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平成２９年度技能まつり風景 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業能力開発関係表彰 

職業能力開発関係表彰は、職業能力開発の推進を図るため、「人材開発促進月間」にあたる１１月に、

認定職業訓練に功労のあった方や、技能検定の実施に多大な貢献があった方や事業所などを対象に毎年実

施しており、今回は次に掲げる方、事業所等が受賞されました。 

 〈厚生労働大臣表彰〉平成２９年１１月１５日〔東京都〕 
  ・認定職業訓練功労 山元 成巧（木工科）鹿児島高等技術専門校 

  ・技能検定功労   新留 和廣（ガラス施工） 

            鹿児島ダクト工業会（建築板金）  

  ・技能振興功労   赤瀬川建設 

 

 〈鹿児島県知事表彰〉平成２９年１１月１２日〔かごしま県民交流センター〕 
  ・認定職業訓練功労 福島 秀紀（ホテルビジネス科）鹿児島ホテル短期大学校 

  ・技能検定功労   永田 修二（型枠施工）㈲永田(修)工務店 

            中禮 光明（義肢・装具製作）㈱中礼義肢製作所 

            県橋梁構造物塗装協同組合（塗装） 

  ・技能振興功労   県防水工事業協同組合 

            有限会社水口畳産業 

 

 〈中央職業能力開発協会会長表彰〉平成２９年１１月１５日〔東京都〕 
  ・認定職業訓練功労 該当なし 

  ・技能検定功労   八木 秀好（とび）㈲八木秀組 

            田代 和雄（表装）㈲田代表具店 

            米山 利雄（配管）㈱丸岡工業 

                              ※敬称 略 

かごしま技能競技大会「着付の部」 

１０月２３日(月)、ジェイドガーデンパレスにおいて４部門３６名

の選手が参加しました。優勝は、「初級コース（留袖）」永山 千佳 氏、

「中級コース（中振袖）」上田 望美 氏、「講師コース（大振袖）」森 

真紀子 氏、「師範コース（打掛）」脇之園 順子 氏でした。 

かごしま技能競技大会「フラワー装飾の部」 

１１月１１日(土)、かごしま県民交流センターにおいて６名の選手

が参加しました。 

優勝は、江川生花 江川 耕司 氏でした。 

 

総務関係 
 

明けましておめでとうございます。 
 会員の皆様には、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 また日頃より当協会の業務、運営につきまして格別の御支援と御協力をいただき、

厚くお礼申し上げます。本年も技能検定を始めとする職業能力評価試験の普及拡大、

若年技能者の育成や熟練技能の継承及び事業所における人材育成を柱に、より一層

の努力をいたすこととしていますので、会員の皆様の更なる御支援と御協力を賜わ

りますようお願い申し上げます。 

                鹿児島県職業能力開発協会会長 本坊 治國 

【職業能力開発促進大会において】 



 

後期技能検定が１２月４日から実施されています。 

今後も技能検定業務が円滑に行われるよう努めますので、関係者の皆様には引き続き、ご協力くださいます

ようお願い申し上げます。 

後期技能検定申請状況 

 

 

 

 

 

 

基礎級、随時３級実施状況（１０～１２月） 
 ・３２件実施 ９１名受検 
 
 

フォローアップ講習 
 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す。１１月２３日に

有村 荘一氏を講師に迎え、建設機械整備の講習を開催し、「ベテランの技術を間近で

感じることができてとても良かった。また参加したい。」と好評でした。 

 

 
 
ものづくりマイスターの活用（１０～１２月）※人数は受講者数 

ものづくりマイスターの派遣による指導の実施 

 ・２０件  ５６４人 （企業及び業界団体） ３件   ３０人 

            （高等学校等）   １７件  ５３４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）  

   ２１校 ４９８人 

 ・学校の教師等に対する講座等 

   １校   ４人 

地域における技能振興（１０～１２月）※人数は受講者数 
・熟練技能者等の派遣による指導の実施 ６件 ５３人 

鹿児島県技能まつり 
 ・ものづくり体験教室 １７団体 ２,５５０人参加 

 ・製作実演      １８職種 １８団体  中央ステージ ９職種 ９団体  

第２回連携会議 
 １２月１２日（火）、ポリテクセンター鹿児島において、１４名の関係者が参加され、平成２９年度事業

進捗状況及び平成３０年度推進計画策定等について協議しました。 

技能伝承に取り組む企業の好事例発表会 
 １０月２５日（水）、霧島商工会議所において開催し、技能伝承の取組み事例の企業発表のあと、参加者

を交えて意見交換を行いました。詳しくは当協会ＨＰに掲載していますのでご覧ください。 

 受検申請者 学科申請者 実技申請者 

特 級 ２２人 ２１人 １２人 

１ 級 １７６ １３０ １５４ 

２ 級 １５６ １３１ １４１ 

３ 級 ２５１ ２４６ ２４７ 

単一等級 ２５ ２０ ２２ 

五 輪 １８ － １８ 

計 ６４８ ５４８ ５９４ 

 前期 後期 計 

８５８人 ６７８人 １,５３６人

 ８７０人 ６４８人 １,５１８人

１０１．３％ ９５．６％ ９８．８％ 

％

等級 H 対前年度比 

基礎級 １７８人 ２４５人 １３７．６％ 

随時 3 級 ３人 ３８人 １,２６６．７％ 

技能検定 
 

◇H28・29 申請状況 

【建設機械整備】 

若年技能者人材育成支援等事業 
 

【体験教室(畳製作)】 

 

