10～12 月事業実施報告
令和４年 1 月 31 日発行

鹿児島県職業能力開発促進大会
鹿児島県知事表彰受賞者

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。
全国的にオミクロン株による感染が急拡大する中、まん延防止等重点措置が本県においても適用さ
れたところでありますが、今後更に爆発的に感染が拡大する可能性があります。
当協会としましては、引き続き強い警戒感を持って感染防止対策を講じ、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１１日（木）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を行いました。
また、１２月２７日（月）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
・技能検定功労
・技能振興関係

福島 秀紀 鹿児島ホテル短期大学校
中山 鉄雄 中山エンジニアリング（冷凍空気調和機器施工）
鹿児島県ビルリフォーム協同組合（樹脂接着剤注入施工）
一般社団法人鹿児島県広告協会

〈鹿児島県知事表彰〉
・認定職業訓練功労
・技能検定功労

濵﨑 博文 鹿児島高等技術専門校（建築塗装科）
入來 俊一 有限会社入來工業（とび）
池林 勇
有限会社池林和服縫製（和裁）
鹿児島県板金工業組合（建築板金）

〈中央職業能力開発協会会長表彰〉
・技能検定功労

上原
新留
上野

充久
正人
隆康

株式会社上原塗装（塗装・樹脂接着剤注入施工）
有限会社丸新建具（家具製作・建具製作）
有限会社ボデーショップ上野（工場板金・塗装）

〈全国技能士会連合会会長表彰〉
・技能振興事業関係

鹿児島県農業機械商業協同組合農業機械整備技能士会

（敬称略）

中央職業能力開発協会会長表彰受賞者

厚生労働大臣表彰受賞者
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有限会社山之内工業代表取締役

山之内

浩二

氏が職業訓練功労、有限会社坂上庭園代表取締役
坂上

多賀雄氏が技能検定功労により、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。

有限会社山之内工業
代表取締役 山之内 浩二氏

有限会社坂上庭園
代表取締役 坂上 多賀雄氏

コンピュータサービス技能評価試験（ＣＳ試験）
試験実施の認定を受けた各種教育機関
（２３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）

区

分

申請者数

（人・％）

1級

2級
0

293

3級

単一級

860

合計

1

1,154

合格者数

0

233

771

1

1,005

合 格 率

－

79.5

89.7

100.0

87.1

ビジネス・キャリア検定試験
前期試験を１０月３日（日）に、ポリテクセンター鹿児島で実施し、４１人が受験され、１７人が合格し
ました。後期試験は２月２０日（日）に、ポリテクセンター鹿児島で実施予定です。

「情報セキュリティ 10 大脅威」

情報処理推進機構（ＩＰＡ）から 2021 年の「情報セ
キュリティ 10 大脅威」が発表されました。
新たにランクインしたのが、３位の「テレワーク等の
ニューノーマルな働き方を狙った攻撃」です。
新型コロナウイルスの感染拡大に対応し、日本企業で
も感染防止策の一環として在宅勤務を拡充する動きが広
まっています。社内ネットワークに比べ家庭のネットワ
ークセキュリティは脆弱であるケースが多く、そこを狙
ったサイバー攻撃の増加も確認されています。
急なテレワークへの移行による管理体制の不備という
ことが指摘されており、テレワークにおけるルール整
備、セキュリティ教育や万全なセキュリティ対策が重要

角川アスキー総合研究所より

となります。

公式テキスト発売中

ＣＳ試験の情報セキュリティ部門は、基礎的な学習に

詳しくは下記 QR コードから

も役立ちます。従業員の意識付けや社内のセキュリティ
対策の第一歩として、是非ご活用ください。
※ 本誌 5 ページにて試験の活用事例も掲載しています。
【お問合せ】総務能力開発課

