったため、い
つも決定できずにいたので、今後は学んだ切り⼝で社内で話し
合いをしたいと思います。

受講者の声

「研修受講後アンケート」 ※各研修終了後に受講者に対し、アンケートを実施しました。

満⾜度 役⽴ち度
対象受講者︓３８７名

※満⾜度・役⽴ち度ともに受講者全員の⽅にご満⾜いただけました。
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「実践！おかやま産業人材育成塾に関するアンケート」
おかやまサービス産業人材育成事業の部 ※全研修終了後、参加企業に対しアンケートを実施しました。

実施⽇︓平成30年２⽉20⽇〜2⽉23⽇ 対象企業︓「実践︕おかやま産業人材育成塾受講企業」98社
回答社数︓72社 回答率︓73.47%

研修受講後どのような取り組みをしましたか︖ （複数回答）

研修を受けた結果どのような効果がありましたか︖（⾒込みも含む・複数回答）

Q1

Q2

【取り組みをした内容、上位５項目】

●目標設定を制定もしくは⾒直した
●受講内容を社内開催の研修に取入れた
●改善活動を仕組化し定例化した
●CS向上を目的とし意識改⾰の機会を与えた
●５Ｓの仕組みを制定もしくは⾒直した

【その他】
レジュメを回覧した後、社内で開設した。
海外拠点赴任にあたり受講内容の再確認として取り込んだ
人事評価の参考にさせてもらいました。
後輩のことを少し気にかけるようになった。
客先へのアプローチを⾒直した。
日報などの文書作成時に活用。
中期経営計画制定の基本にさせて頂いた。

【効果のあった内容、上位５項目】

●組織が活性化した（従業員のモチベーションが向上）
●現場改善により生産性が向上した
●自社の製品・サービスの品質が向上した
●⼀時⾦を含む賃上げを⾏った
●コスト削減につながった

【その他】
海外赴任への不安が減少しモチベーションが向上した。
視点を変える事、意識付けをしている。
今までの業務の進め⽅、考え⽅を⾒直す機会となった。
お客様をよく知るため、回数を出向き話しをするようになった。
文書の作成が今までよりスムーズになった。
即効性のある効果はありませんでしたが、継続して効果を⾒
ていきたいと思う。
接客態度が向上した。
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「実践！おかやま産業人材育成塾に関するアンケート」
※全研修終了後、参加企業に対しアンケートを実施しました。

今後どのような研修を受講されたいですか︖ （複数回答）

研修に関するご意⾒・ご感想

Q3

【受講したい研修、上位５項目】

●リーダーシップ研修
●モチベーション研修
●階層別:中堅社員研修
●生産性向上研修
●コミュニケーション研修

【その他】
販売⼒向上研修
年⾦や失業保険などについての研修

Q4

●グループワークで社外の人と交流できたり、各社のやり⽅を知ることが出来たり、また社内の常識が通用しなかったり。グループワークは⾊
々な意味で得るものがあり、今後も研修の中に取り入れてもらいたいです。

●大変ステキな講師、サポートスタッフさんでした。為になります。育成塾のことは岡山県の職員から聞いて初めて知りました。またご案内下
さい。今後共よろしくお願いいたします。

●外部の⽅と受ける研修は刺激になって良いです。これからも良い研修案内してください。

●OJTでは教えれない社会人としての心構えや仕事に対する考え⽅を習得することを期待して受けました。

●次代を担う若⼿社員の教育⼿段と大変有意義な研修と考えており、今後とも本育成塾を活用いたしたく存じます。

●さまざまな研修を企画、実施していただきありがたいですし参加させて頂きました。１度の研修で直に成果を出すことは難しいと思っていま
す。くり返しの教育と実際の業務で身につくと信じております。今後の研修の企画を楽しみにしています。
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経営戦略

経営戦略の⽴て方、進め方

【日程】平成29年 7月 3日〜 4日

これからの⼈事制度のあり方

【日程】平成29年 9月27日〜28日

わかりやすい︕「やさしい会計⼊門｣

【日程】平成29年10月17日〜18日

•経営戦略とは
•戦略⽴案のためのプロセス（全体像）
•戦略⽴案のための分析⼿法
•経営戦略の⽴案
•経営戦略を実践する計画つくりへの展開方法

カリキュラム

•ＳＷＯＴ分析は従来より⾏っていたが、様々な視点から細かに
分析して考えて作る「ＳＷＯＴマップ」は具体的で明確なもの
ができると解り良い学びになった。
•中期計画を社内のフォームに則って作成しているが、その目
的・意図が理解できた。
•２日間の短い時間でしたが、考え方のエッセンスを多くいただ
いたので、早速自社でやっていきたいです。

