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応援します！夢の実現
� ～職業能力開発・向上への道～

第58回技能五輪全国大会
金賞（厚生労働大臣賞）を受賞
水上..実咲..選手「洋裁職種」

第31回技能グランプリ
金賞（厚生労働大臣賞）を受賞
吉川..裕之..選手「建築配管職種」
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令和2年秋の瑞宝単光章受章者
井上　雅隆　氏（�元JFEテクノリサーチ株式会社倉敷事業部）

　昭和53年に川崎製鉄㈱（現JFEスチール㈱）に入社後、平成29年に関連会社であ

るJFEテクノリサーチ㈱を退職されるまで材料試験分野で活躍され、常に技能の研

鑽と技術の伝承に努めてこられました。

　また、技能検定制度の重要性を深く認識し、平成18年から平成30年までの延べ13年

間にわたり中央技能検定委員（金属材料試験職種）として、また、平成11年から平成

29年までの延べ19年間にわたり岡山県技能検定委員（金属材料試験職種）として、試

験の円滑かつ公正な実施に貢献され、技能検定の推進と発展に尽力された功績は誠に

大きいものがあります。

令和2年度厚生労働大臣表彰受賞者
◎技能検定関係優良事業所
岡山県インテリア事業協同組合

◎技能検定関係功労者
伊賀　信男　氏（伊賀建設）

上寺　英雄　氏（株式会社ADF・アヤベ）

　平成12年から現在までの通算19年間、建築大工職種の技能検定

委員として厳正、公平かつ円滑な試験の実施に努められました。

　技能検定の普及啓発及び業界の技術水準の向上に多大な貢献を

されています。

　平成13年から現在までの通算18年間、カーテンウォール施工職

種、サッシ施工職種及びバルコニー施工職種の技能検定委員とし

て厳正、公平かつ円滑な試験の実施に努められました。技能検定

の普及啓発及び業界の技術水準の向上に多大な貢献をされています。

　秋山　俊朗.氏（岡山科学技術専門学校）. ［電気製図職種］

　阿地　功一.氏（株式会社阿地組）. ［型枠施工職種］

　河原　正己.氏（岡山県立岡山工業高等学校）.［枠組壁建築、鉄筋施工、型枠施工、防水施工職種］

　山﨑　計夫.氏（株式会社アイ・エス）. ［機械加工職種］

令和2年度中央職業能力開発協会会長表彰受賞者
◎技能検定委員

　昭和48年に設立以来、組合員の

経済的、社会的地位の向上と業界

の発展を目指して積極的に活動さ

れています。

　内装仕上げ施工職種及び表装職

種の技能検定においては、組合員

に対し事前講習会を実施し、その

結果、令和元年までに285名の 1 級

技能士を輩出されています。

　また、技能検定の実施にあたっ

ては、毎年、技能検定委員や補佐

員を派遣するなど、多大なご協力

をいただいています。
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●受検申請受付期間

　令和3年4月5日（月）
� 〜4月16日（金）

（4月16日の消印有効）

実技試験

令和 3年 6月 7日（月）.
　　　～ 8月 8日（日）★
　　　～ 9月12日（日）
のうち統一実施日又は当協会が指定する日

学科試験

　　　　 7月11日（日）★
　　　　 8月22日（日）
　　　　 8月29日（日）
　　　　 9月 5日（日）

合格発表
　　　　 8月27日（金）★
　　　　10月 1 日（金）

●実施日程

●受検資格
　受検には、原則として検定職種に関する実務経験が必要です。
　ただし、職業訓練歴、学歴等により短縮される場合があります。
　詳細は、「受検案内」をご覧ください。

