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※本冊子は緊急雇用創出事業基金を活用して製作しています。※本冊子に掲載のデータは平成24年3月現在のものです。

「地域で　業界で　もっとキラッと光る会社にしたい！」
「そのためにはイキイキハツラツとした社員を育てないと…」
「わかってはいるけど… 忙しくて…
  何をやれば… 誰にやらせれば… お金も…」

高齢化・円高等に象徴されるビジネス環境の変化に伴い、

経営課題の難易度はより高くなっているとはいえ、ヒトが基本だということに変わりはありません。

そこで中小企業の皆さんに

「厳しい環境下においても社員教育などの人材育成に取り組んでいただきたい」との思いから、

人材育成の取り組み例についてまとめた手引書を作成いたしました。

“強い会社、光る会社、社員がイキイキしている会社”に

なっていただくヒントとして、活用していただければ幸いです。

「地域で　業界で　もっとキラッと光る会社にしたい！」
「そのためにはイキイキハツラツとした社員を育てないと…」
「わかってはいるけど… 忙しくて… 何をやれば… 誰にやらせれば… お金も…」

取引先を満足させるために、“ヒト・モノ・カネ”を効果的に活用して、

いかに“知恵”を出して企業経営を行うか…悩みはつきないもの…。

モノを生みだすのも、カネを有効に活用するのも、すべてはヒトです。

「企業は人なり…」

高齢化・円高・BRICsの台頭等に象徴されるビジネス環境の変化に伴い、

経営課題の難易度はより高くなっているとはいえ、ヒトが基本だということは論を待たないところです。

このような状況下において、少数精鋭組織で戦わざるを得ない中小企業にとっては、

人材の能力向上を図り、効率的・効果的な経営を行うことが重要なテーマになります。

そこで中小企業の皆さんに

「厳しい環境下においても社員教育などの人材育成に取り組んでいただきたい」との思いから、

“人材育成の取組例についてまとめた手引書”を作成いたしました。

人材育成の重要度は認識していても、「なかなか思うように進んでいない…」と考えている中小企業の皆さんに、

「人材育成に関する制度や手法ってこんな感じなんだ！」
「成功している会社ってこんなやり方でやっているんだ！」
「支援してくれる訓練機関の講座ってこんな種類があるんだ！」
「よし！すぐにでも手をつけてみよう！」

と思っていただける「人材育成におけるポイント」をわかりやすく取り上げご紹介していきます。

“強い会社、光る会社、社員がイキイキしている会社”に、

今以上になっていただくヒントとして、参考にしていただければ幸いです。

はじめに

アンケートから見られる

中小企業における人材育成の現状（課題と対応）

4 中小企業における人材育成のあり方
1.人材育成を進める前提
2.人材育成の体系と主なテーマ

18
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2 若手教育は新人から　―鉄は熱いうちに打て―

3 次世代を担うリーダーの養成　―幹部育成は社内と社外の両輪で―

4 成果を上げる営業パーソンの育成　―意欲を高め、スキルを共有する―

5 技能（匠の技）の伝承　―経験させて、そして技と感性を磨かせる―

6 競争に勝つ技術者養成　―技術力と創造性を育てる環境をつくる―

6

人材育成参考情報
● 主な人材育成支援機関
● 人材育成に関する主要補助金・助成金
● 人材育成の参考となるサイト
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中小企業における
人材育成のあり方

　育成される本人に“やる気”がなければ、いくらお金
をかけて研修の仕組みや報奨制度をつくっても、「絵に
描いた餅」に終わることがあります。
　大切なのは、“会社（育てる側）と個人（育てられる側）
の信頼関係”です。
　本人の「やる気　＝　成長したい！学びたい！」とい
う思いをいかに引き出すかが重要であり、そのためには
「気づきを与える」というシンプルな行為がとても有効
に働きます。
　気づきを与えるためには、

ことです。

2.人材育成の体系と主なテーマ

経営理念・ビジョン 階層別
自己啓発職種別

（営業・技術・技能・管理・事務等）
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社員研修
基礎技術
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基礎能力
基礎技術

内定者研修
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1.人材育成を進める前提

いますぐできることはある！3気づきを与える2

　人は「○○したい！」と心から望むことは、必ず成し
遂げようと努力する生き物です。それを有効に利用する
ためには、会社側と従業員の「信頼関係」ができている
かどうかが重要なポイントになります。
「本人がその気になり、会社は従業員個々の「その気（頑
張り）」を応援する」、そんな「信頼関係あふれる職場環
境」が、人材育成を進める上で重要な前提になります。

信頼関係づくり1

●本人が潜在的に持っている能力を、
　本人はもちろん、育てる側(会社)も
　わかるようにする。

●その能力のレベルが、
　「会社の将来に、どんな業務に、
　どのように役立つか」を、
　会社側も本人も納得がいくように評価する。

●認めるところは大いに認め、
　足りないと思う点は共有できる課題とする。

　「指導する人材が不足している」「時間がかけられない」
「コストがかかる」などの人材育成に関する課題には、
即効性の治療薬となる解決策があるわけではありません。
　一方、「従業員の学習意欲が乏しい」「育成方法がわか
らない」「育てても辞めてしまう」という従業員側の課題
には、すぐにでも手を打つことができます。
　中堅社員や管理職に対するフォローアップ、職場風土
の醸成（相互啓発の雰囲気づくり）、慣例にとらわれな
い効率的な方法の工夫等、皆さんにできることは必ずあ
ります！

番号・テーマ・ページ数 は、次ページ以降でご紹介致します。
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だから･･知恵が生まれる！
特に“ヒトを活かす知恵”が生まれるのは？

優れた企業にはそのベースとなる企業風土が存在します。
優秀な人材を生み出し、業績向上へと結びつける組織づくりが必須となります。
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有限会社ライフエール
複合介護施設  （所在地 愛西市、従業員数 48名）
代表取締役 ホーム長 岡田 京子さん

　本気だからこそ知恵を絞り、知恵
を絞るからぶつかり合い、ぶつかり
合うからまた新たな知恵が生まれ
る、そんな過程を経ることで“人は
育つ”のではないでしょうか。

　社員の採用育成に関して、中小企
業の多くは、トップ自らが最初から
経営者の目線で判断します。これは
とても効率的かつ効果的なことで
す。併せて、採用の苦労、一人二役
三役とこなせる多能社員を育て上げ
ていく苦労をトップ自らすること
で、人材を見分ける力が身につき、
人材活用のノウハウがどんどん蓄積
されていきます。

　中小企業では、専用の研修設備な
どを完備しているところは少ないで
しょう。ましてや仕事を止めて必要
な知識やスキルを教えることもなか
なか難しいことです。必然的に、現
場がそのまま教室になり、業務が訓
練になるからこそ、生産性向上と教
育訓練の両立を図る知恵が生まれま
す。

　自社では簡単に研修訓練を実践で
きない場合も、取引先や大手メー
カーの研修や行政のサービス（無料
講座や県立高等技術専門校等）など
を活用し、使えるものは何でも使っ
て費用対効果を最大限追い求める努
力が必要です。

　トップの情熱を会社全体に浸透さ
せるためには、企業理念が重要な位
置を占めます。その企業理念を単な
るスローガンやキャッチフレーズに
終わらせないためにも、経営方針・
事業戦略との連動性を十分に持たせ
ます。

　社員全員が職場で考え、知恵を出
して、働きながら学び、学びながら
働くことが習慣になっている職場、
そんな組織と個人の関係性をつくっ
ていかなくてはなりません。そのた
めには “企業理念・経営方針・行動指
針・行動計画”を作成するにあたって
全社員を巻き込んでいくことが必要
です。

　人材育成に成功している企業に共
通するのは、社員一人ひとりの能力
開発だけでなく、職場、ひいては会
社全体の組織力向上が、全員参加で
一体となって行われている点だと言
われています。
　トップが情熱を持って、アイデア
を行動に、そしてその行動が全社的
に習慣化されていくプロセスが自ら
が育っていくことを良しとする企業
風土につながります。

決心　創業当時、退職者の増加が、経営する介護施設
の運営に影を落とし始める中で「悠縁にかかわるすべて
の方々との縁を、絆を、大切にしよう！お役に立てる
ように努力しよう！」と岡田社長は決心した。
実行　そこで社長は、自らの方針すべてを見直し、以
下のことを実践した。
●職員全員参加の経営理念・行動指針の作成
●委員会設置（広報、農業、身体拘束ゼロ、感染・
　床ずれ対策、行事・レクレーション、ケアプラン）
●目標達成制度（毎年4月に目標設定し、年2回の社長
　面談後、評価し賞与に反映）
●社長からの直筆の手紙（毎月１回給与支給日、パート
　含む職員全員対象）
心の交流　特に手紙は7年間休まず続けており、「ほ
めてあげたいこと」や「残念に思ったこと」などが書か
れている。社長の思いに触れ、スタッフは「認められて
いる！」とモチベーションが上がり、多くの気づきを得
て成すべきことの方向性が明確になっていった。中に
はボロボロになるまで大切にしているスタッフもいる。
そして、その効果が浸透し、従業員数も大幅に増え、
なんでも話し合える職場環境・風土ができあがってい
った。全員が「仕事は楽しく！明るく元気に働こう！」
「いろんな意見が出やすい、意見がかなう会社にしよ
う！」と本気で取り組んでいるからこそ、成果となって
表れている。
これから　岡田社長は、次のリーダー（後継者）育成
が今後の重要な課題と考えている。

人材育成の主なテーマと企業モデルの紹介

情熱
絆…スタッフに伝えたい思いを手紙に！

知恵
優良企業から学び進化させる！

名古屋眼鏡株式会社
眼鏡用品の卸および企画・販売
(所在地 名古屋市中区、従業員数 61名)
代表取締役社長 小林 成年さん

まねる　経営改革の方向を模索していた小林社長は、
“株式会社武蔵野（小金井市）”を訪れ、≪環境整備（5S）
の実践≫、≪部署横断チームの導入≫、≪見える化の徹
底≫などの取り組みに深い感銘を受け、自社に取り入
れていった。
進化させた取り組み　その後、①週3回の早朝勉強
会、②環境整備（トイレ掃除を行う社長の姿を見た社員
が自ら進んで行っている）、③6つの組織横断チーム（社
員会（ES向上）、環境整備、早帰り推進、教育、和や家
（なごやか）、個人能力開発）、などの施策を次々と打ち
出していった。特に社員会ではイベントを通して、全
社員とその家族・地域の方々・取引業者等とのコミュニ
ケーション向上を図り、思いやりの心を育んでいる。
更なる取り組み　①20名のプロジェクトチームによ
る企業理念の策定、②年1回の実行計画作成合宿、③中
小企業大学校への派遣、④女性管理職の積極登用、な
どの施策も、社員とのビジョン共有につながり、会社
を「社員が能動的に考え行動する」組織へ成長させ、経
営体質の強化・飛躍的な業績向上へとつながっていっ
た。
これから　小林社長は語る。「中小企業こそ、人の成
長なくして企業の成長はありません。夢は、素晴らし
い会社にすることです。社員が本気で仕事と向き合
い、そして家族と共に幸せに暮らし、お客様からの
「ありがとう」があふれる会社になることです」。期限
は10年。新たな歩みに加速をつけて進んでいく。

トップが本気で
ビジョンを描く

最初から
トップの目線で判断し、
自ら行う

使えるものは
何でも使う

全員参加

新たな企業風土が
醸成されていく

人材育成の重要性が
明確になっている
企業理念

現場が教室になる

やる気と生産性向上の組織づくり
〈 人材育成はトップの情熱と知恵 〉1

やる気と生産性向上の  組織づくり
―人材育成はトップの情熱と知恵―1

中小企業における
人材育成のあり方
中小企業における人材育成のあり方



だから･･知恵が生まれる！
特に“ヒトを活かす知恵”が生まれるのは？

優れた企業にはそのベースとなる企業風土が存在します。
優秀な人材を生み出し、業績向上へと結びつける組織づくりが必須となります。
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有限会社ライフエール
複合介護施設  （所在地 愛西市、従業員数 48名）
代表取締役 ホーム長 岡田 京子さん

　本気だからこそ知恵を絞り、知恵
を絞るからぶつかり合い、ぶつかり
合うからまた新たな知恵が生まれ
る、そんな過程を経ることで“人は
育つ”のではないでしょうか。

　社員の採用育成に関して、中小企
業の多くは、トップ自らが最初から
経営者の目線で判断します。これは
とても効率的かつ効果的なことで
す。併せて、採用の苦労、一人二役
三役とこなせる多能社員を育て上げ
ていく苦労をトップ自らすること
で、人材を見分ける力が身につき、
人材活用のノウハウがどんどん蓄積
されていきます。

　中小企業では、専用の研修設備な
どを完備しているところは少ないで
しょう。ましてや仕事を止めて必要
な知識やスキルを教えることもなか
なか難しいことです。必然的に、現
場がそのまま教室になり、業務が訓
練になるからこそ、生産性向上と教
育訓練の両立を図る知恵が生まれま
す。

　自社では簡単に研修訓練を実践で
きない場合も、取引先や大手メー
カーの研修や行政のサービス（無料
講座や県立高等技術専門校等）など
を活用し、使えるものは何でも使っ
て費用対効果を最大限追い求める努
力が必要です。

　トップの情熱を会社全体に浸透さ
せるためには、企業理念が重要な位
置を占めます。その企業理念を単な
るスローガンやキャッチフレーズに
終わらせないためにも、経営方針・
事業戦略との連動性を十分に持たせ
ます。

　社員全員が職場で考え、知恵を出
して、働きながら学び、学びながら
働くことが習慣になっている職場、
そんな組織と個人の関係性をつくっ
ていかなくてはなりません。そのた
めには “企業理念・経営方針・行動指
針・行動計画”を作成するにあたって
全社員を巻き込んでいくことが必要
です。

　人材育成に成功している企業に共
通するのは、社員一人ひとりの能力
開発だけでなく、職場、ひいては会
社全体の組織力向上が、全員参加で
一体となって行われている点だと言
われています。
　トップが情熱を持って、アイデア
を行動に、そしてその行動が全社的
に習慣化されていくプロセスが自ら
が育っていくことを良しとする企業
風土につながります。

