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神奈川西部職業能力開発推進協議会
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TEL 0463-80-3001

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、新型コロナウイルス感染症という世界規模の災禍に見舞われ、人々の生活ス
タイルや経営環境にも大きく影響しました。
そのようなコロナ禍にあっても、当協議会では、感染防止に配慮しながら、事業を実施
してきました。具体的には、合同就職説明会は、組み立て式の飛沫防止パーテーションを購入するなど感染防止
対策を講じたうえで、10月と１月に実施しました。
また、12月には、経営においても参考となる講演会を、オンライン配信により会員の皆様に視聴していただ
く新たな試みで行い、大変好評をいただきました。
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できるように、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、あいさつとさせていただきます。

令和２年度 トピックス

■事業開催に向けての取組（新型コロナウイルス感染症対策）
●合同就職説明会
令和２年10月14日開催の前期合同就職説明会及び令和３年
１月12,13日開催の後期合同就職説明会においては、新型コロ
ナウイルス感染防止対策として、当協議会で購入した飛沫防止
パーテーションを設置しました。参加者から「コロナ対策がさ
れていて安心しました。
」という意見をいただきました。
前期合同就職説明会 59ブース（Ｈ80㎝ ×Ｗ80㎝）2個使用
後期合同就職説明会 27ブース（Ｈ80㎝ ×Ｗ170㎝）
●オンライン講演会
例年、講演会は西部総合職業技術校を会場として開催してい
ましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、集合型ではなく、配信型のオンライン講演会を開催しま
した。オンライン講演会の配信にあたっては、当協議会で購入
したノートパソコン、web カメラ及びMicrosoft Teams を活用
しました。参加者からは「感染症を心配することなく参加でき
た」
、
「会場への移動がなく参加しやすかった」
、
「オンラインで
も集合型と同様な効果を得ることができた」などの意見をいた
だきました。

飛沫防止パーテーション（後期合同就職説明会）

オンライン講演会（配信機器）
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令和２年度 事業報告

■第７回定期総会
令和２年６月４日に第７回定期総会が書面により開催され、会員総数389名に対して270名の回答がありまし
た。平成元年度の事業及び決算報告、令和２年度の事業計画案、予算案などすべての議案について過半数の賛成
をもって可決されました。
■研修会（オンライン講演会）
今年度の研修会は、令和２年12月３日にクリスピー・クリーム・ドー
ナツ・ジャパン株式会社代表取締役社長若月貴子氏をお迎えし、『成長を
もたらす「人事×教育×組織」改革』をテーマに、オンライン講演会とし
て開催しました。同社が実践されてきた具体的な組織・人事改革をお話し
いただき、痛みを伴う組織改革に厳しさを知ることができました。また、
若手がチャレンジしやすい組織・人事制度作りや、ビジョンを自分事化す
るプロセスは、大変参考になりました。
■かなテクカレッジ西部 公開訓練（授業）
令和３年３月２日に当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）を優良従業員表彰式の後に実施しました。当日は、30社43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、「生徒さんの真剣さが感じられ
た」
、
「熱心さはすごく、印象的である」などの意見がありました。
公開訓練（ケアワーカーコース）

■優良従業員表彰
令和３年３月２日に令和２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、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17名の方が受賞されました。受賞おめでとうご
ざいます。

令和２年度優良従業員表彰者（17名）
氏

名

井川 貴寿
齋藤 芳次
小野塚正人
川上 大介
高橋
勝
籔田
豊
中戸川 稔
兵頭 潤一
杉野 純

事業所名（所在地：分野）

相陽工業 株式会社（南足柄市：工業）
株式会社 タイレイクリエイション（横浜市旭区：工業）
合同電気工事 株式会社（相模原市中央区：工業）
株式会社 ケイ・エフ・ケイ（藤沢市：社福）
株式会社 横浜電算（横浜市西区：工業）
有限会社 籔田鉄工所（足柄上郡：工業）
府川電機工業 株式会社（秦野市：工業）
社会福祉法人 隆徳会（横浜市旭区：社福）
株式会社 石川工業（秦野市：工業）

氏

名

北沢 秀記
長﨑 杏弥
齊藤 寛人
與那覇真哉
小宮ひとみ
丸塚 俊輔
原
雅徳
佐々木雅人

（順不同、敬称略）

事業所名（所在地：分野）

社会福祉法人 伸生会（平塚市：社福）
株式会社 日産サティオ湘南（平塚市：工業）
アークシステム 株式会社（横浜市西区：工業）
株式会社 テクノシステムズ（大和市：工業）
社会福祉法人 小田原福祉会（小田原市：社福）
三進工業 株式会社（川崎市川崎区：工業）
株式会社 大神（横須賀市：建設）
社会福祉法人 宝安寺社会事業部（小田原市：社福）
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■合同就職説明会
西部総合職業技術校において、令和２年10月14日（工業・建築分野：56社）、令和３年１月12日（工業・建築分野：
41社）及び１月13日（社会福祉分野：37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。
参加した企業からは「大変意欲があり、熱心にご参加くださったのが印象的であった」、「採用してみたい技術
校生がいた」などの意見が寄せられました。また、技術校生にとっても、就職活動に向けての意識を高めること
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雇用確保の推進を図ってまいります。