ＣＳ試験担当
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会員団体の取組等の紹介
広告美術仕上げ職種の技能検定実施への協力をはじめ、所属会員を技能グランプリへ派遣し金賞入賞、技能
まつりへの長年にわたる参加・協力、所属会員に向けての実技指導や技能者講習会の実施など、技能向上や技
能継承に組織的に取り組んでいる一般社団法人鹿児島県広告協会 前田 恭央会長にお話を伺いました。
▼一般社団法人鹿児島県広告協会とはどのような団体か教えてください。
一般社団法人鹿児島県広告協会は、鹿児島県内で広告美術及び広告関連業務
に従事している事業所が、連携して共栄していくことを目的とした団体です。
都市づくりの重要な役割を果たし、地域社会の活性化に役立つ事に誇りを持
ち、相互扶助の精神に則り一体となって活動し、社会的・経済的な地位の向上
を図っております。

前田

恭央 会長

▼職業訓練指導員（48 時間）講習、実技指導、技能者講習会等の能力開発への取組を通じて、会員の
意識の変化などありましたか。
職業訓練指導員（48 時間）講習の受講のきっかけは、東京などの広告協会で職業訓練指導員による
講習を行っていることを知り、鹿児島でも若手の育成の仕方を検討していたこともあり、講習会など
に活かせるのではないかと思ったからです。実際、受講してみて指導の方法などとても参考になりま
した。
実技指導では文字レタリングの拡大方法や粘着シートをフリーハンドで切るコツの習得を、技能者
講習会では屋外広告物の関係法規や設計施工等の自学ではなかなか習得することのできないことを実
施したことにより、参加した会員の資格取得率は遥かに上がっています。
後継者育成も含め、これからもどんどん開催していきたいと思います。

技能者講習会

実技指導

現代の名工
１２月１４日（火）に、卓越した技能者「現代の名工」として厚生労働大臣表彰を受賞された、広告美術
工の塩津 洋一氏に、県知事から表彰状などの伝達が行われました。

現代の名工とは…
技能者の地位と技能水準の向上を図るために設けられた、卓越した技能者表彰制度に基づき、厚生労働大臣
によって表彰された卓越した技能者（現代の名工）の通称です。
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▼所属会員による技能グランプリ「金賞」入賞や「現代の名工」受賞などは、貴協会が取り組まれて
いる後継者育成や技能継承等の賜物ですが、今後、取り組んで行きたいことなどはありますか。
令和３年度技能グランプリの金賞入賞、現代の名工受賞によって技能士という資格に興味をもつ会員
が増えました。次回の技能グランプリに出場できる技量のある会員はいるのか選考会をかねた競技大会
ができたらと考えています。
現在、鹿児島では広告面粘着シート美術シート仕上げ作業の検定試験しか実施がありませんが、広告
面ペイント仕上げ作業の検定試験も後々鹿児島で出来ればと思います。
またこの度、技能まつりへの長年の参加・協力や技能グランプリへの選手派遣の功績等が認められ厚
生労働大臣表彰を頂きました。
これは、関係者の皆様のご支援、ご協力があってのことだと思います。今後とも１人でも多くの技能
者が育つよう、後継者育成や技能継承などに業界一丸となって取り組んでいきたいと思います。

技能グランプリ競技風景

「当組合員はすべて、安全に屋外広告物を設置できる技
術と実績を持った屋外広告業登録業者ですので、安心して
お任せください！」と、熱い眼差しの前田会長でした。
会員の皆様におかれましても、お困りごとがございまし
たら、是非、広告協会様へご相談ください。
【総務能力開発課

一般社団法人
所在地

松山きよみ、中山亜紀】

厚生労働大臣表彰伝達式において
平林商工労働水産部長と

鹿児島県広告協会

鹿児島市西千石町 6-21-201

ＴＥＬ 099-222-5959
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http://www.kakoukyou.com

コンピュータサービス技能評価試験の活用事例等紹介
中央職業能力開発協会が認定した試験実施施設として、平成１３年から職業訓練の評価のために、コン
ピュータサービス技能評価試験を活用している『学校法人赤塚学園』に、活用状況など詳しくお話を伺い
ました。
▼学校の特色を教えてください。
本学園は、創立 77 年を迎え社会の状況に合わせた、様々
な学科を設置しております。
社会に貢献し得る人間性豊かな人材の育成を目的としてお
り、卒業生の約８５％は県内の医療関連施設に入職、地域医
療に貢献しています。
また、本学園では、国・県の職業訓練委託制度の発足当初
から、あらゆるビジネス分野で協力させていただき、今日ま
で多くの修了生を送り出してきました。

