特 集

技術グループ長メッセージ

あなたと会社の武器になる！
技術部 技術グループでは、法律に基づく免許・資
格の取得を全社で推進しています。免許・資格を
取得することの必要性や個人にとってのメリットに

技術部 技術グループ長

黒瀬 伸司さん

ついて、技術グループ長から話を聞きました。

なぜ社員が免許・資格を持っておく
必要があるのでしょうか？

資格を取ることで、個人が得られる
メリットや効果は何ですか？

法令で、有資格者を必ず配置しなければ
ならない業務があります

知識や技術の証明になると同時に、
タイムマネジメント能力が身に付きます

国家資格の中には、当社の事業継続
（BCP）
に関して特に

資格を取得することは、仕事の幅を広げるだけではなく、
スキ

重要な免許・資格があります
（表1）
。CSRの観点からも、
法で定

ルアップやキャリアアップにつながります。
また、資格は専門知

められたルールを順守するためには、関連する法規の内容を十

識や技術を保有していることの証しでもあります。難易度が高

分に把握した専門知識を持つ社員を配置することで、操業・設

い資格ほど、専門性が高く評価され、社会的信用も増します。

あか

備の維持管理や各種工事、車両整備の施工品質を担保する
ことが可能となります。

加えて、試験までの準備期間は仕事をしながら制約された時
間の中で勉強時間を確保する必要があり、計画性のあるスケ
ジュールを立てることが重要です。おのずとタイムマネジメント能
力も身に付けられるのがメリットでしょう。
さらに、限られた期間で
合格するために、効率的な勉強方法を自ら考え出さなければな
りません。
この考え方を仕事に応用すれば、仕事のスピードアッ
プにつながるので、
ぜひ、資格取得にチャレンジしてもらいたい

その他、工事入札など、資格保有者が多いほど、社としての

と思います。

評価・信頼性も上がりますので、
さまざまな面で有利となります。

特に必要！推奨する資格（表1）
推奨資格
1級土木施工管理技士
1級管工事施工管理技士
エネルギー管理士

その他推奨する資格

必要理由

必要部門

建設業許可に必要

鉄鋼部門・産機事業部

エネルギー指定工場に必要

シリコンウェハー事業部・鉄鋼
一般粉じん発生施設、
ばい煙発 部門
公害防止管理者
（大気・水質）
生施設、廃水処理施設に必要

自動車整備士

自動車整備工場に一定数以
上必要
オートライフセンター

自動車検査員

自動車整備工場に必要
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技術系

製作・整備等

事務系

技術士

機械保全技能士 行政書士

電気主任技術者

築炉技能士

危険物取扱者

鉄工技能士

社会保険労務士

溶接管理技術者

配管技能士

税理士

建築士

仕上げ技能士

情報処理技術者

作業環境測定士

とび技能士

宅地建物取引士

公認会計士

（各種）
施工管理技士 （各種）
溶接技能 建設業経理事務士
第一種衛生管理者

（各種）
車両

日商簿記検定

製造業を主要な事業の一つとする当社は、
さまざまな法令に
より、事業所や業務に応じた免許・資格が必要です。資格は、
あか

当社の品質・信頼の証しであり会社の技術力の指標です。
皆さん一人ひとりのレベルアップにもつながります。実際に資
格を取得した社員からノウハウを学び、
スキルを磨きましょう！
ココちゃん

資格を取りたいと思ったら

3 つの補助と5 つのステップ
社員のスキルアップを支援するため、
業務にかかわる免許・資格を取った社員に
費用を補助する制度があります。

3つの資格費用補助

受験前から合格後までの流れ

1

受験費用

STEP 1 上司へ相談

2

講習会の費用

取得したい資格を上司に伝えます。上司が「業務上

3

受験場所までの交通費

同一試験につき3回まで、補助申請が可能です。
また、受験日は出勤日
扱いになります。
▶さらに…
通信教育の推奨コースで受講した資格の場合は、受講料が全額返
金されます。
「推奨コース補助申請書」
を記入し、上司に提出してくださ
い。申請書の様式は、Global Portalもしくは通信教育Webサイトから
ダウンロードできます。
［Global Portal保存先］

