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　「熊技連会報」 第 40 号の発刊にあたりご挨拶申し上げます。

　会員の皆様方には、 ますますご健勝でご活躍のことと存じます。 また日頃から連合会の事業活動

に対して積極的にご尽力いただき、 また、 ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

　さて、 平成 28 年熊本地震から、 1 年 6 か月復興に向け日夜取り組んでいる状況ですが、 技能

業界においては、 「人材不足」 「賃金のアップ」 や 「資材の高騰」 といった深刻な問題が生じてき

ています。 このような状況の中、 技能士会団体としては、 各団体の調整能力等を発揮して頂き、

地域の皆様方に信頼される技能を提供することが何より必要であるとの観点から、 技能士が一体と

なって被災された方々の早期回復 ・ 復興に向け、 ご迷惑をおかけしないよう懸命に努力して頂いて

いるところであります。

　このような中、 技能士の震災における活躍やその卓越した技能を様々な機会を通じて発信すること

により、 若者をはじめとした県民に技能の重要性 ・ 魅力の理解を促し、 復旧を担う技能士の確保を

推進するとともに、 技能水準の向上や企業経営の健全化を図り、 若年技能者の就労継続モチベー

ションアップや入職者の確保に繋げるため、 本年から実施しています 「みらいの技能士育成事業」

地域技能フェア等に取り組んでいるところであります。

　その一環として、 地域技能フェアを今年 3 月 「技能フェアｉｎ御船町」、 ８月には 「技能フェアｉｎ山

江村町」 「技能フェアｉｎ熊本港」 を実施し、 多数のご来場を頂いたところであります。 また、 9 月に

は「技能フェアｉｎ南小国町」11 月には「技能フェアｉｎ牛深町」の開催を予定しているところであります。

これらのイベントを通じ、 その地域で技能士に興味を持っていただき入職に少しでも寄与できれば、

技能士の確保及び地域活性化にも貢献できるのではないでしょうか。 「技能フェア」 開催に際しまし

ては、 偏に日頃から、 当技能士会の運営にご理解とご協力を頂いている団体会員及び全技連マイ

スター会員の皆様方のお蔭であると感じています。 誠に有り難うございます。

　今後も熊本県を始めとして関係機関との連携を密に致しまして、 様々な事業に挑戦することで、

技能士の地位向上や処遇改善等に向けて活動していく所存であります。

　最後に当技能士会の活動に対してより一層のご支援とご指導をお願いいたすとともに、 本県の技

能士の方々がますますご活躍されることをお祈り申し上げまして発刊にあたってのご報告。 ご挨拶と

させていただきます。

一般社団法人　熊本県技能士会連合会熊本県技能士会連合会

　　　会長会長　笹原　博次笹原　博次

梅の木轟の吊橋 （熊本県八代市）梅の木轟の吊橋 （熊本県八代市）梅の木轟の吊橋 （熊本県八代市）梅の木轟の吊橋 （熊本県八代市）梅の木轟の吊橋 （熊本県八代市）

巻 頭 挨 拶巻 頭 挨 拶巻 頭 挨 拶巻 頭 挨 拶
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△ポリテクセンター熊本支部長
降籏　英明氏

△熊本市産業部部長
井上　隆氏

△熊本県商工労働局長
寺野　愼吾氏

△( 一社 ) 熊本県建設業協会会長 
橋口　光徳氏

△平成 29 年度通常総会

平成 29 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
通常総会の開催

平成 29 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
通常総会の開催

平成 29 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
通常総会の開催

　一般社団法人熊本県技能士会連合会の平成 29 年度理事会 ・
通常総会が、 平成 29 年 6 月 28 日㈬に、 ザ ・ ニュー ホテル 
熊本 （熊本市西区） で行われました。
　平成 28 年度事業報告、 収支報告、 平成 29 年度事業計画
（案）、 収支予算 （案） 等について、 いずれも原案のとおり承
認されました。 また、 役員改選が行われ、 下記の方々が就任
しました。
　また、 その後行われた、 懇親会 (250 名 ) には、 熊本県寺野
愼吾商工労働局長をはじめ、 熊本市井上隆産業部長、 御船
町藤木正幸町長など多数御来賓の方々にご出席を頂き盛大に
開催されました。

役員名簿 ( 平成 29 ・ 30 年度 )役員名簿 ( 平成 29 ・ 30 年度 )

平成 29 年度事業計画

１． 技能士の尊重気運の醸成と技能士確保
  (1) 地域ミニ技能祭 （仮称） の実施

 技能士自らが熊本県内各地域へ出向き、 次代を担う子供から大人まで幅広い方々に

 直接、 参加体験型の 「若者と技能士のものづくり ・ 対話等」 を通して、 見せる ・ 触れる ・

 作るなど、 自らの体験により、 ものづくりの楽しさを実感して頂くため地域ミニ技能祭 ( 仮称 ) 

