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　表紙木版画解説　

　「大正時代の海運王の別荘」明石海峡を望む丘の上の料亭旅館「舞子ホテル」は、大正８

年日下部汽船のオーナーの別荘として建てられ、この日下部邸は広大な和室とコンパクト

な洋館からなり、和室は洋館に続く大広間の部分に分かれ、大広間は宴会や儀礼用に、洋

館はレンガ造地上３階・地下１階建の英国風西洋館であり、数々の工夫が凝らされていま

す。

　玄関ポーチの両側には、大きなステンドグラスがはめ込まれ、玄関を入ると打ち上げ天

井になったロビーがあり、応接室は、格天井・寄せ木模様張りの床仕上げ、大理石の暖炉

があり家具は当時シンガポールから買い入れ、自社の船舶で運んできたと。特に応接室横

の欄支柱には、夜の航海を守る守護神としての「ふくろう」が浮き彫りされている。誰も

が手でさわり、光沢で美しい。特に玄関までの緑のなかにそびえている玄関が素晴らしい。

　終戦後の米軍接収時代を経て昭和38年より山陽電車が経営を引き継ぎ、現在に至り、大

正ロマンにあふれる当ホテルの施設は兵庫住宅百選・神戸建築百選にも選ばれました。舞

子の丘にいつまでも残したい風景である。

関西版画連盟会員　住本　禮隆
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　暑中御見舞い申し上げます。
会員皆様お元気ですか。日頃は雇対協運営にご
協力賜り厚く御礼申し上げます。雇用と連動し
ている経済状況は全般的には上昇基調にあるも
のの地域や業種によって格差が生じてきて、そ
の上、日本経済も世界的なグローバルの中での
変動はニーズや技術革新もあって商品のサイク
ルが速くなってきた今日、経営管理者として気
を休む事無く気苦労の多い時代となってきまし
た。
　雇用については、経済の上昇と東北地方の復
興、６年先の東京オリンピック開催等によって
人材不足が表面化してきて、特に技術者不足が
深刻になって契約不調や工事の延滞等が出てき
ているとも云われるようになってきました。
　雇用する立場としては時代の変化が早く、賃
金ペースの高い日本での競争力を高める経営は
大変である中、少子化時代で恵まれた環境で育
てられた若者を価値あるビジネスマンに育てる
のは大変で全般的には勤労意欲に難点があり、
結果として年々定着率の低下となっておりま
す。その反面男子より女性の方が定着率が良
く、戦力になってきております。ある企業は男
子を30％程多く採用して離職を見込んで採用し
ている事を聞いた事もあり、企業間競争の実態
と若者の仕事への心構えや道徳心の実情に接す
ると日本国の将来に憂うるものです。
　弊社では、知能の高い人材採用を男子中心よ
り女性活用を広げる為、営業、事務職以外にも
広げる工夫をしているところです。
　雇対協の活動として毎年５月か６月に定時総
会を開催し、その後、高等学校の就職担当先生
との交流会を行っており、最近では、大学の先
生との交流会を開催しておりますので若者採用
される会員企業様に、ご通知申し上げますので
活用して頂ければと思っております。
　末筆になりましたが、グローバル社会での企
業運営は気苦労の多い事と存じますが暑い中く
れぐれも御身大切にして下さるよう祈念致しま
してご挨拶とさせて頂きます。

神戸雇用対策協議会
会 長　能　崎　晴　夫

　暑中お見舞い申し上げます。
　東神戸雇用対策協議会会員の皆様には、平素
から当会の運営につきまして多大なるご支援、
ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
　国内の景気は、４月の消費税増税の影響も想
定内で、今後その影響も小さくなり、「緩やか
な回復を続ける」との見方が強くなっていま
す。一方、円安による原材料価格の高騰は、企
業収益を圧迫するとともに、一般家庭の消費活
動にもマイナスの影響を及ぼしているのが実情
です。
　そのような中、完全失業率はここ４年下がり
続け、若年層における失業率も直近10年間で最
も低い値になっています。企業は生き残りをか
けて組織の強化や活性化を図ることを目的に採
用を増やす傾向が強くなっています。特に医療
福祉、建設業、サービス業における人材不足感
は強く、新卒採用にも波及しています。また、
来年より新卒採用スケジュールは後ろ倒しにな
るため、採用する側の企業にとっては厳しい状
況となることが想定されます。しかし、このよ
うな状況は長期的な観点から見て「あるべき
姿」と考えます。学生さんたちにとっては、就
職活動において多くの選択肢があり、入社後の
ミスマッチを防ぐ効果があります。また、企業
にとっても、名実ともにどれだけ自社をアピー
ルできるかが問われていると考えます。今後も
学生さんたちと真摯に向き合い、双方にとって
ベストな就職（採用）活動にしていきたいと考
えています。
　最後になりましたが、会員企業の皆様方のご
健勝をお祈りいたしまして、ご挨拶とさせてい
ただきます。