必要」
と判断すると、資格費用補助が受けられます。
STEP 2 受験申し込み・講習会受講申し込み

個人で手続きを行うか、担当者に手続きを依頼して
ください。
STEP 3 費用受け取り

個人で受験申し込みをする場合は、領収書を担当者
に提出し、受験費用を受け取ります。
STEP 4 受験

文書管理→20_全社共有様式→07_人材開発G→教育関係
（通信教

合格後

育申し込み・受講報告書）
「推奨コース・受講料補助申請書」

STEP 5 資格取得報告

［通信教育Webサイト］

［主務職］
Global Portalからワークフロー申請してください。
06_人事G→「全人-0101_主務職社員免許・資格
取得報告書」
［技術職］
合格証を上司に提出してください。上司が人事担当
者に申請し、人事情報として登録されます。
資格合格者は、
はまゆうに名前
を掲載します。人事担当者の
方は、特に技術職の国家資格
合格者について、広報グルー
プにもご連絡ください！

右上の「各種申請書」
をクリック→「通信教育推奨コース補助申請書」

ココちゃん

P4から、社員の資格取得エピソードをご紹介
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危険物取扱者甲種

学生時代に蓄えた知識が
安全意識につながる

技術部 開発グループ

岡部 まりさん

保有資格
危険物取扱者甲種
第一種衛生管理者
仕事紹介
私が所属する技術部では、AI & IoTなどを
活用した自動化・省力化機器を開発・投入
し、作業の合理化・効率化を推進していま
す。私はAIを活用した装置開発に携わって
おり、
AI学習や検証などを行っています。
友人と問題集を交換したのは、2倍の問題数をこなせる上に、違う視点からの解説を学べるから。化学工学を専攻
していたので、興味を持って取り組みました

大学時代、先生からの勧めで危

苦手な部分を把握し

険物取扱者甲種の取得を目指しまし

試験直前におさらい

た。スケジュールを立て、試験の3カ月
前から勉強をスタート。1カ月目はテキ

最も苦労したのは、細かい数字を

ストを一通り読み、2カ月目は問題集

覚えることです。参考書に線や印をつ

を2周解き、3カ月目には友人と問題

け、何回解いても間違う箇所には、付

集を交換して多くの問題数をこなしま

箋でマーク。試験当日は、付箋を貼っ

した。

た箇所を重点的に復習しました。少し

出題範囲が広く暗記項目が多いた
め、毎日2時間は友人と学校に残っ

緊張して臨みましたが、無事に合格す
ることができました。

て勉強し、通学の電車内でも問題を

現在、業務で使う実験室には薬品

出し合って覚えたものです。アルバ

があり、誤った扱い方は禁物です。勉

イトの休憩時間など、隙間時間も活

強で得た知識をもとに、
「この扱い方

用。問題集を解きながら参考書を振り

は安全か？」
という視点で考えられる

返ると、大事なポイントや流し読みして

のが、資格に挑戦して良かったことで

いた部分が浮き彫りになり、効率よく

す。今後は、大気関係公害防止管理

理解を深められました。

者や電気主任技術者三種にも挑戦
します。

AIによる判定精度を上げるために、装置のAI学習
を行っています

おしえて

Q&A

Q 参考書の選び方は？
書店で実際に見て、
黒字ばかりのも
A のや絵ばか
りのものは避けました。
ど
こが要点なのかが分かりやすいと感
じたものを選ぶのがポイントです。

Q 暗記のコツは？
く繰り返しが一番！自分で語
A とにか
呂合わせを作るのも効果的です。
Q やる気が出ないときは？
友人と励まし合いながら習慣化して
A いたため、
それほどやる気に波はあり
ませんでしたが、行き詰まったときに
は無理はしませんでした。割り切って
寝て、
体力を温存しました。
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機械保全技能検定1級

自社設備を守りたい！
強い思いが安全・生産アップの功績に

君津支店 製銑課職長

鈴木 讓さん

保有資格
機械保全技能検定1級
機械保全技能検定2級
第一種衛生管理者
危険物取扱者乙種第4類
消防設備士乙種第6類
仕事紹介
日本製鉄㈱東日本製鉄所君津地区におい
て、鉱石処理係の職長業務として、設備管
理、労務管理、係長業務の補佐などを行っ
まずは自分が知識を持ち、
部下のレベルアップにつなげています。意欲ある社員が多い職場です
（右が鈴木さん）

