
 

 

 
 

技能五輪に９名出場 造園で敢闘賞受賞！ 
青年技能者たちが技能レベル日本一を競い合う第 55回技能五輪

全国大会が、平成 29年 11月 24～27日に栃木県（宇都宮市を中心

に１６会場）で開催されました。この大会に佐賀県選手９名が出場

し、造園職種において石丸怜也さんが敢闘賞に輝きました。 

【佐賀県選手】・旋盤 久保伸太郎（東亜工機） ・フライス盤 大畑将吾（東亜工

機）、松尾周晃（戸上電機製作所） ・電工 大田聖也（九電工） ・造園 石丸怜也

（山田造園）、橋本龍之助（高志館高校） ・フラワー装飾 山下恵（九州スクールオ

ブビジネス） ・洋菓子製造 本多桂（昭月堂） ・日本料理 内田風羽里（牛津高校） 

 競技中の石丸さん             

                                              

日本一をめざして！ 

平成 30度技能五輪全国大会に向けた佐賀県予選会（日本料理職

種）を平成 29 年 12 月 3 日（土）に西九州大学佐賀調理製菓専門学

校で開催しました。競技課題ごとの制限時間が 60 分という中で、選

手たちは日ごろの練習成果を発揮し「小鯛の姿盛り」と「ごぼうと鴨の

焼き物」の２つの課題に挑みました。その結果、佐賀県立牛津高等

学校の才田茉央さんが出場選手に選ばれました。全国大会での健

闘を祈ります。【予選結果】 ・1位 才田茉央（牛津高校）、・2位 山口紗知（牛津

高校）、・3位 田中樹（鹿島実業高校）                                       競技課題に取り組む選手たち 

                                      

 

 

 

 

 

技能の祭典 

「さがものづくり技能フェスタ 2017」 

平成 29年 11月 19日（日）、佐賀県立産業技術学院（多久市）におい

て、さがものづくり技能フェスタ 2017 を開催しました。このフェスタ

は、現代の名工やものづくりマイスター、佐賀マイスターの方たちの製      開会セレモニー 

イベント 開催報告 

 



作実演や作品展示、また、小中学生対象のものづくり体験などを通じて、広

く県民の皆様に技術や技能の魅力をお伝えするために開催しているもので

す。来場者は約 4,600人にのぼり、2,500人を超える小中学生たちが「昆虫

づくり（銅板加工）」や「ペン立てづくり（タイル貼り）」など、さまざま

なものづくり体験に取り組みました。参加者のアンケートでは「技能の高

さ・良さがよくわかった」「来年もまた来たい」「将来の仕事を考えるきっ

かけになった」など、多くの声が寄せられました。 

                                       現代の名工の実演 

 

 
   貯金箱づくり体験            ＬＥＤライトづくり体験          マイスターの作品展示 

 

「ものづくり体験教室 2017」を開催しました！ 

   平成 29年 12月 17日（日）、佐賀市のゆめタウン佐賀において、佐技連マイスター会のご協力をいただき、

小学生を対象にしたものづくり体験教室を行いました。「マイマスク」「消しゴムはんこ」「絵付け」「ろくろ」

「クリスマスリース」「苔玉」「本立て」「貯金箱づくり」「万華鏡づくり」など各種の体験ブースでは、親子

連れの来場者約 400人が参加して、170人の児童たちがものづくりにチャレンジしました。 

 

      絵付け体験                 苔玉づくり              会場風景 

        

        

 

 

 

 

 

消しゴムはんこづくり          クリスマスリースづくり 

 

 

児童や保護者の声 

○ めったにできないこと 

がやれてよかった。 

○ 手づくりの楽しさが 

わかった。 

○ 将来の夢に向かって 

いきたい 

 



 

 

 

 

 

 

技能伝承とＩＴを活用した生産性向上取組企業の 

好事例発表会及び意見交換会の開催 

平成 30年 2月 9日（金）、メートプラザ佐賀において、技能伝承と

ＩＴを活用した生産性向上に取り組んでいる企業の好事例発表会とと

もに、パネルディスカッションや参加者も加わっての意見交換会を行い

ました。昨年度までは技能伝承の好事例発表をもとに意見交換を行って

きましたが、今年度は、ＩＴ活用も含めて、タブレットや無線ＬＡＮに

よる各部門のネットワーク構築や熟練技能者の経験や判断等のデータ

ベース化と活用など、貴重な発表や意見交換が行われました。 

＜参加者 55名・36社＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ワイビーエム・柴田部長代理の事例発表      佐賀冷凍食品・古賀社長の事例発表           パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

              

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 10～２月に、のべ 53 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 211 人となって

