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■ 会 長 あ い さ つ 
 会員の皆様には、当推進協議会の運営に多大なるご協力をい

ただき、厚く御礼申し上げます。平成２９年２月１日の会員交

流会の第一部では、４社の方に取り組み事例の発表をいただき

ました。いずれの発表も、職務に対して真剣に取り組まれ、貴

重な発表をいただき大変勉強になりました。昨今、同一労働、

同一賃金への取り組みの必要性や、女性の活躍の問題さらに少

子高齢化社会への取組みが「働き方改革」というキーワードの

もとで課題とされております。こうした中、高齢化社会から高

齢社会、さらに超高齢社会へ社会構造が変化していることへの

対応の必要性や、働く方々の満足度の向上が必要であると言われております。女性の方も含め

て社員が継続して働ける環境をつくり、就職においても喜んで応募してもらい、定着し継続し

て働いていただけるような会社を我々もつくっていかなければいけない。そうした背景の中で、

２０年後の社会を見据えて取り組まれているとの発表がございました。私自身も経営者として、

改めていろいろな取り組みが必要であると考えさせられました。 

また、第二部では、１０名の方を優良従業員として表彰することができ、とても光栄に思っ

ております。皆様の努力に対して、お祝いと激励と今後の活躍を期待しております。 

 現在、会員企業も約３００社となり、当推進協議会ではいろいろな行事を予定しております

ので、ご参加いただくと共に、皆様のお知恵を拝借しながらよりよい形で実施していきたいと

考えております。皆様のお力添えをお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。            ― 平成29年２月１日「平成28年度会員交流会」挨拶より ― 

 

■ ト ピ ッ ク ス 
平成2９年２月１日（水）、会員交流会を開催いたしました。会員、来賓、表彰者等、参加

者４９名となり、会員の皆様がそれぞれの業種や分野を超えて交流 ･情報交換の有意義な機会

となり、大いに盛り上がりました。 
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事  業  報  告 
 

■ 定期総会の開催 
平成２８年５月３１日 (火 )１６時から

川崎日航ホテルにて、神奈川東部職業能力

開発推進協議会第８回定期総会が開催され

ました。 

定期総会では、会長あいさつ、来賓紹介

に続き、来賓を代表して神奈川県産業労働

局労働部産業人材課西村副課長からご祝辞

をいただきました。その後、委任状を含め

１９１社の出席を得て、「平成２７年度事

業報告」、「平成２７年度収支決算」、

「平成２８年度事業計画 (案 )」、「平成

２８年度予算 (案 )」、「理事の選任」が

可決承認されました。定期総会終了後、１７時１５分から同ホテルにて懇親会が行われ、なご

やかに会員相互の親睦を深めました。 

 

■ 研修会（いすゞ自動車高等工業学校及び藤沢工場） 
平成２８年１０月１８日（火）１４時からいすゞ自動車高等工業学校及び藤沢工場の見学会

を開催しました。 

参加会員は２０社２２名の参加となりました。大規模な工場設備等の見学の際には、高度な

製造システムや品質管理システムなどの詳細を拝見し、さらに、いすゞ自動車高等工業学校見

学の際には「ものづくり」を支える人材育成の取り組みについてご説明いただき、技能五輪大

会直前の緊迫した練習の様子を拝見したことで、多くのことを学ぶ機会を得ることができまし

た。 

 当協議会としてもこの研修会を活かし、会員企業の産業振興、人材育成に役立てていきたい

と思っております。いすゞ自動車の社員の方々には、お忙しいところ懇切丁寧にご説明、ご案

内をいただきましたことに、心から御礼申し上げます。 

 

 神奈川県産業労働局労働部 

産業人材課 西村副課長あいさつ 

いす ゞ藤沢工場見学 
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■ 会員交流会 
平成2９年２月１日（水）川崎商工会議所にて、平成2８年度会員交流会が開催されました。

第一部は、かなテクカレッジ東部及び会員企業等の発表に３３名の会員が参加し、第二部は、

優良従業員表彰式及び会員交流会を行い、４１名の会員が参加しました。 

 

