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ものづくり現場にとっての永遠の課題：人に関する課題を解決

これからの技能伝承に効く！

ものづくり現場の

新規開催

教育・訓練革新セミナー
開催日時

2017年12月18日（月）

会

住友商事竹橋ビル 日本能率協会 研修室（東京都・千代田区・一ツ橋）

場

【部 門 別】・製造部門の管理・監督者

対

象

講

師

10：00〜17：00

・現場リーダー、第一線監督者の方々

【ご要望別】・作業の生産性（効率）を上げたい、ポカミスをなくしたい
・標準遵守の徹底、多能工化がうまくできていない
・技能伝承をスピーディーに進めたい
・新人・海外人材教育を効率的に行いたい
・まだ紙の標準を使っていて、何か時代遅れではないかと感じている
・ビデオ標準を自主制作したが、うまく活用できていない
・スマートグラスによる作業ナビ（IoT）を活用したい

大谷 みさお

㈱ロンド・アプリウェアサービス 標準化専任講師

■ 本セミナーのポイント
〇
〇
〇
〇
〇
〇

教育・訓練は十分に実施できていますか？
新しい人が入るたびにポカミスが発生し、困っていませんか？
教育に十分な時間が取れず、作業習得に時間がかかっていませんか？
今使っている作業標準書は、作業実態と合っていますか？
作業者は作業標準書を守っていますか？
作業内容がわからない人が読んでも理解できる作業標準書になっていますか？

ものづくり現場の雇用形態は多様化して
います。
これまでの 教 育・訓 練のしくみが 機 能し
ていない現場はしくみ自体を見直すべき
です。

ポカミスがなくならない、作業の生産性があがらない、多能工化が進まない、技能伝承ができていない、作業者が標準を守らない…
そんな現場は、今の作業者にあわせた教育・訓練のしくみを見直すべきです。
ものづくりがどれほど進化しようと、現場に最後まで残される課題は人であり、教育・訓練に時間と手間がかかります。
その課題に本セミナーでは、ポカミスの31の要因、標準整備の進め方、ビデオ標準による教育の工夫と作業ナビによる訓練支援で解決できる
方法を解説します。

■ プログラム

10：00〜17：00（昼食 12：30〜13：30）

1．これからの時代にあった教育・訓練を考える
・ものづくり現場の変化

・従来の教育・訓練の問題点と限界

2．ポカミスゼロへのアプローチ
・ポカミス・28の要因

・ポカミスの80％は知らなかった

3．標準整備へのアプローチ
・作業の統一

・規格のあいまいさの排除

1．これからの時代にあった
教育・訓練を考える

・これからの時代の教育・訓練とは

2．ポカミスゼロへの
アプローチ

・うっかりと手抜きのメカニズム

3．標準整備へのアプローチ

・やりにくさの改善

4．ビデオ標準整備へのアプローチ
・ビデオ標準の有効性

■ アプローチ

・ビデオ標準作成の7つのポイント

4．ビデオ標準整備への
アプローチ

・作業ナビによる訓練支援

5．ビデオ標準を作ってみよう！
『ビデオ標準は欲しいけど…自分で作成できるのか』という不安を解消。体験することで難易度がわかる！
【実習】・絵コンテの作成：絵コンテ＝ストーリ・構成を決める
・編集作業のコツとポイント：編集ソフト（Corel Video Studio）基本操作
【解説】・わかりやすい撮り方
・効果の把握の仕方
・出来上がりの20のチェック

6．モラルアップへのアプローチ
・モラルレベルと動機付け

・やる気にさせる7ステップ

5．ビデオ標準を
作ってみよう！

6．モラルアップへの
アプローチ

・さぼり・マンネリ化対策

7．事例紹介
・教育・訓練のしくみ事例

7．事例紹介

・ビデオ標準の実施事例

・スマートグラスによる作業ナビ【体験】

※プログラム変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

ものづくりポータルサイト

http://jma-column.com/

ものづくり現場の
講
紹

大谷

師
介

日立東京エレクトロニクス㈱入社、半導体製造部門に従事。
1998年 ㈱ロンド・アプリウェアサービスに入社。
これまでに組立・プロセス産業16社17工場から依頼を受ける。
安定生産ができる職場づくりを目的に標準整備、原則整備や業務改善などを担当。
現場作業者と一体になり行う 現場実践型 コンサルティングスタイルで現場で維持できる
時代にあったものづくりを目指す姿勢に定評がある。

みさお

㈱ロンド・アプリウェアサービス
標準化専任講師

（敬称略）

教育・訓練革新セミナー

参加申込規定

Ｃ

参加料 （消費税抜）※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

48,000円／１名
56,000円／１名

外

（注）テキスト・サブテキスト・昼食費は含まれております。
・法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

