
平成２７年度 認定職業訓練講座計画　　　　　　　　　　　　東広島地域職業能力開発協会（東広島地域職業訓練センター） No.1

講　座　内　容 講 師 名 対 象 者 定　員 受　講　料

TWI専任講師

　広　瀬　俊　明

TWI専任講師 会　員　13,000円

　広　瀬　俊　明 一　般　17,000円

RSTトレーナー 会　員　13,000円

山　本　和　登 一　般　17,000円

新入社員実践講座

会　員　13,000円
一　般　17,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

代　表 会　員　13,000円

森 田　ひ と み 一　般　17,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

会　員　13,000円

一　般　17,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

会　員　13,000円

代　表 一　般　17,000円

森 田　ひ と み

会　員　13,000円

一　般　17,000円

　瀬　戸　義　一

会　員　13,000円

一　般　17,000円

会　員　13,000円

一　般　17,000円

会　員　13,000円

一　般　17,000円
Ｈ＆Ｐｸﾘｴｲﾄ

代　表
会　員　13,000円
一　般　17,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

ＲＳＴトレーナー 会　員　13,000円
山　本　和　登 一　般　17,000円

品質管理講座 (有)ナレッジ 会　員　13,000円
（現場リーダー向け） 阿　部　義　典 一　般　17,000円

会　員　13,000円

認定講師 一　般　17,000円

　　　　　職場づくり～   木　原　　　徹

会　員　13,000円

一　般　17,000円

会　員　13,000円

一　般　17,000円

会　員　13,000円

一　般　17,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

新
入
社
員
導
入
教
育

新
人
・
中
堅
社
員
育
成

中
堅
社
員
育
成

ファシリテーター育成
～会議の円滑進行～

Ｍorita　キャリア
プランニング
代　表
　森 田　ひ と み

 9/ 3（木）～ 9/ 4（金）女性の次世代リーダー 2日間

会議を活性化し、まとめていく力を実
践を交えて育成します。
チームや組織をリードする力を付けま
す。

全社員

「女性の活躍推進」「女性の管理職
30%へ向けて」を揚げる旗印のもと、
リーダーについての意識管理職として
の意識を向上・育成します。

１２名2日間

経
 
営
 
実
 
務
 
・
 
管
 
理
 
科

職長・主任・係長及び
中間管理監督者

実践リーダーシップ向
上研修講座

新入社員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講座

働くという意義の認識と、職場におけ
る仕事の基本と進め方、ルールの遵守
等、社会人（企業人）としての自覚を
喚起するための講座です。

ビジネス社会においては、マナーが身
に付いていないと、思うような仕事が
できません。仕事をする上での基本的
なマナーを学ぶ講座です。

１２名

～働く人の心の健康と　　

職長・主任・係長の役
割認識と職場活性化研
修講座

１４名

１２名

１２名

管理者のためのメンタルヘ
ルス研修講座

～社会人（企業人）と
しての心構えと基本マ
ナの習得～

入社後、１ヶ月を経過した時点で、企業
人としての電話対応や「ほうれんそう
（報・連・相）」の重要性について、具
体的に研修し、その技法を習得する講座
です。

リーダーのための「実
践心理学」講座

ビジネスマナー再徹底
研修講座

新・中堅社員

 宮　本　規　生

中堅社員

人が作業する上で、どこでもエラーは
発生するものです。日常の作業の中
で、ヒューマンエラーを根絶するため
に実践を主体にした、問題解決のため
の基本講座です。

営業力向上の為のプレ
ゼンテーション基礎講
座

会社を強くする!!職場
のコミュニケーション
向上セミナー

品質管理講座

不良品を作らない、流さないなど現場
での品質管理者としての品質保証シス
テムを実践形式で研修する講座です。

上手な
コミュニケーションの
取り方研修講座

不良品を作らない、流さないなど品質
管理の基礎を習得するため、実践形式
で品質保証の重要性を研修する講座で
す。

職場の問題点や課題を検討しながら、
リーダーとしての基本的な役割を明確
にし、その役割に相当した基本的な行
動基準、行動の仕方を習得するための
講座です。

中堅社員・管理者

部下のやる気をいかに効果的に結び付
けるか、能力主義・成果主義の人事管
理のあり方を習得するための講座で
す。

（一般社員向け）

問題解決演習＆クレー
ム対応講座

監督者としての役割・責務を認識した
上で、仕事の管理・部下の育成指導な
どについて、意識改革を行い、リー
ダーシップを発揮することができる主
任・係長を育成する講座です。

