10～12 月事業実施報告
令和２年 1 月 31 日発行

令和元年度技能まつり

開会式

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、お健やかに新春を迎えられた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、企業や事業所における人材の育成・
確保などに、より一層、努力してまいりますので、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。

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、毎年１１月の「人材開発促進月間」に、認定
職業訓練や技能検定、技能振興などに多大な貢献があった方や事業所などを対象に実施しており、今回は次
に掲げる個人、事業所等が受賞されました。
※敬称 略

〈厚生労働大臣表彰〉令和元年１１月２５日（月）〔東京都〕
・認定職業訓練功労 玉島 裕一 鹿児島高等技術専門校（鉄筋コンクリート施工科）
・技能検定功労
鹿児島県瓦工事業協同組合（かわらぶき）
山内 眞一（半導体製品製造）
・技能振興功労
有限会社奥建具製作所

〈鹿児島県知事表彰〉令和元年１１月２２日（金）〔かごしま県民交流センター〕
・認定職業訓練功労 原田 正人 鹿児島高等技術専門校（畳科）
・技能検定功労
前田 満雄 前田畳店（畳製作）
鎌田 賢次 有限会社鎌田工建（とび）
鹿児島県ビルリフォーム協同組合（樹脂接着剤注入施工）
・技能尊重推進功労 一般社団法人鹿児島県広告協会

〈中央職業能力開発協会会長表彰〉令和元年１１月２５日（月）〔東京都〕
・技能検定功労

溝口 隆志（防水施工）南日防水工業株式会社
東
松男（鉄筋施工）株式会社小原鉄筋工業
増田 晴夫（建設機械整備）

かごしま技能競技大会
１０月２８日(月)、ジェイドガーデンパレスにおいて「着付の部」が行われ、
３部門１４人が参加しました。
また、１１月１０日(日)、かごしま県民交流センターにおいて「フラワー装飾
の部」が行われ、５人が参加しました。
競技の結果、次の方が優秀な成績を収められました。
着付の部
県知事表彰
県職業能力開発協会長表彰
県技能士会連合会長表彰

澤田

フラワー装飾の部

美代子

馬籠

原 梨沙
土屋

強

南新 大器

みずき

濱田 真也
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有村建装㈲代表 有村 衛氏が職業訓練功労、
㈱シンキダンネツ取締役会長 新納 忠重氏が技
能検定功労で、それぞれ瑞宝単光章を受章されま
した。
おめでとうございます。
有村建装㈲
代表 有村 衛氏

㈱シンキダンネツ
取締役会長 新納 忠重氏

能力開発関係
ビジネス・キャリア検定試験
前期試験を１０月６日（日）に、ポリテクセンター鹿児島で実施し、４２人が受験され、１６人が合格し
ました。後期試験は２月１６日（日）
、ポリテクセンター鹿児島で実施予定です。

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機関
（２４施設中２１施設）で「認定施設試験」
を右のとおり実施しました。
（４～12 月）

（人・％）
区

分

1級

2級

3級

単一級

1

292

782

-

1,075

合格者数

1

209

686

-

896

合 格 率

100.0

71.6

87.7

-

83.3

「情報セキュリティ 10 大脅威」
情報処理推進機構（ＩＰＡ）から 2019 年の「情報セキュ
リティ 10 大脅威」が発表されました。
１位～３位は一昨年と大きな変化はありませんが、第４位
に「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃の高まり」が初
ランクインしました。
これは業務委託先がセキュリティ対策を適切に実施してい
ない場合に、そこを入口に関連組織への攻撃の足がかりを作
るものです。強固なセキュリティを備えた正面突破が難しい
組織であっても、攻撃者はセキュリティ対策の遅れている子
会社や関連組織を踏み台にすることで比較的簡単に侵入でき

図１）取引先など関連組織を狙った攻撃の一例

てしまいます。※図１参照
自社のセキュリティ対策の強化だけでなく、サプライチェ
ーンも含めてセキュリティ対策の強化が求められています。
情報セキュリティ対策の第一歩として、まずはコンピュー
タサービス技能評価試験を受けてみませんか？
【お問合せ】総務能力開発課

合計

申請者数

≣参考情報≣

ＣＳ試験担当

独立行政法人情報処理推進機構（IPA)
https://www.ipa.go.jp/files/000071191.pdf
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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・登録状況（４月～12 月末現在）
・ものづくりマイスター
・IT マスター

