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　平成28年10月26日（水)、第１回研修会（施設見学会)を実施しました。見
学先は、平成26年藤沢に竣工したいすゞ自動車　ものづくりサービストレー
ニングセンターと、平成18年東京都荒川区に都立工業高専と都立航空工業高
専が統合・再編されて開校した東京都立産業技術高等専門学校で、参加人数は、
11名でした。ものづくりサービストレーニングセンターではいすゞ自動車の
人材育成の新拠点として教育・研修機能を集約して藤沢工場の工場内インフラ

を活用した現場・現物を中心とした研修プログラム展開を見学することができました。東京都立産業技術高等専
門学校では中学校卒業後から5年間一貫の実践教育を行い、実践的・創造的技術者の育成と、人間性豊かでチー
ムで仕事ができる技術者「ものづくりスペシャリスト」を育てる環境を目の当たりにすることができました。

　平成28年11月22日（火）、当推進協議会会員を対象として、かなテクカレッ
ジ西部の公開訓練（授業）を実施しました。参加人数は20社26名でした。当
日は15時からの１時間、15コース全体を自由に見学しました。関心のある訓
練コースの訓練現場に足を運び、技術校生の訓練状況を確認するとともに、コー
ス担当指導員と意見を交わすことでより深く訓練コースを理解しました。参加
者からは、「多くのコースを見学し、雰囲気や取り組む姿勢を見ることができ

た。」、「課題に対する品質管理と作業ノルマについても身に付けて欲しい。」、「技術習得の他に、コミュニケーショ
ン力向上や人前での発表についても力量が見られる授業を参観したい。」などの意見がありました。

　平成27年度と28年度の優良従業員表彰式が、平成28年６月９日（同日は第３
回定期総会開催）および平成29年２月８日（同日は第２回研修会（講演会）開催）
にそれぞれ行われ、理事会にて選考決定された、平成27年度表彰８名、平成28
年度表彰10名の会員事業所従業員の方に、丹野会長より表彰状と記念品が贈ら
れました。

　丹野会長は、賞状授与にて会員事業所の社員として、職務に精励し技術
技能の習得に努め、会社の発展に多大な貢献したことへの功績を称えると
ともに、今後も他の社員の模範となり活躍されることを期待したいと激励
されました。表彰を受けられたのは、次の皆さまです。おめでとうござい
ました。

■第１回研修会（いすゞ自動車と都立産業技術高等専門学校の見学会）

■かなテクカレッジ西部　公開訓練（授業）

■優良従業員表彰

平成28年度表彰者（10名）
氏　名 事業所名（所在地：分野）

石濱　博一さん 株式会社テクノアーク（東京都港区：建築）
海藤　記代さん 社会福祉法人西湘福祉会西湘老人ホーム（小田原市：介護）

岡田　信康さん 一般社団法人神奈川県内装仕上技能士会（川崎市：建築）有限会社横浜セイブ（横浜市戸塚区）
馬場百合子さん 株式会社ワイテック（平塚市：工業）
田畑　孝明さん 株式会社テクノシステムズ（大和市：工業）
湯川　　潤さん 社会福祉法人祥風会（小田原市：介護）
齋藤　　実さん 株式会社横浜電算（横浜市西区：工業）
向井　磨琴さん 三進工業株式会社（川崎市川崎区：工業）
飯島　広一さん 社会福祉法人中心会（海老名市：介護）
飯田　亮太さん 株式会社大神設備工業（横須賀市：建築）

平成27年度表彰者（８名）
氏　名 事業所名（所在地：分野）

長牛　　望さん 一般社団法人神奈川県内装仕上技能士会（川崎市：建築）デコジャパン株式会社（横浜市青葉区）
增田　正成さん 株式会社やまなか園建設（茅ヶ崎市：建築）
樋谷　拓朗さん 株式会社横浜電算（横浜市西区：工業）
齋藤　静香さん 社会福祉法人厚木慈光会（厚木市：介護）
岡部　　勧さん 株式会社エクシオジャパン（相模原市南区：介護）
畠山　吉也さん 株式会社大神設備工業（横須賀市：建築）
池谷　聡子さん 社会福祉法人宝安寺社会事業部（小田原市：介護）
岩渕　淳子さん 社会福祉法人鈴保福祉会（川崎市：介護）

