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令和２度開催セミナー・５Ｓ勉強会のお知らせ

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より当センター事業にご理解とご協力をいただき誠にありがとうござ
います。
さて、当センターでは、管内中小企業の皆様に参加いただける人材育成
セミナー、５Ｓ勉強会を開催し、足利市をはじめ小山市、栃木市、佐野市
の企業からも参加いただいており、別紙のとおり令和２年度開催予定の人
材育成セミナー・５Ｓ勉強会の周知ＰＲを行っております。
管内では新型コロナウイルス感染症対策から、感染者の拡大防止を最優
先に、イベント及び会議等の開催延期・中止の措置を講じています。
当センターにおきましても、セミナー・勉強会の開催につきましては、
参加者の健康を第一に慎重に判断しますが、年間計画につきましては、管
内企業宛にお知らせします。
つきましては、まずは新型コロナウイルス感染症の収束と、関係各位の
健康に尽力をいただくと伴に、これから厳しくなることが危惧される経営
環境に力強く対応できる人材育成のためのセミナー・勉強会を計画してい
ることを含み置きいただければ幸いです。

(公財)栃木県南地域地場産業振興センター
事業課

井上

TEL 0284-71-1141 FAX 0284-71-5095

【 公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター 】
令和２年度開催セミナー・勉強会のお知らせ
１ 人材育成セミナー
多様な人材を活用して生産性を上げ、企業の成長と個人の幸せを同時に目
指すことが望まれるこれからの企業に貢献できる人材の育成を図ります。
(1) アイデア発想力強化コース（定員３０名 参加費３，０００円）
アイデアの広がり、創造性の高まりが実感できる体験学習を通して、
斬新なアイデアで問題を解決できる人材の育成を図ります。
・開催日時 ６月１１日(木) 午前９時～午後５時
・対 象 者
・講
師

リーダー、中堅社員等
株式会社イサオファクトリー

細野浩一 先生

(2) ＲＰＡによる業務の自動化セミナー（定員２０名、参加費２，２００円）
ポリテクセンター栃木と共催で、ＰＲＡ(ロボテック・プロセス・オー
トメイション)に関するセミナーを開催します。
・開催日時 ７月７日(火) 午後１時３０分～４時３０分
・対 象 者 管内企業の皆様
・講
師
未定
(3) 中堅社員コース（定員３０名 参加費５，０００円）
中堅社員の役割を理解し、周囲の期待に応え、業績の向上、職場の活
性化に貢献できる人材の育成を図ります。
・開催日時 ７月１６日(木)～１７日(金) 午前９時～午後５時
・対 象 者 中堅社員等
・講
師 産業能率大学 金田良子 先生
(4) 時間活用コース（定員３０名 参加費４，０００円）
仕事の質を落とさないで、限られた時間を有効に活用し、より重症性
の高い仕事に取組める人材の育成を図ります。
・開催日時 １１月１９日(木) 午前９時～午後５時
・対 象 者 リーダー、中堅社員等
・講
師 えちぜん改善実舎 越前行夫 先生
(5) ISO9001 内部監査員養成セミナー（定員３０名 参加費６，０００円）
企業経営に役立つ品質マネジメントシステムの運用に貢献できる内部
監査員等の人材を養成します。同様の内容で２回開催
・開催日時 １１月２６日(木)～２７日(金) １回目
１２月 ３ 日(木)～ ４ 日(金) ２回目
午前９時～午後５時
・対 象 者 内部監査を担当する方等
・講
師 当センター登録指導員(QMS 審査員補)中村昌民 先生

(6) ISO14001 内部監査員養成セミナー（定員３０名 参加費６，０００円）
企業経営に役立つ環境マネジメントシステムの運用に貢献できる内部
監査員等の人材を養成します。同様の内容で２回開催
・開催日時 １月２６日(火)～２７日(水) １回目
１月２８日(木)～２９日(金) ２回目
午前９時～午後５時
・対 象 者
・講
師

内部監査を担当する方等
株式会社 ジェイ－ヴァック(審査機関)森田裕之 先生

(7) ＯＪＴトレーナー養成コース（定員３０名 参加費３，０００円）
新入社員、若手社員、職場新人等を、職場の仲間、一人前の働き手に
なれるように指導できる人材（ＯＪＴトレーナー）の育成を図ります。

２

・開催日時
・対 象 者

２月２６日(金) 午前９時～午後５時
のＯＪＴ担当(予定)者等

・講

株式会社エム・イー・エル

師

佐藤康二 先生

関東職業能力開発大学校・佐野商工会議所との共催セミナー
生産現場で新たに必要とされるものづくりを中心とした知識・技能・技術
等の能力の開発を図ります。

(1) ヒューマンエラー対策実践セミナー（定員３０名
・開催日時 ７月２０日(月)～２１日(火)
午前９時３０分～午後４時１０分
・対 象 者

参加費５，０００円）

生産管理部・製造現場部に従事する技能・技術者等で、指
導的・中核的な役割を担う者又はその候補者。
・講
師 株式会社ＭｘＥコンサルティング 松嶋清秀 先生
(2) 製造現場担当者の実践力向上セミナー
（定員３０名 参加費５，０００円）
・開催日時 １０月１５日(木)～１６日(金)
午前９時３０分～午後４時１０分
・対 象 者 製造に従事または製造監督に従事する技能・技術者等であ
って、製造現場改善に中核的な役割を担う者又はその候補
者。
・講
師 株式会社ＭｘＥコンサルティング 松嶋清秀 先生
(3) 生産現場改善手法(現場力向上)セミナー
（定員３０名 参加費５，０００円）
・開催日時 １２月８日(火)～９日(水)
午前９時３０分～午後４時１０分
・対 象 者 生産現場で生産性向上(カイゼン活動)に携わっている方、
またはこれから担当する方
・講
師 株式会社ＭｘＥコンサルティング 松嶋清秀 先生

