
 

 

 
 

マスコットキャラクターが決定しました！ 

県立有田工業高校デザイン科の生徒の皆さんにご協力をいただき、佐賀県職業能力開

発協会のマスコットキャラクターを作成しました。生徒の皆さんには、今年の夏休みの

課題として、佐賀県らしさやものづくりの仕事をイメージしながら、提案してもらいま

した。決定にあたっては、ものづくりマイスター（広告美術）の助言もいただきながら、

30 点以上の応募作品の中から選考を行いました。このマスコットキャラクターは、今

後、ホームページや各種広報等、さまざまな場面に登場していく予定です。 

 

                                          さがものづくりキャラクター「かっちゃん」 

 

「ものづくりマイスター」、「ＩＴマスター」の認定状況 

   平成 25 年 7 月に「ものづくりマイスター制度」がスタートして今年 9 月末日までに、佐賀県内では 200

名が「ものづくりマイスター」として認定されました。これまでにものづくりマイスターから指導を受けた

小中学生や高校生、企業の若年技能者は、延べ総数で約 21,000人にのぼります。 

   また、今年度から新たに「ＩＴマスター」も認定されることとなり、ＩＴリテラシーの強化や将来のＩＴ

人材育成に向けた取り組みを進めていただきます。 

  【平成 29年度の認定】（4～9月） 

   ＜ものづくりマイスター＞ 

コーナー番号 認定年月日 職 種 氏  名 

192 H29.5.19 とび 園 田  利 治 

193 H29.5.19 とび 香 月  幸 一 

194 H29.5.19 塗装 井 上  隆 文 

195 H29.5.19 仕上げ 奥 山  友 博 

196 H29.5.19 
機械・プラ

ント製図 
宮 原  和 紀 

197 H29.7.21 造園 成 富  義 浩 

198 H29.7.21 造園 山 口  晋 一 

199 H29.7.21 造園 井 手  和 弥 

200 H29.9.14 菓子製造 青 野  光 治 

   ＜ＩＴマスター＞ 

コーナー番号 認定年月日 職 種 氏  名 

001 H29.7.21 ITネットワークシステム管理／オフィスソフトウェア・ソリューション 泓 原  敏 夫 

 

 

マイスター指導技法講習会 

マイスター認定証の交付 



 

 

 

 

 

 技能五輪メダリストの講演・実演会の開催 

   平成 29年 8月 21日（月）、メートプラザ佐賀（佐賀市）において、第 53回技能五輪全国大会（千葉県で

開催）金メダリストの川村果穂氏（㈱ユー花園 八芳園店）をお招きし、講演並びに技能実演会を開催しまし

た。参加者は、フラワー装飾関係の若年技能者や専門学校・高等学校の教師・生徒など 21名でした。 

川村氏には、全国大会の競技課題であった「長テーブルのセンターピースアレンジメント」と「ブーケ」

の製作実演とともに、技能五輪全国大会でのエピソードも含めた講演を行っていただきました。参加者から

は、「とても良い勉強になり、たくさん学ぶことができた」「また今回のような講習会を開催してほしい」 

「今年（自分が）出場するのですごく勉強になった」などの声が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実演中の川村果穂氏         実演作品（アレンジメントとブーケ）      講演・実演後の意見交換会 

 

 

各種団体等技能講習会の開催 

   佐賀花商組合からの要請で熟練技能者を派遣して技能講習会を開催しています。組合所属のフラワーショ

ップの若手従業員を対象に、技能検定を目指す人 5人（検定コース）や技能向上を目指す人 8人（スキルア

ップコース）に分け、実技指導が行われます。それぞれ職場の業務が終わった後に佐賀市鍋島町の佐賀花市

場に集まり、19 時から 22 時までの間、参加者は技能向上を目指して熱心に講習を受けています。この講習

会は、今後も月１回ペースで 2月まで実施されます。 

＜実施期間 平成 29年 4月 19日～30年 2月 21日・10回＞ 

    実技課題に取り組む参加者たち   熟練技能者・権藤美和子氏の実技指導   熟練技能者・村岡和典氏の実技指導 

 

講演・実演会、講習会 実施報告 



 

 

 

 

 

ものづくりマイスター派遣（企業・団体等） 

   中小企業や業界団体からの要請に基づき、ものづくりマイスターを派遣し、実技指導を行っています。 

  今年度 9月までに、のべ 146人のものづくりマイスターが派遣されており、受講者数はのべ 626人となって

います。 

区 分 総数（のべ） マイスターを派遣した職種 

企業・団体 １５３社 
機械組立て仕上げ、治工具仕上げ、鋳造、普通旋盤、フライス盤、溶接、

配電盤・制御盤、建築塗装、造園、とび、塗装、和菓子など 

 

   ○佐賀県造園協同組合の若手組合員 17人に対し、富安正彦氏（富安造園） 

ほか７名のものづくりマイスターに依頼し、技能検定の実技課題を中心 

に、指導を行いました。8月の暑さにもかかわらず、受講者は熱心に課題 

に取り組みました。 

＜実施期間 平成 29年 8月 17日～平成 29年 8月 23日・6回＞ 

                                            末次康裕氏による実技指導 

 

 ○株式会社九州トリシマの若手社員 5人が技能検定に向けて、ものづくり 

  マイスターの水田康彦氏、田中正直氏（いずれも戸上電機製作所）の実技 

指導を受けました。 

受講者たちは、微細な寸法で正確さが求められる普通旋盤の作業に真  

剣に取り組み、技能向上に努めていました。 

＜実施期間 平成 29年 5月 13日～平成 29年 7月 15日・10回＞ 

水田泰弘氏の指導を受ける若手技能者 

 