組織のメンバーのやる気と能力を導き
出すため、リーダーとしての必要な知
識と知恵や技法を実践形式で習得する
ための講座です。

職場における様々なクレームや問題
を、問題解決の手法を用いて解決さ
せ、組織の活性化を図るための講座で
す。

(有) ナレッジ
　阿　部　義　典

中国キャリアコン
サルタント研究会

Morita　キャリア
プランニング

部下を活かす業務目標
管理の進め方講座

危険予知訓練
（ＫＹＴ）講座

１４名

１４名

10/13（火）・10/20（火）

１２名2日間

2日間

１４名

2日間

１２名

１４名

2日間

新入社員又は労働期間
の短い社員

事業者は、従業員を雇用したとき労働安
全衛生法第59条により，業務の安全また
は衛生に必要な教育が課せられていま
す。事業者に替わり、基本を学び、職場
の安全作業を身に付けるため実施する講
座です。

2日間

 6/15（月）・ 6/22（月）

1４名

1６名

 5/18（月）～ 5/19（火）

Morita　キャリア
プランニング

1６名

 6/ 9（火）～ 6/10（水）

1４名

１４名

１４名

 8/27（木）～ 8/28（金）

人材育成の変化に伴い、コーチングを
通しての人材育成が重要になってきて
います。組織の問題に対し、コーチン
グ手法により解決する手法を学ぶ講座
です。

産業構造が大きく変化する中、労働者はス
トレスが要因で、心身両面にわたり健康障
害を引き起こしています。部下の心の変調
等を予防する観点から、日常の業務の中で
管理者が行わなければならない事柄につい
て研修する講座です。

2日間

 7/ 2（木）～ 7/ 3（金）

 7/ 6（月）～ 7/ 7（火）

コーチングセミナー講座

 7/17（金）・ 7/24（金）

 5/21（木）～ 5/22（金）

10/15（木）～10/16（金）

 8/ 3（月）～ 8/ 4（火）

 4/27（月）～ 4/28（火）

2日間

人事労務管理者、担当
者及び監督者

 7/ 8（水）～ 7/ 9（木）

2日間

１２名

2日間

10/29（木）～10/30（金）

 7/21（火）～ 7/22（水）

職長・主任・係長・班
長等（品質管理担当
者）

2日間

(社)日本産業ｶｳﾝｾ
ﾗｰ協会中国支部  7/30（木）～ 7/31（金）

職長・主任・係長及び
受講適任者

部課長・係長・主任クラ
ス

 H28.1/14（木）・1/21（木）

１２名

１２名

2日間

2日間

２日間

11/16（月）～11/17（火）

ヒューマンエラーは管
理者責任研修講座

1４名

～報・連・相の徹底～

相手に正確に伝えたつもりでも、肝心な
ことが伝わらず思い違いされることがあ
る。周囲の人が適格に理解できる説明と
相手との協調的な関係を構築する話し方
を求めるコミュニケーション講座です。

女性管理職・
リーダー育成講座

1４名

第３科　人の扱い方

上司や同僚、部下との人間関係を円滑に
し、職場に問題が発生する事を予防し、ま
た、起こってしまった場合は，迅速かつ円
満に解決できる手法を学ぶ講座です。

 4/20（月）～ 4/21（火）

 6/25（木）～ 6/26（金）

主任・係長・職長・班
長クラス（中間管理監
督者）

2日間

2日間

第三者に自分の伝えたいことをいかに適
切に伝えられるかなどの効果的なプレゼ
ンテーションの方法等（話し方、立居振
る舞い、内容のまとめ等をパワーポイン
ト活用で）を研修する講座です。