決心　創業当時、退職者の増加が、経営する介護施設
の運営に影を落とし始める中で「悠縁にかかわるすべて
の方々との縁を、絆を、大切にしよう！お役に立てる
ように努力しよう！」と岡田社長は決心した。
実行　そこで社長は、自らの方針すべてを見直し、以
下のことを実践した。
●職員全員参加の経営理念・行動指針の作成
●委員会設置（広報、農業、身体拘束ゼロ、感染・
　床ずれ対策、行事・レクレーション、ケアプラン）
●目標達成制度（毎年4月に目標設定し、年2回の社長
　面談後、評価し賞与に反映）
●社長からの直筆の手紙（毎月１回給与支給日、パート
　含む職員全員対象）
心の交流　特に手紙は7年間休まず続けており、「ほ
めてあげたいこと」や「残念に思ったこと」などが書か
れている。社長の思いに触れ、スタッフは「認められて
いる！」とモチベーションが上がり、多くの気づきを得
て成すべきことの方向性が明確になっていった。中に
はボロボロになるまで大切にしているスタッフもいる。
そして、その効果が浸透し、従業員数も大幅に増え、
なんでも話し合える職場環境・風土ができあがってい
った。全員が「仕事は楽しく！明るく元気に働こう！」
「いろんな意見が出やすい、意見がかなう会社にしよ
う！」と本気で取り組んでいるからこそ、成果となって
表れている。
これから　岡田社長は、次のリーダー（後継者）育成
が今後の重要な課題と考えている。

人材育成の主なテーマと企業モデルの紹介

情熱
絆…スタッフに伝えたい思いを手紙に！

知恵
優良企業から学び進化させる！

名古屋眼鏡株式会社
眼鏡用品の卸および企画・販売
(所在地 名古屋市中区、従業員数 61名)
代表取締役社長 小林 成年さん

まねる　経営改革の方向を模索していた小林社長は、
“株式会社武蔵野（小金井市）”を訪れ、≪環境整備（5S）
の実践≫、≪部署横断チームの導入≫、≪見える化の徹
底≫などの取り組みに深い感銘を受け、自社に取り入
れていった。
進化させた取り組み　その後、①週3回の早朝勉強
会、②環境整備（トイレ掃除を行う社長の姿を見た社員
が自ら進んで行っている）、③6つの組織横断チーム（社
員会（ES向上）、環境整備、早帰り推進、教育、和や家
（なごやか）、個人能力開発）、などの施策を次々と打ち
出していった。特に社員会ではイベントを通して、全
社員とその家族・地域の方々・取引業者等とのコミュニ
ケーション向上を図り、思いやりの心を育んでいる。
更なる取り組み　①20名のプロジェクトチームによ
る企業理念の策定、②年1回の実行計画作成合宿、③中
小企業大学校への派遣、④女性管理職の積極登用、な
どの施策も、社員とのビジョン共有につながり、会社
を「社員が能動的に考え行動する」組織へ成長させ、経
営体質の強化・飛躍的な業績向上へとつながっていっ
た。
これから　小林社長は語る。「中小企業こそ、人の成
長なくして企業の成長はありません。夢は、素晴らし
い会社にすることです。社員が本気で仕事と向き合
い、そして家族と共に幸せに暮らし、お客様からの
「ありがとう」があふれる会社になることです」。期限
は10年。新たな歩みに加速をつけて進んでいく。
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新入社員教育が不十分なまま過ぎた場合、それらの問題が表面化してくるのは、
入社4～5年目ころからです。若年者の人材育成は入社時から行うのが効果的です。
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日高工業株式会社
自動車部品、産業機械、
建設機械部品等の金属熱処理
（所在地 刈谷市、従業員数 126名）
代表取締役社長
今村  順さん

　学校を卒業し、新しく入社してき
た社員は、まっさらの状態です。こ
こで、自社の理念や進むべき方向性
を伝えることで、これからの職業人
生が大きく変わってきます。何もわ
かっていないからこそ、素直に吸収
し真摯に仕事に取り組む姿勢ができ
てきます。

　若者が定着する職場の第一条件
は、仕事や社員との交流が楽しいと
感じられる環境にあることです。定
着に失敗する主な原因がコミュニ
ケーション不足であることからも、
信頼関係が築けているかどうかは重
要なポイントです。積極的に対話す
ることで気軽に話しかけやすい、相
談できる環境を作りましょう。

　新入社員とのコミュニケーション
でぜひ活用したいのが、カウンセリ
ングのスキルです。基本は、「話を
受け入れ、気持ちを受け止める」こ
とです。たとえ話が納得いかないも
のでも、いったん受け入れて相手の
立場で考えて
みてください。
また、理解し
たことを言葉
や表情、態度
で伝えるのも
ポイントです。

　社員のやる気は①頑張ればできそ
うだという自信、②達成したら報酬が
得られる環境、③得られる報酬の魅力
の大きさ、の3要素の相乗効果と言わ
れています。こまめに声をかけて話
を聞き、できるようになったことを
評価してほめるように心がけること
で、強い仲間意識を育み、働く意欲
を高めることが可能になります。

　目標を与えたり、将来的なビジョ
ンを描かせることで、何をすべきか
明確になり、社員にやる気を起こさ
せることができます。上司や先輩は
温かく見守り、言葉や態度で明確に
何がどう良くなったかを具体的にほ
めることです。

　新入社員のモチベーションを下げ
る要素として、理想と現実との
ギャップがあげられます。会社側が
説明したことと彼らの受け止め方に
ギャップがないか面談などを通して
チェックし、修正していく必要があ
ります。
　会社の体制に関しては、具体的な
改善計画を掲げて全社で取り組むと
効果的です。育成面でも社員の意識
改革をはじめ、成長を実感できる環
境を整えましょう。

　中小企業の多くは、新入社員がな
かなか育たないと考えています。
　その原因としては、①採用難…成
長を期待できそうな人材がなかなか
採用できない、②自前教育の限界…
時間的・金銭的な余裕がない、指導
する人材が足りない、③定着率の低
さ…新入社員自身が仕事が合わない
と感じてしまう、同期がいない、な
どが考えられます。それらの解決方
法の一つには、社外資源を活用する
ということが考えられます。業界団
体のセミナー、大学の社会人講座、
商工会議所で行われるセミナーなど
に参加したり、公的機関の施設を利
用したり、助成金などの情報も積極
的に収集しましょう。

きっかけ　「人材育成こそ中小企業が生き残っていく
方策である」という社長の考えのもと、社員教育を行
っている。技術やノウハウが組織よりも人についてい
るのが現実であると感じていた社長は、ならば「人を
育てよう」と決心した。しかし20～ 30歳代の社員が
不足しており、教育しようにも職場を離れられなかっ
たため、新人を採用し育成する方針を選んだ。
実行したこと　採用は、通常の採用とは別に中小企
業庁が行っている「新卒者就職応援プロジェクト制度」
を活用。約半年間のインターン修了後3名を採用。現
場で研修を行っているので、適性や自社に対する理解
ができている人物を採用できた。
　新人教育では、全員を民間の教育機関に1ヶ月半送
り込み、社会人常識・ビジネスマナー・メーカーとし
ての基礎技術（プレス、組み立て機械加工、メッキ、
熱処理、フォークリフトの免許取得）を学ばせた。
　新入社員たちは、働く意識に目覚め、基礎技術を身
につけると同時に、会社は違えども同じように働いて
いる仲間がいるという気持ちを持つようになった。

　その後、プログラムに沿った現場実習を4ヶ月半行
う。この間に社外講習を受講してきた中堅社員が講師
となって、熱処理技術や4S・改善などの教育を合わせ
て行っている。これらの研修には、厚生労働省の『キ
ャリア形成促進助成金』を活用。
うまくいっているポイント　①情報収集を行う…
社長は、業界団体の理事長として対外的な活動に従
事。他社、大学などとも関わりを持ち、多くの刺激を
受けた。そこで人材育成に使える多くの情報を入手で
きた。②企業全体の問題として、人材育成に取り組む
ことを社長自ら決定し実行…社長が率先して新入社員
研修に取り組み、助成金を得るため全社的な職業能力
の体系化を行い、人材育成の長期的な計画を作成し実
行した。こういった社長のやる気が社員に伝わり、全
社的な取り組みとなった。

「自社教育 + 社外資源活用」会社の
理念・方向性について
しっかりと伝える

コミュニケーションをとる

モチベーション向上の鍵は
“具体的にほめる”

仕事内容や育成制度の
ギャップを徹底解消

社外資源の有効活用

カウンセリングスキルを
活用する

やる気と自信を高める
声かけを

教育訓練機関（コース）の紹介

若手教育は新人から
〈 鉄は熱いうちに打て 〉2

新入社員教育（ビジネスマナー、ビジネスマンの心構え）…2日間
新入社員フォローアップ講習（新入社員教育の再確認など）…2日間

愛知県職業能力開発協会 （P.20参照）

新人・若手社員レベルアップ…1日間、コミュニケーションスキル…1日間（名古屋商工会議所の例）

商工会議所 （P.21参照）
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を伝えることで、これからの職業人
生が大きく変わってきます。何もわ
かっていないからこそ、素直に吸収
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採用できない、②自前教育の限界…
時間的・金銭的な余裕がない、指導
する人材が足りない、③定着率の低
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と感じてしまう、同期がいない、な
どが考えられます。それらの解決方
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活用する

やる気と自信を高める
声かけを
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企業が継続・発展していくためには、限られた人的資源の中から
次のリーダーになりうる人材（経営幹部）を育てることが重要です。
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株式会社瀬戸大同

《成功のポイント》
①自ら計画を立て、実行し、責任を取る。
　その意識付け。
②経営者の視点を社員が共有する。

機械工具の商社
（所在地 瀬戸市、従業員数 30名）
代表取締役  加藤 太伸さん

　次世代のリーダーに求められるも
のは、その企業が目指すべきものが
何かを明らかにし、それを全社員に
伝え浸透させる力です。社会・経済
情勢を分析し、自社の強みや弱点か
ら経営上の課題を見つけ、それを会
社としてどのように乗り越えていく
のかを示し、社員たちに実行させて
いく力が必要となります。
　リーダーに必要とされる３つの要
素とそれをどのように身につけてい
くかを考えてみます。

　リーダーとして必要な知識には、①
その会社独自の知識、②経営幹部とし
て必要な企業経営の知識、の二つが
あります。
　社内独自の知識とは、その会社の
財務や労務の状況や事業に関する専
門的な知識などです。これらを身に
つけるためには、可能な限り多くの
業務を体験させることが必要になり
ます。
　企業経営の知識は社内で継続的に
身につけることは難しいと考えられ
ます。そのため、業界ごとの勉強会

や外部研修などで全般的な知識と幅
広い視野を身につけさせることが必
要になってきます。これらにより、
その企業独自の強みや課題を把握す
る力がつき、企業の進むべき道を見
つけ出す力が身につくでしょう。

　リーダーは、自ら先頭に立って企
業を引っ張っていかなければなりま
せん。その意識を教えられるのは、
現在のリーダーしかいません。経営
者として必要なノウハウや業界事
情、そして経営理念を言葉や自らの
姿勢を見せることで伝え、自覚を促
していきます。その上で、権限と責
任のある地位に少し早いと思う段階
で就任させ実体験させましょう。
「立場が人を育てる」とよく言われ
ます。経営者の視点に立って会社全
体の利益について常に意識する。そ
の心構えを持たせるためには、自分
と周りの仕事に責任を持つ立場を経
験させることが大事です。

　リーダーに必要なスキルとして、
交渉力、決断力、人脈構築力などが
あげられます。
　交渉力は、現リーダーの行動を参
考に同様な行動をとることで身につ
けていくことができるでしょう。
　決断力は、何を捨て、何を残すか
を決める経験をいかに積み重ねてい
くかが大切です。会社でのポジショ
ンが上がれば上がっただけ、その決
断が会社に与える影響は大きくなっ
てきます。現リーダーは、育成段階
では結果だけを重視することなく、
「どのように考え行動したか」に焦点
を当て、現リーダーがカバーできる
範囲で失敗を恐れずにチャレンジさ
せる必要があります。
　人脈構築力を育てるには、例え
ば、①社外セミナーなどで異業種の
人とも交流し、幅広い視野を身につ
ける、②業界団体の勉強会や会合に
参加して積極的に幹事や世話役を引
き受け、業界内の情報により多く接
する、など様々な方法があります。
それらの経験の中で、「会社は違う
けれど一緒に頑張っている」と思え
る仲間や、「尊敬できる、手本にし
たい師との出会い」が、今まで以上
に人と積極的に関わり、つながりを
持とうとする意志を生みます。

社長の気づき　社長の加藤さんは、42歳で先代社
長から会社を譲り渡された時、決算書も読めない自分
の経営能力の無さに愕然とした。当時はバブル後で会
社も赤字の状態にあり、「何とかしなければ…」と考え
る日々。社長は、「まず自分が変わらねば…」と考え、
一念発起。中小企業大学校経営管理者養成コースに半
年間通学した。その結果、次第に経営が安定してい
き、次は、「社員全体をレベルアップさせるには、ま
ず幹部のレベルを上げなくてはならない」と考え、幹
部教育に力を入れ始めた。
実行したこと　＜社内教育＞①従業員がほとんど営
業のため、新入社員は必ずどこかのグループに入れ
て、メンター制度の中で育成する。このグループは、
新人教育と指導者育成を兼ねる人材育成の場となって
いる。②3ヶ月間は新人教育として会社の基本理念を
社長自ら教え込み理解させる。

＜社外教育＞①年間教育計画をもとに社員の希望によ
り、中小企業大学校に派遣する。②コンサルタント会
社兼会計事務所と契約。税理士を招き、月に一度会計
から見た経営勉強会を社内で実施。他にも他社を交え
た勉強会に幹部社員を4名派遣。他社から見た自社を
意識させる。
将来への布石　上記の教育を行った上で、幹部たち
と社長で3年の中期経営計画を作成。経営状態を知っ
ているからこそ、どこまで挑戦できるかがわかるよう
になった。「会社の将来は自分たちの将来であり、だ
からこそ、真剣に考え、自分たちで設計し、自分たち
が動き、達成していくという自覚と責任を持つ。そし
て最終的には、自立し、自律的に動き、自己責任を取
れる人材に育てて会社を任せたい」という社長の思い
の表れだ。現在は、さらなる発展を目指し、採用活動
も強化し始めた。