います。今年度全体では、派遣マイスター数がのべ 198人、受講者数がのべ 835人でした。 

  【平成 29年 4月～2月】 

区 分 総数（のべ） マイスターを派遣した職種 

企業・団体 １９２社 

普通旋盤、機械組立て仕上げ、治工具仕上げ、配電盤・制御盤、溶接、建

築塗装、鋳造、塗装、とび、造園、和菓子、建築大工、機械ＣＡＤ、型枠、

機械検査、樹脂接着剤注入施工、鉄筋施工、農業機械整備 

実技指導、職場体験実習 実施報告 

講演・実演会、講習会 実施報告 



 

   

○佐賀県菓子工業組合による創作和菓子製造の実技指導が 9 月と 11 月

にそれぞれ 1回行われました。ものづくりマイスター古河義継氏が指導

にあたり、受講者は組合員 7社 22名でした。南瓜を使用した蒸しカステ

ラや清酒と山芋を使った酒饅頭、クリスマス用の和菓子など、材料説明

と特徴やポイント等について指導が行われました。 

＜実施期間 平成 29年 9月 27日～平成 29年 11月 15日・2回＞ 

                                             

 

 

 ○武雄地区建設組合の依頼により建築大工の実技指導が行われまし

た。11月から 1月にかけて 10回にわたり、図面の基礎から部材加

工、組立てまでをものづくりマイスター坂本進氏に指導していただ

きました。受講生はのべ 29人でした。 

＜実施期間 平成 29年 11月 5日～平成 30年 1月 13日・10回＞ 

                                             

 

 

○佐賀県型枠協力会加盟企業の若手社員が技能検定に向けて、ものづく

りマイスターの田代正勝氏ほか４名から実技指導を受けました。受講者

たちは、原寸作成・墨付けから切出し・加工・組立てさらに点検までの

作業に取り組み、マイスターに積極的に質問するなど、技能向上に努め

ました。受講生は延べ 11人でした。 

＜実施期間 平成 29年 12月 12日～平成 29年 12月 17日・2回＞ 

 

 

○佐賀県鉄筋工事業協同組合の依頼により、技能検定に向けた実技指導

が行われました。ものづくりマイスターの松本泰治氏ほか２名が実技指

導にあたり、3日間でのべ 24人が受講しました。受講生たちは、図面に

基づいて正確にベースや柱・梁の配筋と組立てを行っていました。 

＜実施期間 平成 30年 1月 11日～平成 30年 1月 13日・3回＞ 

 

 

 

○佐賀県農用機械商業協同組合における農業機械整備実技指導が 3日

間にわたり行われました。のべ 36人の受講者が、ものづくりマイスタ

ーの田中雅和氏ほか 2名の指導を受けました。受講生たちは、トラク

ターの点検整備や電気回路点検、ノズル調整などについて、真剣に取

り組みました。 

＜実施期間 平成 30年 2月 7日～平成 30年 2月 9日・3回＞ 

                                             



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

いました。今年度 10月以降、のべ 52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 676人でし

た。今年度全体では、派遣マイスター数がのべ 167人、受講者数がのべ 1,786人でした。 

 【平成 29年 4月～2月】 

区 分 総数（のべ） マイスターを派遣した職種 

高等学校 １１４校 

和裁、建築大工、普通旋盤、農業機械整備、左官、和菓子製造、製パン、

洋裁、下絵付け、造園、ろくろ、手仕上げ、水産加工練り製品、ブロック

積、上絵付け、アーク溶接、苔玉づくり 

   

派遣先の高

校（50音順） 

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

デザイン科、唐津工業高校建築科・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・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・農業科学科、

多久高校工業技術系列、鳥栖工業高校機械科 

 

○厳木高校では、家庭科の授業において、ものづくりマイスターの

実技指導を取り入れています。今年度は 1学期の製パン、和菓子製

造に続いて、2 学期には水産加工練り製品の製造も学びました。石

橋竹春氏が指導にあたり、かまぼこやてんぷら等の製造の実技指導

を行いました。3年生生徒 92人が受講しました。 

＜実施期間 平成 29年 10月 16日～平成 29年 10月 19日・3回＞ 

 

 

○高志館高校環境緑地科からの依頼を受けて、ものづくりマイスタ

ー山﨑正明氏と溝口敏信氏がブロック積の実技指導を行いました。

1年生生徒のべ 82人が、セメントの特性や道具の使い方などを理解

したうえで、ていねいにブロックを積み上げていきました。穴埋め

や目地仕上げの作業では、美しく仕上げることの重要性についても

学びました。 

＜実施期間 平成 29年 10月 19日～平成 29年 11月 9日・4回＞ 

 

 

 

○有田工業高校（機械科）では、2年生 80名がものづくりマイスター

佐藤桂氏の実技指導を受けて、アーク溶接に取り組みました。生徒た

ちは、マイスターの実演で指導された溶接の安全確保を意識しながら

実技に取り組むことができました。 

＜実施期間 平成 29年 11月 2日～平成 29年 11月 9日・2回＞ 

 

