
５． 事業実施状況

協会内部・外部機関との協議他

年 月 日 曜日 実　　　　　　　　　　施　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　業

令 ４ 　　８ （水） 　令和２年度　第１回理事会

和 　１０ （土） 　４月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

二 　１３ （月） 　新入社員教育 （オリエンテーション）

年 　１４ （火） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（労働安全講座、安全衛生・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ講座）

　２１ （火） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（ポリテクセンター加工実習講座 ～２３日）

　２２ （水） 　協会　会計監査

５ 　　８ （金） 　令和２年度　第２回理事会

　１１ （月） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（ＩＴ教育講座・システムインナカゴミ ～１３日）

　１８ （月） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（ポリテクセンター溶接実技実習講座 ～２０日）

　２１ （木） 　アーク溶接特別講習（一般①　～ ２３日）

　１０ （金） 　５月度　溶接技能者評価試験（堀之内）

　２５ （月） 　令和２年度　山梨県鉄構溶接協会社員総会、第３回理事会

　２７ （水） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（鉄骨製図講座）

　２８ （木） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（品質管理基礎講座、鉄構業界での品質管理講座）

　２９ （金） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（溶接時の安全管理・粉じん講座）

６ 　　３ （水） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（コミュニケーション能力向上講座）

　　４ （月） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（プレゼンテーションの仕方講座）

　１３ （土） 　６月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

〃 　令和２年度　山梨県鉄構溶接協会青年部会　総会

　１７ （水） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（CAD実習講座　１/４：１７日、２/４：１８日、３/４：１９日）

〃 　令和２年度　第１回溶接安全委員会

〃 　令和２年度　全構協総会（書面議決権行使）

　１８ （木） 　令和２年度　第１回労働災害防止団体連絡協議会（山梨労働局）

　１９ （金） 　令和２年度　全構協　第１回関東支部 運営委員会（東京組合）

　２２ （月） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（CAD実習講座　４/４）

　２３ （火） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（職業能力基礎講座　１/３）

〃 　令和２年度　第１回青年部会

　２５ （木） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（企画力育成講座）

〃 　令和２年度　第１回教育技術委員会

　２６ （金） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（コンプライアンス重視講座）

〃 　令和２年度　第１回経営近代化委員会

　２９ （月） 　新入社員教育 ＯＦＦ－ＪＴ（職業能力基礎講座　２/３：２９日、３/３：３０日）

７ 　　２ （木） 　ガス溶接技能講習（一般①　～３日）

　　７ （火） 　令和２年度 上期　工場審査サポート（宝永工業）

〃 　令和２年度　山梨県中小企業事務連絡協議会　総会

　　８ （水） 　令和２年度 上期　工場審査サポート（保坂鉄工）

　１１ （土） 　７月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

　１５ （水） 　令和２年度　第４回理事会

　１６ （木） 　アーク溶接特別教育（一般②＋帝京第三 ～１８日）
39
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年 月 日 曜日 実　　　　　　　　　　施　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　業

