
 

【 公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター 】 

 令和３年度開催予定セミナー・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。 

今年度は、ウィズコロナの今とアフターコロナの将来に向けて、受講者が自

分自身を見直し、今、何をすべきか、何ができるかを考え、意識改革を図れる

ように、定員を少人数(２０名)にし、きめ細かく指導します。 

 会場は、１００名定員の当センター４階小ホールを使用して、「３密(密閉・

密集・密接)」を避けて開催します。 

(1) アイデア発想力強化コース（定員２０名 参加費 3,000 円） 

    激変する経営環境に柔軟に対応し、斬新なアイデアで問題を解決でき

る創造性が豊かな人材の育成を図ります。 

   ・開催日時 ６月１７日(木) 午前９時～午後５時 

・対 象 者 リーダー、中堅社員等 

  ・講  師 株式会社イサオファクトリー 細野浩一 先生 

(2) 中堅社員コース（定員２０名 参加費 3,000 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 ９月１４日(火)～１５日(水) 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 

(3) ＯＪＴトレーナー養成コース（定員２０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。 

   ・開催日時 ３月１１日(金) 午前９時～午後５時 

・対 象 者 ＯＪＴ担当(予定)者等 

  ・講  師 株式会社エム・イー・エル 佐藤康二 先生 

２ ＩＳＯマネジメントシステム内部監査員養成セミナー 

審査機関から講師を招き、2015 年版規格に基づく内部監査ができる人材の

養成を図ります。 

(1) ISO9001 内部監査員養成セミナー（定員２０名×２回 参加費 6,000 円） 

    ISO9001：2015 規格の解説と内部監査の進め方(監査の準備から報告ま

での内部監査の一巡を実践するための知識と技法）の指導をします。 

   ・開催日時 第１回 １月２５日(火)～２６日(水) 午前９時～午後５時 

・開催日時 第２回 １月２７日(木)～２８日(金) 午前９時～午後５時 

・対 象 者 栃木県南地域事業所で内部監査を担当する方等 

  ・講  師 株式会社ジェイ-ヴァック(審査機関) 森田裕之先生 



(2) ISO14001 内部監査員養成セミナー（定員２０名×２回 参加費 6,000 円） 

    ISO9001：2015 規格の解説と内部監査の進め方(監査の準備から報告ま

での内部監査の一巡を実践するための知識と技法）の指導をします。 

   ・開催日時 第１回 ２月１５日(火)～１６日(水) 午前９時～午後５時 

・開催日時 第２回 ２月１７日(木)～１８日(金) 午前９時～午後５時 

・対 象 者 栃木県南地域事業所で内部監査を担当する方等 

  ・講  師 株式会社ジェイ-ヴァック(審査機関) 森田裕之先生 

 

３ ５Ｓ勉強会 

足利５Ｓ学校と連携し、足利５Ｓ学校専属アドバイザー 鈴木浩也 先生を

講師に迎え、５Ｓ活動を支える、考えて行動できる人材の育成を図ります。 

 (1) 基礎コース（定員２０名×２回 参加費 3,000 円） 

    ５Ｓとは何か、なぜ必要なのかを知り、自主的に自立して３Ｓ（整理、

清掃、整頓）に取り組める人材を育成します。 

   ・開催日時 第１回 ５月２６日(水) 午前９時～正午 

・開催日時    第２回 ５月２６日(水) 午後１時～午後４時 

・対 象 者 新入社員、これから５Ｓを始める方、経験の浅い方 

・講  師 鈴木５Ｓコンサルティング株式会社 鈴木浩也 先生 

 (2) 実践コース（定員２０名 参加費 3,000 円） 

    ５Ｓを効果的・継続的に実践する方法を知り、職場の５Ｓ活動に貢献

できる人材を育成します。 

・開 催 日 １０月２７日(水) 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 鈴木５Ｓコンサルティング株式会社 鈴木浩也 先生 

