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令和2年3月31日
神奈川西部職業能力開発推進協議会
秦野市桜町2－1－3
TEL 0463-80-3001

令和元年度 トピックス
■第３回研修会（講演会）

100年プランニング代表（元キリンビール株式会社

代表取締役副社長） 田村

「キリンビール高知支店の奇跡～勝利の法則は現場で拾え！～」

潤

氏

令和２年２月19日（水）講師 元キリンビール株式会社代表取締役副社長 田村潤氏より「キリンビール
高知支店の奇跡～勝利の法則は現場で拾え！～」の演題で、ご講演をいただきました。理念の具体化が、個
人の能力を発揮させることにつながるとのお話でした。熱心な質疑応答で締めくくることができました。

会長あいさつ
神奈川西部職業能力開発推進協議会会長

丹野

猛

会員の皆様には、日頃より当協議会の事業運営にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
会員数も、平成25年の発足当時の150社から、間もなく400社に達しようとしています。
人手不足が深刻化する経営環境を踏まえ、当協議会では、人材確保が課題であるとの認
識のもと、皆様のお役に立てるよう、西部総合職業技術校と連携しながら様々な事業を実
施しています。
今年度は、前期６・８月、後期12月の合同就職説明会のほか、研修会として８月と２
月に講演会を、10月には、皆様の経営でも参考となる施設見学会を、大型バスで西部校
の先生方と一緒に、丸一日情報交換しながら行いました。
また、公開訓練見学会は、毎年同じ時期の開催では、訓練の内容が同じになってしまうことから、昨年の８月
から11月に開催時期をずらして開催しました。
今年は、東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されるオリンピックイヤーです。日本の魅力が世界
に発信される中、日本の技術も注目を浴びる絶好の機会となりますが、技術を支えるのは「人」です。
当協議会は、
「地域とともに人づくり・モノづくりで技能の継承」を目標に、今後も会員の皆様の視点に立って、
ご発展のお手伝いが出来るように、人材育成に取り組んでまいりますので、一層のご協力とご指導をお願いします。
結びに、各企業・事業所の皆様の益々のご発展とご健勝をご祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。
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令和元年度 事業報告

■第６回定期総会
令和元年６月４日、第６回定期総会が出席者63会員（委任
状提出174会員）のもと、開催されました。平成30年度の事業
及び決算報告、令和元年度の事業計画案、予算案が原案どおり
議決されるとともに、任期２年の理事12名（うち新理事１名）
が選出されました。
会長には、引き続き丹野会長が選出されました。
■第1回研修会 (講演会)
今年度の講演会テーマは、昨年度に引き続き「人手不足の即
時解消が難しい中、持てる経営資源をいかに活用するか」とし
て、講演会を２回開催しました。1回目は令和元年８月５日に
ラグビー元日本代表の今泉清氏をお迎えして、「最強チームの
法則～ラグビーに学ぶプロジェクトの推進と活力ある組織づく
り～」の演題で、ご講演をいただきました。一人ひとりの意識
の活性化により、チームや職場が大きく変化し、組織の目標が
達成できることを改めて認識することができました。

第６回定期総会

第１回研修会 講師：ラグビー元日本代表 今泉 清氏
「最強チームの法則
～ラグビーに学ぶプロジェクトの推進と活力ある組織づくり」

■第２回研修会 (山梨県立宝石美術専門学校)
今年度の施設見学のテーマを「先端技術の体験施設と伝統技
術伝承の人材育成施設の視察」とし、令和元年10月15日に山
梨県立宝石美術専門学校を見学しました。わが国唯一のジュエ
リーについて学べる公立の専門学校であり、産地の特色を生か
して、県内のジュエリー業界と密接に連携し、伝統的地場産業
の人材育成を産官学が一体となり展開している状況を視察する
ことができました。
第２回研修会（山梨県立宝石美術専門学校）

■合同就職説明会の開催
西部総合職業技術校で令和元年６月18日、20日（工業・建
築分野：58社、介護福祉分野：41社）、８月27日（工業・建築
分野：50社）
、および12月４日、５日（工業・建築分野：72社、
介護福祉分野：42社）に、合同就職説明会を実施し、多くの
企業に参加いただきました。
今後も会員企業における有望な人材確保と、技術校生の就職
力の向上、地域雇用の活性化を図ってまいります。
合同就職説明会（介護福祉分野）

