
【講 師】
各分野第一線での専門知識・実務経験・指導経験を持ち、佐久地域の企業を熟知した
コーディネーターやアドバイザーが講師を担当。佐久地域企業のための人財教育です。

【講 座】
新入社員・管理職層・経営層・次世代エース・一般社員など各層のニーズに応える
プログラムを提供。

【少人数制】
中間管理職コース・経営者コースは定員10名、グループワークを取り入れた少人数
クラスによる丁寧な指導。

【出前講座】
階層別・テーマ別集合教育の他、各企業のニーズにカスタマイズした出前講座も実施。

【経営支援】
人財教育を起点に企業とのコミュニケーションや理解を深め、様々な経営支援へ展開。

【そ の 他】
佐久産業支援センター（SOIC）との連携により、佐久市全域と周辺地域をカバー。

佐久商工会議所



階層別研修〈中間管理職コース〉
ヒューマンスキル 全11回 （各講座定員10名）

講座名 開催日時 内 容
受講料（1名）

会 員 非会員

①管理職の心構え
（2時間）

8月30日(火)
15:00～17:00

経営者から何を期待されている
か。部下から何を求められてい
るか。管理職の存在意義を考え
る。

3,000円 ―

②コミュニケーション
スキル中級

（2時間×2回）

9月6日(火)
15:00～17:00

9月13日(火)
15:00～17:00

上司と部下の間でスムーズにコ
ミュニケーションをとるための
ノウハウ。 6,000円 ―

③プレゼンテーション
スキル中級

（2時間×2回）

9月20日(火)
15:00～17:00

10月4日(火)
15:00～17:00

プレゼンは説明ではなく「表
現」。思いをどう伝えるか、効
果的な資料作成から話し方まで。 6,000円 ―

④ファシリテーション
スキル

（2時間×2回）

10月11日(火)
15:00～17:00

10月18日(火)
15:00～17:00

従来の会議の在り方を見直し、
より効率よく議論を進めるノウ
ハウを学ぶ。 6,000円 ―

⑤リーダーシップと
マネジメントスキル
中級

（2時間）

11月1日(火)
15:00～17:00

先頭に立つだけがリーダーの役
割ではない。リーダーとマネジ
メントとの質の違いを考える。 3,000円 ―

⑥人材育成スキル中級
（2時間×2回）

11月8日(火)
15:00～17:00

11月15日(火)
15:00～17:00

さまざまな世代の部下をどうま
とめ、育てるか。目標管理や評
価の仕方も含めて解説。 6,000円 ―

⑦ビジネス法務
（2時間）

11月29日(火)
15:00～17:00

就業規則等の社内規程、契約業
務、輸出管理、最新コンプライ
アンス経営の実務を知る。

3,000円 ―

一括
30,000円

一括
70,000円

専門スキル 全8回 （各講座定員10名）

講座名 開催日時 内 容
受講料（1名）

会 員 非会員

⑧工場経営、品質改
善・コストダウン
の基礎

（2時間×2回）

9月1日(木)
15:00～17:00

9月15日(木)
15:00～17:00

生産計画、工程内品質・原価・日
程管理、工場内物流・在庫管理な
どの各論から様々な改善活動の進
め方まで。

5,000円 12,000円

⑨事業計画の作成
（2時間×2回）

10月13日(木)
15:00～17:00

10月27日(木)
15:00～17:00

会社の事業計画と自部門の計画に
整合性があるか。部門目標、重点
課題は何か。解決策・実行計画
は？予算・要員配置、組織強化・
部下の育成も学ぶ。

5,000円 12,000円

⑩製造現場の
リーダー力向上

（2時間×2回）

11月10日(木)
15:00～17:00

11月24日(木)
15:00～17:00

企業が生き残り発展する原動力と
なる現場リーダーの役割について、
グループワークを通して学ぶ。 5,000円 12,000円

⑪ＡＩ・ＩｏＴ
（2時間×2回）

12月1日(木)
15:00～17:00

12月15日(木)
15:00～17:00

ＡＩ／ＩｏＴを活用した改善の進
め方、その着眼点と手順。実例を
交えて自社の課題解決につながる
スキルを習得。

5,000円 12,000円

※ヒューマンスキル各講座の個別申込は会員のみとなります。



階層別研修〈経営者コース〉