次世代を担うリーダー   の養成
―幹部育成は社内と社外の両輪で―

「継承」― 社長自ら学び、社員にも学ぶ機会を与える　次世代リーダーとは？

知識

意識

3

次世代を担うリーダー   の養成
―幹部育成は社内と社外の両輪で―3

●養成型研修 （工場管理者養成コース…3日間×6ヶ月）
  （経営管理者養成コース…4日間×6ヶ月）
●企業経営・企業戦略　（次世代幹部のための経営戦略構築…2日間、他）
●能力開発　（管理者のための部下育成…4日間、他）
●財務・管理　（経営に活かす決算書の活用法…3日間、他）

中小企業大学校 瀬戸校 （P.21参照）

教育訓練機関（コース）の紹介

メンター制度
上司とは別に先輩社員が新入社員をサポート（指導・相談）する制度

行動

次世代を担うリーダーの養成
〈 幹部育成は社内と社外の両輪で 〉3
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中小企業大学校 瀬戸校 （P.21参照）
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上司とは別に先輩社員が新入社員をサポート（指導・相談）する制度

行動

次世代を担うリーダーの養成
〈 幹部育成は社内と社外の両輪で 〉3



日頃、「できる！ さすが！」と思わせられる
営業マンに出会うことがある。
実は、そんな彼らが成果を上げ続けるのには、
ちゃんとした理由がある！ 
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株式会社オプトン

①人が相手であることの
　価値を知らせる

　営業の特色は人相手の仕事だとい
うことです。直接、お客様に感謝さ
れることの喜びや楽しさを教えるこ
とがやる気につながります。また、
営業現場では、一人ひとりの置かれ
た状況や発想が違うため、相手の状
況や特性に応じて作戦を変える必要
があり、ここにもゲーム的な営業の
やりがいを見出すことができます。

②まずは行動することを優先させる
　営業にとって“説得力がある”こ
とは欠かせません。しかし、頭で理
解しただけで行動に移せなくては意
味がなく、“理屈ではなく実行する”
ことが大切な要素になります。

③結果が見えることの
　面白みを伝える

　営業は、仕事の結果が“売上高や
契約本数”等として目に見えるもの
です。営業＝ノルマというマイナス
面ではなく、営業＝成果（報酬）と
いうプラス面を打ち出した指導が必
要です。

④最後は根気が勝負を決める
　営業は根気を要する仕事です。旺
盛な達成意欲と強い精神力、要する
に“根性”があるかどうかが勝負の
分かれ目になることはやはり理解さ
せるべきです。

①即効性のある教育とする
　教育を受ける営業パーソンの関心
事は“すぐに役立つか？＝成績につ
ながるか？”ということです。“い
ずれ役に立つ”は理解されにくいの
が営業です。

②仕事に直結する
　実践的な内容とする

　自分の営業活動に直接つながる内
容以外は受け入れられにくく、仕事
そのものに踏み込んだ事例研究や、
現場の使い方に踏み込んだ知識教育
が必要になります。

③わかりやすく事例等を用いる
　行動を優先する営業パーソンに
は、高度な内容は、身近な具体例を
随所に入れ、シンプルでわかりやす
い内容にする必要があります。

④総論ではなく、焦点を絞る
　営業教育はマインド・知識・技術
と範囲が広く、すべてを求めると焦
点がぼけてわかりにくくなるので、

教える内容を一つに絞り、それを明
確に伝えることが重要です。

⑤カラダを使い、現場と連動させる
　現場ですぐに実行に移せてこそ、
off-JTの教育が生きてきます。
　現場の上司が、商談場面の模擬演
習等で反復練習させ、さらに営業同
行で実践指導することで、本当の教
育効果が生まれます。

⑥営業ノウハウを蓄積し伝える
　組織の営業力を高めるためには
個々人の営業体験を全員で共有化
し、その資源（顧客情報・訪問計画・
商談プロセス・成約要因など）を活
用できる仕組みと教育が必要です。
一部の営業パーソンのスキルに依存
するのではなく組織としての営業力
を高め、業績向上につなげましょう。

“與語商店体質”からの脱却　2005 年に打ち出し
た方針転換。與語さんが創業して以来 50 年、與語商店
を「トップが代わってもノウハウは脈々とつながって
いく丈夫な体にする！」と強い思いで進めた改革も７
合目に。

組織改革の嵐　リーマンショック後、すべての役職
を廃止、超フラット組織に。併せて、社員との情報共
有・意思疎通・経営判断の迅速化を目的に「ERP（オプ
トン式）とSFA」を導入。経営・生産・開発・営業・人材
教育（営業パーソン・新入社員・海外要員の強化に特
化）等のすべてを「見える化」。

スキル・ノウハウの共有　新たな使命を帯びた営
業部隊は、顧客の潜在ニーズを標準化した１シート提
案方式で概要を把握し、個別提案書を技術提案チーム
に委ねる組織連携で販売力が向上。営業コンサルタン
ト会社と長期契約し、ベテラン営業パーソンの個人技
（暗黙知）に頼ってきた手法を変え、與語さんのうちに
持っている「開発テーマの見つけ方、提案・約束のし
かた、お客様の心をオプトン優位にリードする手法」
等のノウハウをITシステムと言葉にして社員に伝えて

いく。併せて、２つの営業活動（訪問と来社）を組み合
わせた内覧会の相乗効果も拡大した。以上の施策か
ら、ベテランの受注を新人が追い上げる仕組みができ
た。

わかりやすい効果　新人教育が明確になり、営業
パーソンに活気が出た。受注の成否の原因が明確化、
さらに工夫する風土が醸成された。クラウドコンピュ
ーター上で引合い案件ごとの受注確率計算が実現、早
期の製造手配、納期短縮が進んだ。

社是・社訓が表わす熱い思い　「社員が社会人と
して立派に成長していく手助けをしたい」と言う與語
さん。その心を、「恕の心が人を育て人生を豊かにす
る」「“正直力・着想力・継続力”を磨き、お客様から強
く必要とされる存在になるには、恕の心が根源要素に
なくてはならない…」という「社是社訓」が如実に物語
っている。

社長（トップセールス）のノウハウを活かし伝える

匠
の
技
の
伝
承

―
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産
の
場
と
教
育
の
場
の
両
立

育成するうえで
大切なこと

営業教育のポイント

新たな組織風土を
醸成していく

階層別（新入社員から管理まで）、機能別（人事考課・品質管理・
営業管理等）訓練、指導講習等

（特）愛知県職業能力開発協会

●営業担当者講習…2日間　●営業管理者講習…2日間
愛知県職業能力開発協会 （P.20参照）

●営業成果を生み出すプロセスマネジメント
　営業力強化シリーズ１…3日間
●顧客ニーズの掘り起こしと新規開拓の進め方…3日間

●新たな価値を創造する提案営業
　営業力強化シリーズ2…3日間
●強い営業チームをつくるコーチング
　営業力強化シリーズ3…3日間

中小企業大学校 瀬戸校 （P.21参照）

教育訓練機関（コース）の紹介

成果を上げる営業パー  ソンの育成
―意欲を高め、スキルを共有する―

4

光学３D測定機、
パイプベンダーの開発・製造・販売
（所在地 瀬戸市、従業員数 120名)
代表取締役社長 與語 照明さん

営業ならではのやりがいを知ることから
営業の人材育成が始まります。

成果を上げる営業パー  ソンの育成
―意欲を高め、スキルを共有する―4

営業ならではのやりがいを知ることから
営業の人材育成が始まります。

成果を上げる営業パーソンの育成
〈 意欲を高め、スキルを共有する 〉4
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この項では、言葉だけでは説明できない、感覚に左右されることが多い
“技能の伝承”について、一歩踏み込んで考えていきます。
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アルデックス株式会社
高級紳士服の製造・販売
（所在地 豊橋市、従業員数 47名）
代表取締役社長 山口 達三さん

　一から十まで現場で教えていて
は、時間が足りません。そこで熟練
者の持っている技能の本質をわかる
範囲で残していくことが必要です。
●どんな行動をとっているのか。
●どんな情報から判断したのか（何
を見て何を聞いて何に触れたのか）。
●どんな気持ちで行ったのか（何を
考え、何に注意していたのか）。
これらを分析して明らかにしていく
ことが必要となってきます。

方法としては、
①熟練者自身が自分の技能について
理解するためのデータベースを作
り、現場でその都度入力してもら
う。
②映像で記録する。何を伝えたいの
かを明確にした上で熟練者だけでな
く、教えてもらう側も同じように撮
影する。
③教えてもらう側主体でマニュアル
を作成する。手順だけではなく、な
ぜそうするのかも意識する。

以上の作業によって熟練者の技能の
理解が進み、分析過程の記録自体が
企業の財産となります。

　外部資源も有効に活用しましょう。
県立高等技術専門校やポリテクセン
ター、取引先・業界団体ごとの技術
教育を専門とする教育機関を利用し、
基本的技能や知識をまずは身につけ
させましょう。助成金を申請すれば
金銭的な負担を減らすことも可能で

す。インターネット、関係機関の配
布物などによって情報を収集してい
きましょう。
　技能伝承するにあたって、教える
人材不足を自社の退職者で補ってい
る企業も多いです。それに加えて他
企業の人材を活用していくことも有
効です。自社の課題を違った視点か
ら発見し改善されることもあります。
また、大企業の持っている技術自体
も転用できる可能性があります。

　以上の２点を行うためには環境づ
くりが大事になってきます。会社全
体の問題と捉えて、明確な目標を掲
げ、
●なぜ技能の伝承が必要なのか
●どこまでどのように行うのか
●それが会社の存続つまり安心して
　働き続けられる職場づくりにどう
　つながるのか
これらを全社員に浸透させることが
最も大切になります。
　次に、「技能の伝承がどのように
進んだか」が、はっきりわかる仕組
みをつくることが大事です。技能検
定※や資格試験も一つの目安です
し、各会社の評価制度でも良いで

しょう。人はほめられると伸びるも
のです。社内表彰制度や社外の顕彰
制度を利用してどんどん「できた」
という気持ちを増やしていくことが
「もっとできるようになりたい」と
いう気持ちにつながります。

　やる気があって、自分から学びた
いと考え、技能を身につけられる感
性を持った若い人たちにこそ伝えて
いきたいものです。そのためには
●自社の技能がいかに製品を作るた
めに必要か
●それが世の中にどのように役立っ
ているか
●いかに自分たちが誇りを持って取
り組んでいるのか
それらをあらゆる場面で伝えましょ
う。
　実際に直接現場において指導を行
っていく時にも、言葉や身振り手振
りなどなるべく多くのコミュニケー
ションを取ってください。雑談など
からも何か伝わることもあります。
　また、インターンシップの受け入
れを行い、教え方の練習を行うのも
良いでしょう。

危機感　1990年代、多くの企業が人件費の安い中国
へ進出し、国内の縫製工場は激減してきた。日本の紳
士服作りは、日本の気候や日本人の体型に合わせるた
め、長年にわたって工夫を重ねて独自の技法を育んで
きたが、そのころ既に一着すべてを作れる職人の高齢
化が進んでおり、業界としても職人の技能継承が大き
な課題になっていた。山口社長は、技能を受け継ぐ若
者を育てる必要性を強く感じ、「メイドインジャパン
を守る」というポリシーのもと、服作りの意欲の高い
若者を積極的に採用するとともに、職人育成のために
「匠塾」を始めることにした。

プロ育成　こうして「匠塾」は、「技術の継承、メイ
ドインジャパンの技術の確立、そして縫製技術・設
計・生産管理までのすべての工程を行える社員の育成」
を目的にスタートした。期間は2年間、週の半分の時

間を講義にあて、その内容は縫製から経営学まで多岐
にわたり、技術指導もさることながら人間性の育成に
も力を入れている。修了した塾生のうち、希望者は社
に残りより深く研鑽を積むことも可能であり、講義以
外の時間は生産に携わりプロ意識を養っている。

プライド　継続している背景には、技能の伝承が「社
員全体の目標」となったことがある。「メイドインジャ
パンを守る！」「我々は、そんな社会に役立つ仕事をし
ている！」という自負を社員が持てたこともその大き
な要因だと考えられる。受講生の中には、「自ら学び
たい」「技能を身につけたい」という強い思いで、休み
の日に自習にやってくる塾生もいるという。

さまざまな成果　社内で学ぶには、会社側にも、人
材・設備の面で大きな負担がかかる。しかし匠塾の効
果として、「技能を学びたい！」と考える新しい人材の
応募が増え、その結果、多くの工程を行える人材が育
ち、各工程における人材交流ができるようになった。
生産性向上という成果が表れてきている。

匠塾 匠の技の伝承　―生産の場と教育の場の両立

匠
の
技
の
伝
承

―
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産
の
場
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立

できる限り、
熟練者の技能を分析、
記録する

伝承が進む環境づくり

人から人へ伝えていく

教育機関、助成金、
社外人材を使う

階層別（新入社員から管理まで）、機能別（人事考課・品質管理・
営業管理等）訓練、指導講習等

（特）愛知県職業能力開発協会

●機械加工分野
　旋盤実践技術…4日間、フライス盤実践技術…４日間、精密平面切削加工技術…4日間、
　ＮＣ旋盤実践技術・加工編…4日間、マシニングセンタ実践技術・加工編…4日間、切削加工のトラブル解決 …3日間
●金属加工/成形加工分野
　金属熱処理技術と材料選定の実務…3日間、実践被覆アーク溶接…3日間、プレス加工の理論と実際…4日間、
　射出成形加工技術…4日間、機械保全実践技術…3日間

ポリテクセンター中部 （P.21参照）

教育訓練機関（コース）の紹介

技能（匠の技）の伝承　
―経験させて、そして技と感性を磨かせる―

5

技能（匠の技）の伝承　
―経験させて、そして技と感性を磨かせる―5

技能検定は労働者の持っている技能
を一定の基準によって評価し、これを
国が公証する制度です。機械加工、
機械保全、造園など約100の職種が
あり、難易度によって1～3級に分か
れ、職種によっては特級もあります。申
請は愛知県職業能力開発協会で受
け付けています。

（民間の指定試験機関が実施する職
種を除く）

技能（匠の技）の伝承　
〈 経験させて、そして技と感性を磨かせる 〉5

※技能検定制度

メンター制度
上司とは別に先輩社員が新入社員をサポート（指導・相談）する制度

P.20参照



この項では、言葉だけでは説明できない、感覚に左右されることが多い
“技能の伝承”について、一歩踏み込んで考えていきます。
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アルデックス株式会社
高級紳士服の製造・販売
（所在地 豊橋市、従業員数 47名）
代表取締役社長 山口 達三さん

