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平成２７年度前期技能検定の合格者が１０月２日に発表されました。技能検定は、働く人々

平成２７年度前期技能検定
＊＊技能検定成績優秀者＊＊

の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度です。合格者には、
合格証書が交付され、「技能士」の称号が与えられます。前期の岩手県内の合格者は、１級、
１４８名（２２職種）、２級、２６５名（２７職種）、３級、１７８名（１職種）、単一等

○左

官１級

級、１０名（１職種）の方が合格されました。今後は、技能士として日々の業務で活躍される

銀賞
な ら い だて

ゆう や

西風舘 佑弥さん（西風舘左官工業所）

ことを期待します。

○機会加工１級

合格者の中で、実技試験において優秀な成績をおさめた方には、「技能検定成績優秀者」と

銀賞
かわぐち

わたる

川口 渉 さん

して、表彰状が贈られました。当協会員の方が選ばれたのでご紹介します。

（㈱十辰製作所）

技能検定は、年度内に２回実施され、平成２７年度後期技能検定の受付は終了しています。

おめでとうございます！！

当協会では、３月１１日の受検者全員の合格に向け「型枠施工」「かわらぶき」「建築大工」
の実技試検準備講習を計画しています。詳しい日時等は、決まり次第ご案内します。

１０月１０日（土）・１１日（日）、「第１７回とおの技能まつり」が「蔵の道

１０月２２日に岩手県下の訓練生が集まり技術を競う、岩手県若年者技能競技会

ひろば」にて開催されました。会員の皆様には、お忙しい中、まな板やティッシュ

が岩手産業文化センターにて行われました。当校からは木造建築科１年３名・２年

ケース・万能台・椅子などの木工品、紳士用スラックス、布地等を格安で出品して

３名・３年６名・配管科１年１名の計１３名が参加しました。

いただきました。来場したお客様は、満足したお買い物をしていたようです。

結果は、次のとおりです。

例年大好評の刃物研ぎは、訓練生とベテランの職人の皆さんが、包丁や鉈等 145
丁を研ぎあげました。刃物研ぎをしているのは当協会だけとあって、毎年この日を
待って訪れる方もいます。

＊＊入賞者＊＊
◎木造建築科１年の部 金賞

菊池 昌迪 君

また、若い世代の人手不足が懸念されている建設業のアピールとして、木工体験
（腰かけ椅子、巣箱）とミニ上棟式を行いました。ミニ上棟式の部材は、木造建築
科の生徒が訓練日の中で加工し、当日は、棟上げまでの骨組み作りと上棟式を再現

㈱建築工房コーシン所属
◎配管科１年の部 銅賞

菊池 飛鳥 君

し、最近はあまり聴かれなくなった「地固め」を披露し会場を盛り上げました。

サン・エンジニアリング所属

金賞を受賞した菊池昌迪君（写真中央）

作業風景
←木造建築科
配管科→

木工体験で子供達に作り方を教える訓練生

会場を盛り上げたミニ上棟式

１０月９日行われた、校内の技能競技会の結果は次のとおりです。
・配

８月９日、第２７回支会対抗ソフトボール大会が綾織地区センターにて開催され
ました。今年は、合同支会を含め８チームで勝敗を競い、大会後には、会場内でジ
ンギスカンを食べながら交流をはかりました。

管

科１年金賞

菊池飛鳥 君（サン・エンジニアリング）

・木造建築科１年金賞

菊池昌迪 君（㈱建築工房コーシン）

・木造建築科２年金賞

鈴木瞭平 君（新田建築）

・木造建築科３年金賞

該当者なし

・木造建築科３年銀賞

菊池大喜 君（松田建設㈱）

・木造建築科３年銅賞

白岩隆範 君（㈲菊栄工務店）

順位は次のとおりです。
◎優

勝

小友支会

◎準 優 勝

土淵支会

◎３

附馬牛支会

位

最優秀選手賞

昆野充さん（小友支会）

敢 闘 賞

鈴木瞭平さん（土淵支会）

１１月１１日、サンセール盛岡にて第５７回岩手県職業能力開発促進
大会が開催されました。当協会員３名と１事業所が表彰されましたの
で、ご報告します。
優勝した小友支会

今後も、技能の発展と技術の継承にご協力をお願いします。
＊＊岩手県知事表彰＊＊

１０月２５日、第６回会員親睦グラ

○認定職業訓練推進功労

ウンドゴルフ大会が早瀬川緑地公園河

西風舘 徳弥さん（写真右）

川敷で開催され、会員とその家族合わ

○技能検定推進功労

せて２６名が参加しました。今年は、

金濱 繁さん（写真左から２番目）

８ホールを３回まわった後にくじ引き

＊＊岩手県職業能力開発協会長表彰 ＊＊

をし、自分のくじ運に最終結果を委ね
ることに。結果はいかに･･･
◎優 勝 菊池清正さん（附馬牛支会・家族）◎準 優 勝

○認定職業訓練推進功労

参加者集合写真

昆 盛一さん（写真右から２番目）

正部家興八さん（遠野支会）

○技能検定推進功労

◎３ 位 佐藤和治さん（協会顧問）◎ブービー賞 岩間夏美さん（㈱立石工務店従業員）
出席者集合写真

㈲多田工務店様（写真左）
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市内では、建築に携わる職人が減っています。訓練校では、同じ道を目指す仲

