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推進協議会について推進協議会について
◇推進協議会へ入会のご希望がございましたら事務局までご連絡ください。
◇入会の手続き方法についてご案内させていただきます。
◇ホームページでも、推進協議会の事業内容や入会についてご案内しています。

新規会員のご紹介新規会員のご紹介
（株）メイワ電子【横浜市瀬谷区】、協同工業（株）【横浜市保土ケ谷区】、神鋼商事(株)【平塚市】、(株)小笠原プレシジョンラボラト
リー【山北町】、(株)ＹＳＰネクスト【横浜市磯子区】、日本ゼオン(株)川崎工場【川崎市川崎区】、(株)ＡＫＩＣＯ【東京都大田区】、ライ
トクリエイションシステム(株)【東京都台東区】、ＵＴグループ(株)【東京都品川区】、フジテック(株)【東京都港区】、トーカイ・パッ
ケージングシステム（株）【藤沢市】

（令和４年３月１日現在。総会員数372会員）
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https://suishinkyo.info/

　2013年以来10度目の出展となる「テクニカルショウヨコハ
マ」。2022年はリアル展示が2月2日～4日に行われるととも
に、オンライン展示が2月2日～10日の日程で開催されまし
た。リアル展示は2年ぶりに行われ、短大校が行う教育訓練や
学生の卒業制作・研究の内容、企業人材の育成等に関する
情報発信に協力するとともに当協議会の紹介を行いました。

■ 「テクニカルショウヨコハマ2022」への出展支援

■ オンラインセミナーを開催
　会員企業の人材育成を支援する新たな企画として、１月25日、２月８日の全２回にわたり、「新
入社員をもっと成長させたい！～研修の実施ポイントと成功のコツ～」（講師：（株）日本人材開発セ
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■ 会員企業優良従業員表彰
　会員企業優良従業員表彰（令和２年度選考分）は、次の８名の方が受賞されました。今回は表彰式が開催できなかったことか
ら、表彰状と副賞は郵送でお送りさせていただきました。受賞者の皆様、改めておめでとうございます。各事業所での益々のご活躍
をお祈りいたします。

■ 情報交流会の開催

　短大校1年生と今春の新規採用を予定する会員企業との橋渡しを目
的とする情報交流会を3月9日～10日に開催しました。昨年に引き続き、
参加者の体温測定、各ブースへのパーテーションの設置、アルコール消
毒等、新型コロナウイルス感染症対策を施したうえで対面形式とし、２日
間の合計で185社の会員企業の皆様にご参加いただきました。短大校の
学生にとっては実質的な就職活動のスタートとして、非常に有意義な交
流の場となりました。

アークシステム株式会社　
齊藤 寛人　様
常に技術の向上に励みながら顧客の業務改善に寄与
し、かつ後輩の育成も担っています。またプロジェクト
の統括など、部門の中心的役割を果たし、会社の発展
・成長に大きく貢献した点が評価されました。

株式会社ジェイエスピー
岩橋 豪　様
リーダーとして、常にチームの先頭に立って最新の技
術に挑戦し続ける姿勢は他の社員の模範となってお
り、ほぼすべての自社製品開発に関わり、会社全体の
技術向上に大きく貢献している点が評価されました。

株式会社大協製作所
阿部 泰明　様
仕事に対する姿勢は誠実で、塗装製造部門では１年
でライン長に抜擢され活躍、また営業部に異動後は「
1級めっき技能士」を取得して、得意先のニーズに応
え信頼を深めた点が評価されました。

株式会社テクノステート
矢口 将人　様
メキシコ工場の立上げメンバーとして、臨機応変な調
整や技量で初期トラブルを解決し、さらに独学で語学
習得に努めた結果、現地スタッフと信頼関係を築き、
現地化生産に大きく貢献した点が評価されました。

株式会社エスシー・マシーナリ
陶山 達雄　様
常に前向きな提案をする姿勢からお客様の信頼も厚く、多
くの資格取得に励むなど、目標を達成するまで諦めずチャ
レンジを続ける姿勢や熊本地震の際には災害復旧に尽力
し、会社の評価向上に大きく貢献した点が評価されました。

株式会社シノザワ
村上 知弘　様
非常にまじめで、諦めない前向きな姿勢は社内外で
高い評価を得ており、主任として若手社員の育成に
も貢献している点が評価されました。

株式会社テクノシステムズ
上田 泰之　様
産業用自動生産設備機器（主としてシーケンサー）の
性能試験・調整業務の分野において、技術と長年の経
験から周囲に信頼され、また後輩の指導にも尽力して
おり、事業の拡大に貢献している点が評価されました。