 を開催します。 （年 4 ～ 5 回 ・ 阿蘇 ・ 天草 ・ 人吉 ・ 熊本市等）

 (2) マイスター部会等による技能体験

 熊本県マイスター会として、 地域ミニ技能祭と同時開催等を実施するとともに高等学校等に 

 も出向き技能の体験等を通して、 若手技能士の確保などに努めます。

△熊本県議会議員
橋口　海平氏

△御船町町長
藤木　正幸氏

会長 笹原　博次
副会長 古﨑　正敏 理　事 村田 安利 理　事 早田　京子
副会長 品川　正三 理　事 東　平和 理　事 工藤　光明

常務理事 矢ヶ部良一 理　事 堤　公一 理　事 吉田　和生
理　事 小林 正博 理　事 太田　守俊 監　事 矢野　光男
理　事 中村　隆 理　事 中野　秀喜 監　事 倉嵜　勝也
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△九州ブロック技能士会連合会会長会議 （平成 29 年）

 (3) 「みらいの技能士育成事業」 【熊本県委託事業 （2 年目）】

 技能士の震災における活躍やその卓越した技能を様々な機会を通じて発信することにより、 

 若者をはじめとした県民に技能の重要性 ・ 魅力の理解を促し、 復旧を担う技能士の確保に 

 繋げます。

  ・ 技能士活躍発信事業

  ・ 技能士人材育成事業

 (4) 平成 29 年度くまもと地域創生人材育成プロジェクト事業 【熊本県委託事業 （2 年目）】

 平成 28 年度構築した躯体職種に関する多能工育成のための人材育成カリキュラムに基づ 

 き、 多能工を目指した技能を習得する訓練を熊本市技術専門学院と連携し実施します。

２.技能士の重用に関する事業
  (1) 　熊本県職業能力開発促進大会への参加

　 熊本県、 熊本県職業能力開発協会及び熊本県技能士会連合会が主催し、 県内の職業

　　　　訓練並びに技能検定関係者等が一堂に会し、 相互の経験交流を通して職業能力開発に

　　　　関する知識や技能向上を図ることを目的として開催する。

　　　　また、 職業能力開発や技能振興等に功績のあった方々に対し技能士会会長表彰を行い、

　　　　更なる技能の研鑽と会員相互の交流を深めることを目的とする。

　　　　　期日 ： 平成 29 年 11 月頃

　 (2) 九州ブロック技能士会連合会会長会議への参加

　　　　 この会議は、 九州各県の技能士会会長及び

　　　　事務局担当者が一堂に会し、 各県の提案議題

　　　　を持ち寄り、 懸案事項や問題点など情報交換

　　　　や交流を深め、 今後の技能士会活動運営に

　　　　寄与することを目的に開催されています。

　 ・ 開催期日 / 平成 29 年 9 月 15 日

 ・ 開催場所 / 沖縄県

　

　　　　(3) 第 3７回全国技能士大会へ参加

　　　　　全国の技能士及び技能士会連合会関係者等約５００名が一堂に会し、 情報交換と交流を

　　　　　深めることにより、 その技能及び知識を高めるとともに、 技能士の社会的、 経済的地位の

　　　　　向上を図ることを目的に開催されています。

　　　　 ・ 開催期日 ： 平成 29 年 11 月 2 日 （木） 予定

　　　　 ・ 開催場所 ： 東京都アルカディア市ヶ谷

　　　　(4) 全国技能士会連合会マイスタｰ認定制度への取組

　　　（一社） 全国技能士会連合会は、 技能 ・ ものづくりに優れた実績を持ち、 技能伝承に関

　　　する高い志をもって、 その活動を通して社会的評価を高め、 存在感をアピールするととも

　　　に技能伝承の推進に寄与することを目的とした制度で技能検定の特級及び１級技能士で、

　　　２０年以上の実務経験と併せて優れた技能の実績を持ち、 後進の指導 ・ 育成並びに技能

　　　伝承に対して積極的に実践している４５歳以上６５歳以下の技能士を認定の対象としている。

　　　平成 29 年度は、 4 職種 4 名の認定申請に取り組みます。 　
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平成 29 年度一般社団法人熊本県技能士会連合会年間行事予定表平成 29 年度一般社団法人熊本県技能士会連合会年間行事予定表