自社の鉱石処理設備の主任を務
めていた頃、老朽化による不具合が

設備への理解が深まると
やりがいや誇りも得られる

多いことに課題を感じていました。
「自
分たちの設備を、
自分たちで守ろう」
と

無事に合格でき、得た知識は実務

いう思いから、同僚と3人で機械保全

で大活躍しています。設備の不具合

技能検定2級を取得。その後、
さらに

が起きた際、
自社の整備課とも連携

知識を深めて部下に教えるため、1級

していますが、
自ら修理できる部分が

にも挑戦することにしました。

増え、不具合自体を減らすことにも成

試験の3カ月前に講習を受け、勉
強をスタート。最初にテキストを読み込

功しました。
現在、部下にも機械保全技能検

み、過去問を解いて間違った箇所は

定の資格取得を勧めています。機械・

テキストで確認しました。現場に現物

設備に関わる職務に、
とても役立つ

があるものは、実際に見て構造を理

内容だからです。設備について知識

解することに努めました。

が深まると、業務中の「なんとなく分か
る」
が「知っている」に変わり、仕事の
充実感や達成感が各段に大きくなり
ます。私自身も新たな資格取得を目
指しつつ、職場の活性化に貢献して
いきたいです。

ています。

おしえて

Q&A

Q 毎日の勉強時間は？
1日2時間です。当時はバス通勤
A だったので、
往復30分ずつ、
そし
て帰宅後1時間を勉強に充てまし
た。休日も欠かさず2時間集中し、
時間で区切りをつけていました。

Q 使用した勉強ツールは？
トと過去
A 講習会でもらったテキス
問、
そしてスマートフォンです。隙間
時間には過去問を解けるWebサ
イトを活用していました。
また、見た
ことのない構造など、理解しづらい
部分は、
インターネットで検索してイ
メージをつかみました。

Q 過去問の活用方法は？
過去問5年分を3周解きました。だ
A んだん自分の弱点が見えて
くるの
で、試験直前は弱点を重点的に
復習。出題範囲が広く、過去問だ
けだと不足するので、問題の周辺
知識やテキストでの振り返りもお
忘れなく
！

試験は学科試験と実技試験の2科目。実技試
験は、写真を見て故障名称を解答する形式です
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エネルギー管理士

エネルギー管理士合格は
エンジニアとしての誇り

シリコンウェハー事業部 熊本営業所

鎌 遼平さん

保有資格
エネルギー管理士
第一種衛生管理者
仕事紹介
技術グループでケース洗浄や1次検査装
置の改善を担当。
しかし配属の8カ月後に
熊本地震に見舞われ、
その後1年半は復旧
とD棟立上げに専念。2019年1月からは、
技術営業スタッフとして顧客対応に努めて
解き方や暗記する内容をノートにまとめ、正解は赤字で書き込み、何度も復習しました。10年分の過去問集
を2周は解き、使用したルーズリーフは100枚にのぼります

シリコンウェハー事業部熊本工場
は、規定量以上のエネルギーを使用

計算問題の解き方を理解し
法規は過去問で暗記

する
「第一種エネルギー管理指定工
場」
ですが、資格保有者の高齢化が

試験は
「エネルギー総合管理及び

進んでいる状態でした。
そこで受験の

法規」
「 熱と流体の流れの基礎」
「熱

話をいただき、
「 資格を取得して自信

利用設備及びその管理」
「燃料と燃

を持ちたい」
という思いもあり、受験を

焼」の4科目で、
なかでも法規は大変

決めました。8月の試験に向け2月から

でした。参考書による暗記がうまくい

勉強を開始。
コロナ禍で図書館が利

かず、過去問を解きながら覚える方法

用できなかった3〜5月はあまり勉強

に切り替えたのが、合格の決め手だ

が進みませんでしたが、6月以降は、休

と考えます。この資格は合格ルール

日は半日、平日も2〜3時間、家族と

が独特で、各科目6割以上の成績で

離れ勉強に集中しました。結果、過去

合格、合格認定は科目ごとに独立し

問がすらすら解けるまでに知識を深め

ていて3年間有効です。全科目の合

ることができました。

格まで3年と予想していたところ、2年
で合格できたときは信じられませんで
した。いろいろな方からお祝いの言葉
を掛けていただいたことも、
とてもうれ
しく大きな自信になりました。

資格を取得したことで、工場の運営にはさまざまな
申請が必要で、私の知らないところで、関係グルー
プの方々が対応されていたことに気づきました
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います。