東神戸雇用対策協議会
会 長　藤　本　義　久



― 4 ―

　暑中お見舞い申し上げます。
　ハローワーク神戸の稲垣でございます。
　神戸・東神戸雇用対策協議会会員企業の皆様
方には、平素から当所の業務運営に関しまし
て、多大なる御支援と御協力を賜っております
こと、厚くお礼申し上げます。
　さて、６月末に発表されました兵庫労働局の

「平成26年５月の概況」によりますと、トータ
ルでは、有効求人は増加傾向、有効求職は減少
傾向が続いていますものの、業種毎では、一部
に増減の動きがあるとともに、新規求人数がや
や減少しているといった側面も見られることか
ら、「兵庫県内の雇用失業情勢は、改善が進ん
でいるものの、依然として厳しい状況にある。」
との判断が示されています。
　このような中にありまして、当所管内の求
人・求職の動向に目を向けてみますと、５月の
新規求人数は5,616人で21か月連続して増加、
新規求職者は4,036人で10か月連続して減少し
ており、有効求人倍率は0.86倍で46か月連続し
て上昇傾向が続いています。
　一方、平成27年３月の新規学校卒業予定者を
取り巻く状況ですが、現在、求人提出事業所数
及び求人数ともに昨年同期を上回っており、期
待できる状況にありますが、就職希望者も昨年
を上回る状況にありますことから、彼らに対す
る採用枠の更なる確保が必要であると考えてい
ます。会員企業におかれましては、引き続き１
人でも多くの採用に向けて御検討いただきます
ことを、この機会に改めてお願い申し上げる次
第です。
　このように厳しさが拭い切れない中にも明る
い兆しも窺える状況下にありまして、当所で
は、引き続きスタッフ一同全力を挙げて利用者
の皆様方のニーズに応えるべく取り組んで参る
所存でございますので、今後とも変わらぬ御支
援を、お願い申し上げます。
　最後になりましたが、神戸・東神戸雇用対策
協議会の益々の御発展と会員企業の皆様方の御
繁栄を心より祈念申し上げまして、今夏の御挨
拶とさせていただきます。

神戸公共職業安定所
所 長　稲　垣　輝　彦

　暑中お見舞い申し上げます。
　本年４月１日付け人事異動により、柴本前所
長の後任として灘公共職業安定所に着任いたし
ました松岡でございます。よろしくお願い申し
上げます。
　神戸・東神戸雇用対策協議会会員企業の皆様
方には、平素から当所の業務運営につきまし
て、多大なる御支援と御協力を賜っております
ことを心から感謝申し上げます。
　私事ですが、当所の勤務は今回で三度目とな
ります（全て別庁舎）。最初は昭和54年４月か
ら１年間、灘区記田町にありました庁舎に勤務
し、二度目は今年４月に税率が引上げられた消
費税が初めて導入された平成元年４月から３年
間、中央区脇浜町に移転された庁舎に勤務しま
した。
　最近の労働市場の動きですが、直近の５月内
容での有効求人倍率をみますと、全国が1.09倍、
兵庫が0.88倍でともに前月を0.01ポイント上回
り、また、当所管内でも1.39倍で29か月連続し
て前年同月を上回っていることから改善が進ん
でいます。しかしながら、改善要因である有効
求人数が増加傾向にあるものの産業別ではバラ
ツキがあり、厳しい状況もみられるところで
す。
　このような状況の中、概ね35歳未満の若者の
ための就職支援専門のハローワークとして、当
所三宮職業紹介分室（ハローワークプラザ三
宮）内に「三宮わかものハローワーク」を７月
７日に開設しました。フリーター等の正規雇用
化の支援強化に取り組みますので、会員企業の
皆様方におかれましては、一人でも多くの新規
学卒者を含めた若者の採用枠拡大をお願い申し
上げる次第です。
　最後になりましたが、
神戸・東神戸雇用対策協
議会の益々の御発展と会
員企業の皆様方の御繁栄
を心より祈念申し上げま
して、御挨拶とさせてい
ただきます。

