10～12 月事業実施報告
令和 3 年 1 月 31 日発行

鹿児島県職業能力開発協会会長表彰受賞者

総務能力開発関係
明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、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。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
経済活動や社会生活に多大な影響が生じておりますが、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、取り組んでまいりますので、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。

鹿児島県職業能力開発促進大会
職業能力開発・向上の促進と技能の振興を目指し、毎年１１月の「人材開発促進月間」に、職業能力開発
促進大会を開催しています。
今年は１１月１８日（水）に、かごしま県民交流センターで開催し、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に対して、県知事表彰、中央職業能力開発協会会長表彰及び全国
技能士会連合会会長表彰の伝達に加え、新型コロナウイルスの影響で延期となっていた、鹿児島県職業能力
開発協会会長表彰を行いました。
また、１２月２３日（水）に、県庁で厚生労働大臣表彰の伝達式が行われました。

〈厚生労働大臣表彰〉
・認定職業訓練功労 山之内 浩二 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
坂上 多賀雄 有限会社坂上庭園（造園・園芸装飾）

〈鹿児島県知事表彰〉
・認定職業訓練功労 前田 満雄 鹿児島高等技術専門校（畳科）
・技能検定功労
原田 正人 原田畳店（畳製作）
山崎 善光 有限会社山崎工務店（建築大工）
鹿児島県建設機械レンタル協会（建設機械整備）

〈中央職業能力開発協会会長表彰〉
・技能検定功労

天野 ひろみ 学校法人野村学園野村服飾専門学校（婦人子供服製造）
赤瀬川 隆樹 赤瀬川建設株式会社（建築大工）
大村
義一 有限会社大村産業（とび）

〈全国技能士会連合会会長表彰〉
・技能振興事業関係 鹿児島県鉄筋業組合
鹿児島県鳶土工業連合会

（敬称略）

鹿児島県知事表彰受賞者

厚生労働大臣表彰受賞者
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当協会会長でもあります、本坊酒造株式会社
取締役会長 本坊 修氏が永年のご功績により、
黄綬褒章を受章されました。

本坊酒造株式会社
取締役会長 本坊 修氏

有限会社玉島建設代表取締役 玉島 裕一氏が
職業訓練功労、山内 眞一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。

有限会社玉島建設
代表取締役 玉島 裕一氏

山内

眞一氏

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２１日（日）に、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２２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

合計

申請者数

0

312

796

1

1,109

合格者数

0

246

717

1

964

合 格 率

－

78.8

90.1

100.0

86.9

第３１回技能グランプリ
２月１９日（金）～２月２２日（月）に、愛知県で開催される第３１回技能グランプリに、
次の選手が出場します。
氏名
田中

競技職種
明

所属

プラスチック系床仕上げ

佐藤 隆洋

家具

大工園 望

ペイント仕上げ広告美術

肝付 憲一

フラワー装飾

株式会社つきの
佐藤建具・ふすま店
ＮＯＺＯＭＵ工房
Ｖｏｔｒｅｆｌｅｕｒ
（敬称略）
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技能検定
後期技能検定を令和２年１２月１０日から実施しています。
コロナ禍での技能検定となりましたが、新型コロナウイルスへの感染防止を徹底しながら試験を実施してお
ります。今後も技能検定業務が安全かつ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２年１２月末現在）
随時試験は、検定職種によって試験の実施方法が異なっており、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があります。
受検申請者数は、１２月末現在で前年度に対して１１８．７％となっております。
（人・％）