受講者の声

•⼈事制度について改めて考える
•評価制度の考え方と仕組みつくり
•資格体系と評価結果の処遇への反映の仕組みつくり
•これからの賃⾦管理のあり方
•⼈材育成の進め方

カリキュラム

•経営戦略から組織・⼈事評価・⼈材育成の⼀連のながれも知る
ことができた。会社の成⻑と社員の成⻑を同時に⾏うスキーム
は理解できた。
•戦略を⽴て、組織計画に落とし込む部分を実践してみたいと思
います。「３つの評価軸」の話しもよかったです。
•⼈事制度とは⼈材育成そのものだということがよくわかりまし
た。

受講者の声

•そもそも会計とは︖
•複式簿記を完全に理解する
•知っておきたい現在の会計のルール
•３つの会社の比較

カリキュラム

•会計はロジカルに考えると理解しやすいと学んだ、簿記を勉強
してただ単に暗記していたことが深く理解出来た。
•会計・財務の違いや、会社と会計の役割など、知っているよう
で知らない事をわかりやすく教えてもらって良かった。
•丁寧に体験談を含め、ユーモアもあり、問いかけもあり、熱心
に聞くこともできて良い研修でした。

受講者の声

岡山生産性向上人材育成事業

実践！おかやま産業人材育成塾事業報告書



経営戦略

財務分析

【日程】平成29年11月 6日〜 7日

製造業における「⾒える経営の進め方」マネジメント講座

【日程】平成29年11月28日

キャッシュフロー経営と利益・資⾦計画

【日程】平成29年12月11日〜12日

•中⻑期利益計画について
•分析ソフトの活⽤
•損益分岐点改善と収益性改善
•各項目の改善方法とは
•中⻑期利益計画の策定

カリキュラム

•経営者としての着目点を広げたり、今まで以上に深く分析して
いくことが必要だと思いました。
•財務研修というより、コンサルを受けた気持ちになった。得し
た気分︕
•決算書の⾒方が変わった。帰社してから調べたいこともたくさ
んあった。今まで、自分が受けた財務の勉強会の中で⼀番おも
しろかった。

受講者の声

•⾒えないものを⾒える化する
•「誰が、何を、どれくらい」でまとめる
•あるべき姿を描くには
•技術・間接業務の⾒える化
•成果の⾒える化

カリキュラム

•⾒える化→分ける→測る、は多くの思考プロセスに共通するが、
利益・原価に具体的に落とし込むことで理解しやすかった。
•組織をマネジメントしていく上での様々な角度からの視点があ
り、活⽤していく必要があると感じました。
•製造業でも付加価値が高ければ価格を上げられるように、商品
によって利益構造が異なるので、その商品に合わせた改善ポイ
ントを⾒つけることが重要だと考えた。

受講者の声

•キャッシュフローから過去の経営評価の考察
•決算書の意味するもの（決算書の読み解き方）
•キャッシュフロー計算書の作成ワーク
•損益分岐点と収支分岐点の把握と収益構造改善シナリオ
•回転率の基本的考え方と予測貸借対照表の作成法

カリキュラム

•５年先の数字をシュミレーションすることで今やるべき対策が
数字として認識することができました。
•お⾦の流れ、決算書の中身を改めて知る機会でした。キャッ
シュフローと⾔う⾔葉は聞いた事がありましたが、今回の研修
でよくわかりました。
•利益目標などの基準について⾒知を得られたことがよかった。

受講者の声

実践！おかやま産業人材育成塾事業報告書



経営戦略

経営戦略から考える「働き方改⾰」講座

【日程】平成29年12月13日

•今、なぜ働き方改革なのか︖〜経営の問題である〜
•会社が存続するためには経営の健全性が不可⽋
•働き方改革〜⽣産性向上のためには︖〜
•働き方改革〜多様な⼈材を認めることから始まる企業の成⻑〜

カリキュラム

•テーマ「働き方改革」が会社の発展になることを確信できたこ
とは今回非常に有意義でした。
•働き方改革は個⼈の問題ではなく、企業の義務・継続的な発展
に必要なものであると捉え、即実⾏していくべきと改めて考え
ることができた。
•時代の流れに沿った説明で解り易かった。違う業種の意⾒・問
題点が聞けて良かった。

受講者の声

営 業

営業向け「交渉⼒強化」

【日程】平成29年11月 9日

あなたも出来る︕新規顧客開拓の進め方

【日程】平成29年11月16日〜17日

•win-winの関係を作る真の交渉⼒とは
•交渉を必要としない提案とは
•交渉全体のイメージを持とう
•交渉⼒を高めるためのテクニック
•ロールプレイング交渉⼒の実践

