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　建築分野における著名な建築物と、人材育成施設の視察
をテーマに平成30年10月10日、第１回研修会（施設見学会）
を実施しました。静岡県富士宮市に2018年竣工した3D-CAD
を駆使した設計による静岡県富士山世界遺産センターと、
学校法人富嶽学園 日本建築専門学校を訪問しました。この
学校は木造建築に重点を置いた教育を実施している４年制
の専門学校で日本建築の神髄と現代建築技術を習得できる

特色ある教育方針による養成施設で、人材育成の課題に対する解決策の一つとして貴重な視察となりました。

　今年度、講演会テーマを「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回目は平成30年11月28日、講師　MDファクトリーＨ
Ｓ（株）　代表取締役社長　川端　政子氏より「環境をつ
くりあげることで企業は変わる」と題し、「製造業のパー
ト事務員」から出発し、営業部門の統括マネージャーとな
る過程で獲得した従業員教育の重要性、組織としての柔軟

性など、組織運営の哲学についてお話をいただきました。また、将来のリーダーとなる人材育成の実践事例など
貴重なお話を伺うことが出来ました。
　２回目は平成31年２月13日、講師（一財）日本ペップトーク普及協会　専務理事　浦上　大輔氏より「勇気・
元気・活気を引き出す言葉の力　ＰＥＰＴＡＬＫ！」のテーマで、アメリカのスポーツ現場で使われている短く
分かりやすく、肯定的に魂を揺さぶる、勇気づけのショートスピーチ「ＰＥＰＴＡＬＫ」について①受容②承認
③行動④激励の４ステップを参加型研修で体得することができました。

　平成31年２月13日、第３回研修会において、平成30年度優良従業員表彰式が開催されました。優良従業員表彰
の受賞者は、当推進協議会の会員企業で５年以上勤務し、さらに国家資格を主体的に取得するなどの表彰基準を
満たした従業員の中で、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で、今年度は12名の方が受賞されました。
　表彰式では、丹野会長から受賞者に表彰状と記念品が贈られ、
会社の発展に貢献したことを称えるとともに、今後の活躍にも
期待したいと励ましの言葉をいただきました。受賞されたのは
次の12名の皆様です。受賞おめでとうございます。

■第１回研修会 （静岡県富士山世界遺産センターと学校法人富嶽学園　日本建築専門学校）

■第２回および第３回研修会 （講演会）

■優良従業員表彰

氏　名 事業所名（所在地：分野）
米山　美加 株式会社　ワイテック　（平塚市：工業）
松本美智子 社会福祉法人　隆徳会　（横浜市旭区：介護）
荘野　　恒 社会福祉法人　中心会　（海老名市：介護）
杉山　知弘 株式会社　大神　（横須賀市：建築）
北村　学裕 株式会社　テクノシステムズ　（大和市：工業）
罇　　隼人 社会福祉法人　永寿会　（藤沢市：介護）

氏　名 事業所名（所在地：分野）
米山由美子 社会福祉法人　祥風会　（小田原市：介護）
小澤　利広 社会福祉法人　寿徳会　（秦野市：介護）
高橋　純一 アソー熱工業　株式会社　（小田原市：建築）
佐藤　　誠 相陽工業　株式会社　（南足柄市：工業）
有村　夏希 三進工業　株式会社　（川崎市川崎区：工業）
佐藤　一也 アークシステム　株式会社　（横浜市西区：工業）

平成30年度 トピックス

平成30年度 優良従業員表彰者（12名） （順不同、敬称略）

静岡県富士山世界遺産センター

川端 政子 氏
「環境をつくりあげることで企業は変わる」

学校法人 富嶽学園 日本建築専門学校

浦上 大輔 氏
「勇気・元気・活気を引き出す言葉の力 PEPTALK！」
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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、日頃より当協議会の事業運営に際して、ご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。
　当協議会も設立後５年を経過して、会員数も約350となり、礎

いしずえ

が強固なものになってき
ました。
　当協議会では、人手不足が深刻化し、人材確保が課題であることを踏まえ、皆様のお役
に立てるよう、改革を進めています。
　今年度は、次の２つの改革を行いました。
　一つ目は、西部総合職業技術校との「合同就職説明会」の実施時期・回数の変更です。

