人材育成

活用ポイント

経営・技術・ＩＴ・デザインと企業の人材育
成に必要な幅広いカリキュラムで研修・講座
を開催しています。

・中小企業のための研修施設「福井県中小企
業産業大学校」や「県産業情報センター」の
パソコン実習室などで専門的な研修を実施
・長年のノウハウを活かし最善の効果が得ら
れるような内容の研修を実施

様々なコースをご用意しています
経営管理コース

ビジネススキル・マネジメント力向上
を図りたい

（問合せ先）人材育成部〈中小企業産業大学校内〉
☎ ０７７６－４１－３７７５

繊維・眼鏡・機械等の業種の
技術力向上を図りたい

工業技術コース
（問合せ先）人材育成部〈中小企業産業大学校内〉
☎ ０７７６－４１－３７７５

インターネットを活用した販路開拓
社内のＩＴ活用を図りたい

ＩＴ研修コース
（問合せ先）ふるさと産業育成部〈県産業情報センター内〉
☎ ０７７６－６７－７４１１

デザインを基礎から学びたい
企業ブランドの育成を図りたい

デザインコース
（問合せ先）デザイン振興部〈サンドーム福井内〉
☎ ０７７８－２１－３１５４

参

考

社員教育で利用できる助成金のご案内
どの制度も事前申請が必要です。対象企業や適用される研修内容などは、各制度により異なりますので、詳しくは各窓口まで
お問い合わせください。

人材開発支援助成金

鯖江市地域産業人材育成支援事業補助金

労働者の職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等
が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識
及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って
実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を
助成します。
窓口： 福井労働局 ☎０７７６－２６－８６１３

鯖江市内に事業所がある企業、個人事業者、起業を
志す鯖江市民を対象に、受講料およびテキスト代の
最大１／２（限度額 １企業 下限１万円、上限年間１０
万円）が補助されます。
窓口： 鯖江市商工政策課 ☎０７７８－５３－２２２９

越前市産業人材育成支援事業補助金

雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その
雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせ
た場合に、 休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃
金等の一部を助成します。
窓口： 福井労働局 ☎０７７６－２６－８６１３

越前市内に事業所がある企業、個人事業者を対象に、
受講料およびテキスト代の最大１／２（限度額１企業年間
１０万円 ）が補助されます。
窓口： 越前市産業政策課 ☎０７７８－２２－３０４７

坂井市中小企業人材育成支援事業補助金
坂井市内に事業所がある中小企業者を対象に、受講料
の最大１／２（１企業 年間１０万円）が補助されます。
窓口： 坂井市観光産業課 ☎０７７６－５０－３１５２

勝山市中小企業人材育成助成金
勝山市内に事業所がある中小企業者を対象に、受講料
およびテキスト代の最大１／２（限度額 １講座 ５万円
１企業年間１０万円）が助成されます。
窓口： 勝山市商工振興課 ☎０７７９－８８－８１０５

● 最新の講座情報はメールマガジン
「週刊！ふくいナビ情報」でもご確認いただけます。
（P３４参照）
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中小企業産業大学校 研修
新入社員から管理者・経営者までの階層別研修に加えて、職種別のビジネ
ススキル向上研修、専門知識や基礎技術を習得する工業技術系の研修まで
幅広い分野の研修を開催しています。詳細は「研修ガイドブック」をご覧
ください。（ご希望の方にはお送りします）

経営管理コース（分野） 33講座
経営・マネジメント研修（2講座）

ビジネススキルアップ研修（10講座）

総務・経理・人事研修（3講座）

ものづくり研修（8講座）

営業・マーケティング研修（4講座）

ＩＳＯ研修（1講座）

商業・サービス業研修（2講座）

出張教室（1講座）

公開講座（2講座）
工業技術コース（分野） 4講座

学院連携実務講座

◇ 福井・敦賀産業技術専門学院の講師やノウハウ、施
設・設備を活用し、低廉な受講料で気軽に学ぶことが
できる、より実践的なコース
・図面の描き方基礎講座（4月）
・商品の魅力を引き出す手書きPOP（2月）
・製品・デザイン開発のための3D CAD基礎講座（2月）