灘公共職業安定所
所 長　松　岡　哲　史
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　平成26年度新入社員研修は４
月３日シマブンビル13階大会議
室で開催いたしました。神戸雇
用対策協議会38名、東神戸雇用
対策協議会20名の新入社員が受
講いたしました。

第１部は「ビジネスキャリアのスタートラインで考えること」
　講師は中本　渉氏　株式会社ビーザム　キャリアコンサンルタント
　変革の時代を生きる～自分を知り、長所を活かし、個性を創る～
　自分の性格を知ること、そしてコミュニケーションをうまく取る、そして、自分自身
の直感力を磨く、そして、いつもプラス思考を心がける。

第２部は「マナーでビジネスを変える」
　講師は宮田　雅代　株式会社ビーザムマナーインストラクター

　社会人のマナーとは、
１　身だしなみ
２　あいさつができる
３　笑顔
４　心がけ
５　言葉遣い

ロールプレイング
　講師は清家　香代　株式会社ビーザムマナーインストラクター

１　電話の対応　①電話の掛け方　②受け方　③取次ぎ
２　名刺交換　　①名刺を渡す時　②受ける時
　以上の挨拶、言葉遣い及び立ち居振る舞い。

平成26年度新入社員研修

能崎会長あいさつ

宮田講師の講演
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平成26年度神戸雇用対策協議会総会

　平成26年６月２日神戸メリケンパークオリエンタルホテルの「瑞天の間」に於いて神
戸雇用対策協議会総会が開催されました。
　最初に能崎会長あいさつ、稲垣顧問あいさつ、つづいて、来賓のあいさつ、小野寺
兵庫労働局職業安定部長、藤本　東神戸雇用対策協議会、安井　一般財団法人兵庫県雇
用開発協会事務局次長からあいさつを受けました。
　総会議案の審議に入り議長は能崎会長が就きました。

１号議案　平成25年度事業実施報告を事務局が報告をしました。
事務局より編集委員会の開催の報告がありました。

２号議案　平成25年度決算報告を事務局が行いました。
会計監査報告を山下会計監査が行いました。

３号議案　役員の一部改選を事務局が提案いたしました。
議事を中断して、菅原副会長の感謝状及び記念品贈呈を行いました。
１号議案、２号議案、会計監査報告、３号議案　満場一致で採択されました。
４号議案　平成26年度事業計画（案）を事務局が提案いたしました。
５号議案　平成26年度予算（案）を事務局が提案いたしました。
いずれも、採択されました。

能崎会長のあいさつ

菅原副会長に感謝状贈呈
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高等学校就職担当者との懇談会

　高等学校進路指導担当者と
の懇談会は、平成26年６月２
日　神戸メリケンパークオリ
エンタルホテルで開催いたし
ました。
　学校側が21校30名、企業側
20社28名の参加があり、交流
をいたしました。
　学校側から自己紹介、生徒
の就職希望者数及び就職に関
する授業の内容の報告があり
ました。 辻　清隆　教諭　学校での取組説明

学校側参加者名簿　（敬称省略）

学　　　校　　　名 担当者氏名 学　　　校　　　名 担当者氏名

兵庫県立神戸商業高等学校 佐谷　美穂 兵庫県立東灘高等学校 永易　茂雄

兵庫県立神戸商業高等学校 大谷　建樹 兵庫県立東灘高等学校 小林　浩昭

兵庫県立長田高等学校 大山　俊也 神戸常盤女子高等学校 古谷　　誠

兵庫県立湊川高等学校 田口　順一 神戸星城高等学校 辻　　清隆

神戸市立兵庫商業高等学校 阪裏　年博 兵庫県立舞子高等学校 森元　　恵

神戸市立兵庫商業高等学校 加藤　修一 兵庫県立神戸工業高等学校 澤田　彰吾

神戸市立兵庫商業高等学校 西村　昌之 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 金江　昭市

神戸市立兵庫商業高等学校 伊藤　香奈 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 溝手　秀明

神戸市立楠高等学校 黒川　信夫 神戸市立神港高等学校 岡田　靖夫

育英高等学校 畑中　一平 神戸市立神港高等学校 鶴井　智裕

神港学園神港高等学校 高橋　雅人 兵庫県立兵庫工業高等学校 原田　義輝

神戸国際大学附属高等学校 佐野　　充 神戸市立六甲アイランド高等学校 渡邊　眞一

神戸弘陵学園高等学校 岡崎　悦子 神戸市立六甲アイランド高等学校 丹羽　信彰

神戸野田高等学校 阿部　行雄 神戸市立摩耶兵庫高等学校 金丸　淳一

神戸市立神戸工科高等学校 馬渡　一幸 神戸村野工業高等学校 今森　隆雄
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東神戸雇用対策協議会
「第１回理事会・定時総会」を開催

