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２０２０年代を通しての人 材 育 成

新型コロナウイルスワクチンの接種が、まず
医療関係者から始まります。今後、アストラ
ゼネカ社が供給するワクチンは、北本市の北
里大学メディカルセンターに隣接する第一三
共のワクチン工場で充填され、全国に出荷さ
れると伺っています。同工場は、新型インフ
ルエンザ用ワクチンを早期に量産するため
に、１０年前に３００億円の予算で事業採択
され、稼働しています。今回、改正された新
型インフルエンザ等対策特別措置法（新型コ
ロナウイルス対策の法的根拠）も同時期に成
立したものです。
（写真 建設中の同工場を
視察しました。
）

衛生研究所（吉見町）を訪問し、政府に政策
提言を行うために、感染状況など新型コロナ
ウイルス感染症について関係者と意見交換を
行いました。
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経営環境の変化に対応した
人材育成
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積極的な職業能力開発へ
転換する

応変に加えたら良いと思います。

研修を行っている会社を訪問しまし
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日本からプラントを輸出する際に
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経営環境の変化に対応した人材を養
成することが必要なのです。

これからの経営で
求められる能力とは

介護福祉士、保育士、医療事務な
ど現時点で人材が足りない領域以外
でも、今後、必要とされる最先端の
技術を身に付ける研修も、１年から
２年の公的職業訓練の枠組みに臨機
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