平成28年度 トピックス
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神奈川西部職業能力開発推進協議会会長　　丹野　猛
会長あいさつ

　会員の皆様には、日頃より当推進協議会の各事業運営に際して、ご協力賜り、厚くお礼
申し上げます。
　今年２月現在の会員数が296社と300社を超える勢いで、地域の活性化に向けて「大き
な期待を担っているな」と感じるところであります。西部総合職業技術校（かなテクカレッ
ジ西部）の職員の方々は近隣の高等学校などと連携に努めております。こうした日頃の努
力の甲斐があり、かなテクカレッジ西部の知名度が上がり、新卒高校生の入校も増加して
きております。また、大学卒業後社会に出て自身を見つめ、考え直し技術職を目指して入
校する訓練生も見受けられます。

　協議会事業としては、前期７月・後期12月に各分野別で、２日間企業が参加する合同就職説明会を開催しま
して、各分野の代表理事さんにご挨拶をいただきました。今年度は190社もの企業が参加していただきました。
　11月の公開訓練見学会には各コースの訓練の様子の見学や、指導員の先生との意見交換の場を持ちました。
そして企業のご意見をお聞きし最新の技術を含めそのご意見を訓練の参考にさせていただき指導に取り入れて、
社会に出てから即対応できるようにと様々な工夫をしていただいております。また、毎年同じ時期の開催では訓
練内容が同じになる可能性があるため、時期をずらしていろいろな訓練を見ていただけるように考えております
ので、是非、多くの企業の参加をお願いいたします。
　10月の施設見学の研修は県外を含めて同じ様な職業能力開発施設を視察し、その良いところをかなテクカレッ
ジ西部にも取り入れて教育に活かしていこうと、今回は東京都の誇る都立産業技術高等専門学校の荒川キャンパ
ス（前身は航空工業高専）で充実した訓練施設、高専の理念など聞かせていただくなど見学をして意見交換を行
いました。また、今後の求人につなげるべく当日参加した企業の会社案内を受けとっていただきました。
　世界は今、米国を始め各国とも内需拡大を主とする方策へと変化し大きく動いております。日本は技術立国と
して揺れ動くことなく行動し、そして、私達の神奈川が日本の技能・技術を牽引して、かなテクカレッジ西部と
当推進協議会が目指す「地域とともに人づくり・モノづくりで技能の継承」を進めていこうではありませんか。
　結びに、各企業・団体の皆様の益々のご発展とご健勝をご祈念申し上げ、挨拶といたします。

４月５日（火）	 ４月生入校式（会長出席）
６月９日（木）	 第３回定期総会（出席者数44名）
６月９日（木）	 平成27年度優良従業員表彰（受賞者８名）
６月９日（木）	 第１回理事会（出席者数13名）
６月28日（火）	 ６月修了式（副会長出席）
７月５日（火）	 ７月生入校式（副会長出席）
７月26日（火）、27日（水）　前期合同就職説明会（参加企業数75社うち会員企業数75社）
８月１日（月）	 第２回理事会（出席者数12名）
９月23日（金）	 ９月修了式（副会長出席）
10月４日（火）	 10月生入校式（副会長出席）
10月26日（水）	 第１回研修会・施設見学（参加者11名）
11月22日（火）	 第３回理事会（出席者数６名）
11月22日（火）	 公開訓練（授業）見学（参加者26名）
12月８日（木）、９日（金）　後期合同就職説明会（参加企業数115社うち会員企業数92社）
12月22日（木）	 12月修了式（副会長出席）
１月６日（金）	 １月生入校式（副会長出席）
２月８日（水）	 第４回理事会（出席者数13名）
２月８日（水）	 第２回研修会・講演会（参加者60名）
２月８日（水）	 平成28年度優良従業員表彰（受賞者10名）
３月23日（木）	 ３月修了式（会長出席）
３月31日（金）	 神奈川西部推進協だより発行