　平成26年５月29日（木）、シマブンビル13階第６会議室及び第１・２会議室において
平成26年度東神戸雇用対策協議会第１回理事会及び定時総会を開催いたしました。
　定時総会は、兵庫労働局職業安定部職業対策課長　柴本様、財団法人兵庫県雇用開発
協会常務理事　安井様、神戸雇用対策協議会会長　能崎様、神戸公共職業安定所長　稲
垣様を来賓としてお迎えし、多数の会員各社の出席のもと開催されました。
　冒頭、藤本会長、松岡顧問の挨拶、来賓を代表して柴本様より祝辞を頂いた後、藤本
会長を議長として議案議事に入りました。
　平成25年度事業報告、会計決算報告、会計監査報告並びに平成26年度事業計画案、予
算案、新役員案について審議をおこない、満場一致にて原案どおりにご承認をいただき、
最後に松岡副会長の挨拶により閉会となりました。

Ｈ26年度　定時総会

平成26年度　新任役員
会　長　藤本　義久
　　　　　モロゾフ㈱

経営統括本部
人事総務部長

副会長　松岡　久雄
　　　　　生活協同組合
　　　　　　コープこうべ

執行役員
理　事　北村　　守
　　　　　㈱加美乃素本舗

総務部長

藤本会長

平成26年度　退任役員
柳澤　好行　様

カネテツデリカフーズ㈱

木田　克也　様
生活協同組合コープこうべ

斉藤　幹雄　様
㈱加美乃素本舗
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東神戸雇用対策協議会
「高校生の就職に関する情報交換会」「懇談会」を開催

　平成26年５月29日（木）シマブンビル
におきまして「高校生の就職に関する情
報交換会」を開催いたしました。神戸市
内17校27名の進路指導の先生方と、会員
企業13社20名の人事担当者にお集まりい
ただき、貴重な情報交換の場となりまし
た。
　開催にあたり、東神戸雇用対策協議会
会長モロゾフ㈱藤本会長、灘公共職業安
定所松岡所長の挨拶に続き「近年の高校
生の就職動向」について神戸公共職業安定所学卒部門庄司統括職業指導官よりご説明を
いただきました。
　続きまして、企業側より「就職にあたっての社会人・職業人としての心構え」といっ
たテーマでフジパン㈱神戸工場の真鍋氏、社会福祉法人やすらぎ福祉会特別養護老人
ホームケアサポート神戸の和田氏よりそれぞれ発表をいただきました。
　最後に「高校生の現状と採用にあたり企業にお願いしたいこと」について、神戸市立
六甲アイランド高校丹羽様よりお話をいただきました。
　情報交換会の終了後、会場を移して懇談会を開催いたしました。
　白鶴酒造㈱大利氏より乾杯のご発声の後、各所で学校の先生方と会員企業の担当者と
の名刺交換が交わされ、情報交換会では聞けなかったお互いの意見を交換できる場とな
り、情報交換が活発に行われ、盛況のうちに終了致しました。

社会福祉法人やすらぎ福祉会特別養護老人ホーム
ケアサポート神戸　和田様

神戸市立六甲アイランド高校　丹羽様

フジパン㈱神戸工場　真鍋様
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平成26年度　神戸雇用対策協議会役員名簿（所属委員会別）