2日間

 4/ 8（水）～ 4/ 9（木）新入社員安全衛生教育

職場の中で協力、協調して仕事をする
ためには、基本的なコミュニケーショ
ンが取れないと仕事を円滑に進められ
ません。基本的なコミュニケーション
能力を身に付けるための講座です。

 4/ 6（月）～ 4/ 7（火）

2日間  5/11（月）～ 5/12（火）

2日間

日　　　　程

第１科　仕事の教え方
「仕事を安全に、正確に、早く把握す
る社員」を育てるため、監督者として
の基本的な手法を学ぶ講座です。

2日間

職場での作業に潜む危険を見つけ、解
決して行くため、チームで話し合い、
訓練することで職場での安全性の向上
を図る手法を学ぶ講座です。

講　　座　　名

監
督
者
訓
練
科

12/ 4（金）～12/ 5（土）

2日間

TWIによる監督者育成講座



平成２７年度 認定職業訓練講座計画　　　　　　　　　　　　東広島地域職業能力開発協会（東広島地域職業訓練センター） No.2

講　座　内　容 講 師 名 対 象 者 定　員 受　講　料

会　員　13,000円

一　般　17,000円

代　表

森 田　ひ と み 会　員　13,000円
一　般　17,000円

Ｈ＆Ｐｸﾘｴｲﾄ

代　表 会　員　13,000円
一　般　17,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

 9/ 16（水）～ 9/17（木）

 H28.1/12（火）～1/13（水）

 代　表

 石　田 　　 茂

会　員　13,000円

一　般　17,000円

会　員　13,000円

一　般　17,000円

射出成形従事者

(株)日本製鋼所

西　田　正　三

射出成形従事者

　国 本　久 美 子 CAD初心者 ６日間 １０名

 4/25（土）～ 4/26（日）2級
　三　堀　善　寛  5/ 9（土）～ 5/10（日）2級
　西　田　正　三  5/16（土）～ 5/17（日）1級 会　員　26,000円
ﾀﾞｲｷｮｰﾆｼｶﾜ㈱  5/23（土）～ 5/24（日）2級 一　般　33,000円
　松　本　隆　昭  5/30（土）～ 5/31（日）1級
（エイエフティー㈱）  6/ 4（木）～ 6/ 5（金）2級
  土　岸　隆　文

