
   

平成２８年度技能まつり いよいよ開催です!! 

７〜９⽉実施事業報告



  

九州ブロック職業能⼒開発協会連絡会議 
９⽉１５⽇（⽊）、⿅児島東急ＲＥＩホテル（⿅児島市）にお

いて平成２８年度九州ブロック職業能⼒開発協会連絡会議が開
催されました。 

九州８県の専務理事・事務局⻑及び総務担当者による会議が⾏
われ、事業・業務の運営に関して活発な意⾒交換がなされました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

⽒ 名 競技職種 所 属 結 果

上村雄⼀朗 電⼦機器組⽴て 川内職業能⼒開発短期⼤学校

川村 直⽃ 家具 有限会社瀬⼾⽊⼯

松久保⿓⽣ 家具 有限会社奥建具製作所 敢闘賞

仙⽥ 優太 家具 県⽴宮之城⾼等技術専⾨校

牟禮 彩乃 家具 県⽴宮之城⾼等技術専⾨校

樋⼝ ⼤輔 建築⼤⼯ 県⽴宮之城⾼等技術専⾨校

下陳   歩 建築⼤⼯ 県⽴宮之城⾼等技術専⾨校

北園  千紘 洋裁 学校法⼈野村学園野村服飾専⾨学校

児⽟咲⾥奈 洋裁 学校法⼈野村学園野村服飾専⾨学校
 
   

第５４回技能五輪全国⼤会 

総務関係 

１０⽉２１⽇（⾦）〜２４⽇（⽉）、⼭形県の⼭形市・
天童市・寒河江市・⼭辺町で開催されました。 

これに先⽴ちまして１０⽉１１⽇（⽉）、⿅児島県庁に
おいて参加選⼿激励会が⾏われました。 

⿅児島県選⼿団は、本坊治國会⻑を団⻑とし選⼿９名・
指導者・協会スタッフで構成され、⼤会の競技結果は次
のとおりでした。 

技能五輪全国⼤会とは、⻘年技能者の技能レベルの⽇本⼀を競う技能競技⼤会であって、
その⽬的は、次代を担う⻘年技能者に努⼒⽬標を与えるとともに、⼤会開催地域の若年者
に優れた技能を⾝近にふれる機会を提供するなど、技能の重要性、必要性をアピールし、
技能尊重気運の醸成を図ることにおかれています。 

 １１⽉１２⽇（⼟）に開催される技能まつりと同時開催いたします。  
 この事業は、技能伝承の好事例となる取組みを⾏う企業に事例発表していただき、その後ご参加いた
だいた皆様と意⾒交換を⾏います。皆様⽅のご参加をお待ちしております。 
 場所：かごしま県⺠交流センター 東棟３階 ⼤研修室第１ １４：００〜１６：００ 



 

 
前期技能検定は、９⽉３０⽇の合格発表をもって全⽇程終了しました。今回４４４⼈の⽅が合格されました。

会員事業所・団体の⽅々には技能検定試験の実施にご協⼒いただき、誠にありがとうございました。 
後期の受検申請者数は、６７５⼈で、前年同期⽐２２⼈増となりましたが、若年者を始め多くの⽅々受検し

ていただくよう引き続きご協⼒お願いします。 

前期技能検定実施結果 

 

 

 

 

後期技能検定申請状況 
  

 
 
 
 
 
 

基礎級実施状況 
 実施回数 受検者数 職種

7 ⽉ ６ ３６ 機械加⼯、婦⼈⼦供服製造 他３職種
8 ⽉ １０ ２９ 電⼦機器組⽴て、とび 他 2 職種
9 ⽉ ７ ２６ 電⼦機器組⽴て、紳⼠服製造 他４職種

計 ２３ ９１ 

  
 

 
フォローアップ講習 
 ８⽉２７⽇（⼟）に⿅児島⾼等技術専⾨校において、タイル職種のフォ
ローアップ講習を茂利 勝義⽒、⻄ 千代晴⽒を講師に迎え、１５名の参
加をいただき、開催しました。 
 この講習は、１級技能⼠を対象に、近年の技術⾰新や労働市場における
ニーズの変化に技能⼠が対応するためのフォローアップを⽬的としたも
ので、参加者からは「技能⼠に必要な技術を再確認することが出来た。ま
た機会があれば受講したい。」と好評でした。 
  今回の講習は、畳製作職種に続き、２回⽬の開催でした。 

 受検申請者数 合格者数 合格率 
学 科 試 験 実 技 試 験 

受検申請者数 合格者数 合格率 受検申請者数 合格者数 合格率
１ 級 ３５７ １４８ ４１．５ ２７２ １６２ ５９．６ ２９４ １３８ ４６．９
２ 級 ２７１ １７０ ６２．７ １６９ １１２ ６６．３ １９４ １３５ ６９．６
３ 級 １６０ １０７ ６６．９ １３３ １０２ ７６．７ １４８ １１５ ７７．７
単⼀等級 ３１ １９ ６１．３ ２８ １９ ６７．９ ２７ ２１ ７７．８
五 輪 ３９ ０ ０ － － － ３９ ３５ ８９．７

