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会⻑、関係機関のあいさつ 
・会  ⻑        桐ケ⾕ 修幸 
・横浜市⻑        林 ⽂⼦ 
・神奈川区⻑       ⾼⽥ 靖 
・神奈川警察署⻑     ⽇下部 裕也 
・横浜北労働基準監督署⻑ ⿊沢 武 
・神奈川消防署⻑     星野 雅明 
 
新任委員⻑のあいさつ 
・総務委員会       ⼩⼭ ⼤輔 
・経営委員会       ⽥中 秀⼀ 
・会員交流・拡⼤委員会  平出 晴久 
 
令和２年の活動 
 

 
 
 
 
 
 
 

祈「景気回復」 
神奈川⼯業会 
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会⻑ 

桐ケ⾕ 修幸 

 

年頭のご挨拶 
あけましておめでとうございます。 
皆様には、健やかに新春を迎えられたこ

とと、お慶び申し上げます。 
また、旧年中は会員の皆様⽅にご理解と

ご⾼配を頂きましたこと厚く御礼申し上げ
ます。 

おかげさまで神奈川⼯業会の会⻑として
早くも⼆期⽬の⼀年が経とうとしています。 

会員の皆様そして理事・役員・委員会の
皆様、事務局に⽀えられ無事に過ごすこと
が出来ましたこと、あらためて御礼申し上
げます。 

今年度からは、副会⻑兼委員⻑の兼務を
各委員⻑の若返りを図ることで解消でき、
副会⻑には委員会付きの副会⻑として補佐
をして頂くようになりました。 

２０２０年を振り返りますと、コロナで
始まりコロナで終わるという年になってし
まいました。今のこの世の中、恐れるもの
は何もないと思っていた最先端の化学や医
療技術をもってしても太⼑打ちできない、
この悪夢の様なウィルスが存在していたと
いうのがとても信じられません。その影響
で殆どの事業が中⽌となり、6 ⽉の総会も

書⾯にて議決を⾏いました。そのような中
でも、ソーシャルディスタンスをしっかり
と取り理事会を６回開催いたしました。 

８⽉１⽇〜１０⽉２３⽇期間限定でオー
プンした⽇産パビリオンを神⻘会(⻘年部)
と共に⾒学いたしました。参加者全員が⼤
坂ナオミ選⼿とバーチャルテニスを⾏い、
久しぶりにストレスが発散できとても楽し
い⾒学会となりました。 

１１⽉にはインフルエンザの予防接種の
予約が取れないという声を会員から聞き、
賛助会員である特定医療法⼈財団 慈啓会  
⼤⼝東総合病院のご協⼒を頂き、接種希望
された会員企業の予防接種を⾏うことが出
来ました。 

⼈は困難に合えば、それをかわす知恵や
困難に⽴ち向かう⼒があり、この⼀年で世
の中は⼤きく変わりました。仕事や会議の
やり⽅など様々変化がありました。これを
コロナ禍だけのもので無く平時でも活⽤す
べく、次年度はこれらの対応策や IT 関連を
さらに探求していければと思います。 

７５年前に京浜⼯業地帯の⼀⾓を担う神
奈川区で「ものづくり」の企業が７０社ほ
ど集まりスタートした神奈川⼯業会、今で
は様々な業種が集まり会を構成し、運営し
ております。 

「会員同⼠の⼒を合わせてお互いが繁栄
し、地域社会の発展に寄与していく」とい
う⽅針を変わりなく受け継ぎ、楽しく・や
りがいのある会であり続けられるよう⼒を
結集して会の運営を進めて参ります。 

本年が会員の皆様にとって良き⼀年であ
りますようご祈念申し上げまして年頭の挨
拶とさせていただきます。 
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横浜市⻑ 

 林 ⽂⼦ 

 