■かなテクカレッジ西部 公開訓練（授業）
令和元年11月22日に、当協議会会員を対象として、西部
総合職業技術校の公開訓練（授業）を実施しました。当日は、
29社39名の会員企業が参加されました。全体説明の後、各コー
スの訓練を実施している実習場や教室に足を運び、訓練の様子
を見学し、担当指導員との意見交換を行いました。参加者から
は、
「学生は授業に集中しており、学習意欲を感じた」、「挨拶
がきちんとされていた」、「良い環境、良い雰囲気の中で授業さ
れていると感じた」などの意見がありました。

公開訓練（自動車整備コース）
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■優良従業員表彰
令和２年２月19日、第３回研修会において、令和元年度優良従業員表彰式を開催しました。優良従業員表彰
の受賞者は、会員企業からの推薦を受け、理事会の審査により決定した方々で、今年度は次の11名が受賞され
ました。受賞おめでとうございます。

氏

名

令和元年度 優良従業員表彰者（11名）

事業所名（所在地：分野）

坂口 弘志

株式会社

神谷

社会福祉法人

勝

附田 文浩

三進工業

横浜電算（横浜市西区：工業）
湘南老人ホーム（秦野市：社福）

株式会社（川崎市：工業）

氏

平野

名

敦嗣

事業所名（所在地：分野）

アークシステム 株式会社（横浜市西区：工業）

横田 浩之

株式会社

庭野

社会福祉法人

康長

大神（横須賀市：建設）

大西

奈香子 社会福祉法人 中心会（海老名市：社福）

對馬 由美子 社会福祉法人

石綿

輝貴

相陽工業

澤地

南雲

義光

府川電機工業 株式会社（秦野市：工業）

株式会社（南足柄市：工業）

修了生の近況

●平成31年３月修了 秋山 剛史
（セレクトプロダクトコース）
株式会社 康井精機
「ものづくりの業界で仕事がしたい」と
思い、技術校に入校しました。機械加工と
設計に興味があったので、両方の分野が勉強できるセレク
トプロダクトコースに入校しました。私の会社は、受注生
産により、塗工装置を設計から製造、組立まで自社で行っ
ています。そこで私は、装置の調整や部品設計を任されて
います。学ぶべきことは多いですが、会社全体で支えて下
さるので日々、成長を実感しています。今後は更に、会社
に貢献できるように頑張りたいと思います。
●平成29年３月修了 堤 健太郎
（チャレンジプロダクトコース）
株式会社 クボテック
手に職をつけたいと思い技術校を志願し、
ものづくりの分野を体験してから専門分野
を決める、チャレンジプロダクトコースに入校しました。
技術校では、「機械操作やものづくりの楽しさ」を学びま
した。私の会社は制御盤の設計、製作を行っており、レー
ザー複合機による筐体内部部品の製作業務に従事していま
す。入社当初は慣れない作業で戸惑うこともありましたが、
先輩達の指導のおかげでスムーズに業務を行うことができ
るようになりました。今後も向上心をもち、会社に貢献し
たいと思います。