＜第一部＞ 【かなテクカレッジ東部の状況報告】 

かなテクカレッジ東部（東部総合職

業技術校）平野校長から、事業状況

について説明がありました。近年の

技術校生の応募、入校、修了、就職

の状況から、訓練コースの現状と課

題に対する対応状況について、また、

在職者訓練（スキルアップセミナ

ー）の実績状況、中学・高校生への

キャリア教育支援事業などの取り組

み、就職説明会などの神奈川東部職

業能力開発推進協議会との連携事業

の実績が説明されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差し替え 

神奈川東部職業能力開発推進協議会 参与  

東部総合職業技術校 平野 達夫 校長 
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【会員企業の発表】 

会員企業４会員から発表がありました。各会員からは、事業の概要や経営方針、人材育成制

度などについて報告をいただき、会員相互の活発な質疑応答が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表会場の様子 

株式会社不二         

代表取締役 滝澤 博氏、営業部課長代理 吉川 綾氏、営業部 早川 愛氏 

発表表題：会社紹介と品質・安全について   

社会福祉法人公正会特別養護老人ホーム 希望苑 

小坂 真智子氏 

発表表題：特別養護老人ホーム希望苑で大切にしている介護 

向洋電機土木株式会社  

広報部 部長 横澤 昌典氏 

発表表題：中小企業におけるICTを駆使した働き方改革    

ワッティー株式会社  

開発部 部長 矢口 貴雄氏 

発表表題：ワッティー㈱会社概要とQMS活動について      
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＜第二部＞ 【優良従業員表彰及び会員交流会】 

第二部では、内田会長の挨拶の後、第９回優良従業員表彰及び会員交流会を開催しました。

優良従業員表彰は、推進協議会の会員企業に勤務する優れた従業員の努力をたたえ、会員企業

の一層の発展に資することを目的としており、１０名の方々を表彰いたしました。優良従業員

表彰の後、各会員の自己紹介を含め、会員相互の親睦と連携をより深める機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第９回優良従業員表彰受賞者 喜びの声  

向洋電機土木株式会社   横澤 昌典 様 
この度は、優良従業員表彰をいただき、ありがとうございます。上司、同僚、家族の支えが

あったからだと心から感謝しています。これからも努力を重ねていきたいと思います。あり

がとうございました。  

ネッツトヨタ横浜株式会社   池間 訓彦 様 

この度は、優良従業員表彰をいただき、ありがとうございます。上司、先輩と大勢の周りの

方々に支えていただき、このような賞を受けとることができました。これからも会社や周り

の方々の役に立つように努力していきたいと思います。ありがとうございました。  

優良従業員表彰受賞者の皆様 

前列左から (福)永寿会 宇根様、 (福)公正会 小坂様、  (福)地域福祉協会 阿部様、  

向洋電機土木(株) 横澤様、 (株)吉岡精工 山本様、 三進工業(株) 菊池様、 (株)丹野設備工業所 大野様 
 

後列左から 増田川崎市雇用労働部長、 平野参与、 川瀬副会長、 内田会長、 斉木副会長、 菊池副会長   

内田会長から表彰状授与 賞状 と メ ダル 
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■ 就職説明会の開催 
当協議会と東部総合職業技術校との共催の就職説明会は、平成２８年度は、計９回の就職説