会　員　16,000円
　 吉　名 　　功 一　般　20,000円

２日間  6/27（土）～ 6/28（日） １４名

２日間  8/ 8（土）～ 8/ 9（日） １４名

　 堂河内　孝　進

２日間
(株)サタケ １４名

　 帆　足　　　学

　 金　谷　明　彦 １４名

１０名

元マツダ㈱

　 岸　本　正　憲

１４名

２級
会　員 21,000円
一　般 24,000円

※次の講座は認定職業訓練の対象外の講座です

未　定 技能検定受検予定者 1日間 １６名

課長・係長・主任クラ
ス及び中間管理監督者

講　　座　　名 日　　　　程

H28.1/18（月）～ 1/19（火）

機械系保全作業技能検定受検準
備講座（学科）

建築配管作業技能検定（実技）の合格
を目指した受検準備講座です。

技能検定受検予定者

12/12（土）～12/13（日）

ISOの規格と内部監査員の手法を学
び、内部監査員としての役割が立派に
果たせるように指導する講座です。
（別途内部監査員修了証発行）

２日間

機械検査技能検定（実技）の合格を目
指した受験準備講座です。

Morita　キャリア
プランニング

（有）日本ピー
エーアールコンサ
ルティング

管理監督者及び候補者

(株)日本製鋼所広島
製作所

建築配管作業技能検定受検準備
講座（学科）

建築配管作業技能検定試験の合格を目
指した受検準備講座です。

   12/19（土）

技
能
検
定
受
検
準
備
科

会　員　13,000円
一　般　17,000円

２日間

初心者のための射出成形基礎講
座

経営者・管理者・ISO
推進ｽﾀｯﾌ

経営者・幹部社員・内
部監査員・ISO推進

12/ 9（水）・12/16（水）

機械系保全作業技能検定（実技）の合
格を目指した受験準備講座です。

機械検査技能検定（実技）の合格を目
指した受験準備講座です。

製造業に共通する電気の知識の基礎的
な事項を習得するもので、シーケンス
図面の見方、基本回路の組立や配線等
実習を通して研修する講座です。

現実のシーケンス制御設計に活かすた
め、基本的設計法と実用標準回路、そ
して現物実習という三つの観点から実
用に充分耐えるシーケンス制御技術
（電力回路を含む）を実践形式で行う

機械系保全作業技能検定（学科）の合
格を目指した受験準備講座です。

(株)日本製鋼所広島
製作所

２日間

　10/21（水）～10/23（金）・
　10/28（水）～10/30（金）

2日間

管理者・ｷｰﾊﾟｰｿﾝ・ISO

推進ｽﾀｯﾌ

 9/26（土）～ 9/27（日）

保全対象者・初歩から
学ぶ人

2日間

(有)ナレッジ

阿　部  義　典

会　員　13,000円
一　般　17,000円

全社員 2日間

10/22（木）～10/23（金） １４名

１４名

会　員　13,000円
一　般　17,000円

11/26（木）～11/27（金）

 8/ 1（土）～ 8/ 2（日）

11/28（土）～11/29（日）

会　員　10,000円
一　般　14,000円

会　員　13,000円
一　般　17,000円

11/ 7（土）～11/ 8（日）

1級は､それぞれ2,000
円ｱｯﾌﾟとなります

２日間

会　員　13,000円
一　般　17,000円

2日間

会　員　13,000円
一　般　17,000円

 7/18（土）～ 7/19（日）

12/10（木）～12/11（金）
会　員　13,000円
一　般　17,000円

１６名

各回
１８名

１０名

会　員　13,000円
一　般　17,000円

 8/19（水）・ 8/26（水）

１６名

会　員　23,000円
一　般　27,000円

各回
１４名

１０名

認証企業にとって、それをどのように活
かし、収益の上がる経営に役立てるかと
いうことが課題となっています。本講座
では、中小企業が陥る失敗を考え、そう
した失敗をしないための方策、また、抜
け出す方策など議論し、企業を元気にす
る方法を提案する講座です。

2日間

設計開発関係者、
営業・購買・品質管理関
係者、
生産現場リーダー、
ISO９００１推進者

12/21（月）～12/22（火）

 8/20（木）～ 8/21（金）

製品の品質が企業の存亡に関わる事は、最
近様々な社会問題でその度合いを強めてい
ます。また、企業においては品質に対して
のクレーム対策は講じているものの、的確
でないことから再発を繰り返し、信用失墜
は甚大なものとなります。具体的な事例と
実践を基に再発防止を図る講座です。