繊維関連研修（2講座）
眼鏡関連研修（1講座）
全製造業対象研修（1講座）
■

3講座

おすすめ講座 ■

ふくい管理者養成塾２０１９
（「平成塾」後継コース）

環境変化への構えと弾力性のある
工場管理・改善即応体制の構築

企業の将来を担う方を対象とした、今後
の企業経営に求められる知識・スキルを
学ぶ長期コースです。ディスカッション型
のプログラムが中心で、実績豊富な講師
陣による講義に異業種の参加者との議
論を深めることで、自社・自部門の業績
向上や課題解決に導くヒントを掴みます。
（6/13開講）

生産管理、生産計画など工場の管理監
督者にとって必要なスキルやマネジメン
トを、講義・演習と企業見学を通して学
びます。訪問先は、愛知県の㈱タケダ
（プレス加工）とテスラ名古屋で、テスラ
社では最新の技術を見て触れて乗って
体感していただきます。
（6/20開講）

パート・アルバイトの
採用、定着と育成

ビジネス・仕事の質を高める
「企画・発想力トレーニング講座」

現場改善のための
問題解決力向上実践セミナー

人が入ってこない、離職率が高いなど
の問題がある企業の方、原因は様々
あっても、打ち手はまだまだあるはずで
す。人手不足のスパイラルから脱出し、
イキイキ働いてもらうためのサイクルを
回していくヒント、すぐに使えるノウハウ
を、具体的に解説します。
（5/28開講）

「アイデアを量産し、伝えて、実現する」
仕組みをマーケティング戦略の視点で
考え、アイデア発想の手法を用いて繰
り返しトレーニングすることで企画・発
想力を強化します。第一線で活躍する
マーケティング・プランナーによるワー
ク中心の実戦的な研修です。
（9/24開講）

現場改善の成功に必要な、論理的思考
に立った問題解決手法と正しい改善ス
テップを学ぶ研修で、1日目に講義・演
習により基礎的な理解を深め、2日にレ
ゴブロックを使った組立の模擬作業を行
い、問題解決手法と現場改善、作業効
率化のヒントを実践的に掴みます。
（9/19開講）

目標達成・育成に活かす
「人事考課」と「面談」の進め方

「人事考課」の目的と、人材育成につなげ
る考え方や手法について理解を深め、
「日常における育成」と「フィードバック面
談」のスキルを実習や事例を通して習得
します。現状を振り返り課題を見つけ、明
日からの具体的な行動につなげます。
（6/19開講）

中小企業産業大学校は「企業内研修」をサポートします
社員研修や組合員研修など、独自の研修プログラムを希望され
る企業、団体をサポートします。直面している課題やこれからの問
題、実施したい研修内容などをお聞きしながら、研修テーマを設定
し、予算やスケジュール等に応じたオーダーメイド型のプログラム
をご提案します。

サポート事例と評価
A社（サービス業）モチベーション向上研修
業務改善に対する積極的な意見が出るようになっ
た。また、セクショナリズムの解消にもつながった。

ご利用の流れ
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B社（製造業）現場改善研修
５Ｓ活動によるムダの削減や生産性の向上が図ら
れるようになった。また、社員のコミュニケーション
力も向上し、職場環境が改善した。
C社（小売業）店舗活性化研修
従業員同士が業務を確認し合うことで業務ミスが
減少するとともに、店舗の陳列技術の向上、商品
管理の徹底につながった。

人材育成部 （中小企業産業大学校）
ＴＥＬ 0776-41-3775 ＦＡＸ 0776-41-3729
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ＩＴ研修
インターネットを使った電子商取引のノウハウや、ホームページ
制作に関する技術研修、ＯＡソフトやＤＴＰソフトの操作研修
など、企業でのＩＴ活用に関する研修を実施しています。