明会において延べ１９５社の企業に参加していただき、企業説明や面談が行われました。参加

した技術校生は真剣な眼差しで説明を受けていました。 

これまでの就職説明会開催状況は、平成２５年度は計6回１３１社参加、平成２６年度は計

8回１７１社、平成２７年度は計１０回１７６社、年を追うごとに開催回数及び参加企業が増

加しております。 

今年度は当初計画として最多の１１回の開催を計画しておりましたが、介護福祉系は、近年

の求人難の影響で想定より早い時期に内定した関係で、就職説明会開催までに至らず中止とな

ってしまいました。今後は、このような分野の雇用環境に合わせて、就職説明会の開催方法も

三進工業株式会社    菊池 秀平 様 

この度は、優良従業員表彰をいただき大変光栄に思っております。入社して13年になりま

すが、まだまだやることも覚えることもたくさんある状況です。これからも意欲と努力を忘

れずに真面目にコツコツ頑張っていきたいと思います。  

株式会社 吉岡精工   山本 瞳 様 

優良従業員表彰をいただき、とても光栄です。今回の受賞を励みとすると共に、取得した機

械検査技能資格を担当する業務の改善に生かしていきます。今後は後輩となる女性従業員が

増えるように手本になればと思います。  

株式会社 丹野設備工業所   大野 英明 様 

この度は、優良従業員表彰という栄誉ある賞をいただき大変光栄に存じます。このような賞

をいただけたことは、今後の取り組みにおいてもこの上ない励みとなります。日頃支えてい

ただいた方々に、感謝の気持ちを深く申し上げるとともに、さらなる技術向上と会社発展に

貢献して参ります。  

神奈川県工業塗装協同組合   堀切 義和 様 

この度は、優良従業員表彰をいただき誠にありがとうございます。我社は、工業塗装70年

の会社です。祖父・父の背中を見て育った三代目です。今回の受賞を励みにして少しでも祖

父・父の技術・技能レベルに近付くことが出来るように努力していきたいと思います。     

社会福祉法人 公正会   小坂 真智子 様 

この度は、優良従業員表彰をいただき、誠にありがとうございます。これまで温かくご指導

して下さった先輩職員の皆様、支えて下さった全ての職員の皆様の存在に感謝しておりま

す。今後もこの賞に恥じぬよう、初心を忘れず日々精進して参りたいと思います。       

社会福祉法人 同塵会   綿貫 浩平 様 

10年という節目にこのような表彰を受け、大変励みになり感謝いたします。現在は生活相

談員として入居者の快適な環境づくりに励んでおります。今後もこの経験を活かし後輩の育

成を図りながら、日々精進して参ります。  

社会福祉法人 永寿会   宇根 啓太 様 

20才で入職して12年経過しました。ここまでやってこれたのは上司や同僚の支えがあった

からこそだと思っています。そして、このような賞をいただくことができたのも未熟な私を

支えてくれた皆さんのお陰だと思います。いただいた賞に恥じぬよう今後も一層精進して参

ります。  

社会福祉法人 地域福祉協会   阿部 光樹 様 

この度は、優良従業表彰をいただき、ありがとうございます。これを励みに、より一層、ご

利用者様やご家族様に喜びや驚き・感動を提供していきたいと思います。  
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工夫し、柔軟に展開していく予定です。 

この就職説明会は、技術校生にとって、就職活動に向けての重要な機会となっており、技術

校生からの期待は非常に大きいものがあります。また、就職説明会への参加を契機に、当協議

会に入会される企業も少なくありません。 

これからも、東部総合職業技術校生の就職支援に、多くの会員企業のご協力をお願い申し上

げます。 

就職説明会実施状況 

平成２８年   ６月１６日    工業系企業        ３５社参加 

平成２８年   8月  ２日他  給食調理系企業      ４社参加 

平成２８年   ８月２５日   工業系企業        ２１社参加 

平成２８年  ９月 ８日   工業系企業  ３４社参加 

平成２８年  １０月３１日他  自動車整備系企業      5社参加 

平成２８年 １２月１５日   工業系企業  ４４社参加 

平成２９年   １月１２日他  自動車整備系企業     ２０社参加 

平成２９年   ２月 １日他  給食調理系企業       3社参加 

平成２９年   2月１６日他  コンピュータ系企業    ２９社参加 

平成２８年度  計   ９回開催  １９５社参加 

（平成２７年度  計  １０回開催  １７６社参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新会員のご紹介 
今年度、新たに次の５４企業が会員になり、平成2９年１月末現在2９7会員となります。 