計 ８５８ ４４４ ５１．７ ６０２ ３９５ ６５．６ ７０２ ４４４ ６３．２

H２７年度 
後期申請者数

H２８年度 
後期申請者数 対前年度⽐ 

６５３⼈ ６７５⼈ １０３．３％

 受検申請者数 学科申請者数 実技申請者数 
特 級 １７ １６ ７ 
１ 級 ２２３ １６１ １９２ 
２ 級 １７９ １４１ １６１ 
３ 級 １９６ １９５ １８６ 
単⼀等級 ３７ ３５ ３２ 
五 輪 ２３ － ２３ 

計 ６７５ ５４８ ６０１ 

前期 後期 計 
８２２ ６５３ 
８５８ ６７５ 

H 対前年度⽐
９２⼈ １６０⼈ １７３．9％

技能検定 

建築⼤⼯ 

◇H27・28 申請状況 

（⼈、％）



 
 

ものづくりマイスターの認定・登録 
ものづくりマイスターに対する指導技法等講習の実施 

  ・７⽉２３⽇（⼟） ５名 ・９⽉２４⽇（⼟） ７名 

ものづくりマイスターの活⽤ 
ものづくりマイスターの派遣による指導の実施 

 ・７〜９⽉     ２３件  ５６７⼈ 
  （企業及び業界団体）１３件  ３４５⼈ 
  （⾼校・専⾨校等） １０件  ２２２⼈ 

「⽬指せマイスター」プロジェクト 

 ・学校の授業等への講師派遣（ものづくり体験教室）  
   ７校 ２３７⼈ 
     ※７⽉から翌年２⽉にかけて１２校開催予定（離島も含む） 

 ・学校の教師を対象とした「ものづくりの魅⼒」講座等への講師派遣 
   ９校   ３２⼈ 

 ・ものづくりマイスターの働く職場での職場体験実習 
   １校   １５⼈ 

地域における技能振興 
技能⼠等の派遣による指導の実施 

 ・７〜９⽉ ６件 ５０⼈ 

第１１回若年者ものづくり競技⼤会 
８⽉７⽇（⽇）〜８⽇（⽉）、栃⽊県、沖縄県で開催されまし

た。⿅児島県選⼿の競技結果は次のとおりでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⽒ 名 競技職種 所 属 結 果 

池⽥  欽善 ⽊材加⼯ 県⽴隼⼈⼯業⾼等学校  

吉國  彩華 ⽊材加⼯ 県⽴隼⼈⼯業⾼等学校  

右⽥  浩毅 建築⼤⼯ 県⽴加治⽊⼯業⾼等学校  

⼤迫  真也 IT ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ管理 川内職業能⼒開発短期⼤学校 敢闘賞 

若年技能者⼈材育成⽀援等事業

ものづくり体験教室「左官」 

職場体験実習「和裁」

申請資格 
①技能検定の特級・１級・単⼀等級技能⼠、及び同等の技能を有する⽅、技能五輪全国⼤会の成績優秀

者（銅賞まで）のいずれかに該当する⽅ 
②実務経験が１５年以上ある⽅ 
③技能の継承や後継者の育成に意欲を持って活動する意思及び能⼒がある⽅ 
ものづくりマイスター認定数累計  １８１名（延べ２０６名）（平成２５年度開始〜２８年９⽉現在）

★お問合せ先 ⿅児島県職業能⼒開発協会 技能振興コーナー



 
 

キャリア⽀援企業創出促進事業 
 事業内職業能⼒開発計画等に係る助⾔・指導、情報提供（４〜９⽉） 
 ・職業能⼒開発推進者選任状況 １，７７１名 
  ・助⾔・指導・情報提供 ２，４３３件 

・移動相談    １箇所 １⽇ １３名 
 ・集団指導 ４⽉２２⽇ 第２２回⼈事労務管理研究会 
     ７⽉ ８⽇ 第２３回⼈事労務管理研究会 
        ７⽉２２⽇ 県環境整備事業協同組合若⼿社員等研修 
        ９⽉ ２⽇ 県⽴宮之城⾼等技術専⾨校  訓練⽣の就職ガイダンス 
 キャリアコンサルティング等   １１５件（労働者対象  ３７件、企業対象  ７８件） 

職業訓練指導員（４８時間）講習 
 ７⽉２６⽇〜２８⽇、８⽉２⽇〜４⽇の 6 ⽇間、ポリテクセンター
⿅児島において開催しました。 
 この講習は、職業訓練指導員として必要な指導・訓練⽅法等の能⼒
を短期間に習得してもらうために実施しています。 
 今年は、５５名が参加され熱⼼に受講されました。 

