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 ２０１２実践教育研究発表会が当校

から歓迎申し上げます。日頃より実践教育

得られ、互いに日頃の研究成果を発表

神奈川県は地勢的に恵まれ、また

業所、従業者数及び製品出荷額等が

力の高い研究所が数多く集積することとなり

わが国の製造業の勢いが減速基調にあり

境変化の中にあって未だに製造業はわが

的役割を果さなければなりません。

“ものづくり人材”の育成は大きな

くり“人材育成の根幹をなす実践教育

っと強調され認知されねばなりません

本発表会において発表される皆様方

らのわが国の“ものづくり人材”の

切に期待しています。 
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神奈川県立産業技術短期大学校 

校長 相庭 吉郎 

当校にて開催されますことは、当校にとりまして

実践教育に携わっておられる全国の会員の皆様

発表し議論を尽くして戴く事は誠に意義の深いものが

また高度産業を擁するなど優れた特徴を備えていますが

が減少し嘗ての勢いを失いつつあるのが現状です

することとなり新産業創出を牽引する環境が醸成されつつあります

にあり産業構造も急激に変化しています。このような

はわが国産業全体の牽引力の役割を担っていますし

。技術立国を担う製造業の復権に向けて技術と

きな課題と認識しています。この“ものづ

実践教育の意義、重要性、役割の大きさはも

されねばなりません。  

皆様方の研究成果と活発な議論が、これか

の育成に大きな役割を果していくことを

 神奈川県立産業技術短期大学校
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にとりまして大きな喜びであり心

皆様と一堂に会する機会が

いものが有ります。 

えていますが、特に近年、事

です。しかし一方で技術

されつつあります。また

このような厳しい内外の環

っていますし、今後もその先導

と技能を支える実践的な

神奈川県立産業技術短期大学校 
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開催地紹介 

 

2012 実践教育研究発表会神奈川大会に参加

される正会員・賛助会員の皆様に神奈川県を簡

単にご案内いたします。 

「神奈川県」、皆さんご存知かと思いますが、

人口は東京都に次いで全国第２位（総人口は

904 万８千人で、スウェーデンの人口）にほぼ

匹敵）、県内総生産は東京、大阪、愛知に次ぐ

第４位。政令指定都市は３市（横浜市、川崎市、

相模原市）で日本一です。県名の由来は、東海

道五十三次の神奈川宿（横浜市神奈川区）およ

び江戸時代の神奈川奉行所（西区紅葉ケ丘）に由来します。ちなみに神奈川という川は今は

道路になってありません。神奈川県をもっと知りたい方は、「ランキングかながわクイズ」

を試してみてください。 

 

神奈川県の地域は、右上図のように 6 エリアに分かれています。①横

浜・川崎エリア②横須賀・三浦エリア③湘南エリア（鎌倉はここ）④県

央・相模原エリア⑤県西エリア（箱根はここ）⑥丹沢・大山エリア（神

奈川観光情報サイトより）このうち、今回の発表会場がある①の横浜に

ついてご案内いたします。横浜といえば港、港

といえば横浜、とくに山下公園周辺は有名です

が、山下公園といえば氷川丸ですね。2008 年に

リニューアルされ、横浜港のシンボルです。も

ちろんもう一つのシンボル、2009 年にリニュー

アルされたマリンタワーも忘れずに！こちらの HP を参考に週末をエン

ジョイされてお帰りください。9/29 から開催される横浜トライアスロン

のコースを参考に散策してみてはいかがでしょうか？ 

 

また、今回の交流会の会場は崎陽軒 http://www.kiyoken.com/restaurant/index.html で

開催されますが、ここは「しうまい弁当」で有名ですよね。先日の秘密のケンミン SHOW で

も「神奈川県民は、崎陽軒のシウマイが異常に大好き！？」で崎陽軒がでていましたね。

http://www.ytv.co.jp/kenmin_show/secret/this_week/bn1697136.html 

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/ 

ランキングかながわクイズ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370099/p412048.html 
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氷川丸 http://www.nyk.com/rekishi/exhibitions/hikawa.htm 

 マリンタワーhttp://marinetower.jp/ 

横浜トライアスロン http://yokohamatriathlon.jp/wcs/course_age.html 

横浜観光情報 http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ 

神奈川観光情報サイト http://www.kanagawa-kankou.or.jp/ 

 