 (3) リーダーコース（定員２０名 参加費 3,000 円） 

     ５Ｓの正しい進め方を知り、５Ｓ活動を通して、仕事が楽しい活力の

ある組織(会社・職場)づくりに貢献できる人材を育成します。 

・開 催 日 ２月９日(水) 午前９時～午後４時 

   ・対 象 者 管理監督者、５Ｓリーダー等、組織の５Ｓを任されている方 

   ・講  師 鈴木５Ｓコンサルティング株式会社 鈴木浩也 先生 

 

４ 共催セミナー及び勉強会 

   関東職業能力開発大学校との共催で３セミナー、高齢・障害・求職者雇

用支援機構栃木及び中小企業大学校との共催セミナーを開催します。 

   また、生産管理・工程管理等の課題に関する勉強会、デザインビスセミ

ナーを開催します。 

   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とな

ります。他のセミナー及び勉強会につきまいては、テーマ、日程が決まり

次第、ホームページでご案内します。 

 



 

【 公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター 】 

令和３年度セミナー・５Ｓ勉強会開催予定表 

 

※開催日時、講師につきましては変更する場合もあります。 

『 受講者の募集につきましては、ホームページとＥメールでご案内します。』 

【お願い】受講者募集案内など「人材育成事業のご案内」の電子メールでの送信をお願いしています。 

ご協力いただける場合、下記に記載してＦＡＸして下さい。 

貴   社   名  

社員教育ご担当者   役職          お名前 

メールアドレス  

地場産センター事業課  ＦＡＸ ０２８４－７１－５０９５ 

 
≪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≫ 

〒326-0032 栃木県足利市田中町 32 番地 11 

公益財団法人栃木県南地域地場産センター事業課 担当：井上 

TEL 0284-71-1141 FAX 71-5095 メールアドレス jibasan3@watv.ne.jp 

 

開催月 セミナー名 開催日時 

 
〇製造現場担当者の実践力向上セミナー 

（関東職業能力開発大学校と共催） 

１８日(火)～１９日(水) 

午前９時３０分～午後４時３０分 

５月 
●５Ｓ勉強会「基礎コース」（第１回） ２６日(水) 

午前９時～正午 

 
●５Ｓ勉強会「基礎コース」（第２回） ２６日(水) 

午後１時～４時 

６月 
●人材育成セミナー 

「アイデア発想力強化コース」 

１７日(木) 

午前９時～午後５時 

９月 
●人材育成セミナー「中堅社員コース」 １４日(火)～１５日(水) 

午前９時～午後５時 

１０月 

〇ヒューマンエラー対策実践セミナー 

（関東職業能力開発大学校と共催） 

１４日(木)～１５日(金) 

午前９時３０分～午後４時３０分 

●５Ｓ勉強会「実践コース」 ２７日(水) 

午前９～午後４時 

１月 

● ＩＳＯ９００１内部監査員養成セミナー 

（第１回） 

２５日(火）～２６日(水) 

午前９時～午後５時 

● ＩＳＯ９００１内部監査員養成セミナー 

(第２回） 

２７日(木)～２８日(金) 

午前９時～午後５時 

２月 

●５Ｓ勉強会「リーダーコース」 ９日(水) 

午前９時～午後４時 

● ＩＳＯ１４００１内部監査員養成セミナー 

（第１回） 

１５日(火）～１６日(水) 

午前９時～午後５時 

● ＩＳＯ１４００１内部監査員養成セミナー 

（第２回） 

１７日(木）～１８日(金) 

午前９時～午後５時 

〇仕事と人を動かす現場監督者の育成セミ

ナー(関東職業能力開発大学校と共催) 

１７日(木）～１８日(金) 

午前９時３０分～午後４時３０分 

３月 
●人材育成セミナー「ＯＪＴトレーナー養成コ

ース」 

１１日(金) 

午前９時～午後５時 