ＩＴ研修・講座
研 修・講 座 内 容
○業務活用研修

○システム管理者研修

○Ｗｅｂサイト制作研修

○最新ＩＴ技術活用研修

○ｅビジネス研修

○ソフトウェア開発者研修

○グラフィック＆映像活用研修

Internet of Things（IoT）の最新動向を含む、IoTの関連技術を
学ぶとともに、簡易的なIoTシステム構築の実機演習をとおし
て自社への活用イメージを掴んでいただきます。

受講者の声

「ＩＴ研修のご案内」にてご案内しています
http://www.fisc.jp/pckouza/
1～4日間

受

2,700円～69,000円 ※税別

講 料

・基礎を学ぶには大変よい。講師の知識も深く、大変勉強
になった。
・前半はIoTの近年の流れやしくみ、後半はラズベリーパイ
の実習があり両方の理解が深まった。
・センサーユニットからブルートゥース等でラズパイを中継
にするのは興味深かった。

講座の年間ガイドブックでも
研修日程や詳細を確認いただけます。

基本的な操作は『嶺南支所』で指導します。
※電話での相談も可能

請求方法
メールの件名を 「年間ガイドブック請求」 にして、郵便番号
／会社名／住所／氏名／電話番号を明記の上、

電子メール （pckouza@fisc.jp） または、
ＦＡＸ （0776‐67‐7439） でご請求ください。
※無料で、ガイドブックをお送りします。

最新ＩＴ技術活用研修

■ 実習で学ぶIoT入門 ■

※これらの分野について、様々な研修を開催しています。
※受講料、定員は講座により異なります。

研修期間

■ おすすめ講座 ■

Ｐ３７ 参照

また、他機関のＩＴ研修情報をふくいナビ
ホームページで紹介しています。
『ふくいナビ』アドレス

http://www.fukui-navi.gr.jp/
[ふくいナビ]→[イベント・研修 ]→[ 情報化]

◆受講者の声◆
・とても分かりやすい説明でした。改めてエクセルの各機能の使い方を学ぶことができました。
（MS-Excel2016 基礎）

・講師にアドバイスいただいたことで、業務改善の方向性が整理できて頭がスッキリしました。
（MS-Access2016 応用）

・具体的な手法とその理由が分かりやすく、実践に移せるノウハウ満載でした。
（Instagramを活用した集客・販促のノウハウ）

・今後増えていく社内のデータ分析・活用を考える時に大変参考になる。
（演習で学ぶビッグデータ活用入門）

・基礎的な内容が分かり、より興味が湧きました。実習があるのが良かった。
（実習で学ぶIoT入門）

・とても丁寧でゆっくり分かりやすく、まったく知識がなくてもついていくことができました。
（JW_cad入門）

問い合わせ先

ふるさと産業育成部 ベンチャー・Ｅビジネス支援グループ
ＴＥＬ 0776-67-7411 ＦＡＸ 0776-67-7439
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デザイン研修
中小企業の経営者、商品企画責任者、若手デザイナーの方を対象に、デザインマネジメントや商品開発
手法など、デザイン活用のセミナーを開催します。
＜カリキュラム＞

ブランディング＆商品開発講座

受講者が実際に抱える課題を持参していただきます。分析・設
計・伝達の３部構成（4回/部）となっており、講義と演習を通して
デザイン手法を身につけながら、解決にいたるまでのプロセスを体
験します。

商品開発プロセス全般を演習を交えて学びます。企
画から販売までの商品全体のデザインマネジメント
ができる実践的な人材を養成します。
対

象

企画開発責任者、デザイナー等

予定受講料

46,300円(消費税別）

定

20名

員

研修期間

12日間（1日4時間） 合計48時間

実施時期

９月〜翌年３月

分析

テーマの本質を見極める
（１回〜４回）

設計

アイデアを企画化する
（５回〜８回）

伝達

印象的に表現する
（９回〜１２回）

◆ 受講者の声 ◆
・他の受講者とのグループワークと講師による
個別指導により一人では考えつかないアイデ
アを見つけ出すことができました。
・自身が商品開発の課題を持ち寄り、商品企画
演習を行いましたが、講師に企業がかかえる
本質的な課題を見つけだすように指摘され、
目が覚めました。
・講座以外でも、FB等を用いて相談にのってく
れる熱心な講師陣・事務局で、研修後も関係
が続き、気軽に相談に乗っていただいています。