令和３年の年頭にあたって 

あけましておめでとうございます。皆様
が新しい年を迎えられましたことを、⼼よ
りお喜び申し上げます。 

今年は、ウィズコロナ社会における安
全・安⼼な暮らしと横浜の将来にわたる成
⻑のため、市⺠、事業者の皆様と⼒を合わ
せて、⼒強く歩みを進めていく⼀年です。
新型コロナウイルスは、近い将来、必ず収
束します。冷静に未来を⾒定め、⽴ち⽌ま
ることなく、前進してまいります。 

みなとみらい２１地区では、今春の神奈
川⼤学新キャンパスのオープン、ロープウ
ェイの運⾏開始など、さらなる賑わいが⽣
まれます。５年⽬を迎える「ガーデンネッ
クレス横浜」を春と秋に開催し、花と緑に
親しむ機運を 2027 年の国際園芸博覧会へ
とつなげ、夏に向けて「東京 2020 オリン
ピック・パラリンピック」やダンスの祭典
「Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 
2021（仮称）」の準備も進めています。 

今まで以上に来街者の皆様で賑わう魅⼒
的な街を⽬指し、関内・関外地区のまちづ
くりや郊外部の活性化にも⼒を⼊れていき
ます。 

また、将来の経済成⻑を⽀える国家的プ
ロジェクトであるＩＲ（統合型リゾート）
の実現に向けた取組や新たな劇場整備の検
討を進め、魅⼒あふれる都市づくりと横浜
の持続的な発展への道筋をつけていきます。 

横浜市はこれまでも、市⺠の皆様の命と
暮らしをお守りするため、感染症対策の強
化と経済再⽣の両⽴に最優先で取り組んで
きました。今後も、新型コロナウイルス感
染症の陽性患者の⼊院調整を⾏う専⾨チー
ム「Y-CERT」や、医師・看護師による疫
学調査チーム「Y-AEIT」をはじめ、総⼒を
挙げて、急激な感染拡⼤を抑え、医療崩壊
を防ぎます。 

市内中⼩企業・商店街へのご⽀援やデジ
タル化、脱炭素化に取り組み、横浜経済の
再⽣に⼒を尽くします。４⽉にスタートす
る中学校給⾷をはじめ、⼦育て、教育、福
祉、多⽂化共⽣や防災・減災の施策の充実、
⽂化芸術活動のご⽀援など、今年も皆様の
健やかな暮らしと横浜の未来のため、全⼒
で市政に臨む決意です。どうぞよろしくお
願いいたします。 
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神奈川区⻑ 

 ⾼⽥ 靖 

 

年頭のご挨拶 

令和３年の年頭にあたり、神奈川⼯業会
の皆様⽅に、謹んで新年の御挨拶を申し上
げます。 

また、⽇頃から、横浜市政・神奈川区政
の推進に御⽀援・御協⼒いただいておりま
すことを、この場をお借りして厚く御礼申
し上げます。 

昨年は、経済活動を含め、新型コロナウ
イルス感染症の影響を⼤きく受ける１年と
なりました。皆様におかれましても⼤変な
御苦労があったものと思います。感染防⽌
対策が求められる中、⼈々の⽣活は⼤きく
変わり、ともすれば地域のつながりも薄れ
てしまうような状況を危惧しております。 

このような中、神奈川⼯業会の皆様には、
防犯パトロールや地域清掃をはじめとした、
地域の安全・安⼼のための活動に積極的に
取り組んでいただくなど、地域活動へ多⼤
な御貢献をいただいており、深く感謝申し
上げます。 

神奈川区としましても、「笑顔でつながる
神奈川区」の⽬標はそのままに、新しい⽣
活様式を取り⼊れながら、知恵と⼯夫を凝
らして地域経済や地域活動への⽀援に引き
続き取組んでまいります。 

世界で感染が拡⼤している新型コロナウ
イルスも近い将来、必ず収束します。区役
所職員⼀丸となって区⺠の皆様のいのちと
くらしを守り、笑顔と元気をお届けしてま
いります。 