平成28年度 事業実施状況

神奈川西部推進協だより 第4号（2）



テーマ：芸妓さん育成に学ぶ人材育成　講師：竹沢　政子氏　（箱根湯本芸能組合　理事）

事業報告
■第２回研修会（講演会）

■合同就職説明会

修了生の近況

　平成29年2月8日（水）15時30分から西部総合職業技術校多目的教室におい
て、箱根湯本芸能組合　理事である竹沢　政子氏により、「芸妓さん育成に学
ぶ人材育成」をテーマに講演会を実施しました。出席者は60名でした。
箱根湯本芸能組合　湯元見番が抱える置屋の状況や芸子さんが身につける日本
舞踊、鳴物、俚奏楽、長唄のお稽古の仕組みや、組合の歴史、見番の福利厚生、
年間行事、料金システムなどが紹介され、芸子さんの定着の状況や技能維持向
上のための表彰制度など活発な質疑応答で伝統的なおもてなし産業からの人材

育成の制度に関し貴重な時間を共有することができました。
　研修会終了後17時30分から場所を変えて懇親会を行い、竹沢講師を囲んで和やかな雰囲気の中で異業種間で
の交流を図るきっかけにもなり、大いに親睦を深めることができました。

　平成28年７月26日、27日（９月修了生対象）と12月８日、９日（29年３月修了
生対象）に、合同就職説明を西部総合職業技術校で実施し、７月は75社（工業・
建築分野：41社、介護福祉分野：34社）、12月は115社（工業・建築分野：75
社、介護福祉分野：40社）と昨年を越える多くの企業に参加いただきました。
　12月は秦野商工会議所との共催で参加求職者は西部総合職業技術校の修了
予定者の他にも一般求職者、大学生、高校生も参加し、自分の興味・関心のあ
るブースで、経営方針、組織構成、人材育成の方針、求められる人材像など、

担当者の方の説明に熱心に耳を傾けていました。
　採用担当者からは「求職者に業界や企業のことについてより深く知ってもらうことができた。」「求職者の業界
に対する関心と、就職活動に対する意欲の高さが伝わってきた。」などの感想をいただきました。また参加求職
者からは「様々な企業の内容を知ることが出来て、視野が広がった。」「インターネットでは分からない会社の雰
囲気や情報を知る事ができて良かった。」などの声が聞かれ大変有意義な説明会になりました。
　今後も会員企業における有望な人材確保と、西部総合職業技術校における就職の向上、地域雇用の活性化を図っ
ていきたいと思います。

平成28年3月修了　工藤由香里
（ケアワーカーコース）湘南老人ホーム
　私は、西部総合職業技術校のケアーワーカー
コースを平成28年の3月に修了しました。技術校

で勉強のために実習へ行かせて頂いた施設さんに就職させて頂
き、毎日生き生きと頑張っております。現場では毎日学ぶこと
は沢山ありますが、技術校で学んだ知識や技術は自分への自信
となっております。私はこの仕事に就いて、もうすぐ一年にな
りますが、この仕事を選び勉強させて頂き、毎日やりがいを持っ
て働ける事を幸せに思います。これからも次のステップへ繋が
るよう笑顔と努力を大切に頑張っていきたいです。

平成28年3月修了　大塚　一希
（自動車整備コース）神奈川中央交通株式会社
　早一年、神奈川中央交通への入社から経ちます。
バスの日々の点検、部品の分解・組立てへの取り