株式会社テクモ
岩藤 直斗　様
幅広い業務経験（設計・実験）から多くの知識と高い
CADスキルがあり、顧客からの要求に対して適切な
結果を提供した功績や、業務関連知識の更なる向上
に努めている点が評価されました。

ンター取締役研修事業部長　上原歌織氏）をテーマ
に、オンラインセミナーを開催しました。日程や時間帯
で参加者人数の変動はありましたが、最大で50名の方
にご参加いただきました。
　オンライン形式ではありましたが、熱のこもった講義
には受講された方々からご好評をいただきました。

◆推進協議会が主催する会員相互の交流や人材育成に関する事業への参加
◆短大校学生に対し企業情報等を説明する情報交流会への参加
◆短大校学生の就職状況や短大校のカリキュラムなどについての意見交換
◆短大校が実施する社員教育向けセミナー等の情報入手

会員の特典
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令和3年度 事業実施状況令和3年度 事業実施状況

■ 企業実習（インターンシップ）への協力

4/5
5/18
5/24～6/4
5/-
5/-
6/15、16
6/-
7/30
7/26～8/20
8/20
8/-
9/8
9/25
9/-
9/-
9/29、30
10/11

10/20
10/23
11/-
12/16

1/18～27
1/25、2/8

2/2～4
2/22

3/9、10
3/14
3/17

短大校入学式（縮小開催）
第１回理事会（オンライン開催）（理事12名出席、委任状8名）
通常総会（書面開催、議決書回答数302会員）
講演会、第１回異業種交流会（当初、総会と同日予定）　※中止
令和２年度会員企業優良従業員表彰(被表彰者8名、表彰状等は送付)
合同企業説明会（参加企業 165社、うち会員企業119社)
第１回施設見学会  ※中止
「アニュアルレポート2021」発行（700部）
企業実習（インターンシップ）（会員企業76社、参加学生170名）
しごと･ものづくり学習支援～ものづくり体験～  ※中止
神奈川県職業能力開発推進団体情報交換会（メールによる資料送付）
第35回グッドヒューマンネットワーク講座（産業人材育成フォーラムと共催） 
文化祭　※中止
短大校運営状況報告（ホームページに掲載）
講演会、第２回異業種交流会　※中止
しごと･ものづくり学習支援～たんだい探検ツアー～　※中止
OneDayプレミアムセミナー「聞き手の心を動かすプレゼンテーション！」　（参加者15名）
   講師：田中千尋氏　（株）オフィス ブレスユー　代表取締役　
第２回理事会（オンライン開催）（理事15名出席、委任状4名）
Hondaエコマイレッジチャレンジ2021  ※大会の開催中止
第２回施設見学会、第３回異業種交流会　※中止
オンライン講演会「人を大切にする経営」（参加者41名） 
   講師：近藤宣之氏　（株）日本レーザー　代表取締役会長
企業実習（インターンシップ）（会員企業36社、参加学生73名）
オンラインセミナー（参加者：1日目50名、2日目41名） 
「新入社員をもっと成長させたい！～研修の実施ポイントと成功のコツ～」
   講師：上原歌織氏　（株）日本人材開発センター　取締役研修事業部長
テクニカルショウヨコハマ2022（リアル展示）（オンライン展示 ： 2/2～10）
会員企業優良従業員表彰審査会
第３回理事会（オンライン開催）（理事17名出席、委任状3名）
情報交流会（会員企業185社）
第36回グッドヒューマンネットワーク講座
短大校卒業式　副会長より各賞を授与
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会長あいさつ会長あいさつ
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■ OneDayプレミアムセミナーを開催

　推進協議会だより第11号発行にあたり、ごあいさつ申し上げます。
　一昨年の冬を端緒とした新型コロナウイルス感染症の影響や、国際的な原油価格の高止まり、東欧
を舞台にした国際的な緊張関係など、国内・海外の社会経済活動にとってはマイナス因子と考えられる
事柄が続く中、昨年夏には東京五輪が、そして今冬は北京五輪が開催され多くのアスリートが飽くなき
挑戦を続ける姿に感銘を受けられた方も多いと思います。継続する不確実な時代にあっても、分野を問
わず様々な形で挑戦を続けることが企業活動でも重要なカギになるのではないでしょうか。
　さて、令和３年度の当推進協議会の活動を振り返ってみますと、感染症拡大防止の観点から集合形
式での行事開催が困難な中、会員参加の講演会については新たにオンライン形式を採用したほか、施
設見学会に代わる行事として合計２日間にわたるオンラインセミナーを実施するなど、新たな試みに