　一から十まで現場で教えていて
は、時間が足りません。そこで熟練
者の持っている技能の本質をわかる
範囲で残していくことが必要です。
●どんな行動をとっているのか。
●どんな情報から判断したのか（何
を見て何を聞いて何に触れたのか）。
●どんな気持ちで行ったのか（何を
考え、何に注意していたのか）。
これらを分析して明らかにしていく
ことが必要となってきます。

方法としては、
①熟練者自身が自分の技能について
理解するためのデータベースを作
り、現場でその都度入力してもら
う。
②映像で記録する。何を伝えたいの
かを明確にした上で熟練者だけでな
く、教えてもらう側も同じように撮
影する。
③教えてもらう側主体でマニュアル
を作成する。手順だけではなく、な
ぜそうするのかも意識する。

以上の作業によって熟練者の技能の
理解が進み、分析過程の記録自体が
企業の財産となります。

　外部資源も有効に活用しましょう。
県立高等技術専門校やポリテクセン
ター、取引先・業界団体ごとの技術
教育を専門とする教育機関を利用し、
基本的技能や知識をまずは身につけ
させましょう。助成金を申請すれば
金銭的な負担を減らすことも可能で

す。インターネット、関係機関の配
布物などによって情報を収集してい
きましょう。
　技能伝承するにあたって、教える
人材不足を自社の退職者で補ってい
る企業も多いです。それに加えて他
企業の人材を活用していくことも有
効です。自社の課題を違った視点か
ら発見し改善されることもあります。
また、大企業の持っている技術自体
も転用できる可能性があります。

　以上の２点を行うためには環境づ
くりが大事になってきます。会社全
体の問題と捉えて、明確な目標を掲
げ、
●なぜ技能の伝承が必要なのか
●どこまでどのように行うのか
●それが会社の存続つまり安心して
　働き続けられる職場づくりにどう
　つながるのか
これらを全社員に浸透させることが
最も大切になります。
　次に、「技能の伝承がどのように
進んだか」が、はっきりわかる仕組
みをつくることが大事です。技能検
定※や資格試験も一つの目安です
し、各会社の評価制度でも良いで

しょう。人はほめられると伸びるも
のです。社内表彰制度や社外の顕彰
制度を利用してどんどん「できた」
という気持ちを増やしていくことが
「もっとできるようになりたい」と
いう気持ちにつながります。

　やる気があって、自分から学びた
いと考え、技能を身につけられる感
性を持った若い人たちにこそ伝えて
いきたいものです。そのためには
●自社の技能がいかに製品を作るた
めに必要か
●それが世の中にどのように役立っ
ているか
●いかに自分たちが誇りを持って取
り組んでいるのか
それらをあらゆる場面で伝えましょ
う。
　実際に直接現場において指導を行
っていく時にも、言葉や身振り手振
りなどなるべく多くのコミュニケー
ションを取ってください。雑談など
からも何か伝わることもあります。
　また、インターンシップの受け入
れを行い、教え方の練習を行うのも
良いでしょう。

危機感　1990年代、多くの企業が人件費の安い中国
へ進出し、国内の縫製工場は激減してきた。日本の紳
士服作りは、日本の気候や日本人の体型に合わせるた
め、長年にわたって工夫を重ねて独自の技法を育んで
きたが、そのころ既に一着すべてを作れる職人の高齢
化が進んでおり、業界としても職人の技能継承が大き
な課題になっていた。山口社長は、技能を受け継ぐ若
者を育てる必要性を強く感じ、「メイドインジャパン
を守る」というポリシーのもと、服作りの意欲の高い
若者を積極的に採用するとともに、職人育成のために
「匠塾」を始めることにした。

プロ育成　こうして「匠塾」は、「技術の継承、メイ
ドインジャパンの技術の確立、そして縫製技術・設
計・生産管理までのすべての工程を行える社員の育成」
を目的にスタートした。期間は2年間、週の半分の時

間を講義にあて、その内容は縫製から経営学まで多岐
にわたり、技術指導もさることながら人間性の育成に
も力を入れている。修了した塾生のうち、希望者は社
に残りより深く研鑽を積むことも可能であり、講義以
外の時間は生産に携わりプロ意識を養っている。

プライド　継続している背景には、技能の伝承が「社
員全体の目標」となったことがある。「メイドインジャ
パンを守る！」「我々は、そんな社会に役立つ仕事をし
ている！」という自負を社員が持てたこともその大き
な要因だと考えられる。受講生の中には、「自ら学び
たい」「技能を身につけたい」という強い思いで、休み
の日に自習にやってくる塾生もいるという。

さまざまな成果　社内で学ぶには、会社側にも、人
材・設備の面で大きな負担がかかる。しかし匠塾の効
果として、「技能を学びたい！」と考える新しい人材の
応募が増え、その結果、多くの工程を行える人材が育
ち、各工程における人材交流ができるようになった。
生産性向上という成果が表れてきている。

匠塾 匠の技の伝承　―生産の場と教育の場の両立
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できる限り、
熟練者の技能を分析、
記録する

伝承が進む環境づくり

人から人へ伝えていく

教育機関、助成金、
社外人材を使う

階層別（新入社員から管理まで）、機能別（人事考課・品質管理・
営業管理等）訓練、指導講習等

（特）愛知県職業能力開発協会

●機械加工分野
　旋盤実践技術…4日間、フライス盤実践技術…４日間、精密平面切削加工技術…4日間、
　ＮＣ旋盤実践技術・加工編…4日間、マシニングセンタ実践技術・加工編…4日間、切削加工のトラブル解決 …3日間
●金属加工/成形加工分野
　金属熱処理技術と材料選定の実務…3日間、実践被覆アーク溶接…3日間、プレス加工の理論と実際…4日間、
　射出成形加工技術…4日間、機械保全実践技術…3日間

ポリテクセンター中部 （P.21参照）

教育訓練機関（コース）の紹介

技能（匠の技）の伝承　
―経験させて、そして技と感性を磨かせる―

5

技能（匠の技）の伝承　
―経験させて、そして技と感性を磨かせる―5

技能検定は労働者の持っている技能
を一定の基準によって評価し、これを
国が公証する制度です。機械加工、
機械保全、造園など約100の職種が
あり、難易度によって1～3級に分か
れ、職種によっては特級もあります。申
請は愛知県職業能力開発協会で受
け付けています。

（民間の指定試験機関が実施する職
種を除く）

技能（匠の技）の伝承　
〈 経験させて、そして技と感性を磨かせる 〉5

※技能検定制度

メンター制度
上司とは別に先輩社員が新入社員をサポート（指導・相談）する制度

P.20参照



景気や取引先の動向に左右されやすい中小企業経営において、
オンリーワンの高い技術力を背景に業績を伸ばしている企業があります。

16　中小企業における「人材育成の手引き」 中小企業における「人材育成の手引き」　17

KTX株式会社
自動車内装用金型等製造
（所在地 江南市、従業員数 120名）
代表取締役社長 野田 泰義さん

　技術者の育成には、OJTやoff-JTよ
りも自己啓発が重視されます。技術
者にとって期待される能力は、高度
な独自技術と創造性とされていま
す。独自技術については、技術者自
身の努力で能力開発することが必要
です。創造性についても技術者自身
の自発的、自律的意思そのもので
す。そのため、企業目標と個人目標
のすり合わせが大事になってきま
す。企業側は、常に自社の向かうべ
き方向を発信し続けること、技術者
側は、自分の行っていることが企業
にとってなぜ必要であるのかの意識
を持ち続けること、そして定期的に
時間を取ってお互い確認しておくこ
とが重要になります。

　技術者に力を発揮してもらうため
には、安心して研究や開発に取り組
める職場づくりが重要となってきま
す。技術分野では、結果が出るまで
長い年月がかかります。その間の人
事評価や昇給昇進などの処遇、異動
配置、留学研修制度などは、業績へ
の直接的効果では測れない部分が大
きいものです。だからこそ、きちん
とした制度を育成のポイントごとに
機能させるこ
と が 重 要 に
なってきます。

　現在の技術開発は、もともとあっ
たものに何を付加していくのか、何
と何を組み合わせるのかなど、技術
の複合化によって行われています。
また全く違う分野の技術を掛け合わ
せることで、新しい技術領域が生ま
れつつあります。そんな中、自分の
専門分野の知識技術を追求していく
だけではオンリーワンの技術をつく
り出すことは難しいでしょう。複数
の専門性を持つことで、違う視点で
物事を捉え、思いもつかない飛躍が
できたり、幅広い知識の裾野を持つ
からこそ、飛びぬけた高みに到達で
きたりするのです。そのためには、
企業側と技術者側の双方が納得でき
る育成計画にそった異動や配置転換
などを行い、複数の専門性や幅広い
知識の取得を目指しましょう。

　新しい技術を創造するためには、
多くの刺激が必要となってきます。
社内では、社長から経営理念を伝え
られることが仕事に対する動機づけ
になり、上司・先輩からは知識やノ

ウハウを教えられます。社外から
は、協力会社から技術の新しい解釈
や代替技術など実践的情報の提供を
受け、技術の幅を広げます。取引先
からの難しい注文という形の技術目
標の提示もあります。それらの刺激
を受けつつ、さらに論文を読んだ
り、学会や展示会、異業種交流会に
参加して自己研鑽を行うことが重要
になってくるでしょう。

 

　中小企業の問題としてあげられる
のが、自社のみで研究を行う余裕が
ないという点です。そのためには、
大学や高等専門学校との連携や公的
研究機関との関係強化が必要になっ
てきます。既に連携を進めている企
業は、どのように関係を築いていた
のでしょうか。多いのは経営陣の卒
業した学校、以前の企業時代のつな
がりがきっかけとされます。まず
は、情報を集められるアンテナを高
く持つ必要があります。

技術の追求　「オンリーワンの技術」、これに徹底的
にこだわり、ひたむきに技術の追求を行うこと、そこ
がこの企業の強みだ。その結果として、価格競争に陥
らない技術優先の安定経営ができている。
　野田社長は常々社員に対して「見えない世界の大切
さを真に理解する」ことを説いている。
　社長は最近の数値管理とは一線を画して、数値では
表れない「日ごろの行動の大切さ」、「仕事に対する真
剣な姿勢」を社員に求めており、それを支えているの
が「職人のプライド(クラフトマンシップ)であり、技術
である」と考えている。教育はそれを支えるものであ
り、そのために様々な講座（例えば、名古屋大学の３
Ｄ－ＣＡＤ講座に設計者を週2回3名派遣している）や
展示会などに社員を会社費用で参加させ、そこで仕入
れた情報を教え合うことなどを行っている。

雇用環境の安定　しかしそれらが成果となるために
は相応の時間が必要になる。すぐに辞める社員では、
せっかくの投資が無駄になることもある。必然的に、
会社の目的と自分の研究の目的が一致し、一体感を持

って仕事に取り組む、そんな良い関係を将来にわたっ
て築ける人材の確保が大切になってくる。そのために
は「社員が健康で暮らし、安心して働ける雇用環境づ
くりを行っていくことが会社として必要」と考えた。

4つの仕組み　そこで以下の４つの仕組みをつくった。
①禁煙手当… 5千円　②出産手当… 1回30万円　③リ
ターン制度…新卒の退職者に対する復帰支援　④社内
食堂の自社運営。これらの仕組みによって「この会社
でずっと働き続けたいと思う社員を多くつくり出すこ
と」。それが最終的にオンリーワンの技術につながる
と考えている。　

「仕組み」― オンリーワン技術の追求、制度と教育のバランス企業目標と
個人目標のすり合わせ

創造性を高める

刺激を受ける

産学官連携

安定的な雇用をつくる

●機械設計（企画・開発）
　機械設計技術―開発志向のポイント…2日間、 開発設計・技術者の心得―製品開発・設計の実務と実践…2日間、 
　製品設計におけるリスクマネジメント…2日間、製品設計のための人間工学活用…2日間

●機械設計（設計）
　設計ツールによる部品設計と設計検証…3日間、設計者のための機械構造解析技術…3日間

ポリテクセンター中部 （P.21参照）

教育訓練機関（コース）の紹介

競争に勝つ技術者養成
―技術力と創造性を育てる環境をつくる―
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競争に勝つ技術者養成
―技術力と創造性を育てる環境をつくる―6

社会人向け夜間・短期コースの産学官連携による3D-CAD設計技術者育成講座を開設。ハイエンドCADソフトウェアのCATIA V5を対象として、受講生1人に
PC1台の理想的な環境で夜間2.5時間・週2回の講習・3回の講義と週7時間の個別学習による10週間・130時間のコース。終了時には評価認定試験を実施。

お問い合わせ……
名古屋工業大学　3D-CAD事務室　〒466-8555  名古屋市昭和区御器所町　TEL&FAX 052-735-7346
http://www.nitech.ac.jp/o_gakumu/nitech-3dcad/info-e.html

競争に勝つ技術者養成
〈 技術力と創造性を育てる環境をつくる 〉6



景気や取引先の動向に左右されやすい中小企業経営において、
オンリーワンの高い技術力を背景に業績を伸ばしている企業があります。
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KTX株式会社
自動車内装用金型等製造
（所在地 江南市、従業員数 120名）
代表取締役社長 野田 泰義さん

　技術者の育成には、OJTやoff-JTよ
りも自己啓発が重視されます。技術
者にとって期待される能力は、高度
な独自技術と創造性とされていま
す。独自技術については、技術者自
身の努力で能力開発することが必要
です。創造性についても技術者自身
の自発的、自律的意思そのもので
す。そのため、企業目標と個人目標
のすり合わせが大事になってきま
す。企業側は、常に自社の向かうべ
き方向を発信し続けること、技術者
側は、自分の行っていることが企業
にとってなぜ必要であるのかの意識
を持ち続けること、そして定期的に
時間を取ってお互い確認しておくこ
とが重要になります。

　技術者に力を発揮してもらうため
には、安心して研究や開発に取り組
める職場づくりが重要となってきま
す。技術分野では、結果が出るまで
長い年月がかかります。その間の人
事評価や昇給昇進などの処遇、異動
配置、留学研修制度などは、業績へ
の直接的効果では測れない部分が大
きいものです。だからこそ、きちん
とした制度を育成のポイントごとに
機能させるこ
と が 重 要 に
なってきます。