【技能まつり(水てっぽう)】 

 

【塗装】 【防水施工】 【建築大工】 

【実技指導(造園)】 

 



コンピュータサービス技能評価試験 

 

訓練前キャリアコンサルティング 

生産性向上支援訓練実施業務 

ビジネス・キャリア検定試験 

 

 
 
キャリア支援企業創出促進事業 

 

 

 

職業能力開発推進者講習 

１０月２５日 霧島商工会議所 （１５人受講 内１１人修了） 

１２月２５日 康正産業株式会社（１５人受講 内１０人修了） 

 

 

 

  

 

  

  

 

  
    

８月３０日 株式会社総広、株式会社まつした人材サービス 

９月２６日 トータル・ソフトウェア株式会社 

区 分 1 級 2 級 3 級 単一級 合計 

申請者数 ３人 333 人 1,052 人 39 人 1,427 人 

合格者数 ２人 222 人 927 人 38 人 1,189 人 

合 格 率 66.6％ 66.6％ 88.1％ 97.4％ 83.3％ 

試 験 日 平成３０年 ２月１８日（日） 

試験会場 ポリテクセンター鹿児島 

合格発表 平成３０年 ３月１６日（金） 

キャリア 

コンサルティング 

４１９人 

（内３０６人へジョブ・カード交付） 

周知・広報に 

関するセミナー 

１５会場 ９２回 

（３,０７２人参加） 

利用事業主 コース名 訓練期間 受講者

数 薩摩酒造㈱ 

㈱サナス 

本坊酒造㈱ 

㈱本坊商店 

マーケティン

グ志向の営業

活動の分析と

改善 

１９月１５日（金） 

１０月１３日（金） 

１０月２０日（金） 

２０人 

氏名 競技職種 所属 結果 

中川 雄貴 メカトロニクス 

(1 チーム 2 名) 
川内職業能力開発短期大学校  

古園 海成 

松久保 龍生 家具 有限会社奥建具製作所  

福岡 愛実 家具 県立宮之城高等技術専門校  

和田 琴海 家具 県立宮之城高等技術専門校  

池田 到庸光 建築大工 県立宮之城高等技術専門校  

國料 拓也 建築大工 県立宮之城高等技術専門校  

奥 千菜美 洋裁 学校法人野村学園野村服飾専門学校  

瀬尾 真彩 洋裁 学校法人野村学園野村服飾専門学校  

稲留 雄大 造園 石走造園株式会社  

山口 祥輝 日本料理 有限会社いぶすき秀水園  

事業内職業能力開発計画等に係る助言・指導、情報提供（４～12 月） 

 ・職業能力開発推進者選任状況 ２，１６９人 

 ・助言・指導・情報提供    ４，２１１件 

 ・集団指導  ５件 ５９人 

能力開発関係 
 

 施設実施の認定を受けた各種教育機関

（２５施設）で「認定施設試験」を右のとお

り実施（４～12 月）されました。 

 公共職業安定所の利用者に対し、職業訓練に

おける将来の目標等を立て、職業訓練受講等の

能力開発の重要性をより明確にするために、ジ

ョブ・カードを活用したキャリアコンサルティ

ング等を実施しています。 

実施状況（４～１２月） 

 １０月１日（日）、ポリテクセンター鹿児島において、前期ビジネス・キャリア検定試験が行われました。 

６２人の方が受験し、３４人の方が合格されました。後期実施日程及び受験申請者の推移は次のとおりです。 

キャリアコンサルティング等   ２０５件（企業対象  １７０件、労働者対象３５件） 

 ・キャリアコンサルティングモデル実施企業 

 利用事業主に対して、カリキュラム案の作成、

訓練内容等の確認・調整、テキスト等教材の作

成、訓練実施等を行いました。 

〔受験申請者数推移〕※前年度対比 15％増 

 前期 後期 合計 

平成 28 年度 ４３人 ５７人 １００人 

平成 29 年度 ６２人 ５３人 １１５人 

 

【職業能力開発推進者講習】 

 第５５回技能五輪全国大会 

 先にお知らせしました、第５５回
技能五輪全国大会の競技結果は右の
とおりです。入賞はありませんでし
たが、この大会で得たものを糧にこ
れからも頑張ってください。 



ものづくり現場の輝く女性たち 

  

 

 

 

 