実践教育研究発表会の神奈川県での開催は、1991 年、2009 年の職業能力開発総合大学校

相模原キャンパスに続いて 3 回目です。その中でも、今回は初めて横浜市にある神奈川県立

産業技術短期大学校で開催されますので、神奈川県内の職業能力開発施設を紹介したいと思

います。神奈川県では、新しく鶴見に工業技術・建築技術・社会サービスの各分野の訓練を

実施する、大規模・総合型の神奈川県立東部総合職業技術校（愛称：かなテクカレッジ東部）

を 2008 年 4 月に開校しました。来年は県西部にある４高等職業技術校（藤沢、秦野、平塚、

小田原）を再編・統合して、秦野に西部総合職業技術校（愛称：かなテクカレッジ西部）を

開校する予定です。そして今回の会場、神奈川県立産業技術短期大学校は生産技術科、制御

技術科、電子技術科、産業デザイン科、情報技術科があり、先進的産業を支える実践技術者

の育成と、神奈川県内における職業能力開発の中核施設として産業発展への寄与を目的とし

た短期大学校です。また、職業能力開発総合大学校相模原キャンパス、関東職業能力開発促

進センター、港湾職業能力開発短期大学校横浜校など多くの施設があります。 

 

神奈川県の職業能力開発の取り組み http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12456/ 

カナガワ技術校ナビ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f368/ 

かなテクカレッジ東部 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4406/ 

かなテクカレッジ西部 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f420109/ 

神奈川県立産業技術短期大学校 http://www.kanagawa-cit.ac.jp/ 

職業能力開発総合大学校 http://www.uitec.jeed.or.jp/ 

関東職業能力開発促進センターhttp://www3.jeed.or.jp/kanagawa/poly/ 

港湾職業能力開発短期大学校横浜校 http://www3.jeed.or.jp/kanagawa/college/ 

 

 

2012 実践教育研究発表会神奈川大会に参加され、横浜・桜木町・関内周辺に宿泊される

皆様、短い時間ではありますが、神奈川県、港横浜を満喫してください。 

 

（群馬職業能力開発促進センター 有田浩之） 
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交通アクセス 

 

※神奈川大会最新情報は HP http://www.jissen.or.jp/meeting/2012/2012kanagawa_top-1st.html 
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実践研北海道支部実践研北海道支部実践研北海道支部実践研北海道支部

８月 10 日（金）北海道職業能力開発大学校

ました。発表者は、４月に東北能開大分会

者は少なめではありましたが、各発表

発表者、発表テーマ 

 ・早川 明徳 氏 「機械保全教材

 ・平野 直樹 氏 「木造足元自由構造

 ・中田 英次 氏 「除雪作業ロボットシステムの

 

   発表会の様子（その１）

 

 

今回は 2012 年夏号として、今年度開催

を掲載致しました。特別講演や各系企画

覧になって興味がわいた方は、是非発表会

また、北海道支部より活動報告をいただきました

の各地のポリテクビジョンや催し物

写真２枚程度を添付していただき、

書でお送りください。またこちらからも

ご協力くださいますようよろしくお

 例年、この時期になりますと、異動

更は、分かり次第、実践教育訓練協会事務局

No.176） 

 

】 

実践研北海道支部実践研北海道支部実践研北海道支部実践研北海道支部    2012201220122012 年第年第年第年第 1111 回発表会回発表会回発表会回発表会

    

北海道職業能力開発大学校において、北海道支部の 2012 年第

東北能開大分会から来られた早川氏、平野氏を含め３

各発表に対しじっくりと熱心な討論が交わされました

機械保全教材の開発」 

木造足元自由構造に関する研究」 

ロボットシステムの開発 Ⅲ」 

  

 

 

 

 

 

 

 

）              発表会の様子（

（北海道職業能力開発大学校

 

今年度開催される 2012 実践教育研究発表会 神奈川

各系企画が盛りだくさんとなっております。このニュースをご

是非発表会まで足を運んで頂けたらと思います。

をいただきました。WEB ニュース編集事務局では

物に関する情報をお待ちしております。記事半

、以下のメールアドレスへ直接、もしくは編集事務局

またこちらからも記事のお願いをするかもしれませんが、

ださいますようよろしくお願いいたします。 

異動した方もいると思います。勤務先、メールアドレスの

実践教育訓練協会事務局までメールまたは FAX にてお知らせください
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回発表会回発表会回発表会回発表会    

年第１回発表会が開催され

３名でありました。参加

わされました。 

           

（その２） 

北海道職業能力開発大学校：中田 英次） 

神奈川大会の特集

このニュースをご

。 

では、皆様から

記事半ページ程度、

編集事務局まで封

、そのときには

メールアドレスの変

らせください。 
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