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が始まり、１１月末までに全国民に番

間と、必要な専門的技能や知識を学び、幅広い適応力、応用力を養うことができ

号通知が届きます。平成２８年１月から労働保険や中建国保の手続きに、マイナンバ

ますし、修了者には技能検定受検の際に学科免除（２級）や実務経験年数が短縮

ーの記載が必要になります。細かい手続き等詳細がわかり次第、発信していきますの

されるなどの特典もあります。

で、ご協力をお願いします。

建設業の事業主の皆さま、御社の戦力となる「人財」育成をご検討ください。

尚、マイナンバーの取扱いには、充分、ご留意ください。

※訓練生を派遣する事業所には、職業訓練指導員の方が必要です。１月に指導員
免許取得の講習（締切１２月１日）がありますので、是非、ご相談ください。

中建国保加入者の皆さんには、中建国保本部からダイレクトメールが届きますの
で、必要事項を記入して返信してください。わからない時は、お電話ください。

◆募集訓練科（予定）◆
木造建築科

３年間

配 管 科

２年間

建築設計科

２年間

左 官 科

２年間

当協会では、「資格取得講習」「企業内研修」「業務技術

事業所に所属されている方であれば、
年齢を問わずどなたでも入校できます。

向上講習」「労働法等の知識習得講習」等、他職種の会員の

※詳しい内容は、お問い合わせください。

皆様の要望に合わせ講習を企画し実施しています。
また、遠野市から委託され、「介護職員初任者研修」や
「新入社員研修」「若手・中堅社員リーダー研修」等も行っ

新入社員フォローアップ研修↑
玉掛け技能講習↓

ています。
今後も、会員の皆様や地元企業のニーズを第一に考え、各
講習・研修を企画していきます。「こんな研修を企画してほ
しい」「社員に資格を取らせたい」などの要望等があれば、

木造建築科

建築設計科

配管科

是非、ご相談ください。

若手・中堅社員リーダー育成研修

若手中堅社員・経理担当者向け企業会計入門講座

現場で生かせる認知症の知識とケア実践講習

組織における自分の役割（リーダー）を主体的に引

企業の会計や財務の知識は今やビジネスの必須で

認知症の正しい理解と認知症周辺症状（ＢＰＳＤ）

き受けることができるようになるため、まず、自分

す。ビジネスパーソンとして知っておきたい会計と

に関連する高齢者虐待との関係性の理解、および介

を見つめ、自分のキャリア（個々がもっている働く

財務の基礎を重点に、会計数字の全体像をつかみ、

助者の感情コントロール方法について学びます。

意味・意義）をしっかり理解する機会を提供しま

財務三表それぞれの関係について演習を通じて学び

す。

ます。

【日 程】１１月１９日（木）・２０日（金）

【日 程】１１月２０日（金）・２１日（土）

【日 程】１２月１日（火）・１５日（火）

【時 間】９時～１７時

【時 間】９時～１６時

【時 間】９時～１７時

【受講料】無料

【受講料】会員・個人参加

【対 象】班長・係長候補、若手リーダー等。原則
として概ね４０歳まで。

会員外企業

６，４８０円
１０，８００円

【受講料】会員企業

６，４８０円

会員外企業

１０，８００円

【定 員】なし

【定 員】１５名

アーク溶接特別教育講習

傾聴によるコミュニケーション能力開発講座

標記の作業に従事する者は労働安全衛生規則第３６

アサーションをベースとした傾聴トレーニングで

条第３号により、必ず特別教育を受講しなければな

す。アサーションとは「自分も相手も大切にする自

りません。アーク溶接の業務に就かれる方はこの機

己表現」の考え方と方法です。是非この機会に聴く

会に是非受講下さい。

ことについて考えてみましょう。

【日 程】１２月２１日（月）・２２日（火）

【日 程】２８年１月２３日（土）・２４日（日）

【時 間】８時４０分～１７時

【時 間】９時～１６時

【受講料】会員

【受講料】会員・個人参加

今後開催予定の講習
○パソコン講習
（日程：H28.1 月頃）

○後期技能検定試験準備講習
（日程：H28.１月頃）

○足場組立作業主任者技能講習
（日程：H28/1/26～27）

会員外
【定 員】１０名

８，６４０円
１２，４２０円

会員外企業

○職長・安全衛生責任者教育
（日程：H28/2/16～17）

６，４８０円
１０，８００円

○いわて遠野かやぶき士技能評価試験
（日程：H28.2 月頃）

【定 員】１５名

講習・労務のことなど、お気軽にお問い合わせ下さい
職業訓練法人 遠野職業訓練協会
〒028-0502 岩手県遠野市青笹町中沢 8-1-8
TEL／0198-62-6310
FAX／0198-62-6366
Mail／info-tonovts@tono-vts.ac.jp
URL／http://www.tono-vts.ac.jp/