神奈川⼯業会の皆様は、会員相互の連携
と発展のみならず、地域の活性化にも積極
的に寄与いただいており、⾏政の良きパー
トナーとしてとても⼼強く感じております。
引き続き皆様との連携を深めてまいりたい
と思いますので、変わらぬ御協⼒をお願い
申し上げます。 

令和３年が皆様⽅にとって更なる⾶躍の
年になることを願うとともに、神奈川⼯業
会の益々の御発展を祈念いたしまして、年
頭の御挨拶とさせていただきます。 

 

神奈川区⻑ ⾼⽥ 靖 
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神奈川警察署⻑ 

 ⽇下部 裕也 

 

年頭のご挨拶 

新年あけましておめでとうございます。 

神奈川警察署⻑の⽇下部です。 

早いもので私が警察署⻑になってから１
年９か⽉が経過しました。私事ではござい
ますが、本年３⽉末で無事定年を迎えるこ
とになりました。⼯業会の皆様ありがとう
ございました。 

 さて、皆様におかれましては、平素から
警察活動の各般にわたり、格別のご理解と
ご協⼒、ご⽀援を頂いていることに対し、
紙⾯を借りて厚く御礼申し上げます。 

 昨年の神奈川区内の犯罪発⽣状況ですが、
刑法犯認知件数は、⼤幅に減少しました。 

 しかし、特殊詐欺に関しては、発⽣件数
は減少してはいるものの依然として⾼⽔準
で推移しております。 

 神奈川警察署では、特殊詐欺対策に関し
て喫緊の課題として位置付け、プロジェク
トチームの設置、署を挙げてのＡＴＭ対策

など、各種対策を実施して、特殊詐欺撲滅
に取り組む所存であります。 

 おわりに、本年も神奈川区⺠が安⼼して
暮らせる地域社会の実現を⽬指し、皆様⽅
と共に署員⼀丸で邁進する所存であります。 

どうか本年もよろしくお願い申し上げま
す。 

 

神奈川警察署⻑ ⽇下部 裕也 
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横浜北労働基準
監督署⻑ 

 ⿊沢 武 

 

年頭のご挨拶 

新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は、神奈川⼯業会並びに会員の皆
様⽅には、労働基準⾏政の推進にご理解と
ご協⼒を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症対応
に明け暮れた１年でした。クルーズ船の感
染対応から緊急事態宣⾔の発令による休業
や在宅勤務要請などがあり、宣⾔解除後は
経済活動の再開を⽬指すも第２波、３波の
感染者拡⼤への対応を迫られました。しば
らくはウィズコロナとならざるを得ないと
思いますが、いずれは収束することを信じ
て業務運営に取り組みたいと思います。 

 さて当⾏政では、本年も昨年に引き続き、
⻑時間労働の是正や安全で健康に働くこと
ができる職場づくりが最重点課題です。 

 ⻑時間労働の是正は、政府が推進する「働
き⽅改⾰」の主なテーマの⼀つであり、中
⼩企業を中⼼とする改正労基法等の周知・

⽀援や⻑時間労働につながる取引環境の⾒
直しの周知啓発を図りつつ、取り組んでま
いります。 

 労働災害防⽌については、今年第１３次
労働災害防⽌推進計画の４年⽬を迎え、減
少傾向がみられない状況（令和２年１１⽉
末現在、休業４⽇以上の死傷者数は８６０
⼈、前年同期に⽐較して５．４％増）では
ありますが、最終⽬標達成に向け、必要な
災害防⽌対策を推進したいと思いますので、
引き続きご協⼒をお願いします。 

本年が会員の皆様にとって素晴らしい年
になりますよう祈念いたしまして、新年の
ごあいさつとさせていただきます。 

 

横浜北労働基準監督署⻑ ⿊沢 武 
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神奈川消防署⻑ 

星野 雅明 

 

