
事業名 実　　施　　日　等 事　　業　　等　　の　　概　　要

第１回理事会　　　 ・第10回定期総会

　　平成30年５月29日（火） 　　平成29年度事業報告、収支決算

　　会場：ローズホテル横浜 　　平成30年度事業計画（案）、予算（案）、理事（役員）の選任

・設立10周年記念事業（案）

出席者数　　　　　　　　11名 ・技術校　入校・修了式　出席役員の選任

・第２回理事会の日程

・東部総合職業技術校の近況報告
　　

定期総会 ・平成29年度事業報告

　　平成30年５月29日（火） ・平成29年度収支決算

　　会場：ローズホテル横浜 　　監査報告

会員総数                   364会員 ・平成30年度事業計画（案）

出席会員                    70会員 ・平成30年度予算(案）

委任状提出会員         167会員 ・理事の選任

合計                         237会員 ・東部総合職業技術校からの報告

　　　　　　　　　（過半数183会員）

第２回理事会　　　

　　平成30年７月31日（火） ・研修会（施設見学）

　　会場：東部総合職業技術校 ・平成30年度会員交流会

・テクニカルショウヨコハマ2019の出展（設立10周年記念事業）

出席者数　　　     　      14名 ・第3回理事会の日程

・優良従業員表彰の選考スケジュール

・第６回神奈川県職業能力開発推進団体情報交換会

・東部総合職業技術校の近況報告

情報交換会 ・理事情報交換

第３回理事会

　　平成30年10月10日（水） ・平成30年度会員交流会等の運営

　　会場：東部総合職業技術校 ・優良従業員表彰の選考

・会報（第11号）の発行

出席者数　　　　　　　　　13名 ・テクニカルショウヨコハマ2019の出展（設立10周年記念事業）

　9/28：理事1名（荒木理事）退任 ・役員退任者への記念品贈呈

・第4回理事会の日程

・平成31年度第1回理事会・第11回定期総会の日程

・研修会（施設見学）

・修了式会長賞

・東部総合職業技術校の近況報告
　　

第４回理事会　 ・第11回定期総会　議案等

　　平成31年３月13日（水） ・表彰関連の要綱改正について

　　会場：東部総合職業技術校 ・東部校修了生への会長賞及び記念品について

・東部総合職業技術校の入校・修了式への出席役員の選任

出席者数　　　　　　　　　11名 ・平成30年度会員交流会実施報告

・設立10周年事業報告

・平成30年度研修会実施報告

・会報（第11号）の発行

・東部総合職業技術校の近況報告
　　

施設見学 研修会第一部

　　平成30年11月13日（火）
　　　　　　　　14：00～19：00

会場：独立行政法人高齢・障害・求職者
            雇用支援機構　神奈川支部

　　     関東職業能力開発促進センター
                    （ポリテクセンター関東）

・関東職業能力開発促進センター所長挨拶
・関東職業能力開発促進センター事業概要説明
・施設見学
・質疑応答・意見交換

　　　 　横浜駅周辺 研修会第二部

参加者数　　　　17名　(14会員) ・会員情報交換会

平成３０年度事業報告

研　修　会

会　　議

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部
　　     関東職業能力開発促進センター （ポリテクセンター関東）見学会



平成30年6月21日　　　　　工業技術分野 参加企業数 　　   　48社 （会員企業  　 48社）　

　　　　　　　　　　　（機械、機械CAD、溶接・板金) 技術校生　　　   　  78名

平成30年４月～６月　　ケアワーカーコース 参加企業数　　　　　39社 （会員企業     39社）　

技術校生　　　　　 　26名

平成30年７月～8月のうち4日間　　　　 参加企業数 　　　　　6社  （会員企業   　 ０社）　

　　　　　　　　　　　　　　　　給食調理コース 技術校生　　　   　　22名

平成30年７月～8月のうち3日間　　　　 参加企業数 　　 　　３８社（会員企業    　38社）　

　　　　　　　　　　　　　電気技術分野 技術校生　　  　 　　１４名　　  

平成30年９月６日　　　　　工業技術分野 参加企業数　 　 　　４５社（会員企業   　 45社）

　　　　　　　　　　　　　　　　（機械、機械CAD) 技術校生　          　５１名　　　

平成30年11月のうち３日間　　 参加企業数　　　      ６社 （会員企業　  　６社）
　　　　　　　　　　　　　　　自動車整備コース 技術校生　　　        ２３名  