 

 



 

 

   

 

 

「ものづくりの魅力」発信 
体験教室、講話、事業所見学等を実施しました！ 

 

★体験教室、講話★ 

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 10 月以降、のべ 20

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 865人でした。 

今年度全体では、派遣マイスタ

ー数がのべ 64人、受講者数がのべ

1,585人となっています。 

 

 

★事業所等見学★ 

ものづくりマイスターが働く事業所等に児童生徒が出向いて、マイスター講話を聴いたり、ものづくりの現場

を見学したりしました。今年度は 9月に山代中と成章中の実施後、2月には三根西小学校６年生 35人が、佐賀市

のポリテクセンター佐賀とみやき町の日之出水道機器佐賀工場を見学しました。 

 

 

 

 

。 

 

 

 

「ものづくりの魅力」発信 実施報告 

ポリテクセンター佐賀（三根西小学校）     日之出水道機器（三根西小学校） 

東原庠舎西渓校 7年生（苔玉づくり）  浜小学校 6年生（板金自画像づくり） 

東与賀小学校 6年（和菓子の製作実演） 思斉館 6年生（印鑑づくり／篆刻体験） 

児童の感想 

○ きれいに清掃してあ

り、気持ちよかった。 

○ ぼくもここで働きたい 

と思った。 

○ 職人さんはすごいと 

思った。 

 



「ＩＴの魅力」発信  
ロボットプログラミング体験教室を実施しました！ 

 

 ＩＴマスターによるＩＴ体験教室（ロボットプログラミング）を佐賀市の芙蓉小学校で実施しました。初めて

の取組のため、事前に学校・マスター・協会の三者で、動作環境や学習の進め方など入念に打ち合わせました。

本番の 10月 6日、泓原マスターのきめ細かな指導を受けて、5年生 14名の児童たちが、タブレットを操作し「し

ゃべる」という基本動作から、感情を表現する「動き」を加え、さらに「会話」を組み合わせたプログラムを作

ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さがものづくり産学官連携会議委員会 

 

ものづくりは、あらゆる産業の基盤であり、佐賀県がこれからも発展

していく上で重要な役割を担っています。そのためには、産学官がしっ

かりと連携・協力して、若年技能者の人材育成や技能振興に取り組んで

いくことが大切です。こうしたことから、県内の産業界、教育界及び行

政等の皆様からなる「さがものづくり産学官連携会議」を設置し、技能

振興コーナーの諸事業への協

力・支援をいただいておりま

す。連携会議の「委員会」では、

「若年技能者人材育成支援等

事業」についての推進計画案策定、推進計画決定等の審議が行わ

れています。今年度の委員会は、4月 27日と 12月 5日に２回の会

議を開催しました。第 2 回委員会では、ＩＴマスター泓原敏夫氏に

「ＡＩとＩｏＴについて」の講話をお願いしました。 

 

 

プログラミングの基本の説明             タブレット操作の指導                  ロボットとの会話 

産学官の連携・協力 

 ＩＴマスター泓原氏の講話 

第 2回委員会（12月） 



 

 

 

 

 

 

11月・1月の認定登録状況 

今年度 5月から 9月までの間に、中央技能振興センターにより 3

回の認定委員会が開催され、佐賀県では 9名がものづくりマイスタ

ーに、1名がＩＴマスターとして認定登録されています。 

その後、11月の第 4回、1月の第 5回認定委員会で、新たに下表

の方々が認定されました。 

これにより、佐賀県ではものづくりマイスターは 207名、ＩＴマ

スターは 4名となりました。 

  

 【平成 29年度 11月・１月の認定】 

   ＜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 

201 H29.11.10 建築大工 樋 口  秀 敏 

202 H29.11.10 建築大工 井 上  夢 人 

203 H30.1.19 建築大工 井 手  一 雄 

204 H30.1.19 ガラス施工 西 田  信 行 

205 H30.1.19 電気製図 岩 下  敏 浩 

206 H30.1.19 電気溶接 吉 田  健 二 

207 H30.1.19 ガラス施工 梅 崎    登 

  

  ＜ＩＴマスター＞ 

コーナー番号 認定年月日 職 種 氏  名 

902 H29.11.10 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 大 串  啓 介 

903 H29.11.10 オフィスソフトウェア・ソリューション 陣 内  和 宏 

904 H29.11.10 
ウェブデザイン／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 
江 口 健二郎 

 

 

 

ものづくりマイスター・ＩＴマスター認定登録報告 

認定証の交付（11月） 

マイスター指導技法等講習会（2月） 

2018年 3月 12日印刷 

佐賀県職業能力開発協会 

技能振興コーナー 

佐賀市成章町１－１５ 

☎0952-24-6667 さがものづくりキャラクター「かっちゃん」 