年頭のご挨拶 

 新年明けましておめでとうございます。 

 神奈川⼯業会の皆様がご家族の皆様とと
もに、健やかな新年を迎えられましたこと
謹んでお慶びを申し上げます。また、平素
より消防⾏政、防⽕・防災にご協⼒、ご尽
⼒を賜りまして厚く御礼を申し上げます。 

消防署といたしましては、歴史と伝統の
ある神奈川区を災害から守るため、消防団
や関係機関等と連携を図り、「安全・安⼼
なまち神奈川」に向けて取り組んでおりま
すが、2020 年を振り返りますと、何に関し
ても「新型コロナウイルス」を抜きにして
は語れない⼀年となりました。 

１⽉に国内で初の感染者が確認され、２
⽉にはダイヤモンドプリンセス号が横浜港
に⼊港し、その２⽇後から感染者の救急搬
送が始まりました。その後、３⽉には東京
2020 オリンピック・パラリンピックの延期
が決定し、４⽉には緊急事態宣⾔が出され、
町の中から歩く⼈や⾞が激減するなどこれ
までの⽣活様式が⼀変してしまいました。

神奈川⼯業会各事業所の皆様にも⼤きな打
撃と運営する上での⾒直し等が必要となり
⼤変なご苦労が多かったことと思います。 

現在でも新型コロナウイルス感染の収束
は全く予想できず、医療機関に従事されて
いる⽅々が必死に不眠不休で業務に従事さ
れています。消防署も神奈川区⺠の皆様を
災害等から守るため、これからも消防職員
⼀丸となって全⼒で⽕災予防・災害活動に
取り組んでまいります。 

結びに、令和三年が、神奈川⼯業会の皆
様そしてご家族の皆様にとって明るく幸多
き年となりますよう、また、各事業所のご
繁栄とご発展をご祈念申し上げ、新年の挨
拶とさせていただきます。 

 

神奈川消防署⻑ 星野 雅明 
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総務委員会委員⻑ ⼩⼭ ⼤輔 
 

新年明けましておめでとうございます。 
令和２年度に総務委員会委員⻑を拝命いたしました⽇本保安⼯業株

式会社の⼩⼭⼤輔です。 
神奈川⼯業会はもうすぐ８０周年を迎えます。この記念となる年を会

員の皆様の会社の御繁栄とともに盛⼤に迎えることができるよう、桐ケ 
⾕会⻑のもと会の運営と発展に貢献することが直近の私の使命と感じて

おります。 
私個⼈としては⽣まれも育ちも神奈川区ですので、神奈川区そして横浜市に貢献できるような⼈

材・企業でありたいと願っております。先輩⽅の築かれた神奈川⼯業会の歴史と伝統を礎に、斬新
かつ⼒強い⼯業会に発展できるよう皆様のお⼒添えを頂戴しながら努⼒邁進していく所存です。末
筆になりましたが、皆様のご発展とご健勝を祈念申し上げます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 
 

経営委員会委員⻑ ⽥中 秀⼀ 
 

神奈川⼯業会会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。 
令和２年度に経営委員会委員⻑を拝命いたしましたメルビック電⼯

株式会社の⽥中秀⼀です。 
昨年は、コロナ禍の中で、各種イベント・⾏事、講習会等が中⽌にな

り、⼈と集まる場、出逢う場が失われてしまいました。 
With コロナでの⽣活は、まだまだ制限も多く負担もありますが、『この

会に⼊っていて良かった』と、思われるような会員企業の⽅々に有益な事業を⾏います。 
そのために、各委員会、⻘年部会（神⻘会）と連携して安⼼、安全を最優先して実施をしていき

ますので、ご指導、ご協⼒をお願い致します。 
 
 

