
2021 年 11 月 17 日   

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 News Release 

現場まかせにせず、会社として若手を育成する 

「組織的ＯＪＴの仕組みづくり」研修を開催 

（日程：令和 3年 12月 2日・3日 場所：香川県県民ホール（レクザムホール） 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）四国本部が運営する中小企業大学校四国キャン

パスでは、「組織的ＯＪＴの仕組みづくり」を開催します。 

※新型コロナウイルス感染防止対策を行い、研修を実施しております。 

人材育成は、事業の継続を左右する喫緊の課題であり、採用難の中で確保した貴重な人材の定着

と今後の活躍を促す方法として、その重要性は増しています。一方で、人材育成の中核となるＯＪ

Ｔ（業務を通じた若手の育成）が単なる現場まかせになっていることも多く、現場リーダーの疲弊

など、多くの中小企業が悩みを抱えています。本研修では、効果的な若手人材の育成のために、組

織的にＯＪＴを推進できる仕組みづくりを学びます。  

記 

タイトル ：組織的ＯＪＴの仕組みづくり（2日間講座） 

開催日時：令和 3年 12月 2日（木曜）9時 45分～18時 00分（1日目） 

令和 3年 12月 3日（金曜）9時 30分～17時 45分（2日目） 

開催場所：レクザムホール小ホール棟 5階 「玉藻」（香川県高松市玉藻町 9-10） 

対象者 ：経営者、経営幹部、総務人事の責任者 

受講料 ：22,000円（税込）/1名あたり 

申込方法：下記の URLよりお申込みください  ※先着順（定員 20名） 

URL： 
https://www.smrj.go.jp/institute/shikoku/training/sme/2021/favgos000001mclp.html 

※当日、取材を希望される報道機関の方は担当者まで事前にご一報ください 

＜中小企業大学校四国キャンパス＞ 

中小機構が運営する「中小企業大学校」（中小企業大学校総長：野中 郁次郎）は、中小企業の中核人材を

育成する研修施設です。経営に必要な能力と知識を習得する研修を行っています。「中小企業大学校 四国キ

ャンパス」は、四国エリアの中小企業の皆さまのアクセス改善のため、令和元年 11 月に開校し、全国で展開

されている人気コースや四国地域の特性を反映したオリジナル研修などを提供しています。 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや

地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の

変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、

共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機

関の支援力の向上に協力します。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 四国本部企業支援部人材支援課（担当者：中村、藤巻） 

所在地：香川県高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー タワー棟 7階 

電話：087-811-1752（ダイヤルイン）  FAX ：087-811-3070 

https://www.smrj.go.jp/institute/shikoku/training/sme/2021/favgos000001mclp.html
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講師紹介（敬称略）

研修のポイント研修のねらい

荻須 清司（おぎす きよし）
株式会社エニシードコンサルティング　代表取締役

東証一部住宅設備機器メーカー、エクステリアメーカーなどで、営業、人事、法務、経営企画に従事。M&A、海外現地法人設立、店
頭公開業務にも携わり、2005年より名古屋ワークスマネジメントオフィス代表。2013年に株式会社エニシードコンサルティングを設立し、
現職。名古屋商科大学大学院マネジメント研究科客員教授。資格は中小企業診断士、特定社会保険労務士、行政書士、キャリアカウ
ンセラーほか。
専門分野は経営改善（戦略構築・マーケティング、経営革新、創業支援）、人事組織構築（人材育成研修、評価・賃金制度）、会社
設立支援等。

OJT が標準化され、実効性の検証ができ
るようになります。

現場リーダーが前向きにＯＪＴに取り組め
るようになります。

自社のＯＪＴ改善プランを作成するので、
すぐに改善にとりかかれます。

人材育成は事業の継続を左右する喫緊の課題であり、
採用難の中、その重要性は増しています。一方で、人
材育成の中核となるＯＪＴが現場まかせになっているこ
とも多く、若手の育成に時間を割く余裕がない、若手
社員が期待するように育たない等、悩みを抱える企業
が多いことも現実です。
本研修では、現場リーダーの疲弊を招かずに効果的
に人材を育成するために、組織的にＯＪＴを推進でき
る仕組みづくりを学びます。

若手の育成を「現場まかせ」にしない

組織的ＯＪＴの
　　　　仕組みづくり

中小企業大学校 四国キャンパス
独立行政法人　中小企業基盤整備機構　四国本部

110コースNo.

人事・組織

定　員

受講料

[ 香川県高松市開催］

中 小 企 業 大 学 校

四国
キャンパス

経営者、経営幹部、
総務人事の責任者
・�若手が育っていないと感じる方
・�人材育成の基本を学びたい方
・ＯＪＴから人材育成制度に取り組んでみたい方

20名

22,000円（税込）

2021 年

12 2 木 〜12  3 金

香川県高松市玉藻町9-10
  JR高松駅から徒歩で約8分
  ことでん高松築港駅から徒歩で約3分
  高松自動車道高松中央ICから車で約15分

香川県県民ホールレクザムホール
小ホール棟 5 階 「玉藻」

※経営者と総務人事責任者がペアで受講
　すると、より効果的です。

月 日 時 間 科 目 内 容

12 2
木

9:45-10:00 開講式・オリエンテーション

10:00-14:00
（昼休1H）

採用市場の動向と
人材育成の重要性

四国の採用市場の動向と、人材育成が事業の継続性
へ与える影響の重要性を学びます。
• 採用市場と企業廃業原因の動向
• コロナ禍における採用活動の動向
• 同一労働同一賃金がもたらす影響
• ＯＪＴが効果的に行われないために起こる弊害
• 自社のＯＪＴの現状認識