▼コンピュータサービス技能評価試験の活用状況について教えてください。
ワープロ部門及び表計算部門は、試験内容が実務的であるため、受講生が就職の際、習得したスキル
を効果的にアピールすることができる資格として活用しており、中には自身のスキルアップのため、よ
り高い級に挑戦する受講生もいます。
また、年間の試験予定日を設定しており、本学園以外の方の受験も受け入れております。

▼情報セキュリティ部門も試験を実施され、毎年高い合格率となっていますが、試験導入のきっかけなど
を教えてください。
インターネットの普及により誰もが必要な情報を簡単に入手できたり、ＳＮＳにより自ら情報を発信
したりすることができるようになりましたが、それに伴い様々な情報漏洩や著作権侵害のリスクも発生
することになりました。
訓練の中でも情報セキュリティについてのカリキュラムが組まれており、まずは情報の取扱いに関す
る基本的な知識を身につけさせるためにも、情報セキュリティ部門の受験を勧めています。

▼今後の取組について教えてください。
地元に愛される学園をメインに、就職率向上及び社会状況に適した資格取得を目指しております。

鹿児島県内ではまだまだ情報セキュリティ部門の試験
が浸透していないのが現状ですが、赤塚学園ではいち早
く試験を取り入れ、これまで多くの「情報セキュリティ
技士」を送り出していらっしゃいました。
自社の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？
【総務能力開発課 中山亜紀】
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学校法人

赤塚学園

所在地

鹿児島市上荒田町 21-12

ＴＥＬ

099-812-6611

http://www.akatuka.ac.jp

技

技能検定
後期技能検定を令和３年１２月９日から実施しています。
昨年に続き、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対策を徹底しながら
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３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、受入企業へ出向いて試験を行う出張方式があります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年１月から外国人の入国が制限され、１１月 8 日から入
国制限が緩和されたものの「オミクロン株」への水際対策の強化により、１１月３０日から再び全ての外国人
の新規入国が禁止されており、外国人技能実習生が入国できない状況となっています。
そのため、入国後１年以内に受検する基礎級は１２月以降受検申請者がなく、前年度に対して６２．７％と
大幅に減少しています。
（人・％）
受検申請者数

区分

うち集合方式

うち出張方式

R2

R3

対前年
度比

R2

R3

対前年
度比

R2

R3

対前年
度比

基 礎 級

513

322

62.7

417

279

66.9

96

43

44.7

随時３級

339

434

128.0

280

363

129.6

59

71

120.3

随時２級

35

64

182.8

28

48

171.4

7

16

228.5

等級

（人・％）

防水施工
受検申請者数
区分
うち集合方式
うち出張方式
（随時 3 級）
対前年
対前年
対前年
R2
R3
R2
R3
R2
R3
技能検定取組団体紹介
年度
度比
度比
度比
等級
513
322
62.7
417建築板金業のみならず、
279
66.9
96
43
44.7
基 礎 級
設立以来長年の歴史で培ってきた技術を活かし、
鹿児島県の建設業に多大に貢
339
434
128.0
280
363
129.6
59
71
120.3
随時３級
献されている当協会会員の鹿児島県板金工業組合をご紹介します。なお、技能検定制度を活用して技能士
合

計

887

820

92.4

725

690

95.1

162

130

35
64
182.8
28
48
171.4
随時２級
の育成に取り組まれており、今年度、県知事表彰を受賞されました。
887
820
92.4
725
690
95.1
合
計
▼鹿児島県板金工業組合について教えてください。

80.2

7

16

228.5

162

130

80.2

鹿児島県板金工業組合は、建築板金の技能・技術の向上及び資格取
得、伝統技術の後世への継承等、組合や業界の発展をはかることを目的
に、昭和５５年に設立しました。
建築板金の仕事内容は、薄い金属板を加工し、屋根・外壁・雨樋・内
壁など、建築物に取り付けることです。
また、板金加工技術を活用し、工芸品の製作なども行っています。
製作等作業試験の様子