コンピュータサービス技能評価試験 
試験実施の認定を受けた各種教育訓練機関等（２６施設）で次のとおり実施（４〜９⽉） 

区 分 1 級 2 級 3 級 単⼀級 合 計 
申請者数 ２ ２２５ ７０６ ３８ ９７１
合格者数 ０ １６８ ６２０ ３７ ８２５
合 格 率 ０．０ ７４．７ ８７．８ ９７．４ ８５．０

 

 

 

 

ビジネス・キャリア検定試験 

 

 

 

 

試 験 ⽇ １２⽉１８⽇（⽇） 
申請受付 １０⽉３１⽇（⽉）〜１１⽉１１⽇（⾦）
試験会場 ポリテクセンター⿅児島 
合格発表 平成２９年１⽉１７⽇（⽕） 

ワープロ・表計算部⾨受験⼿数料
１級 ７,８２０円 
２級 ６,５８０円 
３級 ５,２５０円 

試 験 ⽇ 平成２９年２⽉１９⽇（⽇） 
申請受付 １０⽉３⽇（⽉）〜１２⽉１９⽇（⽉）
試験会場 ポリテクセンター⿅児島（予定） 
合格発表 平成２９年３⽉１７⽇（⾦） 

受験⼿数料 
２級 ６,９９０円 
３級 ５,６６０円 

BASIC 級 ３,０００円 

能⼒開発関係 

公的 
資格試験 

★受験資格は特に定めておりませんので、どなたでも受験することができます。
★お問合せ･申込先 ⿅児島県職業能⼒開発協会 コンピュータサービス技能評価試験（ＣＳ試験）担当 

公的 
資格試験 

★受験資格は特に定めておりませんので、どなたでも受験することができます。
★お問合せ･受験申請書類請求先 ⿅児島県職業能⼒開発協会 ビジネス・キャリア検定試験  担当 



 
 
県に対し御楼⾨建設に係る技能⼠の活⽤を要望 
 ８⽉３⽇（⽔）、鶴丸城御楼⾨の建設に係る技能⼠の活⽤について、県⺠
⽣活局⽣活・⽂化課楼⾨等建設推進室において⼭﨑会⻑が要望書を提出し
ました。 
 技能⼠の活⽤は、若⼿技能⼠への建築技術の継承、⼈材育成といった⾯
から⾮常に重要なことであり、今後も技能⼠を積極的に活⽤していただけ
るよう働きかけてまいります。 

技能者講習会 
 ９⽉２４⽇（⼟）に⿅児島⾼等技術専⾨校において、「熊本地震から考
える⽊造住宅」と題して⿅児島建築⼯友会の会員を対象に⾏われました。 
 ２０名の会員の参加があり、耐震に関する基準法など熱⼼に受講されて
いました。 

全技連マイスター 
 平成２８年度全技連マイスターに⿅児島建築⼯友会所属の⾚瀬川 隆樹⽒が認
定されました。１１⽉９⽇（⽔）に開催される「第３６回全国技能⼠⼤会」におい
て認定証の交付式が⾏われます。 

全国技能⼠会連合会会⻑表彰 
 この度下記の⽅々が、全国技能⼠会連合会会⻑表彰を受賞され、１１⽉９⽇（⽊）に開催される「第３６回
全国技能⼠⼤会」において表彰されます。 

・団体・事業所表彰 
 
 
 

・功労者表彰 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

団体・企業名 代表者
協同組合⿅児島県鉄構⼯業会 理事⻑ 新屋敷 均

⽒  名 所  属
濵﨑 博⽂ ⿅児島県板⾦塗装⼯業協同組合 理事⻑
伊瀬知 亘 ⿅児島県板硝⼦商⼯協同組合 理事⻑

    編集後記 
 秋とは名ばかりの暑い⽇か続きましたが、朝晩は
だいぶ涼しくなってきました。気温の変化が激しい
と体調を崩しやすくなりますので、皆様もどうかご
⾃愛ください。今回は 7〜9 ⽉にかけての各事業の
報告です。どうぞご覧ください。    （K．M）

〒892-0836 ⿅児島市錦江町 9-14 
TEL (099)-226-3240 / FAX：(099)-222-8020

     http://www.syokunou.or.jp/ 

⿅児島県技能⼠会連合会 

 この度の前期技能検定試験におきまして、受検票の試験⽇の記載ミスが発⽣しました。 
 受検票の受検⽇欄の「学科試験」の⽇にちを誤って記載したため、当該職種受検の⽅が試験⽇より１週
間早く試験会場に来場されたもので、皆様⽅に陳謝し、正しい受検⽇に受検していただきました。 
 今後、⼆度とこのようなことが発⽣しないよう、業務の進め⽅など⾒直しを⾏い、職員⼀同万全の注意
を払って真摯に取り組みますので、引き続き御⽀援、御協⼒いただきますようよろしくお願いいたします。