 宮　本　規　生

広島障害者職業能
力開発校

熱処理技能検定の合格を目指した受検
準備講座です。

２日間

射出成形技能検定（学科）の合格を目
指した受検準備講座です。

会　員　13,000円
一　般　17,000円

２日間

会　員　13,000円
一　般　17,000円

(有)ナレッジ

2日間

11/ 4（水）・11/11（水）2日間

阿　部  義　典

２日間

広島県職業能力開
発協会
　 七　條　伸　幸

保全対象者・技術員

12/ 5（土）～12/ 6（日）

（製造関係）

ISO14001：2004年度版
内部環境監査員養成講座

管理者訓練研修講座

購買担当者が知らなければならない価
格折衝と心構え、発注先選定、見積書
のチェックポイント等価格低減の具体
策を提案する講座です。

10/ 1（木）・ 10/ 8（木）

機械検査技能検定受検準備講座
（学科）

Ｏ
Ａ
事
務
科

機械検査技能検定受検準備講座
（実技）

経
営
実
務
・
管
理
科

カラー心理学
人間関係力向上

リスクマネジメント研修講座

ＣＡＤ基礎講座（JW－CAD）

射出成形技能検定（実技）の合格を目
指した受検準備講座です。

２日間

２日間
各回
２５名

機械加工技能検定受検準備講座
（学科）

熱処理技能検定受検準備講座
（学科）

機械加工技能検定（学科）の合格を目
指した受検準備講座です。

　 山　道  賢　治

東広島市指定水道
工事業協同組合

機械系保全作業技能検定受検準
備講座（実技）

建築配管作業技能検定受検準備
講座（実技）

射出成形技能検定受検準備講座
（学科）

射出成形技能検定受検準備講座
（実技）

初心者を対象に、基礎を詳しく指導
し、射出成形技能者の育成を目指す講
座です。

(キャリア形成促進助成金対象)

シーケンス制御の応用講座

シーケンス制御の基礎講座

射出成形技術者養成講座

CADの初心者を対象に、画面説明ま
た、マウス操作を中心としたJW-CADの
基本的な操作方法を習得する講座で
す。

ISOを企業収益に結びつける
経営者向け研修

基礎を詳しく指導し、応用実技を含め
射出成形技術者の育成を目指す講座で
す。

実践ISO 9001/TS16949応用講座

実践再発防止対策講座
１４名

2日間

ISO9001：2008年度版
内部品質監査員養成講座

2日間

 5/28（木）～ 5/29（金）管理者の役割と仕事の進め方などマネ
ジメント能力、問題解決能力や意識改
革の技法を習得する講座です。

１２名

１４名

１４名

１４名 8/19（水）～ 8/20（木）

企業収益を拡大する購買・調達
のコツとツボ研修講座

11/ 9（月）～11/10（火）

色にはエネルギーがあります。色の秘
めた意味を紐解き、自己認識を進め人
との関わりをうまく、また自信を持っ
て自分らしく生きる方法を習得しま
す。

課長・係長・主任クラ
ス及び中間管理監督者

危機管理における基本的知識とスキル
を理解し、いつどこで発生するかわか
らない不測の事態に対応できる能力を
習得する講座です。
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技能資格取得及び特別教育講座