▼協会の活動内容について教えてください。

技能者を育成し、技能を継承させるために、各種講習会を開催するとともに、会員には技能検定受検
を勧めており、技能検定 1 級合格後は職業訓練指導員免許の取得や厚生労働省のものづくりマイスターに
登録し活動を行っています。
技能まつり等のものづくり体験教室では、「銅板折鶴作成」や「銅板打出し」の製作体験を通して、
多くの方にものづくりの魅力を発信しています。
▼今後の目標について教えてください。
若者のものづくり離れによる人材不足や、新型コロナウイルス感染症により、建設業が大きな影響を受
けていますが、今後のものづくりの担い手を確保し、業界を盛り上げていきたいと思います。
鹿児島県板金工業組合

所在地

鹿児島市田上 8 丁目 13−6
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ＴＥＬ

099-281-4700

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
・高校・専門校等

５社

６職種

８７人受講

１０校

５職種

８０１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
２４校

１５職種

鶴翔高校（造園）

３２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
２４校

１５職種

１，１３６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
６校

１９７人受講

地域における技能振興

出水市立高尾野小学校（和菓子製造）

（４～12 月）

・熟練技能者等の派遣による実技指導の実施
・熟練技能者等の派遣によるものづくり体験教室の実施

４校 ２職種
３校 ２職種

７５人受講
１１５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
・ＩＴマスター

新規登録者数 １４人
〃

登録者数累計

１人

２８７人

〃

９人

新しく認定されたものづくりマイスター・ＩＴマスター認定者（10 月～12 月）
立山 保（タイル張り、樹脂接着剤注入施工）
丸山

充（塗装）

山之内

斉藤

守（型枠施工） 鮎川

治城（型枠施工）
芳人（型枠施工）

前野
冨山

祐一（とび）
亮太（建築大工）

（敬称略）
敢闘賞お

新規認定者紹介

めでとう

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。

ございま
す。今後の
ご活躍を

タイル張り、樹脂接着剤注入施工

立山

保氏

期待して

います！
この度、ものづくりマイスターとして認定して頂きました。
私を職人として育ててくださった先輩方のように、若い世代に少しでも興味を
【技能振
持ってもらえるような技術を伝えていきたいと思います。
興コーナ
ー

伊作

一彦】
型枠施工

山之内

守氏

「簡単な物から難易度の高い物へとレベルアップしながら技を習得し、仕事に活
かして行く」という基本的な考えの元、教える側・教えられる側の成長過程がそれ
ぞれ楽しいと感じます。今は我が社の技能実習生を１人前の職人にすることに力を
注いでおりますが、日本人にも「ものづくり」の素晴らしさ・喜びを感じ、この仕
事に就きたい！と思ってもらえるように尽力して参りたいと思います。
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第５9 回技能五輪全国大会入賞者インタビュー
令和３年１２月１７日（金）～１２月２０日（月）に東京都で開催
され、建具職種で出場した山口

洸樹選手、新村

勇征選手が銅賞と

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。

山口建装㈱ 山口

左：山口
右：新村

洸樹 選手

洸樹選手
勇征選手

２年連続の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。
昨年度、銀賞を取り、今年こそは金賞をと大会に臨みましたが、結果は銅賞
で素直に喜ぶことができないのが本音です。しかしながら、これまで４回も技
能五輪にチャレンジできたことを嬉しく思います。チャンスがある限り挑戦し
ていく姿勢を貫けたことと最後の最後まで一番になれなかったことは、これか
らの人生に大きな影響を与えてくれると確信しています。

受賞者としての今後の抱負についてお聞かせください。
技能五輪全国大会は、２３歳以下の青年技能者の大会なので、受賞といっ
ても職人としては、まだまだ未熟だと思っています。しかし、自分にとって
今回の大きな「誇り」は、入社１年目の後輩を本人の努力もありますが、
「銅
メダル」を取れるレベルまで引き上げられたことです。今後は、後輩の力に
なれるよう全力でサポートしていく考えです。

山口建装㈱ 新村

勇征 選手
第 59 回技能五輪全国大会の銅賞の入賞についてお聞きします。
技能五輪全国大会の建具職種に出場しましたが、先輩の指導の下
毎日コツコツと練習してきた時間が、銅賞という形に残ったことが
良かったと思っています。