　現在の技術開発は、もともとあっ
たものに何を付加していくのか、何
と何を組み合わせるのかなど、技術
の複合化によって行われています。
また全く違う分野の技術を掛け合わ
せることで、新しい技術領域が生ま
れつつあります。そんな中、自分の
専門分野の知識技術を追求していく
だけではオンリーワンの技術をつく
り出すことは難しいでしょう。複数
の専門性を持つことで、違う視点で
物事を捉え、思いもつかない飛躍が
できたり、幅広い知識の裾野を持つ
からこそ、飛びぬけた高みに到達で
きたりするのです。そのためには、
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　新しい技術を創造するためには、
多くの刺激が必要となってきます。
社内では、社長から経営理念を伝え
られることが仕事に対する動機づけ
になり、上司・先輩からは知識やノ

ウハウを教えられます。社外から
は、協力会社から技術の新しい解釈
や代替技術など実践的情報の提供を
受け、技術の幅を広げます。取引先
からの難しい注文という形の技術目
標の提示もあります。それらの刺激
を受けつつ、さらに論文を読んだ
り、学会や展示会、異業種交流会に
参加して自己研鑽を行うことが重要
になってくるでしょう。

 

　中小企業の問題としてあげられる
のが、自社のみで研究を行う余裕が
ないという点です。そのためには、
大学や高等専門学校との連携や公的
研究機関との関係強化が必要になっ
てきます。既に連携を進めている企
業は、どのように関係を築いていた
のでしょうか。多いのは経営陣の卒
業した学校、以前の企業時代のつな
がりがきっかけとされます。まず
は、情報を集められるアンテナを高
く持つ必要があります。
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と考えている。　

「仕組み」― オンリーワン技術の追求、制度と教育のバランス企業目標と
個人目標のすり合わせ

創造性を高める
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安定的な雇用をつくる
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　機械設計技術―開発志向のポイント…2日間、 開発設計・技術者の心得―製品開発・設計の実務と実践…2日間、 
　製品設計におけるリスクマネジメント…2日間、製品設計のための人間工学活用…2日間

●機械設計（設計）
　設計ツールによる部品設計と設計検証…3日間、設計者のための機械構造解析技術…3日間
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社会人向け夜間・短期コースの産学官連携による3D-CAD設計技術者育成講座を開設。ハイエンドCADソフトウェアのCATIA V5を対象として、受講生1人に
PC1台の理想的な環境で夜間2.5時間・週2回の講習・3回の講義と週7時間の個別学習による10週間・130時間のコース。終了時には評価認定試験を実施。

お問い合わせ……
名古屋工業大学　3D-CAD事務室　〒466-8555  名古屋市昭和区御器所町　TEL&FAX 052-735-7346
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アンケートから見られる

中小企業における
人材育成の現状（課題と対応）

中小企業における
人材育成の現状（課題と対応）

　「指導する人材」「育成にかける時間」「それらにかかる
コスト」が課題となっている。人材育成の必要性は理解
していても、実践するハードルが高く、人材育成への投
資にためらいが生じているものと推測される。

人材育成における課題
　教育訓練の手法としては、回答企業の51％がＯＪＴ・
現場トレーニング、41％が社内研修、47％が社外研修
を実施し、現状の課題に対応した研修を行っている。一
方、長期的な視点に立ったキャリアライフプラン（生涯
設計）研修に取り組む企業は極めて少数である。

　人事・勤務制度としては、回答企業の33％が育児休業
制度・時短、32％が職種別採用、30％が上司との面談
制度、24％が目標管理制度を利用している。人材育成
に有効とされるジョブ・ローテーションやメンター制度
を取り入れている企業はまだまだ少ない。

　個人への支援制度としては、回答企業の19％が自己
啓発支援を実施しており、業務に関連性の高い公的資格
の取得等、自発的な技術・技能の能力開発を促し、人材
育成の一端を担っている。

●実施期間／平成23年10月11日～平成23年10月31日　●対象／愛知県内の中小企業 3,000社

人材育成を促進するための取り組み

　「従業員に求められる知識・能力」において、多くの企業
が「仕事をする上で必要な基本知識・能力（77%）」「業務遂
行上必要となる専門技術・技能（72％）」「リーダーシップ
や問題解決などの管理・監督の知識・能力（63％）」「チーム
ワークを高めるコミュニケーションなどの人間関係力

（59％）」を上位にあげている。一方、「人材育成が重要な
部門・階層」において、「階層：若年層（59%）、管理職
（54%）」「職種：営業職（31％）、製造・技術職（18%）」をあ
げている。以上から、「従業員に求められる知識・能力と
その対象」において、高い関連性を示していると言える。

従業員に求める重要な知識・能力
及び重要度の高い部門・階層

全体的には、チームワークの良い組織の醸成、品
質・生産性の向上等を目的に、幹部育成・技術伝承
が図られており、その対象となる若手社員や次世代
を担うリーダー（管理職）、技術・技能・営業職に高
い期待を持っていることがうかがえる。対応策とし

て、ＯＪＴ・現場トレーニング、社内外の資源を活用
しての教育研修を約半数の企業で行っているが、人
事制度・個人の支援制度は、教育訓練の導入に比べ
ると、まだまだ低い状況にある。

まとめ

有効回答 ： 726社（回収率24.2％）

●人材育成における課題
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　回答企業の540社（74％）が「品質や生産性の向上を
図る」ことを目的としており、「従業員のチームワーク
やモチベーションの向上」「後継者・次世代幹部の養成」
「独自技術・技能の伝承」も同じねらいがあると考えられ
る。併せて「従業員の離職率を下げる」ねらいもある。

人材育成の主な目的

（％）
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当冊子の作成にあたって「中小企業における人材育成の実態及びニーズ調査」の
アンケートを実施しました。その概要についてご紹介致します。

決心　創業当時、離職者の増加が、経営する介護施設
の運営に影を落とし始める中で「悠縁にかかわるすべて
の方々との縁を、絆を、大切にしよう！お役にたてる
ように努力しよう！」と岡田社長は決心した。
実行　そこで社長は、自らの方針すべてを見直し、以
下のことを実践した。
●職員全員参加の経営理念・行動指針の作成
●委員会設置（広報、農業、身体拘束ゼロ、感染・
　床ずれ対策、行事・レクレーション、ケアプラン）
●目標達成制度（毎年4月に目標設定し、年2回の社長
　面談後、評価し賞与に反映）
●社長からの直筆の手紙（毎月１回給与支給日、パート
　含む職員全員対象）
心の交流　特に手紙は7年間休まず続けており、「ほ
めてあげたいこと」や「残念に思ったこと」などが書か
れている。社長の思いに触れ、スタッフは「認められて
いる！」とモチベーションが上がり、多くの気づきを得
て成すべきことの方向性が明確になっていった。中に
はボロボロになるまで大切にしているスタッフもいる。
そして、その効果が浸透し、従業員数も大幅に増え、
なんでも話し合える職場環境・風土が出来上がってい
った。全員が「仕事は楽しく！明るく元気に働こう！」
「いろんな意見が出やすい、意見がかなう会社にしよ
う！」と本気で取り組んでいるからこそ、成果となって
表れている。
これから　岡田社長は、次のリーダー（後継者）育成
が今後の重要な課題と考えている。

情熱
絆…スタッフに伝えたい思いを手紙に！

知恵
優良企業から学び進化させる！
まねる　経営改革の方向を模索していた小林社長は、
“株式会社武蔵野（小金井市）”を訪れ、≪環境整備（5S）
の実践≫、≪部署横断チームの導入≫、≪見える化の徹
底≫などの取り組みに深い感銘を受け、自社に取り入
れていった。
進化させた取り組み　その後、①週3回の早朝勉強
会、②環境整備（トイレ掃除を行う社長の姿を見た社員
が自ら進んで行っている）、③6つの組織横断チーム（社
員会（ES向上）、環境整備、早帰り推進、教育、和や家
（なごやか）、個人能力開発）、などの施策を次々と打ち
出していった。特に社員会ではイベントを通して、全
社員とその家族・地域の方々・取引業者等とのコミュニ
ケーション向上を図り、思いやりの心を育んでいる。
更なる取り組み　①20名のプロジェクトチームによ
る企業理念の策定、②年1回の実行計画作成合宿、③中
小企業大学校への派遣、④女性管理職の積極登用、な
どの施策も、社員とのビジョン共有につながり、会社
を「社員が能動的に考え行動する」組織へ成長させ、経
営体質の強化・飛躍的な業績向上へとつながっていっ
た。
これから　小林社長は語る。「中小企業こそ、人の成
長なくして企業の成長はありません。夢は、素晴らし
い会社にすることです。社員が本気で仕事と向き合
い、そして家族と共に幸せに暮らし、お客様からの
「ありがとう」があふれる会社になることです」。期限
は10年。新たな歩みに加速をつけて進んでいく。
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アンケートから見られる

中小企業における
人材育成の現状（課題と対応）

中小企業における
人材育成の現状（課題と対応）

　「指導する人材」「育成にかける時間」「それらにかかる
コスト」が課題となっている。人材育成の必要性は理解
していても、実践するハードルが高く、人材育成への投
資にためらいが生じているものと推測される。

人材育成における課題
　教育訓練の手法としては、回答企業の51％がＯＪＴ・
現場トレーニング、41％が社内研修、47％が社外研修
を実施し、現状の課題に対応した研修を行っている。一
方、長期的な視点に立ったキャリアライフプラン（生涯
設計）研修に取り組む企業は極めて少数である。

　人事・勤務制度としては、回答企業の33％が育児休業
制度・時短、32％が職種別採用、30％が上司との面談
制度、24％が目標管理制度を利用している。人材育成
に有効とされるジョブ・ローテーションやメンター制度
を取り入れている企業はまだまだ少ない。

　個人への支援制度としては、回答企業の19％が自己
啓発支援を実施しており、業務に関連性の高い公的資格
の取得等、自発的な技術・技能の能力開発を促し、人材
育成の一端を担っている。

●実施期間／平成23年10月11日～平成23年10月31日　●対象／愛知県内の中小企業 3,000社

人材育成を促進するための取り組み

　「従業員に求められる知識・能力」において、多くの企業
が「仕事をする上で必要な基本知識・能力（77%）」「業務遂
行上必要となる専門技術・技能（72％）」「リーダーシップ
や問題解決などの管理・監督の知識・能力（63％）」「チーム
ワークを高めるコミュニケーションなどの人間関係力

（59％）」を上位にあげている。一方、「人材育成が重要な
部門・階層」において、「階層：若年層（59%）、管理職
（54%）」「職種：営業職（31％）、製造・技術職（18%）」をあ
げている。以上から、「従業員に求められる知識・能力と
その対象」において、高い関連性を示していると言える。

従業員に求める重要な知識・能力
及び重要度の高い部門・階層

全体的には、チームワークの良い組織の醸成、品
質・生産性の向上等を目的に、幹部育成・技術伝承
が図られており、その対象となる若手社員や次世代
を担うリーダー（管理職）、技術・技能・営業職に高
い期待を持っていることがうかがえる。対応策とし

て、ＯＪＴ・現場トレーニング、社内外の資源を活用
しての教育研修を約半数の企業で行っているが、人
事制度・個人の支援制度は、教育訓練の導入に比べ
ると、まだまだ低い状況にある。

まとめ

有効回答 ： 726社（回収率24.2％）

●人材育成における課題
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　回答企業の540社（74％）が「品質や生産性の向上を
図る」ことを目的としており、「従業員のチームワーク
やモチベーションの向上」「後継者・次世代幹部の養成」
「独自技術・技能の伝承」も同じねらいがあると考えられ
る。併せて「従業員の離職率を下げる」ねらいもある。

人材育成の主な目的

（％）
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●教育訓練の手法
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●人事・勤務制度
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●個人への支援制度
自己啓発支援

長期有給休暇の取得促進
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当冊子の作成にあたって「中小企業における人材育成の実態及びニーズ調査」の
アンケートを実施しました。その概要についてご紹介致します。

決心　創業当時、離職者の増加が、経営する介護施設
の運営に影を落とし始める中で「悠縁にかかわるすべて
の方々との縁を、絆を、大切にしよう！お役にたてる
ように努力しよう！」と岡田社長は決心した。
実行　そこで社長は、自らの方針すべてを見直し、以
下のことを実践した。
●職員全員参加の経営理念・行動指針の作成
●委員会設置（広報、農業、身体拘束ゼロ、感染・
　床ずれ対策、行事・レクレーション、ケアプラン）
●目標達成制度（毎年4月に目標設定し、年2回の社長
　面談後、評価し賞与に反映）
●社長からの直筆の手紙（毎月１回給与支給日、パート
　含む職員全員対象）
心の交流　特に手紙は7年間休まず続けており、「ほ
めてあげたいこと」や「残念に思ったこと」などが書か
れている。社長の思いに触れ、スタッフは「認められて
いる！」とモチベーションが上がり、多くの気づきを得
て成すべきことの方向性が明確になっていった。中に
はボロボロになるまで大切にしているスタッフもいる。
そして、その効果が浸透し、従業員数も大幅に増え、
なんでも話し合える職場環境・風土が出来上がってい
った。全員が「仕事は楽しく！明るく元気に働こう！」
「いろんな意見が出やすい、意見がかなう会社にしよ
う！」と本気で取り組んでいるからこそ、成果となって
表れている。
これから　岡田社長は、次のリーダー（後継者）育成
が今後の重要な課題と考えている。

情熱
絆…スタッフに伝えたい思いを手紙に！

知恵
優良企業から学び進化させる！
まねる　経営改革の方向を模索していた小林社長は、
“株式会社武蔵野（小金井市）”を訪れ、≪環境整備（5S）
の実践≫、≪部署横断チームの導入≫、≪見える化の徹
底≫などの取り組みに深い感銘を受け、自社に取り入
れていった。
進化させた取り組み　その後、①週3回の早朝勉強
会、②環境整備（トイレ掃除を行う社長の姿を見た社員
が自ら進んで行っている）、③6つの組織横断チーム（社
員会（ES向上）、環境整備、早帰り推進、教育、和や家
（なごやか）、個人能力開発）、などの施策を次々と打ち
出していった。特に社員会ではイベントを通して、全
社員とその家族・地域の方々・取引業者等とのコミュニ
ケーション向上を図り、思いやりの心を育んでいる。
更なる取り組み　①20名のプロジェクトチームによ
る企業理念の策定、②年1回の実行計画作成合宿、③中
小企業大学校への派遣、④女性管理職の積極登用、な
どの施策も、社員とのビジョン共有につながり、会社
を「社員が能動的に考え行動する」組織へ成長させ、経
営体質の強化・飛躍的な業績向上へとつながっていっ
た。
これから　小林社長は語る。「中小企業こそ、人の成
長なくして企業の成長はありません。夢は、素晴らし
い会社にすることです。社員が本気で仕事と向き合
い、そして家族と共に幸せに暮らし、お客様からの
「ありがとう」があふれる会社になることです」。期限
は10年。新たな歩みに加速をつけて進んでいく。
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愛知県職業能力開発協会
〒451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14