従来は、７月に開催していた前期説明会を、６月と８月の２回に分け、後期と合わせて「年３回」実施しました。
６月開催としたことで、半年コースの就職活動に最適な時期となりました。また、１年コースに対して、早い時
期に技術校生にＰＲすることができるようになり、８月に再度ＰＲできるという形になりました。皆様や、技術
校生にとって、良い方向でステップアップできたと受け止めています。
　二つ目の改革は、「研修会」についてです。
　まず、「視察」ですが、初めて“建築分野”の視察を行いました。「日本建築専門学校」を訪れると、活き活きと
訓練に励む姿がありました。当協議会も、技術校生の充実した職業訓練を支える存在となろうとの思いを新たに
しました。次に「講演会」ですが、「環境をつくりあげることで企業は変わる」、「勇気・元気・活気を引き出す
言葉の力　PEP TALK ！」と２回に拡充して開催しました。「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」という思いから、企画をさせていただいたものです。
　このほか、西部総合職業技術校で育成が難しい人材について、有効な求人先を確保するため、「産業雇用安定
センター」に必要な支援を受けられる環境も整えました。皆様に、是非、ご活用いただきたいと思います。
　当協議会は、皆様方のニーズに合わせた訓練メニューを西部総合職業技術校に取り入れてもらい、皆様の課題
に対応することで、ご発展のお手伝いが出来るように、また、「地域とともに人づくり・モノづくりで技能の継承」
を推し進めていくことが出来るように、一層の改革を行ってまいります。
　最後になりますが、事業運営に対して、皆様の一層のご協力と、ご指導・ご鞭撻をお願いし、また、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。

●第５回定期総会　６月６日（出席者55名）
●理事会　６月６日、８月２日、11月28日、２月13日
●会報の発行　３月末日
●研修会
・第１回　施設見学会　 10月10日（参加者16名）①静岡県富士山世界遺産センター②学校法人富嶽学園日本建築

専門学校
・第２回　講演会　11月28日（参加者39名）「環境をつくりあげることで企業は変わる」
　　　　　　　　　ＭＤファクトリーＨＳ株式会社　代表取締役社長　川端　政子 氏
・第３回　講演会　２月13日（参加者74名）「勇気・元気・活気を引き出す言葉の力　ＰＥＰＴＡＬＫ！」
　　　　　　　　　（一財）日本ペップトーク普及協会　専務理事　浦上　大輔　氏
●優良従業員表彰　２月13日（受賞者12名）
●職業技術校修了式での賞状及び記念品授与
　６月26日（受賞者１名）、9月21日（受賞者７名）、12月21日（受賞者 １名）、3月22日（受賞者13名）
●かなテクカレッジ西部の訓練見学　８月２日（参加29社44名）
●合同就職説明会
・前期第１回　６月21日、22日（参加企業118社、技術校生152名）
・前期第２回　８月28日（参加企業60社、技術校生71名）
・後期　　　　12月５日、６日（参加103社、技術校生139名）
● 求職者情報の公開　平成30年5月、8月、10～11月、平成31年2月（推進協議会ホームページに掲載、メールで周知）

平成30年度 事業実施状況
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事業報告
■合同就職説明会の開催

■かなテクカレッジ西部　公開訓練（授業）

修了生の近況

　平成30年度は合同就職説明会を３回実施しました。平成30年６月
21日、22日と平成30年８月28日、および平成30年12月５日、６日に、
西部総合職業技術校で実施し、６月は118社（工業・建築分野：75社、
介護福祉分野：43社）、８月は60社（工業・建築分野）、12月は秦野商
工会議所との共催で、103社（工業・建築分野：62社、介護福祉分野：
41社）と多くの企業に参加いただきました。
　技術校生は、自分の興味・関心のある参加企業ブースで、業種およ

び職種内容、経営方針、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「皆さん説明を真剣に聞いてくださいました」「この説明会はとても素晴らしい取り組みです
ので続けて頂きたいです」などの感想をいただきました。また技術校生にとっても、関係する企業や業界の状況
の認識を深めるとともに、就職活動に向けての意識と意欲を高めることができ、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力の向上、地域雇用の活性化を
図ってまいります。

　平成30年８月２日に、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。当日は猛暑でしたが、29社44名の会員企業
が参加され、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等行いました。参加者から
は、「技術校生は明るく、礼儀正しく、とても好感を持てました」、「資格取得に
よる結果（自信）につなげてほしい」、「自社の新人研修の一部に組み込んでみる
ことも考えてみたい」などの意見がありました。

●平成27年３月修了　伊野　邦輝
（マシニング＆CAD/CAMコース）大器機械 株式会社
　入校時は未経験で不安がありましたが、図
面の読み方から測定器の使い方を丁寧に教え

ていただき、１年間で旋盤やフライス盤などの汎用機と
NC工作機械の操作とプログラミングを身につけることが
できました。現在はマシニングセンターで建設機械の部品
加工を行っています。担当している機械は技術校と同じな
のでスムーズに仕事に入ることができました。職場は優し
い社長をはじめ、先輩社員の技術指導により一人前の技術
者に近づいていると思います。今後も向上心を忘れず、会
社を背負っていく人材になりたいです。

●平成30年３月修了　鈴木　友海
（ICTエンジニアコース）株式会社 エニー
　私はまだまだ一人前には程遠いのですが、
一年近く携わっていると以前自分が修正した

ことのあるプログラムなどには手をつけやすく、少しずつ
経験として積み上がっている実感があります。
　社員間の距離はちょうどよく、昨年末の忘年会では、普
段、職場で会うことのできない社員の方々ともミーティン
グとレクリエーションを行い、親睦を深めることができま
した。
　これからも多様な技術を高め、会社に貢献していきたい
と思います。