14:00-18:00 効果的なＯＪＴを実現
する仕組みづくり

ＯＪＴの制度や意義を会社全体で共有し、組織的にＯ
ＪＴを実施する仕組みを学びます。
• 目的の共有
• 業務の棚卸と優先順位による分類
• 担当者の決定
• 計画的な育成
• 定期的なフィードバック
• ＯＪＴ担当者の評価

12 3
金

9:30-14:30
（昼休1H）

ＯＪＴ担当者のスキル
アップを支える仕組
み

ＯＪＴを担当する現場リーダーのスキルアップの必要
性とそれを支える仕組みを学びます。
• ティーチングとコーチングの必要場面
• 若手社員の特徴
• コミュニケーションの効果
• 指導手順のマニュアル化

14:30-17:30 自社のＯＪＴの改善
点の検討

組織的ＯＪＴの観点から、自社のＯＪＴの改善点を検
討し、改善プランを作成します。

17:30-17:40 終講式・修了証書の授与

※ カリキュラムにつきましては、都合により一部変更する場合がございますので、予めご了承ください。

受講者
の声

「貴重なお話をありがとうございました。社に持ち帰り
実践して参ります。」



独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）
中小機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関として、起業・創業期から成長
期、成熟期に至るまで、企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供し
ています。地域の自治体や支援機関、国内外の他の政府系機関と連携しながら中小企
業の成長をサポートしています。
中小企業大学校は、中小機構が全国で運営する中小企業と中小企業を支援する機関
のための研修施設です。

中小企業大学校 四国キャンパス（中小機構 四国本部）
中小企業大学校は、既存の業界や市場の枠を超えて、デジタル技術などを活用しな
がら生産性の向上や事業拡大を牽引する中小企業の中核人材を育成する研修施設で
す。基盤となる経営知識に加え、経営に関する分析力、洞察力、統合力、意思決定
力などの経営に必要な能力と専門知識を習得する研修を行っています。
令和元年度より、従来の９つの大学校やWEBeeキャンパス（オンライン校）等に加え、
四国キャンパス（中小機構四国本部）を開校しました。

お問合せ：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 四国本部 企業支援部人材支援課
香川県高松市サンポート 2-1　高松シンボルタワー タワー棟７F　087-811-1752（ダイヤルイン）

2021. 07

110組織的 OJT の仕組みづくり

会場（レクザムホール）

FAX. 087-811-3070                              受講申込書　　　  ◆オンライン申込もできます→

フリガナ 代表者役職

会社名 代表者氏名

所在地 〒　　　　　　　　　　　都 道
　　　　　　　　　　　　府 県

TEL FAX

業　種  E. 製造業　　I-1. 卸売業　　I-2. 小売業　　R. サービス業　　D. 建設業　　G. 情報通信業 　   H. 運輸業　   M. 旅館業　　
 Z. その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　                                            　）  

主要取扱品目 資本金 万円 従業員数 人

研修情報の
入手先

 1．研修のご案内　 2.．研修チラシ　 3．ホームページ　 4．WEB 広告・SNS　 5．メルマガ　 6．クチコミ・紹介　 7．自治体・商工団体
 8．金融機関　 9．新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・街頭広告　 10．中小機構職員等　 11．セミナー・イベント　 12．その他（　　　　　　　　）

事務連絡
担当者

フリガナ 部署役職 担当者 E-mail　　◆大きくはっきりとご記入ください。
氏名

  反社会的勢力でないことの確約について
  当社（当機関）は、暴力団等の反社会的な勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会的勢力に該当し、
  もしくは暴力的な要求行為等に該当する行為をしたことが判明した場合には，研修の受講を中止されても意義申し立てを行いません。

受講コース名 コース No. No.

受
講
者
情
報

フリガナ   年　齢 性　別 部署
氏名

歳
男  ・  女

役職（役職ご記載の上該当区分に○）

（代表者・役員・管理者・管理者候補等）緊急連絡先 TEL( 携帯 ･ 自宅等 )

  注意事項
  ※募集定員になり次第「締め切り」とさせていただきます。お早めにお申し込みください。
  ※定員を超えるお申込みがあった場合は、「キャンセル待ち」となることがあります。
  ※３名様を超えるお申込みの場合は、４名様以降をいったん「キャンセル待ち」とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  個人情報の保護について
  個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、中小機構内で実施する事業で使用させていただきます。当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）
  への提供または開示はいたしません。ただし、お客様の同意がある場合および、法令に基づき要請された場合については、当該個人情報を提供できるものとします。

受講対象企業
中小企業または個人事業主（資本金と従業員数のいずれかが下表の範囲内）の経営者、役員、従業員の方であれば受講いただけます。　　　

業　　　　　種 資本金 従業員数
製造業、運輸業、建設業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※事業協同組合や企業組合などの中小企業団体は受講対象に該当しますが、財団法人、一般・公益社団法人、医療法人、農事組合法人、NPO等の法人は受講対象に該当いたしません。
※ 経営コンサルタント等の中小企業の支援に関する事業を営む方、中小企業診断士・税理士・公認会計士・技術士等の中小企業支援に関連する資格を有する方、教育・研修事業者の方は

受講をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

自治体、団体等の助成制度を利用できる場合があります。お問合せください。


	（広報課修正）【四国本部】四国本部リリース（組織的OJT 研修ご案内）
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