カリキュラム

•思っていたことが⾔葉で理解することが多々ありました。自分
の交渉方法でまずいことがあることもわかりました。
•導入部分から⼤変分かりやすく、興味深く拝聴させていただき
ました。”⾔葉の定義”を考える、というお⾔葉は⼤変新鮮でした。
•社内では受けられない研修であり、参加してよかったです。自
分のレベルアップ・営業所のレベルアップにつなげていきたい
です。

受講者の声

•ビジネスのタイプ別 新規開拓のあり方
•新規開拓に必要な４つの基本発想
•新規開拓に必要なコアスキル（演習）
•開拓営業の⼿順とは
•企画案を考えてみよう

カリキュラム

•今まで自分が意識していなかったバイイングポイントに合わせ
た対応が必要だと感じました。
•新規顧客の開拓はまずはやってみて、継続が必要なことを改め
て感じました。何度も挑戦して試⾏錯誤を繰り返し、磨いてい
きます。
•「新規活動の原動⼒をしっかり意識することが⼤事」という部
分がしっくりきました。

受講者の声

実践！おかやま産業人材育成塾事業報告書



安 全

職場の安全衛生

【日程】平成29年 9月19日
•安全の考え方
•労働災害発⽣のしくみ
•安全管理の基本
•職場に潜む危険
•リスクアセスメント

カリキュラム

•先⽣の海外の経験など、多くの現場体験談がリアルに感じられ
た。新鮮な感覚で安全講話が聞けた。
•安全が特殊な状態であるということを理解する事ができました。
また、今日の安全が過去の⼈たちの知恵や経験に基づくもので
あることも気づかされました。
•日頃安全については意識して作業していますが、視点を変えて
良い安全を確保できることに気づきました。

受講者の声

品 質

⼊門編︕「品質管理の基本マスター研修」

【日程】平成29年10月 3日〜10月 4日
•品質管理とはー品質管理の考え方ー
•QCストーリーのステップ
•現場で使えるQC７つ道具
•問題解決の実際の進め方
•問題解決の⼿順に沿って実践する

カリキュラム

•要因図の理由付けをしっかりと⾏い、話しの流れに問題がない
か確認するということがいかに⼤事かわかりました。
•改善のためのPDCAだけではなく、その後の標準の制定などをあ
らためて⼤切であると考えさせられた。
•ジグソーパズルが研修に使われるとは思いませんでしたが、要
因を分析するのにおもしろかったです。

受講者の声
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生 産

製造業における納期短縮や在庫削減の進め方

【日程】平成29年 9月12日〜13日

５S⼊門研修

【日程】平成29年 9月26日

ヒューマンエラー防止

【日程】平成29年10月24日

•JIT（ジャストインタイム）とは
•かんばんの実際
•事務⽤品や副資材等を管理する仕組みを考える
•流れ作業のトータル時間（リードタイム）を管理する
•⼀般⽣産方式とJIT⽣産方式の比較模擬体験

カリキュラム

•⼀貫⽣産と社内配送している弊社にとって、とてもマッチング
する研修だった。今回学んだことを⽔平展開して、会社の改善
活動に貢献できるよう頑張りたい。
•かんばんについて初めて知りました。今後自社へ取り入れてい
きたいと思いました。
•カンバン方式の仕組み、有益性を分かりやすく説明していただ
きました。自社の⽣産体制、納期短縮に活かしたいと思います。

受講者の声

•５S改善と⽣産活動の関係
•５S改善を進める上での心構え
•５S改善による現場改善方法
•５S改善の事例紹介
•グループ討議

カリキュラム

•５Sの中でも整理・整頓の２つに重点をおき分かりやすかった。
５Sをする目的をしっかり意識し取り組んでいきたい。
•先⽣のキャラがよかった。緊張しなかった。
•他社の方々の声を聞く事ができ、同じような問題を抱えている
ことがわかり、少し安心できました。同時に解決案なども出て
きたので⼤変有意義な時間を過ごせました。

受講者の声

•ヒューマンエラー（ポカミス）の定義と考え方
•取り違い・⾒間違いを防ぐテクニック
•誤操作・⼿順の誤りを防ぐテクニック
•思い込み・予知し難いミスを防ぐテクニック
•伝達・し忘れを防ぐテクニック