（企画業務課・総務）TEL.052・524・2031　（企画業務課・能力開発担当）TEL.052・524・2033
　http://www.avada.or.jp/

TWI監督者訓練や階層別訓練（新人、若手社員、職長、管理者、中堅社員、リーダー、次世代中核社員）、
機能別訓練（人事考課者訓練、品質管理講習、営業マネジメント、営業管理者教育など）、他にもパソコン研修指導者講習など行っている。

※記載の講座等については平成23年度開催分のため、変更の可能性があります。利用の際は各関係機関にご確認をお願いします。 ※記載の講座等については変更の可能性があります。利用の際は各関係機関にご確認をお願い致します。

人材育成

主な人材育成支援 機 関 あいち産業科学技術総合センター （旧愛知県産業技術研究所）
〒470-0356　豊田市八草町秋合1267-1　TEL.0561・76・8301　http://.aichi-inst.jp/

中小中堅企業の技術開発支援はもとより、先端企業の研究開発も支援する総合的な研究開発支援機関。研修生の受け入れも行っている。

公益財団法人あいち産業振興機構
〒450-0002　名古屋市中村区名駅四丁目4番38号　TEL.052・715・3061　http://www.aibsc.jp/

中小企業のためのワンストップサービス機関。電気設備の基本セミナー、なぜなぜ分析トレーニング、中国とのビジネスマッチングセミナー、
B2Bwebマスター養成講座、現場ムダ取りから作業性改善講座などがある。

財団法人愛知県労働協会
〒450-0002　名古屋市中村区名駅4丁目4番38号 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）

TEL.052・485・7151　http://www.ailabor.or.jp/
労働関係の情報提供、労働相談、適職検査などを行っている。

その一環として人材育成セミナー（ビジネスマナー、プレゼンテーションスキル研修など）も開催。

各地区の商工会議所・商工会など
各商工会議所・商工会ごとに以下の研修・セミナー等が行われている。

新人研修、ビジネスマナーセミナー、営業研修、チームーリーダー養成、労務・経理講座、メンタルヘルス対策、経営革新セミナー、創業支援、事業承継セミナー　他
※お問い合わせは、各地区商工会議所・商工会まで

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ポリテクセンター中部
〒485-0825｠小牧市下末1636-2　TEL.0568・79・0511　http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/
能力開発セミナーとして機械系（機械設計、機械加工、金属加工/成型加工、制御システム設計、測定・検査、生産設備保全、工場管理）や

電気・電子系（回路設計技術、マイコン制御技術、計測技術、自動制御技術、シーケンス制御技術、FAシステム技術、電気設備・通信施工技術）や
居住系(設計・開発、工事・施工)など190近くの講座が2日間～4日間のコースで行われている。
また、東海能力開発大学校や北陸能力開発大学校のセミナーが開催されることもある。

中小企業大学校瀬戸校
〒489-0001　瀬戸市川平町79番地　TEL.0561・48・3400（代表）／0561・48・3401（研修）

http://www.smrj.go.jp/inst/seto/
半年間かけて行う養成型研修（工場管理者養成コース、経営管理者養成コース）と2日～4日間の研修コースがある。短期の研修コースには、

企業経営・経営戦略（企業風土改革、次世代幹部の戦略、新市場開拓、海外取引）や能力開発（リーダーシップ、マネジメント）、
人事・組織（コミュニケーション）、財務管理（決算書の活用、管理会計）、販売・マーケティング・商品開発（新規開拓の進め方、
営業力強化、コーチング）生産管理（生産計画と工程管理、5Sと見える化、品質管理、購買・仕入れコストの削減）などがある。

独立行政法人  中小企業基盤整備機構 中部支部
〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階
TEL.052・201・3003（代表）  http://www.smrj.go.jp/chubu/

キャリア形成促進助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に
訓練に要した経費および訓練実施期間中の賃金の一部等を助成する。

助成 金

中小企業雇用創出等能力開発助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者等が雇用する労働者に
職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成する。

成長分野等人材育成支援事業
愛知県労働局職業対策課　TEL.052・219・5507／最寄りのハローワーク

健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した場合、事業主が負担した訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給するもの。

参 考サイト

BUSINESS ■ SQUARE （by 全国中小企業団体中央会）
 http://www.chuokai.or.jp/

J－Net21 中小企業ビジネス支援サイト （by中小企業基盤整備機構）
http://j-net21.smrj.go.jp/

愛知県立名古屋高等技術専門学校
名古屋市北区安井2-4-48　TEL.052・917・6711

ホームページ作成、機械CAD・建築CAD入門、Photo Shop 基礎など。オーダーメイド型スキルアップセミナー（機械加工、溶接技術、板金技術、IT関連技術、建築設計技術）

愛知県立岡崎高等技術専門学校
岡崎市美合町字平端24　TEL.0564・51・0775　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立一宮高等技術専門学校
一宮市浅井町西浅井字北山762-1　TEL.0586・51・1251　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立窯業高等技術専門学校
瀬戸市南山口町538　TEL.0561・21・6666　下絵付け／染付

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018　危険予知訓練、Excel基礎・応用、品質管理、作業改善、規矩術講座、建築CAD入門

愛知県立高浜高等技術専門学校
高浜市碧海町4-1-6　TEL.0566・53・0031　第2種電気工事士技能講座、液化石油ガス設備技能講座

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018／ FAX.0533・93・4267

県立高等技術専門学校

愛知県立高等技術専門校
（名古屋、岡崎、一宮、
高浜、東三河、窯業）

あいち産業科学技術
総合センター

愛知県職業能力
開発協会

社団法人
愛知県技能士会連合会

県内6ヶ所の高等技術専門校にて、新卒者・離転職者
及び在職者を対象に職業訓練を実施しています。
〈主な訓練コース〉【在職者訓練】
●建築CAD入門、機械CAD製図、シーケンス制御基
礎、ガス溶接法等の基礎
●第二種電気工事士技能講座、液化石油ガス設備
士技能講座、危険予知、作業改善
●Webで情報発信、上絵付(窯業)　等
※その他、企業の要望に沿った内容を設定し、従業員
のスキルアップを図るためのオーダーメイド型も実施
※障害者向けの在職者訓練は愛知障害者職業能力
開発校で実施しています

産業構造の著しい変化や多様化する技術ニーズに対
応するための技術人材の育成や技術相談、製品・原材
料の分析等を行っています。
〈主な研修コース〉
●航空宇宙技術者育成研修・初級コース（3日間コース）
●航空宇宙技術者育成研修・5軸加工専門コース（5
日間コース）
〈研修生の受け入れ〉
技術の修得・研究のため研修生の受け入れを行ってい
ます。研修生は一定期間センター研究員の指導・助言
を受けることができます。

技能検定などの職業能力評価の専門機関であるととも
に、職業能力開発に関する様 な々情報提供、相談援助等
を通じて働く人々の「キャリア形成支援」を行っています。
〈主な訓練コース〉
●ＴＷＩ（Training Within Industry／企業内訓練 ）監
督者訓練・・・監督者の基本教育
●階層別訓練（新入社員教育、新入社員フォローアップ
講習、営業担当者講習、若手社員教育（WSTC/製造
業）、中堅社員講習、職長訓練Ⅰ・Ⅱ、管理者訓練Ⅰ・Ⅱ、事
務系管理者講習、営業管理者講習、監督者安全衛生
教育、次世代中核社員養成講習、リーダー養成講座）
●機能別訓練（社会保険等実務講習、クレーム応対
向上講習、人事考課者講習、品質管理講習）
●パソコン講習（ビジネス現場の情報リテラシー演習、
Excel基礎・応用Ⅰ＆Ⅱ・マクロVBA入門・関数、Word基
礎・応用、Access基礎・応用Ⅰ＆Ⅱ、PowerPoint基礎・
応用、ホームページ入門（HTMLとCSS)、パソコントラ
ブルシューティング、情報セキュリティ、オフィスソフト間
連携、ネットワーク入門、インターネットと電子メール）
●オーダーメイドの講習（例、生産管理のコツ、折衝・交
渉力強化、コミュニケーションスキルアップ研修）

技能の開発向上に関する職業訓練、研修等を実施し
ています。
〈主な訓練コース〉
●ビジネスマナー、傾聴訓練、プレゼンテーショントレーニング
●IE講習、VE講習、危険予知訓練
●カウンセリング講習、コーチング講習、CAD講習
●1級・2級技能検定試験準備講習会
●クラウドを活用した「できる営業」育成研修、数字に
強く利益を出す「できる幹部社員」育成研修、上手な
「叱り方」・「叱られ方」研修　等

愛知県産業労働部
産業人材育成室
公共訓練グループ
052-954-6364
http://www.pref.aichi.jp/shugyo/

あいち産業科学技術総合センター
産業技術センター
総合技術支援・人材育成室
448-0013
刈谷市恩田町1-157-1
0566-24-1841
http://www.aichi-inst.jp/sangyou/

451-0035
名古屋市西区浅間2丁目3番14号
愛知県職業訓練会館内
052-524-2031
http://www.avada.or.jp/

451-0035
名古屋市西区浅間2丁目3番14号
愛知県職業訓練会館内
052-524-4423
http://www.ginou.or.jp/

ポリテクセンター中部

中小企業大学校瀬戸校

商工会議所

中小企業等の人材育成を支援するための、ものづくり
分野の生産性向上に必要な技能を修得できる訓練を
実施しています。
約190の講座が2日間～4日間のコースで行われてい
ます。
〈主な訓練コース〉
●機械系（機械設計、機械加工、金属加工/成形加
工、制御システム設計、測定・検査、生産設備保全、工
場管理など）
●電気・電子系（回路設計技術、マイコン制御技術、計
測技術、自動制御技術、シーケンス制御技術、FAシス
テム技術、電気設備・通信施工技術など）
●居住系（設計・開発、工事・施工など）

主に中小企業の経営者、後継者、管理者を対象とした
研修を実施。３～4日間の短期コースと6ヶ月の長期養
成コースがあります。
〈主な研修コース〉
●養成型研修（工場管理者養成コース、経営管理者
養成コース）
●企業経営・経営戦略分野（企業風土改革の進め
方、次世代幹部のための戦略構築、海外取引の契約
実務とプレゼンテーションなど）
●能力開発（プレイングマネージャーの仕事術、管理者
のための部下育成など）
●人事・組織（組織を活かすコミュニケーション講座、力
を引き出すチームワークの高め方など）
●財務管理（経営に活かす決算書の活用法、経営力
を高める管理会計など）
●販売・マーケティング・商品開発（会社を発展させる新
商品開発の進め方、顧客ニーズの掘り起こしと新規開
拓の進め方、強い営業チームをつくるコーチングなど）
●生産管理（コストダウンのための現場改善、生産計画
の立て方と工程管理、購買・仕入れコスト削減法など）

各地区の商工業者を会員とする総合経済団体。それ
ぞれの地域のニーズに応じて階層別・テーマ別に幅広
い研修コースが設定されています。
〈主な研修コース〉【過去の名古屋商工会議所の例】
●一般・中堅社員向け（電話応対ステップアップ応用
編、事務管理部門の改善と進め方など）
●管理者向け（新任・初級管理者マネジメント基礎講
座、問題解決とリーダーシップ、賃金セミナーなど）
●営業・販売関係（若手営業実践力向上講座、セール
スコーチングスキルアップなど）
●財務・経理関係（経理事務基礎、決算書のやさしい
読み方など）
●総務・人事・労務関係（社会保険実務入門講座、総
務・人事スタッフ実務基礎など）
●ビジネス文書の書き方など

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構
愛知県職業訓練支援センター
中部職業能力開発促進センター
ポリテクセンター中部
485-0825
愛知県小牧市下末1636-2
0568-79-0555　
http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/

独立行政法人
中小企業基盤整備機構
中小企業大学校瀬戸校
489-0001
瀬戸市川平町79番地
0561-48-3400（代表）
0561-48-3401（研修）
http://www.smrj.go.jp/inst/seto/

※お問い合わせは、各地区商工会
議所へ

愛知県内の商工会議所一覧
http://www.aichipf-cci.jp/

経営理念・ビジョン

OJT

支援機関の名称 主なサポートの内容 問い合わせ先 支援機関の名称 主なサポートの内容 問い合わせ先
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愛知県職業能力開発協会
〒451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14

（企画業務課・総務）TEL.052・524・2031　（企画業務課・能力開発担当）TEL.052・524・2033
　http://www.avada.or.jp/

TWI監督者訓練や階層別訓練（新人、若手社員、職長、管理者、中堅社員、リーダー、次世代中核社員）、
機能別訓練（人事考課者訓練、品質管理講習、営業マネジメント、営業管理者教育など）、他にもパソコン研修指導者講習など行っている。

※記載の講座等については平成23年度開催分のため、変更の可能性があります。利用の際は各関係機関にご確認をお願いします。 ※記載の講座等については変更の可能性があります。利用の際は各関係機関にご確認をお願い致します。

人材育成

主な人材育成支援 機 関 あいち産業科学技術総合センター （旧愛知県産業技術研究所）
〒470-0356　豊田市八草町秋合1267-1　TEL.0561・76・8301　http://.aichi-inst.jp/

中小中堅企業の技術開発支援はもとより、先端企業の研究開発も支援する総合的な研究開発支援機関。研修生の受け入れも行っている。

公益財団法人あいち産業振興機構
〒450-0002　名古屋市中村区名駅四丁目4番38号　TEL.052・715・3061　http://www.aibsc.jp/

中小企業のためのワンストップサービス機関。電気設備の基本セミナー、なぜなぜ分析トレーニング、中国とのビジネスマッチングセミナー、
B2Bwebマスター養成講座、現場ムダ取りから作業性改善講座などがある。

財団法人愛知県労働協会
〒450-0002　名古屋市中村区名駅4丁目4番38号 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）