●平成30年３月修了　山口　薫
（庭園エクステリア施工コース）株式会社 アグサ
　自然に係わる仕事がしてみたいと思い、現
在の会社へ就職して一年が経とうとしていま

す。技術校では基礎技術や講師陣の実践的な指導と講話も
あり、未知の分野へ進むに当たり、大変心強く、共に学ん
だ仲間と出会えた事も今の財産となっています。
　職場では造園全般の様々な仕事をして、日々新たな知識
や技術を経験しながら覚える事も多いですが、辛くても充
実感の溢れる毎日を過ごしています。
　今後も精進して一日も早く内外から主戦力として認めら
れるよう成長していきたいです。

●平成29年９月修了　福島　勇希
（ケアワーカーコース）　社会福祉法人 和心知会

特別養護老人ホームわしんち元気・平塚
　私は、平成29年9月に修了しました。技術

校で実習に行かせて頂いた施設に就職させていただき、悪
戦苦闘しながら毎日頑張っています。現場では辛いことも
ありますが、チーム皆で、協力して取り組んでいます。
　技術校で学んだ知識や技術は、とても役に立っており、
技術校に入って良かったと思っています。今後は、介護福
祉士取得を目指し、ステップアップしていきたいです。
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　平成31年度に西部総合職業技術校で開
催する、「メニュー型セミナー」の一部
をご紹介いたします。
　また、ご要望に応じた内容や日程で開
催する「オーダー型セミナー」のご相談
もお受けしておりますので、お気軽にご
連絡ください。（電話：0463-80-3004）
　詳細は、同封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31年度スキルアップセミナーのご案内
セミナー名 実施日

ものづくり現場における安全衛生の基礎 5/20,21
研削といし特別教育（機械研削） 6/6,7　10/17,18
初学者のための機械製図入門 4/22,23　6/17,18
アーク溶接特別教育 5/11,12,18,19（土・日曜開催）
シーケンス制御の基礎（リレー、ＰＬＣ） 5/7,10,14,17
低圧電気取扱特別教育（開閉器操作のみ） 7/2,3　9/1,8（日曜開催）
表計算ソフト入門 7/11,12,18,19
建築ＣＡＤ（初級） 5/11,18（土曜開催） 9/1,8（日曜開催）
建築ＣＡＤ入門（インテリア） 5/12,19（日曜開催）
竹垣の施工技術（基礎編） 6/23,30（日曜開催）
空調・給排水設備のメンテナンス 6/1,8（土曜開催）
家具塗装の基礎 7/1,2,3,4
介護技術の基本 6/25,7/2
プロから学ぶ調理技術 8/2,8

　平成30年２月１日から平成31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。
新規会員企業のご紹介

加入年月日 会員名
H30.2.1 関東総業㈱
H30.4.1 荏原工業㈱
H30.4.1 カイロス・アンド・カンパニー㈱
H30.4.1 ㈱アテック　横浜営業所　
H30.4.1 堀技研工業㈱
H30.4.1 医療法人社団帰陽会 
H30.4.1 ㈱トープラ
H30.4.1 三愛エコシステム㈱　
H30.4.1 ㈱イデア　
H30.4.1 アストロニクス㈱
H30.4.1 社会福祉法人　慈恵会
H30.4.1 日崎工業㈱
H30.4.2 マツダ小田原㈱
H30.4.2 社会福祉法人湘南曽寿会 
H30.4.2 ㈱高倉園グリーンセンター
H30.4.5 エースパック㈱

H30.4.13 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
座間支部

H30.4.13 東芝マテリアル㈱
H30.4.17 ㈱ティーネットジャパンES事業部

加入年月日 会員名
H30.4.17 中野冷機㈱
H30.4.24 平塚金属工業㈱
H30.4.25 社会福祉法人足柄緑の会
H30.5.9 新進建設㈱
H30.5.14 トランスコスモス㈱
H30.5.21 ㈱ホンダカーズ神奈川東
H30.5.24 ㈱オーモリ
H30.6.7 ㈱タイレイクリエイション
H30.6.15 ㈱庭司苑
H30.6.21 京急電気工事㈱
H30.7.20 社会福祉法人一石会
H30.8.14 合同電気工事㈱
H30.8.14 ㈲川電
H30.8.21 サコス㈱
H30.9.14 アテネ㈱
H30.10.3 ㈱アオイ産業
H30.10.3 ㈱東北電子計算センター
H30.10.3 ㈱アスパーク　東京オフィス
H30.10.23 ㈱ワイズ
H30.11.30 アサヒサンクリーン㈱　横浜支店

　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、平成31年２月末現在で350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

推進協議会加入のお願い
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