おしえて

Q&A

Q 合格の秘訣は？
くこと。
とにか
A く計算問題に慣れてお
、
たくさんの過去問を解くことが大
切です。電卓は持ち込めますが、計
算のスピードよりも、
さまざまな公式
をいかに使いこなすかがポイントに
なります。勉強期間は1問解くのに
1時間考える必要のある難しい問題
もあり、
解けない問題はインターネッ
トでも調べ、
自分なりの理解と解釈
を持つよう心掛けました。

Q 毎日の勉強に疲れたときは？
机で勉強することが辛いときは、横
A にな
りながらYouTubeで試験問題
の解説を眺めていました。毎日、最
低1時間は勉強すると決め、
それ以
外は好きなことをしていました。

Q 役に立った参考書、問題集は？
インターネットで評判の良い参考書
A と過去問集を選びま
した。他にも暗
記集を買いましたが、
一度も使うこと
はありませんでした。

築炉の確かな技術の証し
1級保持で品質意識と精度が上がる

1級築炉技能士

あか

八幡支店 コークス課

米森 健さん

保有資格
1級築炉技能士
2級築炉技能士
仕事紹介
コークス炉メンテナンス作業を担当。補修を
タイムリーに実施し、炉体延命に貢献して
います。

実技試験のれんがの寸法や割り方、積む順番など、練習を繰り返し身体で覚えました

コークス課はれんがを取り扱う業務
が多く、人材育成として
「築炉技能士

自分なりの作戦を立て
時間配分を考えて築造する

養成計画」
を立てています。経験年
数に応じて毎年数人が計画的に受

職場では受験までの3週間、仕事

コークス課独自で、1・2級築炉技能士の実技試験

験、私は2018年に推薦され1級築炉

から離れて練習場で実技試験対策

の動画を制作。次の受験者が合格者のノウハウを

技能士に合格しました。実技試験は

に専念させてもらいました。練習場に

難易度が高く、練習では2時間45分

掲示された加工時間の目安を参考

の制限時間内に完成できずに苦戦し

に、時間を短縮する部分を考慮。制

たものです。

限時間内での加工のコツを掴むきっ

2級と違い、1級試験では、
れんが

かけになりました。人それぞれ方法は

加工が表に出るため、仕上がりの美

違いますが、
私は一つひとつの工程を

しさが要求されます。長方形のれんが

こだわりすぎないように心掛けました。

を罫書して割り、削って磨き、1段目

学科の勉強では法律を学び、業務の

…2段目…と築造していきます。加工

意味合いを実感できたため、知識に

寸法で1㎜でも大きくれんがを加工し

裏付けられた技能の品質と精度が向

てしまうと、全体で3㎜ほどのズレが生

上したと感じます。実技試験の練習に

じ、仕上がりが悪くなってしまいます。

よる膝・腰の疲労感は蓄積されていま

れんがを丁寧に加工して、施工時は

したが、一回で合格できたときはホッと

垂直・水平に施工するため、神経を

しました。

使いました。

見て、経験やコツを早期に理解しています

おしえて

Q&A

Q 合格の秘訣は？
A 一緒に受験する職場の仲間と情報
交換し、
励まし合うこと。実技試験は
合格者の先輩のコツを聞いて、
良い
と思うことは取り入れました。

Q 学科試験の攻略法は？
過去問を繰り返し解くことが大切で
A す。
早く出社して、短期集中型の
勉強を進めました。

Q 実技試験の感想は？
実技試験のれんがは、練習で使用
A したものと材質が全く異なり、
焦り
ました。本番で初めて触ることもあ
り、
なかなか割れない、削れない状
況に陥り、実際は合格の確かな手
ごたえはありませんでした。
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エネルギー管理士

マイルールを決め習慣化
洗濯機のスイッチで勉強モードON

技術部 技術グループ

相原 幸治さん

公害防止管理者

保有資格
エネルギー管理士
大気関係第1種公害防止管理者
第一種衛生管理者
危険物取扱者乙種第4類
基本情報技術者 など
仕事紹介
技術グループでは、各部門の生産技術課
題に関する技術支援を行っています。
YouTubeの登場者がそれぞれ勉強した内容を報告し合うタイミングで、
自分も覚えた内容を再確認します