TEL.052・485・7151　http://www.ailabor.or.jp/
労働関係の情報提供、労働相談、適職検査などを行っている。

その一環として人材育成セミナー（ビジネスマナー、プレゼンテーションスキル研修など）も開催。

各地区の商工会議所・商工会など
各商工会議所・商工会ごとに以下の研修・セミナー等が行われている。

新人研修、ビジネスマナーセミナー、営業研修、チームーリーダー養成、労務・経理講座、メンタルヘルス対策、経営革新セミナー、創業支援、事業承継セミナー　他
※お問い合わせは、各地区商工会議所・商工会まで

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ポリテクセンター中部
〒485-0825｠小牧市下末1636-2　TEL.0568・79・0511　http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/
能力開発セミナーとして機械系（機械設計、機械加工、金属加工/成型加工、制御システム設計、測定・検査、生産設備保全、工場管理）や

電気・電子系（回路設計技術、マイコン制御技術、計測技術、自動制御技術、シーケンス制御技術、FAシステム技術、電気設備・通信施工技術）や
居住系(設計・開発、工事・施工)など190近くの講座が2日間～4日間のコースで行われている。
また、東海能力開発大学校や北陸能力開発大学校のセミナーが開催されることもある。

中小企業大学校瀬戸校
〒489-0001　瀬戸市川平町79番地　TEL.0561・48・3400（代表）／0561・48・3401（研修）

http://www.smrj.go.jp/inst/seto/
半年間かけて行う養成型研修（工場管理者養成コース、経営管理者養成コース）と2日～4日間の研修コースがある。短期の研修コースには、

企業経営・経営戦略（企業風土改革、次世代幹部の戦略、新市場開拓、海外取引）や能力開発（リーダーシップ、マネジメント）、
人事・組織（コミュニケーション）、財務管理（決算書の活用、管理会計）、販売・マーケティング・商品開発（新規開拓の進め方、
営業力強化、コーチング）生産管理（生産計画と工程管理、5Sと見える化、品質管理、購買・仕入れコストの削減）などがある。

独立行政法人  中小企業基盤整備機構 中部支部
〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階
TEL.052・201・3003（代表）  http://www.smrj.go.jp/chubu/

キャリア形成促進助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に
訓練に要した経費および訓練実施期間中の賃金の一部等を助成する。

助 成 金

中小企業雇用創出等能力開発助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者等が雇用する労働者に
職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成する。

成長分野等人材育成支援事業
愛知県労働局職業対策課　TEL.052・219・5507／最寄りのハローワーク

健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した場合、事業主が負担した訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給するもの。

参 考サイト

BUSINESS ■ SQUARE （by 全国中小企業団体中央会）
 http://www.chuokai.or.jp/

J－Net21 中小企業ビジネス支援サイト （by中小企業基盤整備機構）
http://j-net21.smrj.go.jp/

愛知県立名古屋高等技術専門学校
名古屋市北区安井2-4-48　TEL.052・917・6711

ホームページ作成、機械CAD・建築CAD入門、Photo Shop 基礎など。オーダーメイド型スキルアップセミナー（機械加工、溶接技術、板金技術、IT関連技術、建築設計技術）

愛知県立岡崎高等技術専門学校
岡崎市美合町字平端24　TEL.0564・51・0775　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立一宮高等技術専門学校
一宮市浅井町西浅井字北山762-1　TEL.0586・51・1251　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立窯業高等技術専門学校
瀬戸市南山口町538　TEL.0561・21・6666　下絵付け／染付

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018　危険予知訓練、Excel基礎・応用、品質管理、作業改善、規矩術講座、建築CAD入門

愛知県立高浜高等技術専門学校
高浜市碧海町4-1-6　TEL.0566・53・0031　第2種電気工事士技能講座、液化石油ガス設備技能講座

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018／ FAX.0533・93・4267

県立高等技術専門学校

愛知県立高等技術専門校
（名古屋、岡崎、一宮、
高浜、東三河、窯業）

あいち産業科学技術
総合センター

愛知県職業能力
開発協会

社団法人
愛知県技能士会連合会

県内6ヶ所の高等技術専門校にて、新卒者・離転職者
及び在職者を対象に職業訓練を実施しています。
〈主な訓練コース〉【在職者訓練】
●建築CAD入門、機械CAD製図、シーケンス制御基
礎、ガス溶接法等の基礎
●第二種電気工事士技能講座、液化石油ガス設備
士技能講座、危険予知、作業改善
●Webで情報発信、上絵付(窯業)　等
※その他、企業の要望に沿った内容を設定し、従業員
のスキルアップを図るためのオーダーメイド型も実施
※障害者向けの在職者訓練は愛知障害者職業能力
開発校で実施しています

産業構造の著しい変化や多様化する技術ニーズに対
応するための技術人材の育成や技術相談、製品・原材
料の分析等を行っています。
〈主な研修コース〉
●航空宇宙技術者育成研修・初級コース（3日間コース）
●航空宇宙技術者育成研修・5軸加工専門コース（5
日間コース）
〈研修生の受け入れ〉
技術の修得・研究のため研修生の受け入れを行ってい
ます。研修生は一定期間センター研究員の指導・助言
を受けることができます。

技能検定などの職業能力評価の専門機関であるととも
に、職業能力開発に関する様 な々情報提供、相談援助等
を通じて働く人々の「キャリア形成支援」を行っています。
〈主な訓練コース〉
●ＴＷＩ（Training Within Industry／企業内訓練 ）監
督者訓練・・・監督者の基本教育
●階層別訓練（新入社員教育、新入社員フォローアップ
講習、営業担当者講習、若手社員教育（WSTC/製造
業）、中堅社員講習、職長訓練Ⅰ・Ⅱ、管理者訓練Ⅰ・Ⅱ、事
務系管理者講習、営業管理者講習、監督者安全衛生
教育、次世代中核社員養成講習、リーダー養成講座）
●機能別訓練（社会保険等実務講習、クレーム応対
向上講習、人事考課者講習、品質管理講習）
●パソコン講習（ビジネス現場の情報リテラシー演習、
Excel基礎・応用Ⅰ＆Ⅱ・マクロVBA入門・関数、Word基
礎・応用、Access基礎・応用Ⅰ＆Ⅱ、PowerPoint基礎・
応用、ホームページ入門（HTMLとCSS)、パソコントラ
ブルシューティング、情報セキュリティ、オフィスソフト間
連携、ネットワーク入門、インターネットと電子メール）
●オーダーメイドの講習（例、生産管理のコツ、折衝・交
渉力強化、コミュニケーションスキルアップ研修）

技能の開発向上に関する職業訓練、研修等を実施し
ています。
〈主な訓練コース〉
●ビジネスマナー、傾聴訓練、プレゼンテーショントレーニング
●IE講習、VE講習、危険予知訓練
●カウンセリング講習、コーチング講習、CAD講習
●1級・2級技能検定試験準備講習会
●クラウドを活用した「できる営業」育成研修、数字に
強く利益を出す「できる幹部社員」育成研修、上手な
「叱り方」・「叱られ方」研修　等

愛知県産業労働部
産業人材育成室
公共訓練グループ
052-954-6364
http://www.pref.aichi.jp/shugyo/

あいち産業科学技術総合センター
産業技術センター
総合技術支援・人材育成室
448-0013
刈谷市恩田町1-157-1
0566-24-1841
http://www.aichi-inst.jp/sangyou/

451-0035
名古屋市西区浅間2丁目3番14号
愛知県職業訓練会館内
052-524-2031
http://www.avada.or.jp/

451-0035
名古屋市西区浅間2丁目3番14号
愛知県職業訓練会館内
052-524-4423
http://www.ginou.or.jp/

ポリテクセンター中部

中小企業大学校瀬戸校

商工会議所

中小企業等の人材育成を支援するための、ものづくり
分野の生産性向上に必要な技能を修得できる訓練を
実施しています。
約190の講座が2日間～4日間のコースで行われてい
ます。
〈主な訓練コース〉
●機械系（機械設計、機械加工、金属加工/成形加
工、制御システム設計、測定・検査、生産設備保全、工
場管理など）
●電気・電子系（回路設計技術、マイコン制御技術、計
測技術、自動制御技術、シーケンス制御技術、FAシス
テム技術、電気設備・通信施工技術など）
●居住系（設計・開発、工事・施工など）

主に中小企業の経営者、後継者、管理者を対象とした
研修を実施。３～4日間の短期コースと6ヶ月の長期養
成コースがあります。
〈主な研修コース〉
●養成型研修（工場管理者養成コース、経営管理者
養成コース）
●企業経営・経営戦略分野（企業風土改革の進め
方、次世代幹部のための戦略構築、海外取引の契約
実務とプレゼンテーションなど）
●能力開発（プレイングマネージャーの仕事術、管理者
のための部下育成など）
●人事・組織（組織を活かすコミュニケーション講座、力
を引き出すチームワークの高め方など）
●財務管理（経営に活かす決算書の活用法、経営力
を高める管理会計など）
●販売・マーケティング・商品開発（会社を発展させる新
商品開発の進め方、顧客ニーズの掘り起こしと新規開
拓の進め方、強い営業チームをつくるコーチングなど）
●生産管理（コストダウンのための現場改善、生産計画
の立て方と工程管理、購買・仕入れコスト削減法など）

各地区の商工業者を会員とする総合経済団体。それ
ぞれの地域のニーズに応じて階層別・テーマ別に幅広
い研修コースが設定されています。
〈主な研修コース〉【過去の名古屋商工会議所の例】
●一般・中堅社員向け（電話応対ステップアップ応用
編、事務管理部門の改善と進め方など）
●管理者向け（新任・初級管理者マネジメント基礎講
座、問題解決とリーダーシップ、賃金セミナーなど）
●営業・販売関係（若手営業実践力向上講座、セール
スコーチングスキルアップなど）
●財務・経理関係（経理事務基礎、決算書のやさしい
読み方など）
●総務・人事・労務関係（社会保険実務入門講座、総
務・人事スタッフ実務基礎など）
●ビジネス文書の書き方など

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構
愛知県職業訓練支援センター
中部職業能力開発促進センター
ポリテクセンター中部
485-0825
愛知県小牧市下末1636-2
0568-79-0555　
http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/

独立行政法人
中小企業基盤整備機構
中小企業大学校瀬戸校
489-0001
瀬戸市川平町79番地
0561-48-3400（代表）
0561-48-3401（研修）
http://www.smrj.go.jp/inst/seto/

※お問い合わせは、各地区商工会
議所へ

愛知県内の商工会議所一覧
http://www.aichipf-cci.jp/

経営理念・ビジョン

OJT

支援機関の名称 主なサポートの内容 問い合わせ先 支援機関の名称 主なサポートの内容 問い合わせ先
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愛知県職業能力開発協会
〒451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14

（企画業務課・総務）TEL.052・524・2031　（企画業務課・能力開発担当）TEL.052・524・2033
　http://www.avada.or.jp/

TWI監督者訓練や階層別訓練（新人、若手社員、職長、管理者、中堅社員、リーダー、次世代中核社員）、
機能別訓練（人事考課者訓練、品質管理講習、営業マネジメント、営業管理者教育など）、他にもパソコン研修指導者講習など行っている。

※記載の講座等については平成23年度開催分のため、変更の可能性があります。利用の際は各関係機関にご確認をお願いします。

※記載は平成24年3月現在のものです。改訂等の可能性がありますので利用の際は各関係機関へご照会下さい。

人材育成に関する主要 補 助 金・助成 金

人材育成の 参 考となるサイト

あいち産業科学技術総合センター （旧愛知県産業技術研究所）
〒470-0356　豊田市八草町秋合1267-1　TEL.0561・76・8301　http://.aichi-inst.jp/

中小中堅企業の技術開発支援はもとより、先端企業の研究開発も支援する総合的な研究開発支援機関。研修生の受け入れも行っている。

公益財団法人あいち産業振興機構
〒450-0002　名古屋市中村区名駅四丁目4番38号　TEL.052・715・3061　http://www.aibsc.jp/

中小企業のためのワンストップサービス機関。電気設備の基本セミナー、なぜなぜ分析トレーニング、中国とのビジネスマッチングセミナー、
B2Bwebマスター養成講座、現場ムダ取りから作業性改善講座などがある。

財団法人愛知県労働協会
〒450-0002　名古屋市中村区名駅4丁目4番38号 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）

TEL.052・485・7151　http://www.ailabor.or.jp/
労働関係の情報提供、労働相談、適職検査などを行っている。

その一環として人材育成セミナー（ビジネスマナー、プレゼンテーションスキル研修など）も開催。

各地区の商工会議所・商工会など
各商工会議所・商工会ごとに以下の研修・セミナー等が行われている。

新人研修、ビジネスマナーセミナー、営業研修、チームーリーダー養成、労務・経理講座、メンタルヘルス対策、経営革新セミナー、創業支援、事業承継セミナー　他
※お問い合わせは、各地区商工会議所・商工会まで

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ポリテクセンター中部
〒485-0825｠小牧市下末1636-2　TEL.0568・79・0511　http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/
能力開発セミナーとして機械系（機械設計、機械加工、金属加工/成型加工、制御システム設計、測定・検査、生産設備保全、工場管理）や

電気・電子系（回路設計技術、マイコン制御技術、計測技術、自動制御技術、シーケンス制御技術、FAシステム技術、電気設備・通信施工技術）や
居住系(設計・開発、工事・施工)など190近くの講座が2日間～4日間のコースで行われている。
また、東海能力開発大学校や北陸能力開発大学校のセミナーが開催されることもある。

中小企業大学校瀬戸校
〒489-0001　瀬戸市川平町79番地　TEL.0561・48・3400（代表）／0561・48・3401（研修）

http://www.smrj.go.jp/inst/seto/
半年間かけて行う養成型研修（工場管理者養成コース、経営管理者養成コース）と2日～4日間の研修コースがある。短期の研修コースには、

企業経営・経営戦略（企業風土改革、次世代幹部の戦略、新市場開拓、海外取引）や能力開発（リーダーシップ、マネジメント）、
人事・組織（コミュニケーション）、財務管理（決算書の活用、管理会計）、販売・マーケティング・商品開発（新規開拓の進め方、
営業力強化、コーチング）生産管理（生産計画と工程管理、5Sと見える化、品質管理、購買・仕入れコストの削減）などがある。

独立行政法人  中小企業基盤整備機構 中部支部
〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階
TEL.052・201・3003（代表）  http://www.smrj.go.jp/chubu/