取り組んでまいりました。これらの実績など年間の活動状況は、本会報内で触れられていますのでご参照いただければ幸いです。
　当推進協議会では、今後も短大校の教育訓練活動の支援と会員企業の皆様に向けた事業の充実に取り組んでまいりますの
で、ご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会　会長　安藤孝男

　10月11日、今年度は会場をミーティングスペースAP横浜（横浜駅西口）に移し、講師には（株）オフィ
ス ブレスユー代表取締役の田中千尋様をお招きし開催しました。『聞き手の心を動かすプレゼンテー
ション！』というテーマで、自分を知り、状態を整えてプレゼンテーションに臨む方法や相手に分かりや
すく伝えるための手法や実例、相手の心を動かすストーリーテリング等について、随時、実践的なグ
ループワークを交えながら学びました。アンケートでは、「分かりやすい言葉と進行で面白く、聞きやす

かった」「話すことが
少し楽しく感じた」
「日々の仕事に生か
したい」「期待以上の
セミナーだった」といった回答があり、15名の参
加者全員から大変ご好評をいただきました。

■ オンライン講演会を開催
　12月16日、講師に（株）日本レーザー代表取締役会長近藤宣之
氏をお招きし、『人を大切にする経営』をテーマにオンライン講演会
を開催しました。これまで多くの著書をご執筆され、日本レーザーの
経営に携わってこられたご経験をもとに、28年間の連続黒字経営、
社員のモチベーション向上に向けた独自の制度や社風改善、全社
員の雇用の維持、海外出身社員や女性社員の活躍、幹部社員のあ
り方と行動指針など、様々な角度から貴重なお話をご紹介ください
ました。当協議会が主催するオンライン形式の事業としては初の試
みでしたが、配信環境のご提供など、日本レーザー様の全面的なご
協力により開催が実現し、41名の方々にご参加いただきました。
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　短大校１年生の企業実習（インターンシップ）が、7月26日～8月20日（夏期）、1月18日～27日（冬期）に行われ、当協議会か
らも学生の受入れに夏期（76社170名）、冬期（36社73名）のご協力をいただきました。今年度はコロナ禍にあっても夏期・冬期
の2回を予定どおり実施することができ、学生にとって実践の場を経験する貴重な機会となりました。ご協力いただいた会員企業
の皆様に感謝いたします。



令和3年度 事業実施状況令和3年度 事業実施状況

■ 企業実習（インターンシップ）への協力

4/5
5/18
5/24～6/4
5/-
5/-
6/15、16
6/-
7/30
7/26～8/20
8/20
8/-
9/8
9/25
9/-
9/-
9/29、30
10/11

10/20
10/23
11/-
12/16

1/18～27
1/25、2/8

2/2～4
2/22

3/9、10
3/14
3/17

短大校入学式（縮小開催）
第１回理事会（オンライン開催）（理事12名出席、委任状8名）
通常総会（書面開催、議決書回答数302会員）
講演会、第１回異業種交流会（当初、総会と同日予定）　※中止
令和２年度会員企業優良従業員表彰(被表彰者8名、表彰状等は送付)
合同企業説明会（参加企業 165社、うち会員企業119社)
第１回施設見学会  ※中止
「アニュアルレポート2021」発行（700部）
企業実習（インターンシップ）（会員企業76社、参加学生170名）
しごと･ものづくり学習支援～ものづくり体験～  ※中止
神奈川県職業能力開発推進団体情報交換会（メールによる資料送付）
第35回グッドヒューマンネットワーク講座（産業人材育成フォーラムと共催） 
文化祭　※中止
短大校運営状況報告（ホームページに掲載）
講演会、第２回異業種交流会　※中止
しごと･ものづくり学習支援～たんだい探検ツアー～　※中止
OneDayプレミアムセミナー「聞き手の心を動かすプレゼンテーション！」　（参加者15名）
   講師：田中千尋氏　（株）オフィス ブレスユー　代表取締役　
第２回理事会（オンライン開催）（理事15名出席、委任状4名）
Hondaエコマイレッジチャレンジ2021  ※大会の開催中止
第２回施設見学会、第３回異業種交流会　※中止
オンライン講演会「人を大切にする経営」（参加者41名） 
   講師：近藤宣之氏　（株）日本レーザー　代表取締役会長
企業実習（インターンシップ）（会員企業36社、参加学生73名）
オンラインセミナー（参加者：1日目50名、2日目41名） 
「新入社員をもっと成長させたい！～研修の実施ポイントと成功のコツ～」
   講師：上原歌織氏　（株）日本人材開発センター　取締役研修事業部長
テクニカルショウヨコハマ2022（リアル展示）（オンライン展示 ： 2/2～10）
会員企業優良従業員表彰審査会
第３回理事会（オンライン開催）（理事17名出席、委任状3名）
情報交流会（会員企業185社）
第36回グッドヒューマンネットワーク講座
短大校卒業式　副会長より各賞を授与