★金属熱処理を除く3級職種が対象

実施職種（予定）
【 1・2級】
園芸装飾、造園、金属熱処理※1、粉末冶金、機械加工、
放電加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、
めっき※2、仕上げ、切削工具研削、ダイカスト、電子機
器組立て、電気機器組立て、建設機械整備、婦人子供
服製造、家具製作、建具製作、印刷、プラスチック成形、
石材施工、とび、左官、築炉、ブロック建築、タイル張り、
畳製作、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッ
シ施工、化学分析、表装、塗装、フラワー装飾

※ 1 .. 1 級は学科のみ実施　　　※ 2 ..学科のみ実施

　
【単一等級】
製麺、塗料調色、産業洗浄
　
【 3級】
園芸装飾、造園、鋳造、金属熱処理、機械加工、工場板
金、めっき、仕上げ、機械検査、電子機器組立て、建築
大工、とび、左官、ブロック建築、化学分析、塗装、舞台
機構調整、フラワー装飾

　受検案内・受検申請書は、県内の県の機関、市町
村役場及び主要な郵便局で入手できます。
　詳細は、当協会HPの受検案内・受検申請書配布
窓口名簿及び郵便局配布先リストをご覧ください。

【お知らせ】
( 1 ). 受検申請書の様式を変更しました。旧様式は使用できません。「令和 3年度前期技能検定受検申請書」の

様式を使用してください。
( 2 ). 受検申請書は、簡易書留による郵送に限り受付します。当協会窓口への持参による申請はできませんので

ご了承ください。
( 3 ). 新型コロナウイルス感染症拡大状況により、試験が中止又は延期となったり、ご協力をお願いする内容が

変更になる場合があります。最新情報は、当協会のHPをご覧ください。

刈苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅瓦
乾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乾
乾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乾
侃苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅冠

令和2年度「前期」技能検定試験結果

令和3年度「前期」技能検定のご案内
未来への一

歩
未来への一

歩
確かな証確かな証

（単位：人，％）

級別
作業名

2　　　　級
申請者数 合格者数 合格率

普通旋盤作業 2. 2. 100.
フライス盤作業 1. 1. 100.
大工工事作業 1. 1. 100.
建築配管作業 2. 2. 100.
金属塗装作業 1. 1. 100.
合計 7 7 100

　令和2年度「前期」技能検定は、
新型コロナウイルス感染症の拡大
により、厚生労働省の判断で、全国
一律で中止となりました。D申請
（実技試験・学科試験の両方免除）
の結果は、次のとおりです。
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令和2年度職業訓練指導員講習（48時間講習）開催報告

　令和 2年10月 7 日（水）から 9日（金）までと10
月21日（水）から23日（金）までの 6日間、岡山職
業能力開発促進センター（岡山市北区田中）で
職業訓練指導員講習（48時間講習）を開催し、
全講習科目を受講し、最終日の確認テストに合
格した16名の方に講習修了証を交付しました。
　講習修了者には、申請により岡山県知事から
「職業訓練指導員免許」が交付されます。

令和2年度フォローアップ講習開催報告

　令和 2年度のフォローアップ講習が「岡山県洋裁技能協会・技能
士会」の主催で開催され、 1級技能士の皆さんが自らの技能の一層
の向上を目指して参加されました。
　
日　時　令和 2年10月25日（日）12：00～16：00
会　場　岡山県立南部高等技術専門校（倉敷市新田）
講　師　前原洋裁　代表者　前原美代子.氏
テーマ　近年の洋裁技術を取り入れた
　　　　オートクチュール仕立てによる
　　　　ジャケットの製作　
受講者　 1級婦人子供服製造技能士　10名

第41回　岡山県洋裁技能競技大会開催報告

　令和 3 年 2 月13日（土）に、第41回岡山県洋裁技能競技大会が岡山県
洋裁技能協会・技能士会の主催、岡山県、岡山市、岡山商工会議所及
び岡山県職業能力開発協会の後援により、岡山県立南部高等技術専門校
（倉敷市新田）で開催されました。
　大会には10名が参加し、日頃の練習の成果を充分に発揮され、素晴
らしい作品に仕上げられました。