デザインセッション
産地や業界が直面しているテーマに沿った県内外の
具体的なデザインの事例をセミナーや展示会で紹介
し、開発プロセスやブランディングの手法を学びま
す。併せてデザイン展を開催。
対

象

経営者、管理者、企画・デザイン開発責任者

予定受講料

無料

定

100名

員

実施時期

未定
展示会の様子

問い合わせ先

デザインセンターふくい
ＴＥＬ 0778-21-3154 ＦＡＸ 0778-21-3155
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福井ものづくり改善インストラクタースクール
県内ものづくり企業で生産現場の問題把握や現場改善の指導を行う人材を育てる「第４期
福井ものづくり改善インストラクタースクール」が、令和元年９月に開講します。
スクールの特徴
○ 東京大学ものづくり経営研究センターと共同開発した中小
企業現場のためのカリキュ ラムです。
○ 東京大学藤本隆宏教授のものづくり理論をベースとしたオリ
ジナルテキストを使用します。
○ 東京大学ものづくり経営研究センターの協力による経験豊
富な講師陣が、受講者をバックアップします。
○ 継続的なフォローアップ体制を整えています。

カリキュラム
○ ものづくり基礎概念、原価管理、納期管理、工程管理、品質管理など、ものづくりの基礎的な知識
について学びます。
○ ものづくりの基礎を踏まえ、現場改善の手法について、講義と演習を交えて学びます。
○ 少人数のチームに分かれて企業の現場に出向き、現状把握・現状分析・現場の流れ改善について
提案などを資料に纏め発表までを行います。

受講要件
生産管理・品質管理・生産技術などの経験があり、ものづくりに関する予備知識を有する方。
【現役社員】 中小製造業者の現場リーダーまたは幹部候補者など
【企業ＯＢ】
大手・中堅製造業で工場などの現場管理経験者
（工場長、生産管理部門・品質管理部門、生産技術部門、開発部門などの責任者をされていた方が望ましい。）

受講費用（税込）
・ 企業従業員： ３０万円
・ 企業ＯＢ等 ： ５万円

※国の助成制度をご利用いただけます。
※修了後、県内企業の現場改善指導に従事していただくことが条件となります。

インストラクター現場派遣事業
貴社の生産性向上を支援するインストラクターを派遣します。
現場改善を通して人材を育成し改善を継続させるための支援事業です。
○福井ものづくり改善インストラクタースクールで養成したインストラクターを２名１組で派遣します。
○派遣回数
５回
○負担額
２万円／回×５回＝１０万円
※ 記載の「スクール受講料」及び「派遣事業の負担額」は2018年度の料金ですので、新年度
の料金につきましてはお問い合わせください。

学びなおしサポートセンター
学びなおしサポートセンター
中小企業産業大学校では、人材育成の研
働きながら大学で学ぶ従業員や、その他スキルアップを目指す従業員を支援するため、キャリアコンサルタ
修も行っています。 詳しくは P２５をご覧
ントがスキルアップ計画作成をサポートするほか、自主学習スペースや通信教育等の資料を配架するなど、
ください。

情報提供の場を設けています。また従業員からのキャリアアップのための相談を受け付けています。
年に一度、全国の通信制大学を集めた合同説明会を開催し、スキルアップを目指す従業員を支援します。

問い合わせ先

人材育成部 （中小企業産業大学校）
ＴＥＬ 0776-41-3775 ＦＡＸ 0776-41-3729

- 33 -

