１０～１２月実施事業報告

平成２８年度技能まつり風景

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企業における人材育成・キャリア形成支援
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、
「職業能力開発促進月間」にあたる１１月
に、認定職業訓練の推奨や、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２８年１１月２２日〔東京都〕
・認定職業訓練功労 永田 修二（鉄筋コンクリート施工科）鹿児島高等技術専門校
・技能検定功労
大園 和高（電気機器組立て）
県石材工業連合会（石材施工）
・技能振興功労
有限会社坂上庭園

〈鹿児島県知事表彰〉平成２８年１１月１３日〔かごしま県民交流センター〕
・認定職業訓練功労 田代 和雄（表具科）鹿児島高等技術専門校
・技能検定功労
市坪 孝志（塗装）株式会社市坪建装
中禮 順信（義肢・装具製作）㈱中礼義肢製作所
県瓦工事業組合（かわらぶき）
・技能振興功労
赤瀬川建設
有限会社花家フローリストいえむら

〈中央職業能力開発協会会長表彰〉平成２８年１１月２２日〔東京都〕
・認定職業訓練功労 山之内 浩二（鉄筋コンクリート施工科）鹿児島高等技術専門校
・技能検定功労
堀 和人（工場板金、塗装）県立吹上高等技術専門校
神田 卓男（機械加工）カンダ製作所

かごしま技能競技大会「着付の部」
１０月２４日(月)、ジェイドガーデンパレスにおいて４部門２９
名の選手が参加しました。優勝は、「初級コース（留袖）」新森 萌
香 氏、
「中級コース（中振袖）
」黒江 由紀子 氏、
「講師コース（大
振袖）
」末吉 敬子 氏、
「師範コース（打掛）」吉川 千秋 氏でした。

かごしま技能競技大会「フラワー装飾の部」
１１月１２日(土)、かごしま県民交流センターにおいて５名の選
手が参加しました。
優勝は、Votrefleur 肝付 憲一 氏でした。

※敬称 略

技能検定
後期技能検定が１２月２日から実施されています。
表のとおり昨年よりも多くの方が受検されています。今後も事故等がないよう細心の注意を図って実施して
いきますので、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。
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基礎級実施状況（１０～１２月）

樹脂接着材注入工事

・７件実施 １８名受検

ガラス工事

H

人

配管工事

対前年度比

１２６人

１７８人

１４１．３％

若年技能者人材育成支援等事業
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
・１１月２６日（土） ３人

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
・１４件
２７５人 （企業及び業界団体） ０件

０人

（高校・専門校等） １４件

２７５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）

実技指導（電子機器組立て）

７校 ４２５人（今年度は２月までに１３校７４９人に実施予定）
・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（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 ５０人

第２回連携会議
１２月１２日（月）
、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、コーナー担当者より平成２８年度事業進捗状況及び平成２９年
度推進計画策定について説明があった後、推進計画の内容等の協議を行いま
した。

技能伝承に取り組む企業の好事例発表会
１１月１２日（土）
、県民交流センターにおいて、技能まつりと同時開催
しました。技能伝承の取組み事例を２企業が発表したあと、参加者を交えて
パネルディスカッションを行いました。詳しくは当協会ＨＰに掲載していま
すのでご覧ください。

ものづくり体験教室（塗装）

能力開発関係
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（１０～１２月）
・職業能力開発推進者選任状況
・助言・指導・情報提供

６７名
９１４件

・地域キャリア支援企業サークル
１１月１６日 ジョブ・カード活用説明会（鹿屋大隅ジョブ・カードサポートセンター）
・集団指導

１０月１４日 第２４回人事労務管理研究会
１２月 ９日 第２５回人事労務管理研究会

キャリアコンサルティング等

１１４件（労働者対象 ３０件、企業対象 ８４件）

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（２３施設）で次のとおり実施（１０～１２月）
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九州ブロック認定職業能力開発校長会議
１０月１３日（木）
、ホテルセントラーザ博多（福岡市博多区）で九州管内の認定職業能力開発校長会
議が開催されました。鹿児島県からは１１校の関係者が出席し、各校の取り組みや職業能力開発の充実・
強化を図るための意見交換が行われました。

ビジネス・キャリア検定試験
１０月２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。結果は以下のとおりです。
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鹿児島県技能士会連合会
技能者講習会
１０月２６日（水）
、鹿児島高等技術専門校において、鹿児島県建具
組合連合会主催により、
「金具取扱いと家具塗装」の講習会が開催され
ました。１７名の会員の参加があり、熱心に受講されていました。
また、１１月２６日（水）によかセンターにおいて、鹿児島県タイル
工業協同組合主催により、
「外壁タイル（セメント）系接着剤・タイル
張り施工講習会」の講習会が開催され、２０名の会員の参加があり、熱