基礎級

随時３級

随時２級

合計

実施方法
集合方式

出張方式

令和 2 年度

513

339

35

887

725

162

令和元年度

507

235

5

747

521

226

対前年度

101.1

144.2

700.0

118.7

139.1

71.7

随時試験

型枠施工職種

随時試験

電子機器組立て職種

技能検定取組団体紹介

鹿児島県建設機械レンタル協会
建設機械レンタルにおける人材の育成・確保や良質・安全な建設
機械器具提供の観点から、技能検定などの資格取得や近年の技術革
新等を踏まえた講習等に取り組んでいます。
また、技能検定制度への取組により、今年度、県知事表彰を受賞
されました。
製作等作業試験の様子
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若年技能者人材育成支援等事業
ものづくり・IT の魅力発信（４月～１２月）
ものづくりマイスターの派遣による指導の実施
・企業及び業界団体

７社

・高校・専門校等

５職種

１１校

１１３人受講

６職種 １，４４５人受講

「目指せマイスター」プロジェクト
県立鹿児島工業高等学校（建築大工）

・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
３２校

１４職種

６０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
２５校

１４職種 １，７５５人受講

・学校の児童等を対象とした「ＩＴの魅力」体験教室の実施
７校

２５５人受講

地域における技能振興

出水市立出水小学校（表装）

（４月～１２月）

・熟練技能者等の派遣による実技指導の実施

３校 1 職種 ９９人受講

・熟練技能者等の派遣によるものづくり体験教室の実施 ２校 1 職種 ７５人受講

ものづくりマイスターの認定・登録状況（４～１２月）
・ものづくりマイスター

２７２人（うち新規登録者数１９人）

・ＩＴマスター

８人（

〃

２人）

新しく認定されたものづくりマイスター認定者（１０月～１２月）
氏名

職種

氏名

職種

氏名

楠原

良人

電子機器組立て

本田

教浩

建築大工

園

純一

山﨑

信男

建築板金

山﨑

大生

建築板金

小正 次男

小正

春雄

機械木工、建具製作

職種
建築板金
機械木工、建具製作
（敬称略）

新しく認定されたものづくりマイスターのうち、２名の方に今後の抱負を伺いました。
父親の影響を受けこの業界に

大工として１５年経ちました。

入りました。失敗も多くしてきま

今回ものづくりマイスターに認定

したが得たこともありました。後

され、子供達に伝統技術を伝えて

輩ができることによって、更なる

行くと共に少しでもこの建設業に

向上心が芽生え一緒に勉強がで

興味を持って欲しいと思い活動し

小正 春雄氏

きています。若い世代に木を使っ

本田 教浩氏

職種：機械木工
建具製作

たものづくりの良さを伝えてい

職種：建築大工

ています。未来の子供達がやって
みたいと思えるように技術を届け
て行きたいと思います。

きたいと思います。
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第５８回技能五輪全国大会
技能五輪全国大会は、国内の青年技能者（原則 23 歳以下）を対象に、技能競技を通じ、青年技能者に
努力目標を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して技能の重要
性や必要性をアピールし、技能尊重気運の醸成に資することを目的として実施する大会です。
今回は、１１月１３日（金）～１１月１６日（月）に愛知県で開催されました。
氏名

競技職種

片平 誠士郎

メカトロニクス

三枝 隼大

（2 名で 1 チーム）

所属

結果

川内職業能力開発短期大学校

溝口 京吾

家

具

県立宮之城高等技術専門校

山口 洸樹

建

具

山口建装株式会社

銀賞

鹿児島県代表として出場した４選手のうち、建具職種に出場した山口 洸樹選手が、鹿児島県選手として
９年ぶりに銀賞入賞という輝かしい成績を収められました。
入賞した感想や技能五輪への想いなどを伺いました。
入賞おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。

技能五輪全国大会が終わり少し落ち着いた今、これまで粘り強く３回挑戦
して良かったと感じています。
また、大会で入賞したことが自信となり、仕事に取り組む気持ちが大きく