令和２年10 月14 日（工業・建築分野：56社）

令和３年１月13 日（社会福祉分野：37社）

修了生の近況
●令和２年10月修了 堀 純子
（介護調理コース）
SOMPOケア株式会社
（SOMPOケアフーズ）
技術校が、手に職をつけたい私の背
中を押してくれました。介護調理コースに入校し、忙
しくも充実した半年間でした。現在は、老人ホームの
厨房で働いています。技術校で得た知識が役に立って
いますが、想像していたよりも何倍も繊細で難しい仕
事でした。失敗に戸惑う私に、辛抱強く教えてくださ
る先輩方に感謝しています。いずれは社会に貢献でき
る人間になれるように、日々成長していきたいと思い
ます。

●平成30年３月修了 鶴田 智之
（自動車整備コース）
トヨタL＆Ｆ神奈川株式会社
私はトヨタＬ＆Ｆ神奈川でショップ
エンジニアとして、工場でお客様から
預かったフォークリフトの定期点検や修理、整備を行
うとともに、フィールドエンジニアとして自分専用の
サービスカーで直接お客さまのもとを訪問し、現場で
定期点検や修理をしています。フィールドエンジニア
として、現地での緊急対応が必要になり、その場で直
せた時の達成感や感謝の言葉がすごく嬉しく、やりが
いになっています。今後も努力を重ね会社に貢献でき
るよう頑張ります。

●平成31年３月修了 小泉 一樹
（機械ＣＡＤシステムコース）
図研テック株式会社
前職の経験を生かして設計分野の仕
事がしたいと考え、入校しました。設
計は未経験の分野でしたが、技術校では最新の機材を
使った講師の方々の親切丁寧な指導による技術や知識
の習得や、共に学ぶ仲間達と切磋琢磨しながら楽しく
充実した日々を送ることができました。修了してから
２年が経ち、現在は3DCAD を使ったモデリング業務
に従事しています。まだまだ学ぶことは多いですが、
手厚いサポートを受けながら業務に取り組めています。
今後も日々精進し、会社に貢献していきたいです。

●平成31年３月修了 織田 瑠美
（建築ＣＡＤコース）
新進建設株式会社
昔からモノづくりに興味があり、携
わるなら大きな事に挑戦したいと思
い、建築CAD コースに入校しました。仲間にも恵ま
れ、楽しく建築やCAD について学ぶことが出来まし
た。建築を知るにつれて図面を描く側ではなく、「建
築物」が造り上がる現場で働きたいという思いが強く
なり、建設会社に注文住宅の現場監督として就職しま
した。現在、一人で現場を任され、「世界に一つしか
ない家造り」に携わる喜びとやりがいを感じながら、
日々成長に努めています。
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スキルアップセミナーのご案内
●

仕事のスキルを高めたい、新たな技術を身に

●

社員のスキルアップをはかりたい

●
■
■

つけたい

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

２日間コースは、2,000 円
西部総合職業技術校

（かなテクカレッジ西部）

〒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。
不明な点は、電話にて問い合わせください。

★スキルアップセミナー受講者の声

・とても良い内容でしたが、それを実際に身につ

けるには時間が足りないです。また、受けさせ
ていただきたいです。（ものづくり継承塾）

・いつも仕事で仕上げ作業をしていますが、知ら
ない事もたくさんあり、疑問に思っていた事も
全て教えてくださって、とても勉強になりまし
た。（仕上げ作業の基礎）

・なかなか実技を行うことが少ないので、この様

な実技ができるセミナーが多く行われることを
期待します。（被覆アーク溶接（初級））

★スキルアップセミナーの例

・ものづくり継承塾（旋盤、工場電気設備、造園等）
・機械製図（基礎）

・４サイクルエンジンの仕組み

・フリーソフトによるＷｅｂサイト作成入門
・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

令和２年２月１日から令和３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。
入会日

会員名

Ｒ２.４.１

㈲セイケン

Ｒ２.４.１

合同会社ノックオンウッド

Ｒ２.４.１

㈲宮城電設

Ｒ２.４.１

キャル㈱

Ｒ２.４.２

東日本三菱自動車販売㈱

Ｒ２.４.13

㈱ネクステージ

Ｒ２.４.14

エクセルコンピュータサービス㈱

Ｒ２.６.９

㈱渡辺鐵工所

入会日

会員名

Ｒ２.７.７

㈱樋口総合研究所

Ｒ２.７.９

社会福祉法人絆会 特別養護老人ホーム
リアメゾン戸塚

Ｒ２.８.14

㈱アイティ・イット

Ｒ２.９.29

ロジスネクスト東京㈱

Ｒ２.10.21

㈲庭匠・梅澤

Ｒ２.11.10

㈱ジェイテック

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３年1月末現在で約380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