銅賞入賞者としての今後の抱負についてお聞かせください。
仕事の面でも技能五輪全国大会で入賞できたことが自身とな
り、丁寧な仕事を第一に日々取り組んでいきたい気持ちが一層強
くなりました。これからも日々精進していきます。

第 60 回技能五輪全国大会へ向けての心境をお聞かせください。
次が参加できる最後の出場機会になりますので、また、一つ上の賞を目指し、今の自分に勝てる
よう練習に励みたいと思っています。
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鹿児島県若者就職サポートセンター
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、県内各地のハローワークを巡回しジョブ・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
ました。１月からは離島のハローワークの巡回も予定しています。
実施状況（4～12 月）
・キャリアコンサルティング 886 件（うち 884 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 4 会場 16 回 159 人参加

鹿児島ジョブ・トラアイアル推進事業
雇用のミスマッチ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」、
「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 83 事業所（令和 3 年 12 月末）
※建築・土木 37 事業所、介護・福祉分野 35 事業所
IT 分野 3 事業所、その他分野 8 事業所

キャリアガイダンスセミナー
若年求職者を対象に、「自己理解の深め方・職場におけるコミュニケ
ーション」など、就職活動や職場定着に向けたセミナーを実施しました。
また、学校からの依頼により、中・高校生向けのキャリア形成や職業
観について、キャリアガイダンスを実施しました。
実施状況（４月～１２月）、 実施回数 ３９回 参加人数 ５５５人

スタートアップセミナーのご案内
【対象者】就職内定者の方 定員各 25 人（先着順要予約）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------・内定者のためのビジネスマナーの基本
3 月 2 日（水）・3 月 3 日（木）・3 月 4 日（金）
13：00～17：00（受付 12：30～）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------・社会人基礎力＆コミュニケーション
3 月 7 日（月）・3 月 9 日（水）・3 月 11 日（金）
13：00～17：00（受付 12：30～）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

詳しくは当協会キャッチワークかごしまホームページまたは下記までお問い合せください。
（☏099-216-9001 キャッチワークかごしま）
ホームページ、Twitter で様々な情報発信をしています。是非一度ご覧ください。
会員登録、各種セミナーのご案内参加申し込みなど
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ホームページは
こちらから

「鹿児島で暮らそ！進学・就職応援フェアみらいワーク“かごしま”」を開催しました。
【日時・場所】令和 3 年 12 月 12 日（日）・12：00～16：00・かごしま県民交流センター
【参加者】942 名
（中学生 196 名、高校生 260 名、大学・短大生等 29 名、保護者等 331 名、その他 126 名）
【体験・展示コーナー】
４５ブース（企業 36、学校 28 関係団体 1）
【進学・就職相談コーナー】４２ブース（県内大学、短大、専門学校、関係団体等）

職業能力開発推進者経験交流プラザ
１２月３日（金）に康正産業株式会社で、各社が抱える問題を調査するため、事前にアンケート調査を実施
しました。その結果、メンタル不全者への対応方法や採用・育成方法、６５歳以上のシニア社員の活用等につ
いて回答いただきました。
これら全ての問題は、労働人口の減少がもたらすものと考え、今回の議題は、「人口減少時代の人事管理の
方針について」となり、その調査結果を基に協議や質疑応答を行いました。（１４名参加）
次回は２月２２日（水）実施予定で、内容は今回に引き続き「人口減少時代の人事管理の方針について」で
す。
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鹿児島県技能士会連合会
技能者講習会
１月９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「現代建築のインテリアプラン・デザインコーディネートについて」
が開催され、壁や床の素材を考えながらのパース作成や、壁紙をアクセントに
しながらも室内を調和させる現代の建築プランニング等について、今後の仕事
に活かしていきたいと、１４人の参加者が熱心に受講されていました。

１１月１４日（日）に、かごしま県民交流センターで開催しました。今年度も、昨年同様規模を縮
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、８８５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「色々な技能士についての理解や知識が高まった」、「子供た
ちも大満足で、ものづくりに興味が深まった」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＊
（建具）

＊職業能力開発施設等
コーナー展示＊

＊優秀技能者等
作品展示コーナー＊

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＊
（室内装飾）

＊製作実演（広告美術）＊