山口

変化しました。

洸樹 氏

山口建装㈱

技能五輪全国大会には過去２回挑戦され、３回目の挑戦で銀賞に入賞されました。技能五輪全国大会出場
に掻き立てられる気持ちをお聞かせください。

１回目の大会では、競技課題を時間内に終えることができず未完成で終了しました。とても悔しかっ
たことを覚えています。２回目の大会では、競技課題を時間内に終えることができ少しは期待しました
が、入賞はできませんでした。そして、３回目の今大会では、入賞を目指し父親の指導を仰ぎながら、
これまで以上に、練習を重ねることで自信が付き、今回の入賞に繋がりました。
次は金賞を目指し、来年度も挑戦します。

今後の技能五輪全国大会に出場する選手にアドバイスを一言
お願いします。

技能五輪全国大会は、競技大会なので他の人と競い合うの
はもちろんですが、自分との勝負という面も大きいと思いま
す。結果を求めて練習するのは当たり前ですが、大会が終わっ
た後、「自分に勝てた」と、言えるプロセスが大事だと思いま
す。
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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
８４９件 （うち８４７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 ２会場 ２９回 ２，０７２人参加

キャリアガイダンス
若年者（４４歳までの方）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。
また、１０～１１月には、ハローワークや高等学校においても、キャリアガイダンスを実施しました。
実施状況（４～１２月）

実施回数 ３６回 参加人数 ２３９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。
実際に体験をした求職者からは、
「希望する職場の雰囲気を確認できた」や「自分の適性や適職を考える
きっかけとなった」等様々な意見をもらい、実際に体験事業所へ就職する方もいました。
・登録事業所数（１２月末現在） ６３事業所
※２つ以上の分野等で受入が可能な事業所を含む

※

建築・土木分野
ＩＴ分野

２９事業所， 介護・福祉分野

３事業所，その他分野

２６事業所

５事業所

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１１月１日(日)に、かご
しま県民交流センターで開催しました。
・出展者数

８２団体

（企業４４社、学校２７校、団体等１１団体）
・参加者数 ６１０人

経験交流プラザ
１２月１１日（金）に鹿児島市勤労者交流センターで、畑野労務管理事務所所長 畑野昌作氏に「同一労働
同一賃金」に関する最高裁判決の解説を行っていただきました。
（参加者数 １５人）
また、Ｗｉｔｈコロナ時代の人事対応についての意見交換等も行い、感染防止の具体的対策として、各社と
も、三密や接待を伴う飲食店の利用は避けるなどを徹底しているとのことでした。

生産性向上支援訓練
１１月１３日（金）に独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 鹿児島支部（ポリテクセンター鹿児島）
で、株式会社ヒーローズⅮ 専務取締役 向江隆行氏を講師に招き、
「ＲＰＡを活用した業務効率化・コスト削
減」をテーマに訓練を実施し、１６人が参加しました。
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鹿児島県技能士会連合会
技能者講習会
１月１０日（日）に、鹿児島高等技術専門校で、鹿児島県表具内装組合連合会
主催による「華道・茶道と表具の世界体験学習」が開催され、茶室における表具
品や流派ごとの装飾等の違いなど、華道・茶道の基礎を学ぶことにより、今後の
仕事に活かしていきたいと、１６人の参加者が熱心に受講されていました。

11 月 1５日（日）に、かごしま県民交流センターで開催しました。今年度は、規模を縮小し、新型コ
ロナウイルス感染防止対策を徹底した開催となりましたが、約８００人の方々にご来場いただきました。
ものづくりを体験した参加者からは「色々な職業を知る良い機会になった」
、
「技能者の方々の技術がす
ばらしかった」などの感想をいただきました。
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。

＊職業能力開発施設等
コーナー展示＊

＊ものづくり体験教室＊
（建築大工）

＊職業能力開発施設等
コーナー展示＊

＊優秀技能者等
展示コーナー＊

鹿児島県職業能力開発協会
Kagoshima Vocational Ability Development Association

〒892-0836 鹿児島市錦江町 9-14
TEL： (099)-226-3240 / FAX：(099)-222-8020
http://www.syokunou.or.jp/
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＊ものづくり体験教室＊
（表装）

＊スーパーボールすくい＊