　この講習は、近年の技術革新や制度改正等を踏まえ、技能検定で評価される課題の変化に応じて技能
の習得、向上が必要な職種の特級、 1級、単一等級の技能士に対して、その技能の維持、向上を図るた
めに行うものです。開催にあたっては、開催団体が当該分野に精通している講師を選任し、会場、設備
の設営、受講者（10～30人）の募集などを行っていただきます。講習を開催する企業、団体には、当協
会が講師料、会場費、材料費などの一部を助成します。　　
　社会環境の変化への対応と技能士の皆さんの技能の向上のため、この制度をご活用ください。
　【お問合せ先】技能振興課　TEL�086-225-1547

令和3年度フォローアップ講習開催団体募集のお知らせ
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第58回　技能五輪全国大会　結果報告第58回　技能五輪全国大会　結果報告

金賞（厚生労働大臣賞）

銀賞

敢闘賞

技能五輪全国大会参加選手

職種名 参加者名 所　属　団　体　名 賞名

曲げ板金
庄司　光太

三菱自動車工業㈱水島製作所
—

山鹿　佑哉 —

建築大工 小林　浩己 ㈲福富建設 —

洋裁

小西　琴奈 専門学校倉敷ファッションカレッジ 敢闘賞

笹埜　侑花

専門学校岡山ビジネスカレッジ

銅賞

前川　夏美 —

水上　実咲 金賞
（厚生労働大臣賞）

森　　莉菜 銀賞

造園
原田　汐里 下電造園土木㈱

敢闘賞
森島　義貴 岡山県立興陽高等学校

第59回技能五輪全国大会
開催概要

●開催日程
　令和3年12月17日（金）～
　12月20日（月）の4日間

●式典・競技会場予定
東京ビッグサイト〈メイン会場〉
都立職業能力開発センター各校
ポリテクセンター千葉
高度ポリテクセンター
武蔵野調理師専門学校　ほか

　第58回技能五輪全国大会は、令和2年11月13日（金）か
ら16日（月）までの4日間の日程で愛知県国際展示場など
7会場で開催されました。
　今回の大会は、コロナ禍のため無観客での開催となり、
開会式・閉会式をはじめ、競技の様子はインターネット
でライブ配信されました。
　岡山県からは4職種に10名の選手を派遣し、洋裁職種
において金賞（厚生労働大臣賞）、銀賞、銅賞及び敢闘
賞を受賞したほか、造園職種で敢闘賞を受賞し、合わせ
て6名の選手が入賞するなど、輝かしい成績を収めました。

銅賞

〈曲げ板金〉庄司選手 〈曲げ板金〉山鹿選手 〈建築大工〉小林選手 〈造園〉森島選手・原田選手

〈洋裁〉小西選手

敢闘賞

〈洋裁〉笹埜選手・水上選手・前川選手・森選手
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第31回　技能グランプリ　結果報告第31回　技能グランプリ　結果報告