参加申込方法
①申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXをお送りいただくか、ホームページからお申込み
ください。開催間際のお申込みは、ご参加いただけない場合もございます。あらかじめ
電話でご確認ください。
②電話ではご予約のみの承りとなります。その場合でも申込書は必ずお送りください。
③参加証・請求 書は開 催1か月前から発 送を開始いたします。なお、1か月以内のお申
込みの時は、申込書受領後1週間ほどで参加証・請求書を発送いたします。
④参加料は請求 書に記 載されております、「お支 払い期限 」までに指 定の銀 行口座 へ
お振込みください。期限までにお支払いいただけないお客様については、ご参加いた
だけない場合がございますのでご注意ください。
なお、支払い期限が過ぎてしまう場合は、請求書の「入金連絡票」にてお振込み日の
ご連絡をお願いいたします。
（振込み手数料については貴社にてご負担ください）

会員制度のご案内

一般社団法人日本能率協会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引を
はじめ各種サービスを提供しております。是非この機会にご入会をご検討ください。

お問い合せ：03（3434）1410（直通）

会場案内 住友商事竹橋ビル 日本能率協会・研修室
●

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル 15・16階
TEL：03（3434）6271

電車

東京メトロ東西線
「竹橋駅」1ｂ出口徒歩1分
都営新宿線・三田線、
東京メトロ半蔵門線
「神保町駅」徒歩5分
※都営新宿線、
半蔵門線はA1出口
都営三田線は
A8出口が便利です。

都営新宿線、
東京メトロ東西線、
半蔵門線 「九段下駅」
6番出口徒歩8分

一般社団法人日本能率協会
住友商事竹橋ビル 15・16階

※2018年1月よりオフィスを
港区芝公園に移転します。
（予定）
詳細はホームページにて
ご確認ください。

プログラム内容の問い合せ先

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつかない
場合は、下記の規定により、キャンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算)〜前々日･･････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずファックスでご連絡ください。）

ご注意
・お申込みをいただいた方にはセミナーインフォメーションをお送りすることがあります。
・講義の録音・撮影はご遠慮ください。
・テキストは会場でお渡しします。参加者以外の方にはテキストはおわけいたしません。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止させていただく場合が
あります。

一般社団法人日本能率協会 経営人材センター
TEL：03（3434）1410（直通）
個人情報のお取扱いについて
一般社団法人日本能率協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は小会の個人
情報等保護方針（http://www.jma.or.jp/privacy/）をご覧ください。なお、ご記入いた
だきましたお客様の個人情報は、本催し物に関する確認・連絡およびJMA主催の関連催
し物のご案内をお送りさせていただく際に使用させていただきます。

免責事項
天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等
の小会が管理できない事由により研修内容の一部変更および中止のために生じたお客様
の損害については、小会ではその責任を負いかねますのでご了承ください。

参加証・請求書はこの方あてにお送りいたします。それ以外をご希望の場合は、
【連絡希望事項欄】へご記入ください。
開催日

ものづくり現場の

教育・訓練革新セミナー

ふりがな

□日本能率協会法人会員
□上記会員外

会 社 名
（正式名称）

参
加
申
込
書

所 在 地

電話番号（市外局番からご記入ください）

（

〒 □□□-□□□□

）

ＦＡＸ番号（市外局番からご記入ください）

（

ふりがな

JMA主催の関連催し物のメール配信を希望

□する □しない

Eメール
ふりがな

受付
No.

事業所名
所属部署名
役職名

参加者氏名

FAX：03
（3434）
5505

T E L：03（3434）6271
E-mail ： seminar@jma.or.jp

□する □しない

Eメール
ふりがな

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2
住友商事竹橋ビル 14階

事業所名
所属部署名
役職名

参加者氏名

(受付時間) 月〜金曜日 9：00〜17：00(ただし祝日を除く)

URL http://school.jma.or.jp/

JMA主催の関連催し物のメール配信を希望

②

（セミナーの最新案内など各種情報をご紹介）
※2018年1月よりオフィスを港区芝公園に移転
します。
（予定）
詳細はホームページにてご確認ください。

□する □しない

Eメール

参加証発行日

お振込予定日
円×

名

合計

03（3434）5505 or

参加申込先

JMAマネジメントスクール
一般社団法人日本能率協会

JMA主催の関連催し物のメール配信を希望

①

）

【連絡希望事項欄】

事業所名
所属部署名
役職名

申込責任者

参 加 料

2017年12月18日
（月）

円 (消費税抜)

月

請求書発行日

日

http://school.jma.or.jp/

領

収 日