相武造園土木株式会社 

植周造園株式会社 

伸和工業株式会社 

一造園土木株式会社 

株式会社スタックス 

特別養護老人ホームシャローム 

株式会社MOMO 

有限会社野いちご 野いちごケアセンター 

株式会社イノベイションオブメディカルサ

ービス 

指月電興株式会社 

三和クリエーション株式会社 

株式会社新大倉 

株式会社越智製作所 

有限会社穴沢製作所 

株式会社アイテックムラモト  東京支店 

株式会社富士テクノソリューションズ 

北斗株式会社 

ニイガタ株式会社 

徳力精工株式会社  横須賀工場 

株式会社ニチイ学館 

京浜産業株式会社 

相菱エンジニアリング株式会社 

株式会社オウミ 

社会福祉法人誠幸会 

空圧工業株式会社 

株式会社太平エンジニアリング 

有限会社エムテックグリーン 
NPO法人きてん 障害者地域活動ホームほ
どがや希望の家 
摂南電気工業株式会社 

株式会社エスエムケイ 

三和シャッター工業株式会社 首都圏第二

事業部 

 

就職説明会の様子 
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■ 役員一覧 
平成２８年５月３１日開催第８回定期総会において選任された役員 

 

 

■ 求人票受付のお願い(東部総合職業技術校より) 

東部総合職業技術校では、6月 ､ 9月 ､ 12月 ､ 3月の年4回、修了生を企業に送り出して

います。求人票は随時受け付けておりますので、貴事業所で求人がございましたら、是非、担

当までご連絡ください。（入校・就職支援課 求人担当  電話 045-504-2810） 

 

■ メール配信のご確認（事務局より） 

企業在職者の講習会（スキルアップセミナー）情報や県からの案内などを、月1回程度、メ

ールで配信しています。担当者やアドレスが変更されたなどの理由で、メールが届いていない

会員がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡ください。 

 

 

印刷 株式会社さんこうどう（推進協議会会員） 

増田電気株式会社 

株式会社エクシオジャパン 

株式会社新川電気 

株式会社横浜電業 

日本建築構造センター株式会社 

湘南技術センター株式会社 

株式会社太陽システム 

株式会社ラックランド 

株式会社植春造園 

山九株式会社 南関東支店 

日本高速削孔株式会社 

有限会社日新電設工業 

セントランス株式会社 
 

株式会社新栄製作所 

株式会社マックピーアンドエス 

株式会社新井鉄工所 

株式会社三栄コーポレーションリミテッド 

株式会社湘南マツダ 

東山工業株式会社 

ケアパートナー株式会社 

有限会社駒岡介護ステーション 

田中サッシュ工業株式会社 

株式会社日晶相模 

 

 

（入会順） 

会長    内田 了  (小向工業株式会社 代表取締役社長 )  
副会長   川瀬 和一 (社会福祉法人共生会 常務理事 )  
副会長   菊池 敏子 (株式会社菊池電業社 代表取締役会長 )  
副会長   斉木 幸雄 (一般社団法人川崎中原工場協会 専務理事 )  
会計監査  青池 信雄 (川崎労務管理協会 事務局長 )  
会計監査  黒木 正  (篠原電機工業株式会社 取締役常務執行役員 )  
理事    青木 一孝 (川崎自動車整備事業協同組合  理事長 )  
理事    荒木 周一 (株式会社共栄エンジニアリング  代表取締役社長 )  
理事    遠藤 賀奈子 (社会福祉法人秀峰会 訪問介護サービス事業部長 )  
理事    瀧川 直温 (協同組合高津工友会  事務局長 )  
理事    田中  雅弘 (社会福祉法人若竹大寿会 夢タウンわかたけ  所長 )  
理事    橋本  太輔 (神奈川県内装仕上技能士会  会長 )  
理事    前田 卓哉 (特別養護老人ホームたきがしら芭蕉苑  施設長 )  
理事    森田 潤一 (株式会社フジ・カーペット 代表取締役 )  
理事    吉沢 泰明 (川崎商工会議所  中小企業振興部長 )  
理事    吉田 法美 (協伸サンテック株式会社 代表取締役 )  

（氏名五十音順） 
 