２５４人（うち今年度新規登録者数２２人）
6人

ものづくりマイスター活用の状況（4 月～12 月）
ものづくりマイスターの派遣による実技指導の実施
・企業及び業界団体
１５社
４６８人受講
・高校・専門校等
１０校
９１９人受講
「目指せマイスター」プロジェクト
・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
３１校
１４職種
６３人受講
・学校の児童等を対象とした「ものづくりの魅力」体験教室の実施
(職場体験含む)
３１校
１４職種
１，５６３人受講（うち職場体験：９人）

地域における技能振興（4 月～12 月）
熟練技能者等の派遣による実技指導の実施

延べ５校 ２職種 ３１９人受講

・フラワー装飾・・・山川高校、鶴翔高校、鹿児島県学校農業クラブ連盟、
農業大学校
・園芸装飾・・・・・農業大学校

第５７回技能五輪全国大会
１１月１５日（金）～１１月１８日（月）に愛
知県で開催されました。鹿児島県選手の入賞はあり
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。

グッドスキルマーク
ご存知ですか？
グッドスキルマークは、一級技能士等(特
級技能士、一級技能士又は単一等級の技能
士)が技能を駆使した製品等（製品、建築物
及びサービス等）にのみ表示することができ
るロゴマークです。
当協会にて製品等を随時募集しています。
詳しくは下記へお問合せください。
【お問合せ】鹿児島県技能振興コーナー
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技能検定
後期技能検定を令和元年１２月１２日から実施しています。
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。

随時試験実施状況等（令和元年１２月末現在）
（人・％）

Ｒ１年度受検者数

Ｈ30 年度受検者数

747
実施回数

対前年度比

443

168.6

受検者数

４月

9回

21

５月

22 回

145

６月

17 回

54

７月

24 回

101

８月

８回

12

９月

28 回

141

１０月

18 回

60

１１月

33 回

179

職

種

機械加工、鉄工、めっき、電子機器組立て、婦人子供服製造、布はく縫製、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形、
塗装
機械加工、電子機器組立て、プラスチック成形、建築大工、とび、鉄筋施工、型枠施工、
ハム・ソーセージ・ベーコン製造、内装仕上げ施工、プリント配線板製造
機械加工、電子機器組立て、婦人子供服製造、紳士服製造、布はく縫製、表装、塗装、
コンクリート圧送施工
機械検査、電子機器組立て、婦人子供服製造、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形、建築大工、とび、左官、配管、
鉄筋施工、塗装、型枠施工、防水施工
機械加工、鉄工、めっき、婦人子供服製造、塗装
機械検査、電子機器組立て、建築大工、かわらぶき、とび、左官、配管、鉄筋施工、型枠施工、
防水施工、建築板金、内装仕上げ施工、プリント配線板製造
機械加工、機械検査、電気機器組立て、婦人子供服製造、紳士服製造、布はく縫製、鉄筋施工、
コンクリート圧送施工
機械検査、電子機器組立て、婦人子供服製造、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成型、建築大工、とび、左官、配管、
鉄筋施工、冷凍空気調和機器施工、型枠施工、防水施工、ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ･ﾍﾞｰｺﾝ製造、建築板金、
建具製作

１２月
計

13 回

34

172 回

747

鉄工、機械検査、電気機器組立て、婦人子供服製造、布はく縫製、とび、左官、鉄筋施工

27 職種

随時試験では、ポリテクセンター鹿児島等の公的機関に受検者が集合して試験を行う集合方式と、受入企業へ出
張して試験を行う出張方式（従来の方式）があります。

技能検定取組団体紹介
鹿児島県ビルリフォーム協同組合
外壁補修工事の受注・検査等を事業内容としており、組合員の技
能や安全意識などの向上を図るための講習会や実技試験対策講習
会を開催しています。
また、技能検定では、樹脂接着剤注入施工職種において、検定委
員や補佐員を務め、実技試験の材料準備や会場の設営等にもご協
力頂くとともに、組合員へ積極的に受検勧奨されるなど、技能検定
制度への取組により、今年度、知事表彰を受賞されました。
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製作等作業試験の様子

キャッチワークかごしま
訓練前キャリアコンサルティング
主に求職者の方々に対し、職業生活における将来の目標を立て、職業訓練受講
の必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
ティングを実施しています。
実施状況（４～１２月）
・キャリアコンサルティング
６７３件
（うち６５０人に対し、ジョブ・カード作成を支援）
・周知・広報に関するセミナー 等 １４会場 １４１回 ５，１５４人参加

キャリアガイダンス
若年者（概ね３５歳未満）を対象に、自己理解の深め方やビジネスマナー、職
場におけるコミュニケーションなど、効果的な就職活動の進め方や職場定着に向
けたセミナーを実施しています。
実施状況（４～１２月）