専門知識を習得することで自信を

た後も継続することができました。
「何

つけ、技術スタッフとして貢献したい

時から始める」
では守れなくても、勉強

との思いから、資格取得を決意しまし

開始タイミングを日常生活と結び付け

た。最初はテキストを読み、練習問題

れば習慣化できるかもしれません。

に着手。その後6年分の過去問を、
何度も解きました。
「『やる気』
は、
やり始めるまで湧い

有資格者として
仕事の幅が広がった

てこない」。試験勉強をするなかで、
私が大切にしていた言葉です。
その日

試験直前は本番を想定して、実際

の勉強を始めるきっかけづくりとして、

の出題形式で過去問を解きました。

私は
「洗濯機のスイッチを入れたら勉

合格できたときはもちろんうれしかった

強スタート」
というマイルールを決めて

ですし、資格は実務でも役に立ってい

いました。勉強を進めるうちに脳が勉

ます。集塵設備の種類・構造・特徴や

強モードに切り替わり、洗濯物を干し

関係法令など、
公害防止管理者の勉
強を通して、業務上必要な知識を多く
得られました。
また、
エネルギー管理士
の資格を取得したことで、省エネ法に
関する届け出の対応を任されるように
なりました。
今後は、1級土木施工管理技士

覚えておく必要のある公式は、
ノート上部の余白に
色ペンで書き込み、
目に付きやすいようにしました
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や、作業環境測定士の資格取得を
考えています。

おしえて

Q&A

Q 解けない問題はどうする？
頻出の問題は、参考書の表が載っ
A ているページに付箋をつけ、
繰り返
し確認して覚えるようにしました。出
題頻度の低いものは見切りをつけ
て後回し。試験では幅広く出題され
るため、
細部に時間をかけすぎず、
ま
ずは試験全体の大枠をとらえること
が大切です。試験本番では、瞬時
に思い出せないところや時間のか
かる計算問題は最後に解きました。

Q 勉強に集中する工夫は？
YouTubeで「QuizKnockと学ぼ
A う」
という配信を流していました。試
験の解説動画などではなく単なる
「勉強姿」ですが、一緒に勉強し
ている気持ちになり、
モチベーショ
ンが維持されます。

Q ノートの使い方は？
を効率よく使えるように、
全
A スペース
ページを半分に折って問題を解きま
した。

国家資格・社会保険労務士 勉強期間…9カ月

資格は一生ものの財産
感謝される機会が圧倒的に増加
社会保険労務士（以下、社労士）
として、労働保険や社会保険にま
つわる法律に基づいた書類作成や申請業務を行い、
また、労務管理
や労働関係の相談、指導、
コンサルティングにも携わる佐用 久幸先
生に、資格取得までの道のりと、
その後の起業について伺いました。

社労士の主な仕事の一つに、会社が労働関係の問題に

学びたいことはたくさんあったのに……。叔父が亡くなった後、

巻き込まれないように、法律に則ってアドバイスし、“トラブルを

私が継承した事務所は叔父の息子、
つまり私の従兄弟が受け

未然に防ぐこと”があります。最近では会社の実際の労働環

継ぎ、私は裸一貫で北九州市に戻り、起業したのが2006年。

境を鑑みながら、新たなルール・就業規則を作成することが多

34歳になっていました。

くなりました。
また、ハラスメントや休職に関する相談も増え、会
社としての対応を助言しています。会社とのこういった顧問契
約は、北九州を中心に200社を超え、私1人で始めた事務所