ものづくりマイスター派遣（工業・農業高校等） 

工業系や農業系等の高等学校からの要請を受けて、学校現場にものづくりマイスターを派遣し、実技指導

を行っています。今年度 9月までに、のべ 115人のものづくりマイスターが派遣されており、受講生徒数は

のべ 1,110人となっています。 

区 分 総数（のべ） マイスターを派遣した職種 

高等学校 ７８校 
普通旋盤、手仕上げ、農業機械整備、建築大工、左官、造園、ろくろ、下

絵付け、和菓子、製パン、洋裁、和裁など 

   

派遣先の高

校（50音順） 

有田工業（全日制、定時制）セラミック科、牛津高等学校服飾デザイン科、唐津工業高校

建築科、唐津工業高校土木科、唐津南高校生産技術科、厳木高校、高志館高校環境緑地科、

高志館高校食品流通科、佐賀女子高校食物科、佐賀農業高校環境工学科、佐賀農業高校農

業科学科、多久高校工業技術系列、鳥栖工業高校機械科 

実技指導、職場体験実習 実施報告 



○唐津工業高校（建築科）では、毎年、ものづくりマイスターの実技指  

導を授業に取り入れて、生徒全員が技能検定 3級合格をめざします。 

その中には 2級合格にチャレンジする生徒もいます。今年度も 5月 

9日を皮切りに 12月まで 10回の実技指導を受けています。 

指導にあたるのは、ものづくりマイスター（建築大工職種）の髙木 

孝氏、林田俊彦氏（林田建設）、岩本成幸氏（岩本建築）、牧原美知彦 

氏（牧原建築）の 4名です。 

                                    実技指導にあたる髙木マイスター 

 

 ○牛津高校（服飾デザイン科）では、2年生 21名がものづくりマイスター 

（和裁職種）の御厨浩子氏ほか 5名の実技指導を受けて浴衣の制作に取り 

組んでいます。 

この実技指導では、生徒たちが「和服」を通して日本文化のよさを学ぶと 

ともに、和裁の基礎技術を身につけることを目指しています。 

＜実施期間 平成 29年 4月 22日～平成 29年 10月 28日・10回＞ 

マイスター江下悦子氏の指導 

 

中学生・高校生の職場体験実習を実施しました！ 

 5～9 月にものづくりマイスターや熟練技能者が働く職場において、中・高校生が職場体験実習を行いました。 

2～3日間と短期間ですが、生徒が職場に勤務する形でほぼ 1日中の実習です。今年度の実習は、総数（延べ）275

名の生徒たちが参加して、マイスターや熟練技能者が働く事業所のうち 19か所に受け入れていただきました。 

受入れ先の事業所 委託事業を活用した中学校・高等学校 

アサヒ工藝社、井手口鉄筋、唐津プレシジョン、佐々木建築、

末次造園、チクシ電気、テクノホーム、東亜工機本社、東亜工

機錬磨道場、戸上電機製作所、バッケンハイムボルガ（本店、

新栄店、高木瀬店）、森永建設、はなどけい、フラワーアクロ

ス、村岡生花店、ルレーブ、ＹＳＫ九州工場 

昭栄中、城西中、城東中、城南中、成章中、芙蓉中、

川副中、唐津第五中、西有田中、附属中、致遠館中、

佐賀清和中、有田工業高、唐津工業高、高志館高、

佐賀工業高、佐賀女子高、塩田工業高、鳥栖工業高、

北陵高、大和特別支援学校高等部 

  

 

 

 

 

 

アサヒ工藝社（広告美術）        テクノホーム（建築大工）        戸上電機製作所（電気機械） 

  

 

 

 

 

 

バッケンハイムボルガ（製パン）      ルレーブ（フラワー装飾）       ＹＳＫ九州工場（機械加工） 



 

 

   

 

ものづくり体験教室を実施しました！ 

    ものづくりマイスターを小中学校に派遣して、ものづくりの魅力や技能の大切さなどを伝えて、児童生

徒のものづくりに対する興味・関心を高める取り組みを行っています。今年度 9 月までに、のべ 44 人の

ものづくりマイスターを派遣して、受講した児童生徒や教師・保護者の数は 720人となっています。今後

も、体験教室を希望している学校にマイスターを派遣し、2月初旬まで体験教室を実施していきます。 

入野小学校（万華鏡づくり）       若木小学校（羊羹づくり）        大和中学校（ろくろ） 

久間小学校（盆景づくり）        三日月小学校（上絵付け）       小城中学校（電子コマづくり） 

 

 事業所・訓練施設見学を実施しました！ 

    今年度は３校（山代中学校、成章中学校、三根西小学校）の要請に応じ、ものづくり事業所見学を実施

しています。これまでに山代中と成章中が実施して、受講した生徒数は、228名です。 

 山代中学校／9月 6日 成章中学校／9月 19日 ※4学級 

見学先 
戸上電機製作所 

県立産業技術学院 

田口電機工業、日之出水道機器、東亜工機、ＹＢＭ 

ポリテクセンター、県立産業技術学院 

  

 

ものづくり体験教室・見学 実施報告 

県立産業技術学院（山代中学校）    ワイビーエム岸山工場（成章中学校）    日之出水道機器（成章中学校） 