令 ７ 　１７ 　工場評価認定（宝永工業）

和 　２２ （水） 　工場評価認定（保坂鉄工）

二 〃 　令和２年度　第２回青年部会

年 　２３ （木） 　ガス溶接技能学科講習（甲府工業高校）　～２４日（金）

　２５ （土） 　ガス溶接技能実技講習（甲府工業高校）　～２６日（日）

　２７ （月） 　ガス溶接技能講習（都留興譲館高校）　～２８日（火）

〃 　令和２年度　第２回経営近代化委員会

　２８ （火） 　令和２年度　全構協　第２回関東支部会（鉄鋼会館）

〃 　令和２年度　第２回教育技術委員会

　２９ （水） 　令和２年度　第２回溶接安全委員会

８ 　　１ （土） 　ガス溶接技能講習（笛吹高校）　～２日（日）

〃 　ガス溶接技能講習（韮崎工業高校）　～２日（日）

〃 　ガス溶接技能講習（峡南高校）　～２日（日）

　　３ （月） 　ガス溶接技能講習（甲府城西高校）　～４日（火）

　　６ （木） 　ガス溶接技能講習（北杜高校・帝京第三）　～７日（金）

〃 　ガス溶接技能講習（青洲高校）　～７日（金）

　　８ （土） 　８月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

〃 　ガス溶接技能講習（山梨大学）　～９日（日）

　１１ （火） 　令和２年度　第５回理事会

　２０ （木） 　ＮＤＩ-ＵＴ学科１次試験受験準備講習会（認定訓練）　～２１日（金）

〃 　令和２年度　全構協　第２回関東支部会（みなし決議）

　２４ （月） 　令和２年度　第３回青年部会

　２５ （火） 　集団健康診断（都留・富士吉田／テクノハウス）

　２６ （水） 　集団健康診断（甲府／鉄構溶接協会）

〃 　令和２年度　第３回経営近代化委員会

　２７ （木） 　集団健康診断（南アルプス・韮崎・北杜／甲西保健福祉センター）

〃 　令和２年度　第３回教育技術委員会

　２８ （金） 　令和２年度　第３回溶接安全委員会

　２９ （土） 　ガス溶接技能講習（富士北稜高校）　～３０日（日）

９ 　　４ （金） 　山梨県産業技術センター 運営会議

　　８ （火） 　令和２年度　第２回労働災害防止団体連絡協議会（山梨労働局）

　１１ （金） 　令和２年度　第６回理事会

　１２ （土） 　９月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

　１５ （火） 　アーク溶接特別講習（堀之内）　～ １６日（水）

　１６ （水） 　令和２年度　全構協　第２回関東支部 運営委員会（Ｗｅｂ会議）

　２４ （木） 　令和２年度 下期　工場審査事前説明会（赤沢鉄工）

〃 　令和２年度　第４回青年部会

　２５ （金） 　令和２年度　第４回経営近代化委員会

　２８ （月） 　令和２年度　第４回教育技術委員会

　２９ （火） 　令和２年度 下期　工場審査事前説明会（八田製作所）

〃 　令和２年度　第４回溶接安全委員会

　３０ （水） 　令和２年度 下期　工場審査事前説明会（橋本鉄工）
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年 月 日 曜日 実　　　　　　　　　　施　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　業