文字通り、ゼロからのスタート
自宅兼事務所の6畳一間のアパートで仕事を始めたものの、

は職員11人に増えました。ここまで来るには、
もちろん紆余曲

収入はない、
コネもない。人脈は学生時代の友人くらい。4,000

折があり、起業当初は半年以上、仕事がない日々も経験して

社にDMのファクスを送ってもなしのつぶて、何十件と飛び込み

います。なぜ、私が社労士の資格を取り、独立したのか。それ

営業をかけても門前払い。半年間は契約ゼロのままでした。転

は、叔父への憧れが大きな理由です。

機は、経営者の会合で講師として登壇したことです。経営者だ
けでなく、弁護士、税理士、司法書士の方々などにも人脈が広

「生まれ変わっても社労士になる」

がり、
その後は自ら交流会に足を運ぶなどして、今につながって

私は大学卒業後、北九州市の製造会社で働き、現場作業
や運搬、検査業務などを担当していました。毎日上司の指示通

います。
やはりこの仕事は、
お互いの信頼関係なくして成立しません。

り作業するなか、
「いつかは起業したい」
と考えていた気持ちが

だからこそ、一から人間関係と信頼を築き上げ、
お客さまの悩み

強くなっていきます。大きく影響を受けたのは、社労士の叔父で

を解決して、望みを叶えることで感謝されるのは、心からうれしい

した。私を可愛がってくれ、
ことあるごとに言っていた
「社労士は

ことです。
また、経営者のパートナーとして会社運営に関わり、

世の中に役立つ仕事だ。生まれ変わっても自分はまた社労士

例えば社員10人ほどの会社が200人規模へと成長していく過

になる」
との言葉が印象的でした。次第に私も社労士に興味が

程に寄り添えるのも、
ありがたいことだと感じています。社労士

湧き、9カ月勉強して試験に合格。26歳の時のことでした。

は、孤独な経営者がいつでも相談できる相談先になれるのが

それから長崎にある叔父の事務所に就職しました。
ここでは

強み。お客さまの会社に深く入り、経営者の参謀のような、軍師

社会人の心構えや仕事のいろはを徹底的にたたき込まれ、
実務

のような存在を目指したい。
そして地元北九州の企業を元気に

に追われる日々。
そんなさなか、叔父が急死してしまったのです。

するのが夢です。

社 労 士 は「 人 」に ま つ わ る 仕 事 。
経 営 者 の「 人 」の 悩 み に 寄り 添 え ること が やりが い で す 。

資格を取得してよかったこと・開業してよかったこと
一生ものの財産になる

感謝される機会が増える

職員が褒められる

一生ものの専門的なスキルを得られたこ

仕事で関与する方から感謝される機会

お客さまから当事務所の職員にお褒め

と。
また、資格を取得したことで収入も上

が圧倒的に増えました。人脈が広がった

の言葉をいただく時が、一番うれしい瞬

がりました。

のもよかったことです。

間です。
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合格までの道のり
15
10
モチベーション

7
3

1

4

14

9

13

6
8

2

11
5
12

合格までの期間

1 製造会社退職

9 「合格する」という強い気持ちを持って粘り強く勉強する

2 収入がゼロになり、
本当に退職してよかったのか不安になる

10 校内テストで上位常連となり、
天狗になる

3 専門学校入校

11 試験1カ月半前の直前テストで合格点が取れず、へこむ

4 合格を夢見て、
勉強する意欲が高まる

12 一発合格にかけていたので、
大きな不安が押し寄せる

5 新しい知識ばかりで、
頭が混乱する

13 今までやってきたことを信じて勉強を進める

6 勉強仲間の存在で徐々にやる気を取り戻す

14 自己採点で合格ラインを超えていたので安堵

7 正解する問題も多くなり自信が出てくる

15 合格

8 前に覚えた科目の知識が抜け落ちる

合格までの

つの秘けつ

スクール選び

勉強法

時間の確保

大原簿記専門学校に通いました。通

毎日勉強する習慣をつけます。勉強し

学のメリットは先生に直接質問ができる

ない日があるとサボり癖がつき、
しない理

問題集を繰り返し解き、間違った設問は

こと。いつもわからないことはすぐに聞い

由を考え始めるんです。私は生活を変える

間違った理由を自分用のノートにまとめま

ていました。今はWebの通信講座が充

気持ちで、
朝と夜に1日5〜6時間の勉強

した。残りの2カ月は問題集を解き直し、

実しているので、在勤中に受験するので

時間を確保。友人からの誘いをかわすの

過去問をひたすらこなして間違った部分

あれば通信講座も一つの手です。

に少し苦労しました。在勤中であれば平日

を修正しノートに記入。直前2週間はこ

2時間は勉強したほうがいいでしょう。

のノートを徹底的に見直しました。

モチベーションの保ち方

傾向と対策
社労士試験は7科目あり、試験範囲

専門学校に通ってよかったのは仲間

も広いんです。
さらに科目ごとの足切り

ができたことです。1人でもくもくと勉強す

点があり、1点で泣く人を多く見ました。

るよりも、仲間と励まし合ったほうが、互

勉強は広く、少し深く、苦手科目をつくら

いにライバル視して
「一緒に合格しよう」

ないようにしないといけません。
あまり深く

という気持ちが強くなります。今は学校

勉強すると、答えがわからないと気になっ

に行かなくても、SNSでつながることがで

て前に進めなくなります。

きるのかもしれませんね。

PROFILE
社会保険労務士

最初の7カ月はテキストを読み込み、

管理監督者の皆さんへ
労働法や社会保険に関する法改正
や、社会保険情勢を反映したニュー
スにもアンテナを広げましょう
！

佐用 久幸先生

1998年10月、横尾社会保険労務士事務所入所。同年11月に社会保険労務士試験合格。2001年
11月、佐用・横尾事務所を開業し、所長に就任。2006年3月に同事務所を退所。2006年4月、
さよう
労務経営事務所を設立する。2016年法人化。2006年から北九州商工会議所経営サポートアドバイ
ザーに就任。濱田重工と2020年から、人事・労務関連の相談を中心とした顧問契約を結んでいる。
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見つけた！
Vol.63