金賞（厚生労働大臣賞）

銀賞

技能グランプリ参加選手

職種名 参加者名 所 属 団 体 等 賞名

婦人服製作
佐野　昌子 アトリエげん 敢闘賞
竹内　みえ 自営 ―

寝具 柴田　洋秀 布団屋しばた 銀賞
畳製作 家元　秀幸 家元畳店 銅賞

建築配管
吉川　裕之

㈱中央設備
金賞

（厚生労働大臣賞）

小西　雅樹 銀賞
印章木口彫刻 椿山　幹夫 印章専門店椿山 銅賞
造園 青井　美貴 下電造園土木㈱ 銅賞

選手団

団体名 賞名

岡山県選手団 中央職業能力開発協会会長賞（特別賞）

〔出場者の感想–グランプリに参加して–〕
金賞受賞　吉川選手〔建築配管〕
競技が終わったときは不安でしたが、
金賞という成果は素直にうれしい。こ
れからは職場のみんなを支えられるよ
う、さらに成長していきたい。
銀賞受賞　小西選手〔建築配管〕
無観客試合でしたがリモートでLIVE配
信され、現地に来られない家族や友人
にも観戦してもらえたことが良かった
と思います。
銀賞受賞　柴田選手〔寝具〕
昨年の10月から時間を作って練習を始め、
1か月前から細かな仕上げの修正などを
していきましたが、金賞に届かず残念です。
銅賞受賞　家元選手〔畳製作〕
緊急事態宣言の中でも感染症対策が徹
底されており、安心して作業ができま
した。次回も参加したいと思います。

銅賞受賞　椿山選手〔印章木口彫刻〕
素晴らしい職人たちとの切磋琢磨はい
い刺激になりました。
銅賞受賞　青井選手〔造園〕
高い技術力を持つ職人の方々と競い合
い、評価されることで、自らの未熟さ
を痛感しました。審査員の講評を生か
して、これから成長していけたらと思
います。
敢闘賞　佐野選手〔婦人服製作〕
例年とは違う雰囲気の中、力を出し切
れなかったのが残念でありますが、良
い経験になりました。
竹内選手〔婦人服製作〕
最初ペースが良かったので美しく仕上
げようと欲が出て時間が足りなくなり
ました。最後の確認もできず力不足を
痛感、技をもっと磨きます。

　第31回技能グランプリは、令和 3 年 2 月19日(金)
から22日(月)までの日程で愛知県常滑市の愛知県国
際展示場ほか 3 会場において、コロナ禍のため無観
客で開催されました。岡山県からは 6 職種、 8 名の
選手が出場し、 7 名の選手が入賞するという好成績
を収めました。
　また、岡山県選手団は、選手団賞として中央職業
能力開発協会会長賞（特別賞）を受賞しました。

銅賞

〈寝具〉柴田選手 〈造園〉青井選手 〈婦人服製作〉佐野選手

〈建築配管〉小西選手

敢闘賞

銀賞

〈建築配管〉吉川選手
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若年技能者の育成等を支援す

るため、建築系及び製造系の職種

について一定基準以上の優れた

技能を有する「ものづくりマイス

ター」を派遣し、実技指導やもの

づくりの魅力発信等を行います。

ものづくりマイスター、ITマスター、テックマイスターの制度をご活用ください！
ものづくりマイスター制度

中小企業等の若年者、工業高等学校等の生徒、小・中学校の児童・生徒受講対象者

岡山県で「ものづくりマイスター」が指導する分野（46職種）

岡山県で「ITマスター」が指導する分野（4職種）

建設関係
造園、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タ
イル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、防水施工、内装仕上げ施工、広告美術仕上げ

金属加工関係 鍛造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ
一般機械器具関係 機械検査、機械保全、農業機械整備、機械・プラント製図
電気・精密機械器具関係 電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、電気製図
食料品関係 菓子製造、製麺
衣服、繊維製品関係 婦人子供服製造、和裁、寝具製作、帆布製品製造
木材、木製品、紙加工品関係 家具製作、建具製作、畳製作、表装
プラスチック製品関係 プラスチック成形
貴金属、装身具関係 貴金属装身具製作
その他 印章彫刻、電気溶接

ウェブデザイン、IT ネットワークシステム管理、業務用 IT ソフトウェア・ソリューションズ、ロボットソフト組込

ものづくりの現場でITを使って課題

発見から改善提案を行い、生産性の向上

につなげることができる技能者の育成

を支援するため、現場での一定基準以上

の実務経験が豊富で優れた「テックマイ

スター」を派遣し、実技指導を行います。

テックマイスター制度
ITのリテラシー強化や人

材育成等を支援するため、情

報技術関連の一定基準以上

の優れた技能を有する「ITマ

スター」を派遣し、実技指導

やITの魅力発信を行います。

ITマスター制度

職　種 指導できる作業 認　　定　　者

機械加工
普通旋盤、数値制御旋盤、
マシニングセンタ

横山　勝治
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
鉄工 構造物鉄工 伊藤　毅、柚木　忠志
仕上げ 治工具仕上げ