役　　員 事業所名 役　　職 氏　　名 所属委員会

会　　長 神戸洗管工業㈱ 代表取締役 能崎　晴夫 統括責任者

副 会 長 ㈱アシックス 人事部長 佐藤　　明 事業運営推進委員長

副 会 長 ㈱大森廻漕店 管理本部総務部長 坊池　和彦 会計担当

理　　事 ㈱大伸 代表取締役副社長 石坪　浩一 雇対協ニュース編集
委員長

理　　事 神戸信用金庫 人事部次長 石塚　　剛 事業運営推進委員

理　　事 TKB ㈱月光園 総務部長 藤原　正三 事業運営推進委員

理　　事 ㈱マツムラ 代表取締役会長 松村　　守 事業運営推進委員

理　　事 神戸電鉄㈱ 人事総務部調査役 野澤　史朗 事業運営推進委員

理　　事 三菱重工業㈱
神戸造船所

総務部人事教育課
主任チーム統括 紙野　泰妃 事業運営推進委員

理　　事 ㈱ウエシマコーヒー
フーズ

人事部ゼネラル
マネージャー 久留島幸雄 事業運営推進委員

理　　事 ㈱大和研装社 常務取締役 増田　憲一 事業運営推進委員

理　　事 ㈱大月真珠 人事部部長 藤原　浩二 事業運営推進委員

理　　事 ㈱ワールド 人事部長 大川　修次 雇対協ニュース編集
委員

理　　事 ㈱共進牧場 人事課長 美馬　幸貞 雇対協ニュース編集
委員

理　　事 東亜外業㈱ 人事部係長 畑瀬　泰伸 雇対協ニュース編集
委員

理　　事 三ツ星ベルト㈱ 人事部部長補 夏田　尚一 雇対協ニュース編集
委員

理　　事 トヨタ部品兵庫共販㈱ 人財開発室 GL 中山　直樹 雇対協ニュース編集
委員

理　　事 ㈱千代田精機 総務部総務課
リーダー 坂井　文彦 雇対協ニュース編集

委員

会計監査 ㈱ヒョウベイ 管理部部長 北垣　　茂

会計監査 ビオフェルミン製薬㈱ 総務グループ主任 山下　健吾

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す
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平成26年度　東神戸雇用対策協議会役員名簿
平成26年５月29日現在

役　　員 事業所名 役　　職 氏　　名

会　　長 モロゾフ㈱ 経営統括本部人事総務部長 藤本　義久

副 会 長 白鶴酒造㈱ 総務人事部次長 大利　清隆

副 会 長 生活協同組合コープこうべ 執行役員 松岡　久雄

理　　事 ㈱加美乃素本舗 総務部長 北村　　守

理　　事 新明和工業㈱航空機事業部 総務部長 鶴村　和正

理　　事 ㈱そごう・西武　そごう神戸店 総務部人事担当部長 三木　洋子

理　　事 住友ゴム工業㈱ 人事総務部課長 徳毛　裕司

理　　事 バンドー化学㈱ 人事部長 松尾　　聡

理　　事 ㈱神戸製鋼所 人事労政部企画グループ長 今田堅太郎

理　　事 ㈱メディセオ 人事部人事管理グループ 諏訪　正義

理　　事 ㈱シマブンコーポレーション 人事労働部長 仁賀　博文

理　　事 小泉製麻㈱ 総務・人材開発室長 波多　達也

理　　事 ウオクニ㈱ 人事室長 長野　祥策

監　　事 菊正宗酒造㈱ 総務部人事グループ課長 春山　祐二

監　　事 ゴンチャロフ製菓㈱ 人事課課長 西村　泰世

事務局長 カネテツデリカフーズ㈱ 管理部人事総務課課長 宮田　健一

顧　　問 灘公共職業安定所 所　　長 松岡　哲史

参　　与 灘公共職業安定所 第一次長 柴山　哲治

参　　与 　　　 〃 求人企画部門統括職業指導官 吉田　直実

参　　与 　　　 〃 専門援助部門統括職業指導官 森　　靖博

参　　与 　　　 〃 雇用指導官 八幡　博文

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す
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発行所 神戸雇用対策協議会
東神戸雇用対策協議会 お問い合わせ 〒652-0047  神戸市兵庫区下沢通８丁目１－ 22  TEL577－5757  神戸洗管工業内

〒658-0033  神戸市東灘区向洋町西５丁目８番  TEL857－3872  カネテツデリカフーズ㈱内

　平成26年度理工系大学新卒者等合同面接会は、平成26年６月９日（月）に神戸メリケ
ンパークオリエンタルホテルにおいて開催されました。
　当日は、梅雨の中休みか、晴天に恵まれました。
　出席企業は42社　求人件数は63件　求人数は216件でした。
　一方、参加求職者は、新卒男子38名、既卒男子20名、新卒女子11名、既卒女子１名の
計70名の参加でした。景気の好調で採用意欲のある企業が多く、反面、若年者の労働不
足が取りざたされていますが、そのまま反映された状況でした。
　参加学生は、就職活動が初めてのようで緊張した面持ちでした。視察は、兵庫労働局、
兵庫県、神戸市、大学関係者の方々がきました。
　14時近くに NHK が取材に来て、学生等にインタビューを行っていました。
　当日の関西版６時の NHK ニュースに理工系大学新卒者等合同面接会の状況及び学生
に対するインタビューが放映されていました。

理工系大学新卒者等合同面接会