 女性が活躍する社会の実現が強く求められる中、鹿児島県のものづくり現場でも働く女性の姿が

見られるようになってきました。 

 今回は技能まつりの製作実演で、女性技能士として唯一、中央ステージで実演を行った大重奈々

江さん（山口建装株式会社）にお話を伺いました。 

 

  大重
おおしげ

 奈々
な な

江
え

さん（３２歳） 

   建具製作１級技能士、家具製作１級技能士 

   職業訓練指導員免許（木工科） 

   県立宮之城高等技術専門校 室内造形科修了 

 

Ｑ． どのような仕事をされていますか。 

Ａ． ドアや障子など一般住宅や事務所で使われる建具を注文を受けて製作

しています。既製品とは違い、お客様の好みや使い勝手など、様々なこと

を考えながら製作するので、大変ではありますがやりがいがあります。 

Ｑ． どうしてこの職業に就こうと思ったのですか。 

Ａ． 子どもの頃から、身近にあるものを分解するのが好きだったので、も

のづくりに興味があったのだと思います。じっとしているより体を動か

すことが好きだったことも影響しているかもしれません。 

 高校生のとき、県外の家具製作会社への就職を考えていたのですが、

実務経験がないと入れなかったので、それならと担任の先生が宮之城高

等技術専門校を紹介してくださり、入校し今に至ります。 

Ｑ． 家具、建具職種 １級取得のきっかけはなんですか。 

Ａ． 宮之城高等技術専門校修了時は家具製作２級技能士の資格は取得済みだったのですが、就職先

の山口建装が主に建具を製作している会社だったので、先に建具の１級技能士を目指すことにし

ました。実技の方は練習を重ねて、何とか時間内に仕上げることができましたが、学科が難しか

ったです。最初に建具製作の１級、そして家具製作の１級まで取得できました。 

Ｑ． 将来やってみたいこと、夢などはありますか。 

Ａ． 現場で女性の技能者に会うことが少ないので、もっと増えて欲しいと

思います。そのためにも私自身、男性と同等に仕事ができるよう、一つ

一つの仕事を確実に誠実にこなしていきたいと思います。これからもっ

と女性技能者が安心して働ける環境が整っていって欲しいと思います。 

Ｑ． 最後に 

Ａ． 宮之城高等技術専門校で道具の扱い方など、仕事の基礎を学べた事は就職してから助かりまし

た。この仕事にゴールはありません。自分自身が納得できるものづくりができるよう、私も日々

頑張っていきます。 

 

       事業所代表者から一言  

 山口建装株式会社 代表取締役 山口 浩幸 氏  

 奈々江さんが男だけの職場の中でこれだけの技術を身に付けられたのは、仕
事が終わってから人並み以上の努力をしてきた結果です。そして、地味な雰囲
気の仕事場も奈々江さんのおかげで明るくなったように感じます。これからも
女性建具職人の代表として一流の職人になってもらいたいです。 

 

シリーズ：鹿児島の人財発掘 
 

【家具製作１級の課題を実演】 

 

【技能まつり中央ステージにおいて】 

 

 

【大勢の観客が見守る中で】 



 
 
技能者講習会 

 

 

 

 

 

 

技能士会連合会のＰＲ活動 

 

 

 

伝統的技能者表彰 

 

  

鹿児島県技能士会連合会 
 

・県建具組合連合会  「塗装実習及び金具説明講習会」鹿児島高等技術専門校 １１人 １１月 ７日（火） 

・県鉄構工業会    「塗料と鋼材に関する講習会」ホテルタイセイ２号館 ４０人 １１月１０日（金） 

・県表具内装組合連合会「版画教室」        和紙ギャラリー    １１人  １月１４日（日） 

 １２月８日（金）、京都府において第６０回建築士会全国大会が

開催され、県木工技能士会会長 山元 成巧氏が伝統的技能者表彰を

受賞されました。これは認定職業訓練の指導・育成に多大な貢献を

している方を当連合会から推薦したものです。 

【鉄構工業会】 

 

【建具組合連合会】 

 

 １１月１２日（日）、鹿児島県職業能力開発促進大会において、

山﨑会長が当連合会の概要や技能士紹介パンフレットの紹介を行

いました。また技能士シールの贈呈式も行われ、県板金塗装工業協

同組合濵﨑理事長に贈呈し、今後も技能士の地位向上、技能士の確

保など協力をお願いしました。 

 

     編集後記 

 平成３０年が穏やかに明けました。今年は明治
維新１５０年ということで鹿児島に注目が集まっ
ており身が引き締まります。協会におきましても
各事業が円滑に進められますように、職員一同頑
張ってまいりますので、今年も変わらぬご指導ご
協力、何卒よろしくお願いいたします。（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/ 

【表具内装組合連合会】 

 

スーパーボールすくい 

防水工事業協同組合 

ものづくり体験教室［畳］ 

職業訓練生作品の即売 

 

職業訓練校コーナー 

ものづくり体験教室［造園］ 

１１月１２日（土）、１３日（日） 

於 かごしま県民交流センター 

来場者数 約７,５００名