令 １０ 　　１ （木） 　令和２年度 下期　工場審査事前説明会（丸建ナカヤマ）

和 　　２ （金） 　青年部会　工場（飯田鉄工㈱）見学

二 　　７ （水） 　令和２年度　第１回東部地区溶接協会連絡会（Ｇメッセ群馬）

年 　　８ （木） 　令和２年度　第７回理事会

　１０ （土） 　１０月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

　１４ （水） 　山梨県中小企業事務連絡協議会 正副会長会議

　１５ （木） 　令和２年度　全構協　第３回関東支部会（高崎）

〃 　第１回 東部地区溶接協会連絡会 事務局会議（Ｇメッセ群馬）

　２１ （水） 　令和２年度　第５回溶接安全委員会・安全点検バトロール（４社）

　２２ （木） 　アーク溶接特別講習（一般③）　～ ２４日（土）

　２３ （金） 　山梨県中小企業事務連絡協議会 理事会

〃 　令和２年度　第５回青年部会

　２６ （月） 　令和２年度　第５回経営近代化委員会

　２７ （火） 　令和２年度　第５回教育技術委員会・技術品質パトロール（㈱コーケン）

１１ 　　７ （土） 　１１月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

　１０ （火） 　山梨県立農林高校　ガス・アーク溶接技術講習会

〃 　山梨県産業技術センター業界団体との協議会

〃 　令和２年度　第８回理事会

　１２ （木） 　クレーン運転特別教育講習　～１３日（金）

　１８ （水） 　ＮＤＩ-ＵＴ実技試験受験準備講習会（認定訓練）　～１９日（木）

　１９ （木） 　ガス溶接講習（一般②）　～２０日（金）

〃 　山梨県中小企業団体中央会情報連絡員会議（アピオ甲府）

　２４ （火） 　第２回 東部地区溶接協会連絡会 事務局会議（Ｇメッセ群馬）

　２５ （水） 　令和２年度　第６回溶接安全委員会

　２６ （木） 　溶接技術者検定試験のWEB申込化説明会（溶接会館）

〃 　令和２年度　第６回経営近代化委員会

　２７ （金） 　令和２年度　第６回教育技術委員会

１２ 　　５ （土） 　１２月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

　　７ （月） 　（第３回）労働災害防止団体等連絡協議会（労働局）

　　８ （火） 　全構協　技術委員会作成の成果物の説明（ＷＥＢ会議）

　１１ （金） 　溶接ヒューム・マンガン特化則改正に関する説明会（山梨労働局 健康安全課 アイメッセ山梨）

〃 　令和２年度　第９回理事会

　１２ （土） 　アーク特別講習（北杜・帝京第三）　～１３日（日）

　１６ （水） 　粉じん特別教育講習（(株)東亜利根ボーリング）

〃 　令和２年度　全構協　第３回関東支部 運営委員会（東京組合）

　１７ （木） 　令和２年度　全構協　第４回関東支部会（ＷＥＢ会議）

　１９ （土） 　アーク特別講習（甲府工業・富士北稜）　～２０日（日）

　２１ （月） 　令和元年度認定職業訓練事業 実施状況監査

　２４ （木） 　アーク特別講習（韮崎工業）　～２５日（金）

　２５ （金） 　アーク特別講習（農林）　～２６日（土）

　２６ （土） 　アーク特別講習（青洲）　～２７日（日）

　２７ （日） 　アーク特別講習（甲府城西）　～２８日（月）
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年 月 日 曜日 実　　　　　　　　　　施　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　業

令 １ 　　４ （月） 　アーク特別講習（笛吹）　～６日（水）

和 　　６ （水） 　アーク特別講習（都留興譲館）　～７日（木）

三 　　９ （土） 　アーク特別講習・実技講習（甲府工業・北杜・帝京第三・農林）　～１０日（日）

年 　１３ （水） 　１２月度　溶接技能者評価試験・曲げ判定（ポリテクセンター山梨）

　１９ （火） 　工場審査サポート（赤沢鉄工）

　２１ （木） 　アーク溶接特別講習（一般④）　～ ２３日（土）

　２２ （金） 　工場審査サポート（橋本鉄工）

　２５ （月） 　工場審査サポート（八田製作所）

　２６ （火） 　ＮＤＩ-ＵＴ二次実技試験準備講習（認定職業訓練）　～２７日（水）

　２７ （水） 　工場審査サポート（丸建ナカヤマ）

〃 　令和２年度　第７回教育技術委員会

　２８ （木） 　自由研削砥石特別教育講習（認定職業訓練）

〃 　令和２年度　第７回溶接安全委員会

　２９ （金） 　粉じん特別教育講習（認定職業訓練）

〃 　溶接ＪＩＳ検定学科認証取得講習（半自動溶接）

２ 　　２ （火） 　働き方改革の推進に取り組むための専門家派遣（山梨県・山梨県中小企業団体中央会）

　１０ （水） 　令和３年度溶接競技大会 審査委員・実行委員合同会議

〃 　令和２年度　第１０回理事会

　１３ （土） 　２月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

　１６ （火） 　ガス溶接講習（堀之内）　～１７日（水）

　１７ （水） 　工場評価認定（橋本鉄工）

　１９ （金） 　工場評価認定（丸建ナカヤマ）

　２２ （月） 　令和２年度　第６回青年部会

　２４ （水） 　令和２年度　全構協　第４回関東支部 運営委員会（東京組合）

〃 　令和２年度　第８回溶接安全委員会

　２５ （木） 　関東安全衛生センター 山梨出張試験事前協議

〃 　令和２年度　第８回教育技術委員会

　２６ （金） 　令和２年度　第７回経営近代化委員会

３ 　　４ （木） 　ガス溶接講習（一般③）　～５日（金）

　　６ （土） 　高校教員向け溶接技術向上研修会

　１０ （水） 　令和２年度　第１１回理事会

　１３ （土） 　３月度　溶接技能者評価試験（ポリテクセンター山梨）

　１８ （木） 　令和３年度 上期　工場審査事前説明会（磯部鉄工）

　２２ （月） 　令和３年度 上期　工場審査事前説明会（大久保鉄工）

〃 　令和２年度　全構協　第５回関東支部 運営委員会（東京組合）

　２３ （火） 　令和３年度 上期　工場審査事前説明会（鉄建工業）

〃 　令和２年度　第８回

　２４ （水） 　令和２年度　第９回溶接安全委員会

　２５ （木） 　令和３年度 上期　工場審査事前説明会（住吉工業所）

　２６ （金） 　「静電塗装」デモ（青年部会）

〃 　令和２年度　第８回経営近代化委員会

　３０ （火） 　令和２年度　全構協　第５回関東支部会（ＷＥＢ会議）
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