組み、またその他多くの失敗も経験しましたが、本当に少しず
つではあるものの知識・体力共に力を付けつつあります。まだ
まだ先輩やベテランの方々からみれば、私は半人前に毛が生え
たようなものであり、戦力としては心許なく、また今後自分の
後輩も現れる段階にあるので、これからより一層仕事に精進し
ていく所存です。

平成28年9月修了　阿部　啓美
（建築ＣＡＤコース）株式会社コンテック
　店舗設計の仕事に就くのが夢で技術校に入りま
した。技術校のおかげで知識や技術をはじめ、経

験豊かな先生方から直接学ぶことができ自分が本当にやりたい
仕事を見つける事ができました。
　その夢を叶えてくれたのがコンテックで、現場を学ぶ事がで
きる研修と、自分の希望を尊重してもらえた事で現在大手ゼネ
コンの仕事に携わる事ができました。この現場で建築物の変化
を実感しつつ成長していきたいと思います。
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　西部総合職業技術校では、様々な分野のセミ
ナーを多数開催しております。
　平成29年度のメニュー型新規スキルアップ
セミナーのご紹介をいたしますのでご活用くだ
さい。
　また、ご要望に応じた講座内容や日程を設定
するオーダーメイド型のセミナーもお受けして
おりますので、是非ご相談ください。
（電話：０４６３－８０－３００４）
　詳細は送付させていただきました「スキル
アップセミナーガイド」をご覧ください。

　平成28年４月１日から平成29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。

平成29年度新規スキルアップセミナーのご案内

新規会員企業のご紹介

セミナー名 実施日
被覆アーク溶接（実践編） 1/22,23
第二種電気工事士試験基礎講習 1/28,	2/3,4,11【土・日曜開催】
表計算ソフト入門 7/3,4,6,7
建築３次元ＣＡＤ活用（ＢＩＭ） 10/29,	11/5【日曜開催】
竹垣の施工技術（応用編） 12/14,15
空調・給排水設備のメンテナンス 6/4,11【日曜開催】
電気設備の保守管理 7/2,9【日曜開催】
介護技術の基本 10/13,20
認知症高齢者との関わり方 11/7,14
発達障害の方との関わり方 11/17,30

加入年月日 会員名
H28.4.1 ㈱サンエーサンクス

H28.4.1 大器機械㈱

H28.4.1 ㈱丸産技研

H28.4.25 ㈱アサヒ製作所

H28.5.9 ㈲マックトレス東海

H28.5.9 ㈱ユニテック

H28.5.26 ㈱ケイ・エフ・ケイ

H28.5.26 日東カストディアル・サービス㈱

H28.5.26 大成有楽不動産㈱

H28.6.2 グローブシップ㈱

H28.6.6 ㈱セイビ　横浜支店

H28.6.20 ワッティー㈱

H28.6.20 ㈱テクノアーク

H28.6.30 社会福祉法人	寿徳会	特別養護老人ホーム	はだの松寿苑

H28.6.30 五洋工業㈱

加入年月日 会員名
H28.7.5 ㈲湘南ひまわり

H28.7.25 ㈱芝計

H28.8.1 フレアーナガオ㈱

H28.8.8 ㈱エスエムケイ

H28.8.29 ＴＥＲＡＰＯＣ㈱

H28.9.8 ㈱太陽システム

H28.9.8 ㈱ラックランド

H28.9.26 ㈱協友製作所

H28.10.3 ㈲日新電設工業

H28.10.5 社会福祉法人松友会

H28,10.11 社会福祉法人翔の会

H28.11.24 ㈱フジックスハートフル

H28.12.12 ㈱日晶相模

H28.12.12 ㈲さくらケアセンター

H28.12.14 クアーズテック㈱	秦野事業所

　当推進協議会では、この会報で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、平成29年１月末現在で296社となっています。入会いただけ
る企業・事業所がおられましたら、是非、ご紹介くださるようよろしくお願いい
たします。

〔入会の問い合わせ先〕推進協議会事務局　電話	0463-80-3002

推進協議会加入のお願い
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