専門スキル 全5回 （各講座定員10名）

講座名 開催日時 内 容
受講料（1名）

会 員 非会員

⑥経営方針の立て方
（2時間）

12月16日(金)
15:00～17:00

ビジョン・ミッション・バ
リューと企業理念の定義や違い
を理解し、会社の方針をどのよ
うに立案するかを考える。

5,000円 ―

⑦組織体制・人材育成
の在り方

（2時間）

1月27日(金)
15:00～17:00

現状にこだわらず、組織のあり
方や人財のベストな配置方法を
習得する。

5,000円 ―

⑧目標管理・勤務評価
の立て方

（2時間）

2月3日(金)
15:00～17:00

組織・個人の目標管理・勤務評
価を見直し、働く意欲を高めて
業績を上げる方法を取得する。

5,000円 ―

⑨財務諸表の見方
（2時間）

2月17日(金)
15:00～17:00

数字を見るのではなく、数字を
読む。経営者として知っておく
べき財務とは？

5,000円 ―

⑩リスク管理
（2時間）

3月17日(金)
15:00～17:00

想定外のリスクが企業の運命を
変える場合もある。いま、中小
企業に必須のリスク管理とは？

5,000円 ―

ヒューマンスキル 全７回 （各講座定員10名）

講座名 開催日時 内 容
受講料（1名）

会 員 非会員

①経営者の心構え
（2時間）

5月27日(金)
15:00～17:00

会社経営を行うにはどのような
意味・価値があるか。経営者と
して知っておくべきポイント。

5,000円 ―

②コミュニケーション
スキル上級

（2時間×2回）

6月17日(金)
15:00～17:00

7月15日(金)
15:00～17:00

管理職・従業員とどうコミュニ
ケーションをとるか。社内での
コミュニケーションをどう活性
化するか。

10,000円 ―

③プレゼンテーション
スキル上級

（2時間×2回）

8月19日(金)
15:00～17:00

9月16日(金)
15:00～17:00

従業員への効果的な伝え方。話
法や資料の選び方、効果的な使
い方を学ぶ。

10,000円 ―

④リーダーシップと
マネジメントスキル
上級

（2時間）

10月21日(金)
15:00～17:00

リーダーとマネジメントの本質
的な違いを学び、経営にどのよ
うに生かすかを考える。

5,000円 ―

⑤人材育成スキル上級
（2時間）

11月18日(金)
15:00～17:00

人材ではなく「人財」を育てる
とは何か。
どのようなことかを学ぶ。

5,000円 ―

ヒューマンスキル（全7回）＋専門スキル（全5回）の一括受講 70,000円 150,000円

※ヒューマンスキル、専門スキル各講座の個別申込は会員のみとなります。



テーマ別研修〈一般講座１〉

一般講座 全25講座 （各講座定員10名）

講座名 内 容
受講料

会 員 非会員

①各種補助金の
活用法

（2時間）

国・長野県・佐久市の各種補助金の概要と申請書
の作成法を学ぶ 3,000円 6,000円

②中小企業のＩＴ
活用

（2時間）

中小企業の経営課題と将来の成長を見据えたＩＴ
の導入・活用について学ぶ。 3,000円 6,000円

③実践情報セキュ
リティ

（2時間）

ネット社会およびリモートワークでのリスクと防
御についての実務を学ぶ。 3,000円 6,000円

④リモート営業・
リモートセナー
事始め

（2時間）

「コロナ禍でも空間の制約を乗り越える」リモー
ト営業の始め方と要点、そしてリモートセミナー
実施のノウハウについて紹介する。 3,000円 6,000円

⑤ＷＥＢマーケ
ティング入門編

（2時間）

製造業・サービス業を問わずインターネットを活
用して新たな顧客を獲得し販路を広げるために必
要なＷＥＢマーケティングの基礎を学ぶ。

3,000円 6,000円

⑥マーケティング
スキル初級

（2時間）

売れる商品を生み出し、企業を成長させるのに必
要な顧客ニーズの把握と商品企画、広告宣伝や販
売戦略の立案等、マーケティングの基礎を学ぶ。

3,000円 6,000円

⑦エコアクション
２１の活用で
ゼロカーボンへ

（2時間）

2050年カーボンニュートラル実現に向けた最近の
施策や企業活動への影響を理解するとともに、エ