DIC
321

会長あいさつ会長あいさつ

トピックス（2）トピックス（2）

■ OneDayプレミアムセミナーを開催

　推進協議会だより第11号発行にあたり、ごあいさつ申し上げます。
　一昨年の冬を端緒とした新型コロナウイルス感染症の影響や、国際的な原油価格の高止まり、東欧
を舞台にした国際的な緊張関係など、国内・海外の社会経済活動にとってはマイナス因子と考えられる
事柄が続く中、昨年夏には東京五輪が、そして今冬は北京五輪が開催され多くのアスリートが飽くなき
挑戦を続ける姿に感銘を受けられた方も多いと思います。継続する不確実な時代にあっても、分野を問
わず様々な形で挑戦を続けることが企業活動でも重要なカギになるのではないでしょうか。
　さて、令和３年度の当推進協議会の活動を振り返ってみますと、感染症拡大防止の観点から集合形
式での行事開催が困難な中、会員参加の講演会については新たにオンライン形式を採用したほか、施
設見学会に代わる行事として合計２日間にわたるオンラインセミナーを実施するなど、新たな試みに

取り組んでまいりました。これらの実績など年間の活動状況は、本会報内で触れられていますのでご参照いただければ幸いです。
　当推進協議会では、今後も短大校の教育訓練活動の支援と会員企業の皆様に向けた事業の充実に取り組んでまいりますの
で、ご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会　会長　安藤孝男

　10月11日、今年度は会場をミーティングスペースAP横浜（横浜駅西口）に移し、講師には（株）オフィ
ス ブレスユー代表取締役の田中千尋様をお招きし開催しました。『聞き手の心を動かすプレゼンテー
ション！』というテーマで、自分を知り、状態を整えてプレゼンテーションに臨む方法や相手に分かりや
すく伝えるための手法や実例、相手の心を動かすストーリーテリング等について、随時、実践的なグ
ループワークを交えながら学びました。アンケートでは、「分かりやすい言葉と進行で面白く、聞きやす

かった」「話すことが
少し楽しく感じた」
「日々の仕事に生か
したい」「期待以上の
セミナーだった」といった回答があり、15名の参
加者全員から大変ご好評をいただきました。

■ オンライン講演会を開催
　12月16日、講師に（株）日本レーザー代表取締役会長近藤宣之
氏をお招きし、『人を大切にする経営』をテーマにオンライン講演会
を開催しました。これまで多くの著書をご執筆され、日本レーザーの
経営に携わってこられたご経験をもとに、28年間の連続黒字経営、
社員のモチベーション向上に向けた独自の制度や社風改善、全社
員の雇用の維持、海外出身社員や女性社員の活躍、幹部社員のあ
り方と行動指針など、様々な角度から貴重なお話をご紹介ください
ました。当協議会が主催するオンライン形式の事業としては初の試
みでしたが、配信環境のご提供など、日本レーザー様の全面的なご
協力により開催が実現し、41名の方々にご参加いただきました。
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　短大校１年生の企業実習（インターンシップ）が、7月26日～8月20日（夏期）、1月18日～27日（冬期）に行われ、当協議会か
らも学生の受入れに夏期（76社170名）、冬期（36社73名）のご協力をいただきました。今年度はコロナ禍にあっても夏期・冬期
の2回を予定どおり実施することができ、学生にとって実践の場を経験する貴重な機会となりました。ご協力いただいた会員企業
の皆様に感謝いたします。
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推進協議会について推進協議会について
◇推進協議会へ入会のご希望がございましたら事務局までご連絡ください。
◇入会の手続き方法についてご案内させていただきます。
◇ホームページでも、推進協議会の事業内容や入会についてご案内しています。

新規会員のご紹介新規会員のご紹介
（株）メイワ電子【横浜市瀬谷区】、協同工業（株）【横浜市保土ケ谷区】、神鋼商事(株)【平塚市】、(株)小笠原プレシジョンラボラト
リー【山北町】、(株)ＹＳＰネクスト【横浜市磯子区】、日本ゼオン(株)川崎工場【川崎市川崎区】、(株)ＡＫＩＣＯ【東京都大田区】、ライ
トクリエイションシステム(株)【東京都台東区】、ＵＴグループ(株)【東京都品川区】、フジテック(株)【東京都港区】、トーカイ・パッ
ケージングシステム（株）【藤沢市】