講　座　内　容 講 師 名 対 象 者 定　員 受　講　料

 4/15（水）～ 4/16（木）

 7/ 4（土）～ 7/ 5（日） 会　員　13,000円

山 本 和 登 10/ 5（月）～10/ 6（火）

12/ 8（火）～12/ 9（水） 一　般　17,000円

H28.1/25（月）～ 1/26（火）

 4/ 8（水）～ 4/10（金）

 5/13（水）～ 5/15（金）

 6/ 1（月）～ 6/ 3（水）

 7/ 3（金）～ 7/ 5（日）

 8/ 7（金）～ 8/ 9（日）

 9/16（水）～ 9/18（金）

10/19（月）～10/21（水）

11/24（火）～11/26（木）

12/14（月）～12/16（水）

H28.1/18（月）～ 1/20（水）

H28.2/ 2（火）～ 2/ 4（木）

H28.3/ 2（水）～ 3 /4（金）

 4/13（月）～ 4/16（木）

  5/ 9（土）・ 5/10（日）・
  5/16（土）・ 5/17（日）

 5/26（火）～ 5/29（金）

 6/15（月）～ 6/18（木）

 7/16（木）～ 7/19（日）

 8/ 3（月）～ 8/ 6（木）

 9/ 8（火）～ 9/11（金）

10/26（月）～10/29（木）

11/17（火）～11/20（金）

12/ 1（火）～12/ 4（金）

H28.1/12（火）～ 1/15（金）

H28.2/15（月）～ 2/18（木）

H28.3/ 8（火）～ 3/11（金）

 5/30（土）～ 5/31（日）

 7/13（月）～ 7/14（火）

 9/ 1（火）～ 9/ 2（水）

11/ 7（土）～11/ 8（日）

H28.1/18（月）～ 1/19（火）

  4/25（土）～ 4/26（日）

 6/20（土）～ 6/21（日） 会　員　13,000円

 8/24（月）～ 8/25（火） 一　般　17,000円

10/14（水）～10/15（木） 別途テキスト代　1,080円　

H28.2/ 4（木）～ 2/ 5（金）

 5/23（土）～ 5/24（日）

 7/27（月）～ 7/28（火） 会　員　13,000円

11/12（木）～11/13（金） 一　般　17,000円

H28.2/23（火）～ 2/24（水） 別途テキスト代　1,188円　

 6/11（木）～ 6/12（金）

２日間  9/14（月）～ 9/15（火）

12/17（木）～12/18（金）

 6/22（月）～ 6/23（火） 会　員　13,000円

２日間 10/ 8（木）～10/ 9（金） 一　般　17,000円

H28.1/20（水）～ 1/21（木） 別途テキスト代　648円

 4/22（水）～ 4/23（木）

 6/27（土）～ 6/28（日）

 8/ 1（土）～ 8/ 2（日） 会　員　13,000円

 9/28（月）～ 9/29（火） 一　般　17,000円

11/ 5（木）～11/ 6（金） 別途テキスト代　1,645円

H28.1/26（火）～ 1/27（水）

会　員　13,000円

１４名 一　般　17,000円

別途テキスト代　864円

各回
１４名

玉掛け技能講習
福垣内　竹富
坂 本　清 登

３日間
各回
１６名

　　26,250円

運転免許等の
種類により､増･減あり

別途テキスト代1,620円

横 井 國 興
笹 山  　弘

会　員　13,000円
一　般　17,000円
別途テキスト代　648円

9,500円

別途テキスト代864円

各回
１４名

　　18,000円

所持資格により
減額あり

別途テキスト代1,645円

職長等部下を持つ現場
監督者及び安全教育担
当者

業務上講習が必要な者

４日間

塗装や洗浄、印刷等幅広い作業で使用
されている有機溶剤は、その特性を知
らずに取扱い、中毒などの災害も発生
しています。こうした災害の防止と将
来の健康被害を防止するために、特別
教育に準じた講座として実施していま
す。

２日間

２日間

２日間

日　　　　程

資格取得を必要と
する者

低圧電気取扱業務特別教育

労働安全衛生法の規定により、吊り上
げ荷重が1トン以上のクレーン、移動
式クレーンの玉掛け作業については、
技能講習を修了した者でなければなり
ません。広島労働局登録教習機関とし
ての資格取得講座です。

升 川　昌 基
福垣内　竹富
横 井　國 興

業務上講習が必要な者

職長等安全衛生教育講座

フォークリフト運転技能講習
(キャリア形成促進助成金対象)

労働安全衛生法の規定により、最大荷
重が1トン以上のフォークリフト運転
は、技能講習を修了した者でなければ
なりません。広島労働局登録教習機関
としての資格取得講座です。

労働安全衛生法第61条により、技能講
習修了者及び作業主任者以外は作業が
禁止されています。本講座は、安全衛
生規則第83条の規定に基づいて実施す
るもので、広島労働局登録教習機関と
しての資格取得講座です。

升 川 昌 基

アーク溶接等業務特別教育

講　　座　　名

技
術
・
技
能
系
資
格
取
得
科

有機溶剤作業者
労働衛生教育

山 本 和 登

粉じん作業特別教育

各回
１６名

左記の特別教育は、事業者が新たに労
働者を採用し、または当該の作業を行
わせる場合は、事業者は労働者に法で
定める教育内容に沿っての教育を行わ
なければならない事になっておりま
す。そうした教育を労働安全衛生規則
に基づいて行う講座です。

各回
１６名

自由研削砥石取替え等
業務特別教育講座

クレーン取扱い業務等
特別教育講座

２日間

各回
１６名

 9/29（火）～ 9/30（水）２日間

各回
１６名

各回
１６名

各回
１４名

2日間

作業を指揮，監督する立場の者を対象
に、必要な知識などについて、法で定
める内容に沿っての教育講座です。

ガス溶接技能講習