コアクション２１をベースとした脱炭素経営の課
題解決を学ぶ。

3,000円 6,000円

⑧ヘルスケア事業
参入のための
基礎知識

（2時間）

ヘルスケア事業産業に必要な基本的知識と注意点、
ビジネスモデル、医療機器の開発から販売まで、
海外展開について理解する。 3,000円 6,000円

⑨５Ｓで仕事の
効率を上げる

（2時間）

製造業・サービス業を問わず職場の基本である５
Ｓの目的と意義、用語について学ぶ。 3,000円 6,000円

⑩リーダー力向上
（2時間）

部下のモチベーションを高めチームとして成果を
出すための現場リーダーの役割・心構え・基礎知
識について学ぶ。

3,000円 6,000円

⑪人事・総務担当
者向けの労務
管理のポイント

（2時間）

日常の労務管理で注意すべき事項と働き方改革後
の新しい労務コンプライアンスについて理解を深
める。 3,000円 6,000円

⑫プレゼンテー
ションスキル
中級

（2時間×2回）

聴き手に想いが届く効果的なプレゼンに必要な目
的の明確化・データの整理と分析・シナリオ作
成・スライドの構成と書き方・発表時の注意点に
ついて学ぶ。

6,000円 12,000円

⑬仕事に役立つ広告
コピーとネーミン
グ実習

（2時間）

コピーやネーミングを考えることを通して広告的
発想法を学ぶ。合わせて日常の仕事への応用法も。

3,000円 6,000円

一般講座の実施概要、各講座の開催日時等は、7月末までに決定しお知らせします。



テーマ別研修〈一般講座２〉

一般講座 全25講座 （各講座定員10名）

講座名 内 容
受講料

会 員 非会員

⑭新商品開発の事業
戦略・製品企画・
商品化

（2時間）

新商品開発の前段である事業戦略と個々の商品の
顧客ニーズの把握から商品化までのポイントを学
ぶ。 3,000円 6,000円

⑮生産革新
（2時間×2回）

製造ラインの効率と品質を飛躍的に改善するため
の生産革新活動を解説する。 6,000円 12,000円

⑯IATF16949の概要
を学ぶ

（2時間）

「自動車部品関連業界」に求められる品質マネジ
メント規格、ＩＡＴＦ１６９４９についてその特
徴、要求事項などを学ぶ。

3,000円 6,000円

⑰ＩＳＯマネジメン
トシステムの有効
活用

（2時間）

ＩＳＯ９００１、１４００１を経営のツールとし
て活かす方法を考える。

3,000円 6,000円

⑱ケーススタディで
学ぶ海外展開のポ
イント

（2時間）

主に製造業を対象とし、海外展開で陥りやすいポ
イントを実例を交えて解説する。

3,000円 6,000円

⑲製品開発プロセス
（2時間）

ハード・ソフトからなる製品開発について、顧客
ニーズの把握から商品化までの流れを学ぶ。 3,000円 6,000円

⑳デザイン教育
（2時間）

会社の未来や価値に直結する製品開発や商品開発、
販売営業およびプロモーションを支える「デザイ
ンシンキング」を身につける。

3,000円 6,000円

㉑ＦＭＥＡ（故障
モード影響分析）

（2時間）

ものづくり企業にとって重要な、不具合や故障を
未然に防ぐ故障モード影響分析手法について学ぶ。 3,000円 6,000円

㉒特許・知財
（2時間）

知的財産権の重要性と出願から権利化までの流れ
を理解する。 3,000円 6,000円

㉓信頼性
（2時間）

信頼性の基本を理解し、ワイブル確率紙を使った
推定故障率の算出法についての注意点と事例を学
ぶ。

3,000円 6,000円

㉔ＥＭＣ対策技術
（電磁波シールド）
（2時間）

ＥＭＣ対策の基本となる電磁波シールドについて、
そのメカニズムを電磁波の基礎から学びながら、
実践に役立つ演習を行う。

3,000円 6,000円

㉕ＥＳＤ（静電気）
（2時間）

電子デバイスや電気回路の組立・実験現場で必要
なＥＳＤの理論から現場の対策までトータルに学
ぶ。

3,000円 6,000円

一般講座の実施概要、各講座の開催日時等は、7月末までに決定しお知らせします。



階層別研修〈新入社員向け〉

佐久イノベーション講座 全６回 （定員6名）

内 容
佐久地域の次世代を担う人財に、多様化時代でのイノベーションとは何か、
自社をどのように導くかを学んでいただきます。イノベータのネットワーク作りを目指
します。