カリキュラム

•当社の社内のやり方では（特にヒヤリ・ハット等）、まだ⾜り
てないところがあるという事がわかった。
•SHELLモデルやハインリッヒ等、かみくだいて自社レベルに落
とし込める事があり、今後の改善提案に役⽴てれると思いまし
た。
•講師の先⽣がユニークで、時間を忘れて受講できました。菊川
をあきさせないことが⼤切であると思いました。

受講者の声
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生 産

楽しい改善７ステップ

【日程】平成29年10月27日

生産管理基礎研修「製造段階におけるコストダウンの徹底追求︕」

【日程】平成29年10月30日〜31日

製造現場リーダーのための時間活用術

【日程】平成29年11月29日

•改善とは何か︖ー改善とは何か考えるー
•なぜ改善の正しい進め方が重要なのか
•改善の７ステップとは
•改善７ステップの上⼿な使い方
•７つの改善ステップで「改善のPDCA」をまわす

カリキュラム

•改善はどうしてもやらされている感じになっていたが、自分が
楽しんで取り組む事が⼤切だと気付きました。
•改善はまず試してみること。仲間を増やし、巻き込んで⾏うこ
とが重要だと思った。
•受講した内容をしっかり自分の中に取り入れて、周りの⼈にも
伝えたい。

受講者の声

•標準原価管理のねらいは何か
•コストダウン余地を知ることの重要性
•机上でQCDの重要性を体感する
•究極の材料費を追求する
•究極の労務費を追求する

カリキュラム

•コストダウンに対して何に対して⾏うか、⼜何からすればよい
か分からない場合まずあるべき姿を⾒つけそれに対しての対策
の仕方をどのようにすれば良いか参考になった。
•折り紙を使っての演習はわかりやすく、よかったです。
•製造のコストやムダについていろんな業種に当てはまるような
内容で、自社に帰っても利⽤できそうでよかった。

受講者の声

•製造リーダーとは
•なぜ製造現場リーダーに時間活⽤術が必要なのか
•製造現場リーダーに求められる時間活⽤術とは
•現場で役⽴つ活時活⽤５原則「廃即集活準」
•削減した時間の活かし方『活時間』

カリキュラム

•日々、時間に追われて働いていますが、考え方次第で時間は作
り出せるのだと思いました。
•日々の時間がない中で、どうしていかないと時間が作れないの
かを教えていただいた。
•時間活⽤五原則を活⽤し、時間の達⼈になって楽しく充実した
⼈⽣を送りたいと思いました。

受講者の声
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生 産

受注を勝ち取るための「現場での標準原価管理による最適コスト追求」

【日程】平成29年12月 5日〜 6日

QCDのレベルを上げるための「製造現場の問題解決技能」

【日程】平成29年12月 7日〜 8日

IE実践講座

【日程】平成29年12月14日〜12月15日

•標準原価管理のねらいは何か
•机上でQCDの重要性を体感する
•原価比率が高まる材料費をねらうコストダウン
•賃率・時間ロスをねらう労務費のコストダウン
•変動・固定費の特徴をねらう製造経費のコストダウン

カリキュラム

•管理と改善ということでくらべると「改善」ばかりに⾛ってい
るなと感じました。「管理」に目を向けなければという気持ち
になりました。
•管理の⼤切さ、標準はすべてエースを基準で考える事に気づか
されました。
•自社にも管理・改善の余地があることが今回の研修でわかった。

受講者の声

•いままでの問題解決技能
•ステップ式問題解決法の進め方
•問題解決に必要な４つの基礎知識
•思考を変えれば問題解決⼒は発揮できる
•⾒える化による問題解決技能

カリキュラム

•上司の報告にもＱＣ７つ道具や５Ｗ１Ｈが使えるという点が役
⽴つと感じました。
•日頃の業務を違う目線から⾒る事で、安全・問題を⾒つけ出し、
改善する必要があると感じた。⼜、チーム・会社・グループと
皆で取り組むことが⼤切である。
•講師の先⽣の実話を今回の研修の内容に照らし合わせて説明い
ただきとても頭に入りやすい講義だった。

受講者の声

•なぜ改善活動が必要か︕改めて考える
•IEの⼿引き
•分析と改善演習（工程,ライン作業,連合作業,動作,段取り替え）
•稼働分析によるロスの⼤きさ把握
•リーダシップ

カリキュラム

•改善の内のＩＥ実践は初めて受けたので、ＩＥとは何かを勉強
できた。
•⼀⼝に改善といってもアプローチや解決法というのは実に多様
で奥深く、これまでの経験や常識、思い込みがひっくり返され
るような内容もあり、気づかされる事が多かったです。
•先⽣も気さくな方で、また丁寧に指導してくださりよかったで
す。企業での経験も豊富で説得⼒がありました。