会員交流・拡⼤委員会委員⻑ 平出 晴久 
 

新年おめでとうございます。 
令和２年度に会員交流・拡⼤委員会委員⻑を拝命いたしましたゴール

デン⽂具株式会社の平出晴久です。 
法⼈向けにオフィス⽤品全般、店舗では書道⽤品専⾨店と商業を⽣業

としておりますので、この経験を活かし会の運営に微⼒ながらでも貢献 
できるよう、頑張ってまいります。 

コロナ禍の中、「集う」ことが最も効果的な会員交流事業の開催には多くの困難を伴います。こ
の⼀年は新しい⽣活様式への対応も視野に⼊れながら、安⼼安全な事業運営を⽬指して委員会メン
バーとともに多くの議論を重ね、取り組んでゆく所存です。 

会員の皆様におかれましても、健やかで幸多い⼀年となることを⼼よりご祈念申し上げます。 
新規会員募集中！お⼼当たりあれば、いつでもご説明にあがります。 
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令和２年の活動や参加した催し 
催し 

1 ⽉ 10 ⽇ 横浜市⼯業会連合会賀詞交歓会 
1 ⽉ 17 ⽇ 神奈川⼯業会新年賀詞交歓会 
（2 ⽉ 26 ⽇：政府から⾃粛要請 4 ⽉ 7 ⽇：緊急事態宣⾔ 5 ⽉ 25 ⽇：同宣⾔解除） 

 
総会（書⾯審議） 

書⾯審議実施期間：6 ⽉ 17 ⽇〜6 ⽉ 26 ⽇ 
7 ⽉ 15 ⽇の理事会で新理事・役員が決定し、桐ケ⾕会⻑の２期⽬がスタートしました。 

 
理事会 

マスクの着⽤とソーシャルディスタンスを確保した会議形式により６回の理事会を開催
し、必要な検討や賀詞交歓会を想定した懇親会を⾏いました。 

1 ⽉ 17 ⽇ 令和元年度第４回理事会  3 ⽉ 25 ⽇ 令和元年度第５回理事会 
5 ⽉ 12 ⽇ 令和２年度第１回理事会  7 ⽉ 15 ⽇ 令和２年度第２回理事会 
9 ⽉ 25 ⽇ 令和２年度第３回理事会 11 ⽉ 20 ⽇ 令和２年度第４回理事会 

 
トピック 

☆ 役員構成の若返りが進展 
＜新任＞ 総務委員会委員⻑ ⼩⼭⼤輔（⽇本保安⼯業株式会社） 
＜新任＞ 経営委員会委員⻑ ⽥中秀⼀（メルビック電⼯株式会社） 
＜新任＞ 会員交流・拡⼤委員会委員⻑ 平出晴久（ゴールデン⽂具株式会社） 

 
☆ “⽇産パビリオン⾒学会” 

（10 ⽉ 8 ⽇） 
神⻘会（神奈川⼯業会⻘

年部会）の取組みとして、
みなとみらいに期間限定で
オープンした⽇産パビリオ
ンの⾒学会を⾏いました。 

 
 
 

☆ “インフルエンザ予防接種”の機会を確保（11 ⽉ 16 ⽇、17 ⽇） 
会員向けサービスの試験的取組みとして、当⼯業会が調整役となって、 

インフルエンザ予防接種枠を⼀定数確保し予防接種の機会を提供しました。 
＜参加会員企業：４社＞ ＜協⼒会員企業：（特医）慈啓会 ⼤⼝東総合病院＞ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※このあいさつ⽂集は、令和３年の神奈川⼯業会会報に代わるものとして作成いたしました。 

コロナ禍により、令和２年は予定していた事業のほとんどが実施できませんでした。 
この状況を鑑みて、広報委員会では会報の発⾏について議論し、理事会の決定を得た上で、 

令和３年の神奈川⼯業会会報の発⾏を⾒送ることといたしました。 
最終ページに令和２年の活動内容等を掲載しておりますので、ご覧いただければ幸いです。 

（広報委員会委員⻑ 磯﨑 洋⼈） 
 

2021 年 1 ⽉ 20 ⽇発⾏ 神奈川⼯業会 
 