(4) 仕事と人を動かす現場監督者の育成セミナー
（定員３０名
・開催日時

参加費５，０００円）

３月４日(木)～５日(金)
午前９時３０分～午後４時１０分

・対 象 者
・講
師
３

生産現場で指導的役割の方または将来指導的役割をめざす方
株式会社ＭｘＥコンサルティング 松嶋清秀 先生

５Ｓ勉強会
“楽しい５Ｓ”を、継続的かつ効果的に運用するために必要な知識の習得
と意識の向上及び実践力の強化を図ります。
(1) 入門コース（定員３０名

参加費３，０００円）

５Ｓとは何か、なぜ必要なのかを知り、職場で実践できるように指導
する半日間のコースです。
・開 催 日
・対 象 者

令和２年５月２６日(火) 午前９時～１２時
新入社員等、これから５Ｓを始める方、経験の浅い方

・講
師 えちぜん改善実舎 越前行夫 先生
(2) 実践者コース（定員３０名 参加費４，０００円）
５Ｓを継続する大変さ、５Ｓの成果を実現する難しさを克服し、５Ｓ
を楽しく継続できる力を養成し、リーダーを目指せるように指導します。
・開 催 日 令和２年８月２７日(木) 午前９時～午後４時
・対 象 者 中堅社員等、現に職場で５Ｓを実践している方
・講
師 えちぜん改善実舎 越前行夫 先生
(3) 応用コース（定員３０名 参加費４，０００円）
５Ｓを基盤とした改善の進め方、５Ｓの成果を高める「見える化・魅
せる化」等について指導します。今年度は、「見える化・魅せる化講座」
を開催。
・開 催 日 令和２年９月２９日(火) 午前９時～午後４時
・対 象 者 リーダー、中堅社員等で５Ｓの応用について知りたい方
・講
師 えちぜん改善実舎 越前行夫 先生
(4) 進め方コース（定員３０名 参加費４，０００円）
５Ｓの本質を正しく理解しながら、自社・自部門の５Ｓ活動を見直し、
自社・自部門に合った５Ｓの進め方を導き出します。
・開 催 日 令和３年３月開催予定 午前９時～午後４時
・対 象 者 経営幹部、リーダー等、５Ｓを企業経営に活かしたい方
・講
師 鈴木５Ｓコンサルティング 鈴木浩也 先生

【 公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター 】
令和２年度セミナー・５Ｓ勉強会日程表

開催月
５月
６月

７月

８月
９月
１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

セミナー名

開催日時

●５Ｓ勉強会「入門コース」

２６日(火)
午前９時～１２時

●人材育成セミナー「アイデア発想力強化コー
ス」

１１日(木)
午前９時～午後５時

●「ＰＲＡによる業務の自動化」セミナー

７日(火)
午後１時３０分～４時３０分

●人材育成セミナー「中堅社員コース」

１６日(木)～１７日(金)
午前９時～午後５時

○ヒューマンエラー対策実践セミナー

２０日(月)～２１日(火)
午前９時３０分～午後４時１０分

●５Ｓ勉強会「実践者コース」

２７日(木)
午前９時～午後４時

●５Ｓ勉強会「応用コース／見える化・魅せる化
講座」
○製造現場担当者の実践力向上セミナー

２９日(火)
午前９時～午後５時
１５日(木)～１６日(金)
午前９時３０分～午後４時１０分

●人材育成セミナー「時間活用コース」

１９日(木）
午前９時～午後５時
２６日(木)～２７日(金)
午前９時～午後５時

●人材育成セミナー「ISO9001 内部監査員養成セ
ミナー」（１回目）
●人材育成セミナー「ISO9001 内部監査員養成セ
ミナー」（２回目）
○生産現場改善手法(現場力向上)セミナー

３日(木)～４日(金)
午前９時～午後５時
８日(火)～９日(水)
午前９時３０分～午後４時１０分
●人材育成セミナー「ISO14001 内部監査員養成セ ２６日(火）～２７日(水)
ミナー」（１回目）
午前９時～午後５時
●人材育成セミナー「ISO14001 内部監査員養成セ ２８日(木）～２９日(金)
ミナー」（２回目）
午前９時～午後５時
●人材育成セミナー「ＯＪＴトレーナー養成コース」 ２６日(金)
午前９時～午後５時
○仕事と人を動かす現場監督者の育成セミナー
４日(木)～５日(金)
午前９時３０分～午後４時１０分
●５Ｓ勉強会「進め方コース」
未定
午前９時～午後４時

● 人材育成セミナー、５Ｓ勉強会の会場は、当センター(足利市田中町３２番地１１)会議室又は小ホー
ルとなります。
○ 関東職業能力開発大学校との共催セミナーの会場は、佐野商工会議所（佐野市佐野市大和町 2687-1）
となります。
※ これから企画するセミナー・勉強会につきましては、決まり次第、ホームページでご案内します。
≪ホームページ≫ http://www.watv.ne.jp/~jibasan1/
「足利地場産」のキーワードで、Yahoo! Google からアクセスして下さい。
≪お問い合わせ≫ 公益財団法人栃木県南地域地場産センター事業課
TEL 0284-71-1141 FAX 71-5095 メールアドレス jibasan3@watv.ne.jp