キャリア形成促進助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に
訓練に要した経費および訓練実施期間中の賃金の一部等を助成する。

助成 金

中小企業雇用創出等能力開発助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者等が雇用する労働者に
職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成する。

成長分野等人材育成支援事業
愛知県労働局職業対策課　TEL.052・219・5507／最寄りのハローワーク

健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した場合、事業主が負担した訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給するもの。

参 考サイト

BUSINESS ■ SQUARE （by 全国中小企業団体中央会）
 http://www.chuokai.or.jp/

J－Net21 中小企業ビジネス支援サイト （by中小企業基盤整備機構）
http://j-net21.smrj.go.jp/

愛知県立名古屋高等技術専門学校
名古屋市北区安井2-4-48　TEL.052・917・6711

ホームページ作成、機械CAD・建築CAD入門、Photo Shop 基礎など。オーダーメイド型スキルアップセミナー（機械加工、溶接技術、板金技術、IT関連技術、建築設計技術）

愛知県立岡崎高等技術専門学校
岡崎市美合町字平端24　TEL.0564・51・0775　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立一宮高等技術専門学校
一宮市浅井町西浅井字北山762-1　TEL.0586・51・1251　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立窯業高等技術専門学校
瀬戸市南山口町538　TEL.0561・21・6666　下絵付け／染付

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018　危険予知訓練、Excel基礎・応用、品質管理、作業改善、規矩術講座、建築CAD入門

愛知県立高浜高等技術専門学校
高浜市碧海町4-1-6　TEL.0566・53・0031　第2種電気工事士技能講座、液化石油ガス設備技能講座

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018／ FAX.0533・93・4267

県立高等技術専門学校

認定訓練助成
事業費補助金

教育訓練給付金

キャリア形成
促進助成金
＜一般職業訓練＞
（訓練等支援給付金）

中小企業雇用
創出等
能力開発助成金

J-Net２１

BUSINESS■
SQUARE

○対象者
職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を
実施した中小企業事業主又はその団体
○対象経費
訓練の実施に要した運営費、設備費、施設費

※補助金の申請に先立ち対象となる訓練の認
定を受ける必要があります。

○対象者
雇用保険の被保険者であった期間が３年以上
（初回受給に限り、被保険者期間１年以上で受
給可能）ある一般被保険者又は一般被保険者で
あった者（所定の要件を満たすもの）で厚生労働
大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した者
○対象経費 入学料、受講料（最大１年分）

○対象者
OFF-JT による職業訓練を10時間以上行う中
小企業事業主
○対象経費
訓練の実施に要した部外講師謝金、施設費、教
材費、入学金、受講料、賃金など
※事前に、職業能力開発推進者を選任し、労働
組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計
画及び年間職業能力開発計画を作成し、管轄
する労働局に申請する必要があります。

○対象者
事業の高度化等に必要な職業能力の開発及び
向上の改善計画について、愛知県知事の認定
を受けた中小企業事業主であって、能力開発の
ための事業所内外での職業訓練を行う事業主
○対象経費
訓練の実施に要した部外講師謝金、施設費、教
材費、入学金、受講料、賃金など
※事前に、職業能力開発推進者を選任し、労働
組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計
画及び年間職業能力開発計画を作成し、管轄
する労働局に申請する必要があります。

○補助率
　2/3 以内

○補助額
　上限額10 万円
○補助率
　20%

○助成率
　経費助成　1/3
　賃金助成　1/3

○助成率
　経費助成　1/2
　賃金助成　1/2

＜補助金＞
愛知県産業労働部
産業人材育成室
人材育成・技能振興グループ
052-954-6365
＜認定＞
愛知県立名古屋高等技術
専門校  開発援助課
052-917-6713

最寄のハローワーク
（公共職業安定所） 
http://www.mhlw.go.jp/
bunya/nouryoku/kyouiku/

愛知労働局
あいち雇用助成室
052-688-5758 
http://www.mhlw.go.jp/
general/seido/josei/
kyufukin/d01-1.html 

愛知労働局
あいち雇用助成室
052-688-5758 
http://www.mhlw.go.jp/
general/seido/josei/
kyufukin/dl/d01-1j.pdf 

経営理念・ビジョン

OJT

補助金・助成金の名称 対象者、対象経費 補助額、補助・助成率 問い合わせ先・参考サイト

中小企業ビジネス支援サイト
公的機関の支援情報を中心に、中小企
業の経営に関する情報を提供することを
目的とするサイトでです。

中小企業連携組織の情報サイト
全国中小企業団体中央会の助成事業
や先進組合の事例が紹介されています。

http://j-net21.smrj.go.jp

http://www.chuokai.or.jp

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

全国中小企業団体中央会

サイト名称 アドレス 運営機関概　　　要

TEL.052-954-6365
URL  http://www.pref.aichi.jp/shugyo/

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

取材・編集／株式会社日本マンパワー　   平成24年3月発行

愛知県産業労働部
労政担当局  就業促進課
産業人材育成室
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愛知県職業能力開発協会
〒451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14

（企画業務課・総務）TEL.052・524・2031　（企画業務課・能力開発担当）TEL.052・524・2033
　http://www.avada.or.jp/

TWI監督者訓練や階層別訓練（新人、若手社員、職長、管理者、中堅社員、リーダー、次世代中核社員）、
機能別訓練（人事考課者訓練、品質管理講習、営業マネジメント、営業管理者教育など）、他にもパソコン研修指導者講習など行っている。

※記載の講座等については平成23年度開催分のため、変更の可能性があります。利用の際は各関係機関にご確認をお願いします。

※記載は平成24年3月現在のものです。改訂等の可能性がありますので利用の際は各関係機関へご照会下さい。

人材育成に関する主要 補 助 金・助成 金

人材育成の 参 考となるサイト

あいち産業科学技術総合センター （旧愛知県産業技術研究所）
〒470-0356　豊田市八草町秋合1267-1　TEL.0561・76・8301　http://.aichi-inst.jp/

中小中堅企業の技術開発支援はもとより、先端企業の研究開発も支援する総合的な研究開発支援機関。研修生の受け入れも行っている。

公益財団法人あいち産業振興機構
〒450-0002　名古屋市中村区名駅四丁目4番38号　TEL.052・715・3061　http://www.aibsc.jp/

中小企業のためのワンストップサービス機関。電気設備の基本セミナー、なぜなぜ分析トレーニング、中国とのビジネスマッチングセミナー、
B2Bwebマスター養成講座、現場ムダ取りから作業性改善講座などがある。

財団法人愛知県労働協会
〒450-0002　名古屋市中村区名駅4丁目4番38号 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）

TEL.052・485・7151　http://www.ailabor.or.jp/
労働関係の情報提供、労働相談、適職検査などを行っている。

その一環として人材育成セミナー（ビジネスマナー、プレゼンテーションスキル研修など）も開催。

各地区の商工会議所・商工会など
各商工会議所・商工会ごとに以下の研修・セミナー等が行われている。

新人研修、ビジネスマナーセミナー、営業研修、チームーリーダー養成、労務・経理講座、メンタルヘルス対策、経営革新セミナー、創業支援、事業承継セミナー　他
※お問い合わせは、各地区商工会議所・商工会まで

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ポリテクセンター中部
〒485-0825｠小牧市下末1636-2　TEL.0568・79・0511　http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/
能力開発セミナーとして機械系（機械設計、機械加工、金属加工/成型加工、制御システム設計、測定・検査、生産設備保全、工場管理）や

電気・電子系（回路設計技術、マイコン制御技術、計測技術、自動制御技術、シーケンス制御技術、FAシステム技術、電気設備・通信施工技術）や
居住系(設計・開発、工事・施工)など190近くの講座が2日間～4日間のコースで行われている。
また、東海能力開発大学校や北陸能力開発大学校のセミナーが開催されることもある。

中小企業大学校瀬戸校
〒489-0001　瀬戸市川平町79番地　TEL.0561・48・3400（代表）／0561・48・3401（研修）

http://www.smrj.go.jp/inst/seto/
半年間かけて行う養成型研修（工場管理者養成コース、経営管理者養成コース）と2日～4日間の研修コースがある。短期の研修コースには、

企業経営・経営戦略（企業風土改革、次世代幹部の戦略、新市場開拓、海外取引）や能力開発（リーダーシップ、マネジメント）、
人事・組織（コミュニケーション）、財務管理（決算書の活用、管理会計）、販売・マーケティング・商品開発（新規開拓の進め方、
営業力強化、コーチング）生産管理（生産計画と工程管理、5Sと見える化、品質管理、購買・仕入れコストの削減）などがある。

独立行政法人  中小企業基盤整備機構 中部支部
〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階
TEL.052・201・3003（代表）  http://www.smrj.go.jp/chubu/

キャリア形成促進助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に
訓練に要した経費および訓練実施期間中の賃金の一部等を助成する。

助 成 金

中小企業雇用創出等能力開発助成金
愛知労働局職業対策課雇用助成室　TEL.052・688・5758

都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者等が雇用する労働者に
職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成する。

成長分野等人材育成支援事業
愛知県労働局職業対策課　TEL.052・219・5507／最寄りのハローワーク

健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した場合、事業主が負担した訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給するもの。

参 考サイト

BUSINESS ■ SQUARE （by 全国中小企業団体中央会）
 http://www.chuokai.or.jp/

J－Net21 中小企業ビジネス支援サイト （by中小企業基盤整備機構）
http://j-net21.smrj.go.jp/

愛知県立名古屋高等技術専門学校
名古屋市北区安井2-4-48　TEL.052・917・6711

ホームページ作成、機械CAD・建築CAD入門、Photo Shop 基礎など。オーダーメイド型スキルアップセミナー（機械加工、溶接技術、板金技術、IT関連技術、建築設計技術）

愛知県立岡崎高等技術専門学校
岡崎市美合町字平端24　TEL.0564・51・0775　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立一宮高等技術専門学校
一宮市浅井町西浅井字北山762-1　TEL.0586・51・1251　Excel基礎・応用・ビジネス活用、CAD入門・応用

愛知県立窯業高等技術専門学校
瀬戸市南山口町538　TEL.0561・21・6666　下絵付け／染付

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018　危険予知訓練、Excel基礎・応用、品質管理、作業改善、規矩術講座、建築CAD入門

愛知県立高浜高等技術専門学校
高浜市碧海町4-1-6　TEL.0566・53・0031　第2種電気工事士技能講座、液化石油ガス設備技能講座

愛知県立東三河高等技術専門学校
豊川市一宮町上新切33-4　TEL.0533・93・2018／ FAX.0533・93・4267

県立高等技術専門学校

認定訓練助成
事業費補助金

教育訓練給付金

キャリア形成
促進助成金
＜一般職業訓練＞
（訓練等支援給付金）

中小企業雇用
創出等
能力開発助成金

J-Net２１

BUSINESS■
SQUARE

○対象者
職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を
実施した中小企業事業主又はその団体
○対象経費
訓練の実施に要した運営費、設備費、施設費

※補助金の申請に先立ち対象となる訓練の認
定を受ける必要があります。

○対象者
雇用保険の被保険者であった期間が３年以上
（初回受給に限り、被保険者期間１年以上で受
給可能）ある一般被保険者又は一般被保険者で
あった者（所定の要件を満たすもの）で厚生労働
大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した者
○対象経費 入学料、受講料（最大１年分）

○対象者
OFF-JT による職業訓練を10時間以上行う中
小企業事業主
○対象経費
訓練の実施に要した部外講師謝金、施設費、教
材費、入学金、受講料、賃金など
※事前に、職業能力開発推進者を選任し、労働
組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計
画及び年間職業能力開発計画を作成し、管轄
する労働局に申請する必要があります。

○対象者
事業の高度化等に必要な職業能力の開発及び
向上の改善計画について、愛知県知事の認定
を受けた中小企業事業主であって、能力開発の
ための事業所内外での職業訓練を行う事業主
○対象経費
訓練の実施に要した部外講師謝金、施設費、教
材費、入学金、受講料、賃金など
※事前に、職業能力開発推進者を選任し、労働
組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計
画及び年間職業能力開発計画を作成し、管轄
する労働局に申請する必要があります。

○補助率
　2/3 以内

○補助額
　上限額10 万円
○補助率
　20%

○助成率
　経費助成　1/3
　賃金助成　1/3

○助成率
　経費助成　1/2
　賃金助成　1/2

＜補助金＞
愛知県産業労働部
産業人材育成室
人材育成・技能振興グループ
052-954-6365
＜認定＞
愛知県立名古屋高等技術
専門校  開発援助課
052-917-6713

最寄のハローワーク
（公共職業安定所） 
http://www.mhlw.go.jp/
bunya/nouryoku/kyouiku/

愛知労働局
あいち雇用助成室
052-688-5758 
http://www.mhlw.go.jp/
general/seido/josei/
kyufukin/d01-1.html 

愛知労働局
あいち雇用助成室
052-688-5758 
http://www.mhlw.go.jp/
general/seido/josei/
kyufukin/dl/d01-1j.pdf 

経営理念・ビジョン

OJT

補助金・助成金の名称 対象者、対象経費 補助額、補助・助成率 問い合わせ先・参考サイト

中小企業ビジネス支援サイト
公的機関の支援情報を中心に、中小企
業の経営に関する情報を提供することを
目的とするサイトでです。

中小企業連携組織の情報サイト
全国中小企業団体中央会の助成事業
や先進組合の事例が紹介されています。

http://j-net21.smrj.go.jp

http://www.chuokai.or.jp

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

全国中小企業団体中央会

サイト名称 アドレス 運営機関概　　　要

TEL.052-954-6365
URL  http://www.pref.aichi.jp/shugyo/

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

取材・編集／株式会社日本マンパワー　   平成24年3月発行

愛知県産業労働部
労政担当局  就業促進課
産業人材育成室



中小企業における

人材育成の手引き
Guidance of the personnel training in Small and medium enterprises.

Guidance of the personnel training

匠
の
技
の
伝
承

―
生
産
の
場
と
教
育
の
場
の
両
立

階層別（新入社員から管理まで）、機能別（人事考課・品質管理・
営業管理等）訓練、指導講習等

（特）愛知県職業能力開発協会

TEL.052-954-6365  FAX.052-954-6927
URL  http://www.pref.aichi.jp/shugyo/

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

取材・編集／株式会社日本マンパワー
平成24年3月発行

愛知県産業労働部
労政担当局
産業人材育成室
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