平成30年12月13日　　 　工業技術分野 参加企業数　　　     58社（会員企業　    58社）

　　　　　　　　　　　（機械、機械CAD、溶接・板金) 技術校生　　　        66名

平成30年10月～1１月 　ケアワーカーコース 参加企業数　　　　　４８社 （会員企業     ４８社）　

技術校生　　　     　 ３０名

平成30年１1月28日～３１年1月のうち5日間      参加企業数　　       ２３社 （会員企業　  ２３社）
　　　　　　　　　　　　　　 自動車整備コース 技術校生　　　        ２３名  

平成3１年１月～２月のうち６日間 参加企業数　　      　７社 （会員企業　  　０社）
　　　　　　　　　　　　　　 給食調理コース 技術校生　　　       ２７名  

平成3１年２月のうち８日間 参加企業数　　　    ２８社 （会員企業　  ２１社）
　　　　　　　コンピュータ組込み開発コース 技術校生　　　       １６名    

　会場：東部総合職業技術校 【平成30年度　合計】　　　　　　　(参考:平成29年度)

参加企業数　 346社（326社） 　　参加企業数　 318社( 289社）

　　　　　　　　　　　　　　 技術校生　　  3７6名　　　　　 　　  技術校生       327名

                       

就職説明会

・就職説明会は、東部総合職業技術校と共催しています｡
・工業系の４分野からの、参加企業数が昨年より増えています。
・就職説明会は、技術校生にとって就職活動に向けた重要な機会となっています。また、多くの非会員企業が説明会への参
加を契機に当協議会に入会されています。



表彰事業 ・会長賞賞状授与及び記念品（優秀賞･会長賞･努力賞）授与
（会長賞等） 　　　　　　

６月修了式    平成30年６月26日(火) 　　６月修了生　　受賞者　　３名

９月修了式　  平成30年９月21日(金) 　　９月修了生　　受賞者　　24名

12月修了式   平成30年12月21日(金） 　　12月修了生 　　受賞者　　9名

３月修了式    平成31年３月20日(水) 　　３月修了生　　　受賞者　　48名

　　　　　　　　　　　合　計　　　84名

平成30年度優良従業員表彰 ・賞状授与及び記念品授与

　　平成31年１月31日（木） 　　　受賞者　     12名
　　会場：川崎日航ホテル

　　平成31年１月31日（木）

　　会場：川崎日航ホテル (第一部）

東部総合職業技術校及び会員企業の発表 （説明15～30分）

(第一部） ○東部総合職業技術校の状況報告

　　参加者数　　　   62名　 (43会員) ○会員企業発表

                      　　社会福祉法人秀峰会

　　発表会員数　 　　４会員 　　株式会社ツクイ

　　株式会社ティーネットジャパン

　　株式会社ヨシノ自動車

（第二部） (第二部）

　　参加者数　　      65名　(45会員) 優良従業員表彰式と会員交流会

                        ･会長あいさつ

　　優良従業員　  　 12名 ・来賓紹介

・優良従業員表彰

・受賞者代表からの一言

・自社紹介

設立10周年記念式典 ・会長挨拶

　　平成30年５月29日（火） ・来賓挨拶
　　会場：ローズホテル横浜

(記念式典・記念講演)
　　参加者数　　      77名　(74会員)

(懇親会)
　　参加者数　　      59名　(56会員)

・県知事表彰
　　【受賞者】
　　　内田　了　 （会　長： 小向工業株式会社）
　　　川瀬　和一 （副会長：社会福祉法人共生会）
　　　菊池　敏子 （副会長： 株式会社菊池電業社）
　　　前田　卓哉 （理 事： 特別養護老人ホームたきがしら芭蕉苑）
　　　森田　潤一 （理 事： 株式会社フジ・カーペット）
・記念講演
　　【講師】 増田明美　氏　(スポーツジャーナリスト)
　　【ﾃｰﾏ】 自分という人生の長距離ランナー

・懇親会

テクニカルショウヨコハマ2019出展 【展示内容】
　　平成31年2月6日（水） ・推進協議会の事業内容紹介
　　平成31年2月7日（木） ・東部総合技術校（かなテクカレッジ）の訓練内容紹介
　　平成31年2月8日（金） ・レーザー加工メタルストラップ配布
    会場：パシフィコ横浜展示ホール ・技術校が提供している支援事業の紹介他

　　当協議会ブース来訪者数：350人　（入場者数：35,354人）

会報の発行 平成31年３月８日(金) ・1,500部作成、会員及び関係機関に送付

（優良従業員
表彰）

会員交流会

設立10周年
記念事業