対 象 企業として次世代エースに育てたい人財、各企業1名限定。

講義内容

・受講生自己紹介、自分の経験・強み、自社の課題と解決に向けた自分の取り組み
・イノベーション事例紹介
・外部講師による講演
・レッドオーシャンとブルーオーシャン、バリューイノベーション
・受講生企業の事業を事例としたブルーオーシャン戦略の検討
・開発製品のコストと収益性、費用対効果のシュミレーション
・知財戦略、特許情報の活用と情報戦略構築
・イノベーションを実現する多様性について
・受講生による事業化売込提案と投資評価について

開催日時
6月 8日(水) 13:30～16:30 7月13日(水) 13:30～16:30
8月17日(水) 13:30～16:30 9月14日(水) 13:30～16:30

10月12日(水) 13:30～16:30 11月 9日(水) 13:30～16:30

受 講 料 会 員 50,000円 、非会員 90,000円

テーマ別研修〈次世代エース向け〉

新入社員フォローアップ研修（入社半年後）
（オープン講座は定員35名、一般教養は定員20名）

講座名 開催日時 内 容
受講料（1名）

会 員 非会員

オ
ー
プ
ン
講
座

新社会人のため
の心と身体の健
康づくり
（2時間）

10月6日(木)
10:30～12:30

入社からの半年を振り返り、自
身の生活習慣を見直し、健康の
基盤となる生活習慣病予防・メ
ンタルヘルス予防の重要性を再
確認する。

1,000円 3,000円

一
般
教
養

知らないとはも
う言えない、就
業に関するルー
ルとは
（2時間）

10月7日(金)
10:30～12:30

就業規則から学ぶ働き方の基本
ルールとコンプライアンスの重
要性を理解する。（自社の就業
規則を持参していただきます）

1,000円 3,000円

現場で活かせる
コミュニケー
ションスキルと
は
（2時間）

10月7日(金)
13:15～15:15

「伝える力」・「主体的な報連
相」・「気配り力」を学ぶ

1,000円 3,000円

仕事の基本は段
取りと５Ｓから
（2時間）

10月7日(金)
15:30～17:30

仕事を効率よくする段取りの重
要性と、５Ｓの用語、目的と意
義を理解する。

1,000円 3,000円

※4月開催の新入社員向け研修は、別紙にてご案内しています。



出前講座

内 容
年間カリキュラムに基づく中間管理職コース・テーマ別一般講座の内容をベースに、各
企業の教育ニーズに合わせて内容・実施時期を選別・調整。各講師が企業に出向いて行
います。

申込と実施
までの流れ

①まずは佐久産業支援センターへご相談ください。

②申込企業と講師で講座内容・回数(2H/回)・参加人数・実施日時等について打合せし
ていただきます。定員については特に制限はありません。

③講師は、打合せ内容に基づき講座を実施します。

④講座終了後、受講料をお支払いいただきます。

受 講 料
実施回数・参加人数により変わります。ベースとなる単価は以下の通り。

会員:3000円 (/回/人) 非会員:6000円 (/回/人)

〔お問合せ・お申込み先〕
（一社）佐久産業支援センター 佐久市中込2336-1 ワークテラス佐久 101

TEL0267-54-8171 FAX0267-54-8172 Mail:shien@soic.or.jp

各コース、各講座の内容、開催スケジュールは変更となる場合があります。

各コース・各講座の開講一か月前を目処に、会場・受講料の支払い・申込締切・各講座内容の補足

説明等を記載した案内・申込書をホームページ上に公開し、受講の受付を開始いたします。申込書

に必要事項を記入の上、（一社）佐久産業支援センターまでＦＡＸにてお申し込みください。

佐久産業支援センターは、佐久市健康長寿産業振興ビジョンに基づき佐久市、佐久商工会議
所、臼田町商工会、佐久市望月商工会、浅科商工会、佐久市工場協会により設立され、佐久
地域の「価値づくり」を先導するコミュニティーとして、企業の「持続的成長」と「しあわ
せ経営」を実現することで「しあわせな企業に勤めたい、しあわせなSAKUに住みたい」と思
えるWell-being City SAKUを目指しています。

佐久産業支援センター新規会員募集中