（令和４年３月１日現在。総会員数372会員）
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　2013年以来10度目の出展となる「テクニカルショウヨコハ
マ」。2022年はリアル展示が2月2日～4日に行われるととも
に、オンライン展示が2月2日～10日の日程で開催されまし
た。リアル展示は2年ぶりに行われ、短大校が行う教育訓練や
学生の卒業制作・研究の内容、企業人材の育成等に関する
情報発信に協力するとともに当協議会の紹介を行いました。

■ 「テクニカルショウヨコハマ2022」への出展支援

■ オンラインセミナーを開催
　会員企業の人材育成を支援する新たな企画として、１月25日、２月８日の全２回にわたり、「新
入社員をもっと成長させたい！～研修の実施ポイントと成功のコツ～」（講師：（株）日本人材開発セ
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■ 会員企業優良従業員表彰
　会員企業優良従業員表彰（令和２年度選考分）は、次の８名の方が受賞されました。今回は表彰式が開催できなかったことか
ら、表彰状と副賞は郵送でお送りさせていただきました。受賞者の皆様、改めておめでとうございます。各事業所での益々のご活躍
をお祈りいたします。

■ 情報交流会の開催

　短大校1年生と今春の新規採用を予定する会員企業との橋渡しを目
的とする情報交流会を3月9日～10日に開催しました。昨年に引き続き、
参加者の体温測定、各ブースへのパーテーションの設置、アルコール消
毒等、新型コロナウイルス感染症対策を施したうえで対面形式とし、２日
間の合計で185社の会員企業の皆様にご参加いただきました。短大校の
学生にとっては実質的な就職活動のスタートとして、非常に有意義な交
流の場となりました。

アークシステム株式会社　
齊藤 寛人　様
常に技術の向上に励みながら顧客の業務改善に寄与
し、かつ後輩の育成も担っています。またプロジェクト
の統括など、部門の中心的役割を果たし、会社の発展
・成長に大きく貢献した点が評価されました。

株式会社ジェイエスピー
岩橋 豪　様
リーダーとして、常にチームの先頭に立って最新の技
術に挑戦し続ける姿勢は他の社員の模範となってお
り、ほぼすべての自社製品開発に関わり、会社全体の
技術向上に大きく貢献している点が評価されました。

株式会社大協製作所
阿部 泰明　様
仕事に対する姿勢は誠実で、塗装製造部門では１年
でライン長に抜擢され活躍、また営業部に異動後は「
1級めっき技能士」を取得して、得意先のニーズに応
え信頼を深めた点が評価されました。

株式会社テクノステート
矢口 将人　様
メキシコ工場の立上げメンバーとして、臨機応変な調
整や技量で初期トラブルを解決し、さらに独学で語学
習得に努めた結果、現地スタッフと信頼関係を築き、
現地化生産に大きく貢献した点が評価されました。

株式会社エスシー・マシーナリ
陶山 達雄　様
常に前向きな提案をする姿勢からお客様の信頼も厚く、多
くの資格取得に励むなど、目標を達成するまで諦めずチャ
レンジを続ける姿勢や熊本地震の際には災害復旧に尽力
し、会社の評価向上に大きく貢献した点が評価されました。

株式会社シノザワ
村上 知弘　様
非常にまじめで、諦めない前向きな姿勢は社内外で
高い評価を得ており、主任として若手社員の育成に
も貢献している点が評価されました。

株式会社テクノシステムズ
上田 泰之　様
産業用自動生産設備機器（主としてシーケンサー）の
性能試験・調整業務の分野において、技術と長年の経
験から周囲に信頼され、また後輩の指導にも尽力して
おり、事業の拡大に貢献している点が評価されました。

株式会社テクモ
岩藤 直斗　様
幅広い業務経験（設計・実験）から多くの知識と高い
CADスキルがあり、顧客からの要求に対して適切な
結果を提供した功績や、業務関連知識の更なる向上
に努めている点が評価されました。

ンター取締役研修事業部長　上原歌織氏）をテーマ
に、オンラインセミナーを開催しました。日程や時間帯
で参加者人数の変動はありましたが、最大で50名の方
にご参加いただきました。
　オンライン形式ではありましたが、熱のこもった講義
には受講された方々からご好評をいただきました。

◆推進協議会が主催する会員相互の交流や人材育成に関する事業への参加
◆短大校学生に対し企業情報等を説明する情報交流会への参加
◆短大校学生の就職状況や短大校のカリキュラムなどについての意見交換
◆短大校が実施する社員教育向けセミナー等の情報入手

会員の特典
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