実施回数 ３０回 参加人数 ２１１人

インターンシップ体験実施
雇用のミスマッチ解消と求職者の就業促進を図るため、県内の人手不足分野（「建築・土木」、
「介護･福
祉」及び「ＩＴ関係」等）の事業所において、短期のインターンシップ体験を実施しています。
・登録事業所数（１２月末現在） ９３事業所
※

建築・土木分野
その他分野

※２つ以上の分野等で受入が可能な事業所を含む

４３事業所， 介護・福祉分野

３６事業所， ＩＴ分野

７事業所，

１０事業所

また、今年度の受入事業所募集は、令和２年１月末日で終了します。

みらいワークかごしま
中学生・高校生、短大生・大学生・専門学校生、また、子どもの県内進学・就職を考える保護者などを対
象に、鹿児島の企業・学校の魅力を紹介するフェア「みらいワークかごしま」を１２月１５日(日)に、かご
しま県民交流センターで開催しました。
＊講演会とトークセッションを同時開催
・出展者数 ８８（企業３６社、学校３８校、団体等１４団体）
＊体験・展示の出展ブース

４５ブース

＊進学・就職の相談ブース

５２ブース

・参加者数 ５６４人
・講演会（講師：鹿児島ユナイテッドＦＣ代表の徳重剛氏）
・トークセッション（８社参加）

経験交流プラザ
今回は、
「人口減少時代を乗り切る人材の採用・定着」をテーマに、ワークやディスカッションにより大
切な従業員が辞める決断をする理由について、分析・意見交換を行いました。
次回は、分析した結果を基にその対策について検討することにしています。
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◆社会人フォローアップ研修 「適切な自己表現と他者を理解する能力、これからの目標設定など」
2/4(火)、2/6(木)、2/26(水)

※各回内容は同じです。

◆スタートアップセミナー「ビジネスマナー、コミュニケーションの基本」
3/4(水)～6(金)
◆スタートアップセミナー「社会人基礎力、コミュニケーション力」
3/9(月)～11(水)

社会人としてすぐに役立つ！就職内定者のためのスタートアップセミナーです。
※お申し込みはキャッチワークかごしま（099-216-9001）まで

鹿児島県技能士会連合会
技能者講習会
１月１９日（日）
、田代表具店において、県表具内装組合主催による、
講習会が開催され、１３人が参加し、熱心に受講されていました。
令和２年度も、講習会開催経費を助成する予定ですので、ぜひご活用
ください。

「一級技能士現場常駐制度」など技能士の活用に係る要望訪問
令和２年１月に、会長、副会長が６市を訪問し、一級技能士現場常駐制度の活用や技能士の育成・確保等
についての要望を行いました。今後とも技能士が高く評価され、広く活用される社会を目指し、活動を行っ
て参ります。
実施日

訪問役員

要望先

１月２０日

副会長

坂上多賀雄

１月２１日

副会長

山元

成巧

志布志市、曽於市

１月３０日

会

山﨑

洋

指宿市、南九州市

長

南さつま市、枕崎市

技能士カード等の料金改定について
令和元年１０月１日から、消費税が１０％に引き上げ
られたことに伴い、技能士カード等の価格を改定しまし
た。
詳しくは、当協会ホームページ（下記ＱＲコード）
「県技能士会連合会」のページをご覧になるか、事務局
（099-226-3240）までお問合せください。

会員の皆様へ
1 級技能士シールの請求
お忘れじゃないですか？
新しく１級技能士になられた方が
いらっしゃいましたら、事務局へ名簿の
提出をお願いします。
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11 月 10 日（日）
、かごしま県民交流センターで開催しました。秋晴れの下、約 3,900 人がご来場くださいまし
た。
ものづくりを体験した参加者からは「子どもにいい体験をさせてあげられた」
、
「貴重な体験ができた」などのお
声をいただきました。
ご協力いただきました参加団体の皆様、ありがとうございました。

＊武小学校金管バンド＊
オープニング演奏＊

＊職業能力開発施設等コーナー
展示＊

＊職業能力開発施設等コーナー
展示＊

＊ものづくり体験教室＊
（家具（木工）
）

＊製作実演＊
（モザイクタイル張り）

＊技能グランプリ入賞者作品
展示＊

＊特別企画 足場組立＊

＊キッズフラワーコンテスト＊

＊技能競技大会展・技能士展＊

〒892-0836 鹿児島市錦江町 9-14
TEL： (099)-226-3240 / FAX：(099)-222-8020
http://www.syokunou.or.jp/

7