中村　伸也
機械・プラント製図 機械製図手書き
電子機器組立て 電子機器組立て 藤田　照美
とび とび 矢武　優一
表装 壁装 杉森　圭一郎
電気溶接 電気溶接作業 近藤　啓司
令和元年度以前の登録者については、ホームページをご参照ください。

職　　種 指導できる作業 認定者

ITネットワークシステム管理 プログラミング
サーバー運用の基礎
知識.等

藤井　克俊業務用ITソフトウェア・
　　　ソリューションズ

令和2年度「ものづくりマイスター」新規登録者 令和2年度「ITマスター」新規登録者
（岡山県の総登録者.新規登録者を含め230名） （岡山県の総登録者.新規登録者を含め8名)

職　　種 指導できる作業 認定者

テックマイスター
機械加工の技術、
品質改善、生産性の
向上

露無　正治

令和2年度「テックマイスター」新規登録者
（岡山県の総登録者.新規登録者を含め1名)
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令和2年度ものづくりマイスター派遣実績（1月末現在）

区　分 派遣先 派遣した職種数（作業数） 受講者数
企業・団体 19社 11職種（14作業) 330名　
高等学校等 11校 10職種（11作業） 1,177名

【お問合せ先】.岡山県技能振興コーナー　TEL086-225-1580

　令和 2年度末には全国で、12,190名の「ものづくりマイスター」、410名の「ITマスター」、49名の「テックマイスター」が
それぞれ認定・登録されており、多くのマイスター等のご活躍により、中小企業等の若年技能者及び高校生等への実技指導
や小・中学校等の児童・生徒へのものづくり等の魅力発信が実施されております。
　当コーナーでは、ものづくりマイスター等の認定申請の受付業務に当たるとともに、派遣のコーディネートや実技指導等
の謝金及び材料費等への一定額の助成を行っております。若年者の技能の向上や優れた技能の継承等に取り組まれる中小企
業・学校等関係者の皆様は、是非この制度をご活用ください。

　ものづくりマイスターを企業・団体・学校等に派遣し、ものづくりの実技指導を行いました。

左官 建築大工 印章彫刻 IT（情報技術）

◆その他の派遣職種
金属熱処理、鉄工、建築板金、
めっき、仕上げ、機械検査、
機械保全、電子機器組立て、
婦人子供服製造、プラスチッ
ク成形、建築大工、かわらぶ
き、とび、広告美術仕上げ

ものづくり・ITの魅力発信
　ものづくりマイスターを小学校と高等学校に派遣し、ものづくりの魅力について、児童・生徒、保護者及び教職員に講義
を行うとともに、体験教室を実施し、実感していただきました。
　また、「ITの魅力」発信については小学校で実施し、児童がITマスターからロボットのプログラミング方法を学び、タブレッ
ト操作によりロボットの発光色を変えたり動かしたりして、ITの仕事に関心を持つきっかけづくりを行いました。

ものづくり事業所見学
　小学校の児童を対象に、ものづくりマイスターが勤務する三菱自動車工業㈱水島製作所で「ものづくり事業所見学」を実施し、
児童は、マイスターから直接話を聴くとともに工場見学を行い、ものづくり現場で大切なこと等を学習しました。

機械加工 電気溶接 菓子製造

～参加者のコメント～
①マイスターさんのお話がおもしろ
く分かりやすかった。
②マイスターさんは、とてもすごい
人なんだなと思った。
③今日勉強したことを今後に生かし
ていきたい。

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、当初の予定が急きょ中止又は延期されたこともありましたが、各企業、団体、学校等関
係者の皆様のご理解とご協力により、感染防止策を講じた上で実施することができました。

機械保全職種の講義