（順不同、敬称略）

隆徳会（横浜市旭区：社福）
祥風会（小田原市：社福）

広太郎 神奈川トヨタ自動車 株式会社（横浜市神奈川区：工業）

●平成29年３月修了 山﨑 貴宏
（電気コース）新菱工業 株式会社
技術校を修了してから３年が経とうとし
ています。私は今、品質保証の仕事に従事
しています。幅広い知識と豊富な経験が要
求されますが、
「常に学ぶ姿勢」で臨むことで知識と経験
を積み上げながら、充実した毎日を過ごしています。この
「常に学ぶ姿勢」は技術校という環境で、同じ目標を持っ
た仲間と出会い、そして講師の方々の手厚いサポートの中
で過ごしたからこそ、身についた私の財産です。今後も日々
精進し、会社に貢献できるよう頑張っていきたいと思いま
す。
●平成29年３月修了 原 誠広
（木材加工コース）
神谷コーポレーション湘南 株式会社
私は、未経験で技術校に入校し、右も左
も分からない状態でしたが、親切丁寧に指
導してくださった先生方、豊富で整った設備、そして何よ
り共に学ぶ仲間達のおかげでとても楽しく技術、知識を習
得できました。現在勤めている会社でも、良い仲間たちに
恵まれ自分らしさを生かして日々の業務に取り組んでい
ます。職場では技術校で学んだ技術、知識が役立っており、
特に技術校で失敗した時の経験が大いに役立っています。
技術校に通っていた時に「もっと失敗しておけば良かった」
と思うほどです。今後も技術者としてだけではなく会社を
引っ張っていけるような人材として成長していきたいです。
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スキルアップセミナーのご案内
★スキルアップセミナー受講者の声

●仕事のスキルを高めたい、新たな技術を身につ
けたい

・
「いつも仕事で仕上げ作業をしていますが、

知ら

●社員のスキルアップをはかりたい

ない事もたくさんあり、疑問に思っていた事も全

●ご要望に応じて開催するオーダーメイド型も設
定

■受講料
■主

催

て教えてくださって、とても勉強になりました。」

・
「基本をもう一度学び、自分の技術が力任せで疲


２日間コースは、2,000円

れるものだと改めて分かりました。」

西部総合職業技術校

・
「研削職人の技術を目の前で勉強でき、コツなど


（かなテクカレッジ西部）

を知ることができいい経験になりました。」

★スキルアップセミナーの例

〒257-0045 秦野市桜町2-1-3 ☎0463-80-3004

※ 詳細は、ホームページで確認してください。

・ものづくり継承塾(旋盤、工場電気設備、造園等)

※ 不明な点は、電話にて問い合わせください。

・フリーソフトによるＷｅｂサイト作成入門
・機械製図(基礎)

・４サイクルエンジンの仕組み

・建築３次元ＣＡＤ入門(ＢＩＭ)
・介護技術の基本

新規会員企業のご紹介

平成31年２月１日から令和２年１月31日までに、新規にご加入された会員は、次のとおりです。
会員名

公益財団法人
神奈川事務所

産業雇用安定センター

㈱ウェブ東海

会員名

横浜事業所

㈱誠心工事

会員名

㈱ アサヒ

日興テクノス㈱

東亜技研工業㈱

矢野口自工㈱

㈱南葵エンジニアリング工業

㈱ワイズシステム研究所

㈱タクマ精工

㈱マルチテック横浜支社

社会福祉法人 藤心会
特別養護老人ホーム ふじの郷

㈱シースリー

アクト・セン㈱

㈱アウトソーシングテクノロジー

指月電興㈱

荏原環境プラント㈱

神奈川県社会福祉事業団
あしがら広域福祉センター

ミノシマ㈱

アルファテクノロジー㈱

クレアテクノデザイン㈱

菱華工業㈱平塚工場

型研精工㈱

㈱シスミックインテグレーション

㈲フエルシ

㈱内田製作所

㈱岡部工具製作所

㈱ナビディアワークス

㈱ビーアンドシー設計

㈱濱田園

㈱小田原機器

新日本テクトス㈱

宝栄産業㈱

堀精工㈱

湖山医療福祉グループ

㈱久保田電気工事

㈱ウイルテック

相鉄企業㈱

㈱アクロイト

月島テクノメンテサービス㈱

㈱テクノキャリア

㈱柿生精密

新菱工業㈱

一般社団法人日本自動車連盟神奈川支部

リリカラ㈱

㈱アールシーエス

湘南造機㈱

大島機工㈱

㈱テクノネット
㈱ソアー（さんしゃいんケアサービス）
※入会年月日順

推進協議会加入のお願い
当推進協議会では、この会報でも紹介しております研修会・見学会や就職説明会などの事業を実施してい
ますが、さらに会員が増えることにより、会員企業相互の情報交換・交流も充実させることができます。
現在の会員数は、令和２年1月末現在で約386社となっております。ご入会いただける企業・事業所がお
られましたら、是非、ご紹介くださいますようお願いいたします。
〔入会の問合せ先〕推進協議会事務局 電話 0463-80-3002