受講者の声
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生 産

製造コストの低減を学ぶ︕「製造現場の実践的なVE活動の進め方」

【日程】平成30年 1月29日〜30日

５S定着化研修

【日程】平成30年 2月 2日

•VE製造価値向上をさせる効果的な方法とは
•VEの基本と製造VEの概要
•機能評価とは
•改善策の作成
•改善提案の進め方

カリキュラム

•実践に近いワークショップを交えながら分かりやすい講義でし
た。社内で活⽤したいと思います。
•グループディスカッション、DVDの質問でVE及びコスト削減に
ついて学べたと思います。再度、別工場のコスト・役割につい
て知りたいと思います。
•自分の業務に当てはまる内容に合致することが多々あり、勉強
になりました。VEの根本がよくわかりました。

受講者の声

•定置管理の基本と実践方法
•清掃の定着化
•５Sパトロールによる定着化
•会社組織からの定着化方法

カリキュラム

•トップの重要性に改めて気付かされた。グループ討議もよかっ
た。
•定置化による時間短縮効果がよくわかった。役員の熱意が５Sレ
ベルに⼤きく影響していることがわかった。
•誉めることの⼤切さ、相⼿に理解させる（⼀方的な指示では伝
わらない）相⼿（部下）とどれだけ心通じれるかによって進み
方が変わることが勉強になりました。

受講者の声

「研修受講後アンケート」 ※各研修終了後に受講者に対し、アンケートを実施しました。

対象受講者︓３６６名

満⾜度 役⽴ち度

※満⾜度・役⽴ち度ともに受講者全員の⽅にご満⾜いただけました。
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「実践！おかやま産業人材育成塾に関するアンケート」
岡山生産性向上人材育成事業の部 ※全研修終了後、参加企業に対しアンケートを実施しました。

実施⽇︓平成30年２⽉20⽇〜2⽉23⽇ 対象企業︓「実践︕おかやま産業人材育成塾受講企業」106社
回答社数︓80社 回答率︓75.47%

研修受講後どのような取り組みをしましたか︖ （複数回答）

研修を受けた結果どのような効果がありましたか︖（⾒込みも含む・複数回答）

Q1

Q2

【取り組みをした内容、上位５項目】

●改善活動を仕組化し定例化した
●受講内容を社内開催の研修に取入れた
●目標設定を制定もしくは⾒直した
●５Ｓの仕組みを制定もしくは⾒直した
●CS向上を目的とし意識改⾰の機会を与えた

【その他】
人事評価の参考にさせてもらいました。
中期経営計画制定の基本にさせて頂いた。
社内規程等の⾒直しを検討中
日常業務による改善
これから面談・会議を実施して取り入れていく予定
意識改⾰につながった。
⾏動にうつせてません

【効果のあった内容、上位５項目】

●組織が活性化した（従業員のモチベーションが向上した）
●現場改善により生産性が向上した
●自社の製品・サービスの品質が向上した
●売上⾼（または利益）が増加した
●コスト削減につながった

【その他】
海外赴任への不安が減少しモチベーションが向上した。
視点を変える事、意識付けの段階です。
お客様をよく知るため、回数を出向き話しをするようになった。
文書の作成が今までよりスムーズになった。
即効性のある効果はありませんでしたが、継続して効果を⾒
ていきたいと思う。
今後効果を期待しているところです。
改めて自分の意思が決定したのみです。
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「実践！おかやま産業人材育成塾に関するアンケート」
※全研修終了後、参加企業に対しアンケートを実施しました。

今後どのような研修を受講されたいですか︖ （複数回答）

研修に関するご意⾒・ご感想

Q3

【受講したい研修、上位５項目】

●リーダーシップ研修
●生産性向上研修
●コミュニケーション研修
●モチベーション研修
●経営戦略・人事研修

【その他】
輸出関係の研修

Q4

●外部の⽅と受ける研修は刺激になって良いです。これからも良い研修案内してください。

●いつも有意義な研修を開催いただきありがとうございます。人気研修はすぐに満員になるため、複数回の開催を希望します。

●研修を⼀回受けて効果を出すのは難しいと思います。同じ目的の研修を数段のステップに分けて受講し、具体的な目標を達成していくこ
とで成果につながると思います。

●研修計画を策定する上で３⽉中旬までには次年度の研修計画を（予定）を頂きたい。

●研修参加者名簿、名刺交換時間を設けるなどしていただけるとありがたいです

●受講した当初は非常にためになったと言っていましたが、実際に生かせているか疑問です。受講者にその後のアンケートをとって各受講者
がどの様に活かしているか情報共有いただきたいです。
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