建具組合連合会

心に受講されていました。
当連合会は技能向上事業として、技能五輪全国大会及び技能グランプ
リ参加者への激励、支援を行っています。また技能士の積極的な活用
に係る要請を、市町村に対して２月に行う予定です。
タイル工業協同組合

先日開催された鹿児島県職業能力開発促進大会の中で、１級左官技能士で全国
左官技能競技大会優勝の佐々木 孝佳 氏による青年技能者体験発表が行われまし
た。皆様にも拝読していただければと思い、発表内容を抜粋して掲載させていた
だきました。

左官技能者を目指したきっかけ --------

働いている中で感じること------------

自動車メーカーの営業マンだった父の「営業
マンより職人になれ、会社を辞めればただの人
だ。全国どこへ行っても食べていける職人にな
ったほうがいい」との一言で職人になる道を選
んだ。

実際に左官の職業に就いて----------現在勤める飯田工業は、左官施工のうちほと
んどの施工が出来る職人が多数在籍している
会社で、自分にも刺激があり、とてもやりがい
がある会社だと思った。
ここで自分の目標とする職人になれるよう
に飯田会長に指導をお願いした。
会長からは①人間性を勉強すること②どん
な問題も人のせいにしないこと③先輩の指導
に素直に従うことの 3 点を守ることのできる
人間になれと言われた。また、休みの日や、平
日の仕事が早く終わった後、置場に上がり下地
作りなどを練習して仕事を覚えていった。

全国大会に出場してみて------------３回目の出場だったが、これが最後との気持
ちでほぼ毎日、仕事が終わった後に練習した。
大会当日、アクシデントがあったが落ち着い
て対処できたので、施工だけでなく、心を落ち
着かせることも大切だと感じた。優勝できたの
は会長の厳しい指導のおかげだと思う。

担い手不足と言われている中で、若い職人を
どう育てていくか？我々の業界も例外ではな
い。
高い日当や技能手当をつけるというやり方
も方法の一つだと思うが、そのやり方で、自信
をもって左官が好きだと心から言える職人が
育つか？まずは、自分自身が左官を好きになり、
楽しく学んでいくことが大切。大人になっても
遊び心を持ち、ゲームをクリアしていくように
一つずつ目標を達成していく。そうすると仕事
をやらされているという意識もなくなり、自分
で考える様にもなり、次々に難しい仕事にチャ
レンジしていきたくなると思う。

これからの夢 ---------------------中学 3 年生の息子と一緒に左官をすること。
子どもが小さい頃、一緒に泥だんごを作った
り、自分が携わった建物を見せたりして、何か
を作り上げていく楽しさが息子に伝わってい
るのがうれしく感じる。
また職業訓練指導員になり左官の素晴らし
さを若い人に指導していき、左官の伝統技法を
受け継いでいってもらいたい。
職人の世界にゴールはないので、これからも
頑張っていきたい。

佐々木孝佳氏プロフィール
１級左官技能士（38 歳）
有限会社飯田工業勤務
平成 23 年 第 44 回全国左官技能競技大会準優勝
平成 27 年 第 46 回全国左官技能競技大会優勝
技能まつりでの実演風景

第５４回 技能五輪全国大会表敬訪問
山形県で開催されました第５４回技能五輪全国大会にお
いて、家具職種で敢闘賞を受賞した松久保 龍生 氏が１１
月７日（月）
、鹿児島県庁、鹿児島市役所を訪問し結果報告
を行いました。

第２９回 技能グランプリ

西啓一郎県商工労働水産部長を訪問
氏名

競技職種

所属

２月１０日（金）～１３日（月）に静岡県静岡市

水口

真司

畳製作

㈲水口畳産業

において技能グランプリが開催されます。この大会

西須

裕記

家具

㈱青友社

は、当該職種において特級、１級技能士等の熟練技

佐藤

隆洋

建具

佐藤建具・ふすま店

能者が技能の日本一を競い合う大会で、鹿児島県か
らは右表の選手が出場予定です。

串田

尚司

日本料理

天川リゾート㈱

１１月１２日（土）
、１３日（日）に、かごしま県民交流センターにおいて、開催されました。
天候にもめぐまれ、２日間で約７,０００名の方にご来場いただきました。
関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。
技能士の技を集結した

「和」空間

技の競宴

職業能力開発施設等コーナー

熟練技能者等による

ものづくり体験教室

家具即売

モザイクガラス

貯金箱製作

チャリティカット
職業能力開発訓練校展示

い草コースター製作

花盆景

鹿児島県職業能力開発促進大会

和裁
熟練技能者等による

製作実演
建築大工

編集後記
平成２９年が明けました。暖かい日が続いたと
思えば、雪が降ったりと忙しい天気に体がついて
いきませんが、協会で取り組みます各事業が円滑
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、ご指導ご協力下さいますよう、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/