スムーズな重機運転
を意識

ON

循環資源課では、山口製造所光エリア
内の発生物から有価金属を回収し、
リサイ
クルを行っています。製鋼工場から出てきた
スラグを、大型車でスラグヤードへ運搬し、
冷却処理を行うことが私の業務です。生産
状況によって忙しくなることもありますが、安
全と効率を意識して、安定した生産対応を
心掛けています。

無駄 のない
スラグ運搬 で
に
安定生産 の力

生き生き働いている若手社員のON/OFFを大解剖！
毎号、各部門の10代・20代の社員をクローズアップします。

OFF

3人の子どもが癒やし

家族と過ごす時間が、私の元気の源で
す。3人の子どもと公園で走り回ると、気分
転換できます。UFOキャッチャーでぬいぐる
みを取ってあげると喜ぶので、特訓中です。
最近は、5歳の長女がひらがなで名前を書
けるようになっていたことに感動しました。
コ
ロナ 禍であまり
外 出できていま
せんが、収まった
らディズニーラン
ドに 行きたいと
考えています。
5歳・3歳・1歳の子ど
もたちに囲まれて、
毎日にぎやか！

長年の固い友情

鋼滓車運転時は、無駄のない動きを意識しています

バツグン！職場の

協力体制

ON

重機の車体が大きく、
スラグを積んだ状
態で運転するため、難しさはあります。スラ
グによって固まる速さが異なり、運搬時間
が決まっているので、手際よく動くことが重
要です。
各現場で1人作業ですが、
ほかの班員
の仕事量が多いときは助け合う体制がで
きています。手伝った日の終業時に「あり
がとう」
と言われると、頑張って良かったな
と思います。

小・中・高と軟式野球を続け、現在は草
野球をしています。ポジションはショートです。
2カ月に1 回、会社の先輩から誘っていただ
いたチームで試合に出ています。
夏になると、友人とバーベキューを楽しみ
ます。コテージを借りて、4 人でワイワイす
る時間も大切なひと時。お肉はもちろん、
飯ごうで炊いたご飯が最高でした。

光支店 循環資源課
こ ばやし

か ず

OFF

き

小 林 和輝さん（28歳）
2014年12月に中途入社。真面目な性格と
仕事の正確さに定評あり。プライベートでは
3人の子どもを持つパパで、公私ともに強い
責任感をもって活躍中。

エヴァンゲリオン 5%
映画館で4回観ました

家族 75%

野球 10%

やっぱり家 族 の
笑顔が一番です

いいリフレッシュ
になります

小林さんの

元気の素

友人 10%

気が置けない仲間との談笑がリフレッシュに
なります
（右が小林さん）

小学生時代からの
4人組で大の仲良し

援
私も応

「慎重・丁寧・正確」安心の3拍子
村木 康二班長

小林くんは真面目で、
どの業務でも慎重・丁寧・正確に取り組んでくれるため、安心
して仕事を任せられる頼もしい存在です。今後、
ますます仕事と家庭の両方で活躍
していくことを応援しています。

ON

大型重機も安全第一に、手際よく運転！

2022年2月号 No.710
2022年2月15日発行
濱田重工株式会社 北九州市戸畑区牧山1-1-36 TEL
（093）
883-2870
編集局長・高山博光 編集長・古賀明日香 編集局・前田麗保

◆次号は大分支店のKirari輝く人をご紹介します。

個人情報・
技術情報の
取り扱いについて

グループ情報誌「はまゆう」には、顔写真、名前などの個人情報が掲載されてい
るため、取り扱いには十分にご注意をお願いします。
また、
「はまゆう」に掲載され
ている製品をはじめ技術情報などの記事・写真につきましても、
お客さまから承認
済みですが、取り扱いには十分にご注意をお願いします。無断転載は禁止です。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