※日程につきましては、 変更する場合がございます。

３．技能士の組織強化事業

 (1) 技能士組織強化と会員加入促進

 熊本県が開催する前期及び後期の技能検定合格証交付会場に出向き、 技能士会連合会 

 が取り組んでいる技能振興事業及び業務運営内容等について説明するとともに解りやすい 

 パンフレット等を作成し技能士会への加入促進に努める。

 (2) 機関紙 「熊技連会報」 の発行

 技能士連合会の技能振興事業の施策及び事業の運営等について広く啓発し、 技能士間の 

 相合扶助の精神に則り組織運営の協力をお願いするとともに、 技能士に関する情報を提供 

 して技能士の地位及び技能の向上を図ることを目的に、 年２回発行することとしています。

 (3) 一般社団法人全国技能士会連合会事業の実施

　　　全国技能士会連合が実施している全技連ブランド事業を当技能士会連合会が窓口となり

 積極的に取り組んでいます。

　 ・ 証明書カードの発行

　　 ・ ブランドマーク入りシールの販売

　　 ・ その他、 技能士カード、 技能士手帳、 門標、 楯等の販売

　　　　　　　　　　　　( 巻末参照又は熊本県技能士会連合会ホームページ参照 )

月 内　　容 月 内　　容

全技連マイスター熊本県支部会員会議・懇親会 平成29年度全技連マイスター認定者・更新者決定通知

平成29年度全技連マイスター認定者・更新申請 九州フロック技能士会連合会会長・事務局長会議

平成29年度前期技能検定水準調整会議 地域技能フェア（阿蘇地域）

平成29年度全技連マイスター認定者・更新申請 熊本市優秀技能功労者選考会議

前年度分技能士会連合会業務監査 第4回技能士会連合会役員会

第1回技能士会連合会役員会 第3回全技連マイスター熊本支部役員会

一般社団法人熊本県技能士会連合会通常総会・懇親会（第2回役員会） 地域技能フェア（天草地域）

全技連マイスター熊本支部第1回役員会・総会 熊本市優秀技能功労者表彰式

平成29年度全技連マイスター認定者1次審査結果 第37回全国技能士大会・全国表彰式・マイスター認定式

平成29年度全技連会長表彰被表彰者推薦 熊本県職業能力開発促進大会及び優秀技能士等表彰

第3回技能士会連合会役員会 第55回全国技能五輪大会(栃木県宇都宮)

第2回全技連マイスター熊本支部役員会 後期技能検定水準調整会議

平成29年度全技連マイスター講習会（第2次審査） 第5回技能士会連合会役員会

前期技能検定 後期技能検定

地域技能フェア（山江村、熊本市新港） 全技連マイスター熊本県支部会員会議

平成29年度全技連会長表彰被表彰者決定 2月 熊技連会報誌(第41号)

熊技連会報（第40号） 3月 第6回技能士会連合会役員会

10月

11月

12月

1月

4月

5月

6月

7月

8月

9月



-5-  Kumagiren News NO.40

平成 29 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
マイスター部会 ・ 熊本県マイスター会通常総会の開催

平成 29 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
マイスター部会 ・ 熊本県マイスター会通常総会の開催

平成 29 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
マイスター部会 ・ 熊本県マイスター会通常総会の開催

　一般社団法人熊本県技能士会連合会マイスター部会 （熊本
県マイスター会 ・ 全技連マイスター会熊本県支部） の平成 29
年度理事会・通常総会が、平成 29 年 6 月 28 日㈬に、ザ・ニュー 
ホテル 熊本 （熊本市西区） で行われました。
　平成 28 年度事業報告、 収支報告、 平成 29 年度事業計画
（案）、 収支予算 （案） 等について、 いずれも原案のとおり承
認されました。

△平成 29 年 2 月に開催した 「匠の技展」 において、 ものづくり体験の様子

日本料理 フラワー装飾 西洋料理

平成 29 年度事業計画

１． 技能振興にかかる研修及びイベントの実施及び支援
 (1) 地域ミニ技能祭と連動した 「匠の技展」 の実施

　（一社） 熊本県技能士会連合会主催の地域技能祭へ参加し、 熊本県マイスター会 「匠の技展」

　として位置づけ、 実演、 展示、 ものづくり体験を通じて技能士に興味を持っていただき、 将来の

　若年技能者の入職及び技能の重要性並びに必要性を認識して頂くとともに、 全技連マイスターに

　ついて、 広く県民にアピールする。

　①開催予定 地域ミニ技能祭原則 4 ～ 5 回のうちマイスター会として 1 ～ 2 回参加する。

　②開催日程等 地域ミニ技能祭に合わせて実施

(2) 熊本県マイスター会会員

　全技連マイスターとして誇りを持ってひと工夫した作品等、 技能の素晴らしさ、 楽しさを伝え技能

　の見える化を実践し、 技能の大切さと伝承の重要性を訴える。

　また、 匠の技展及び各種施策等を通じて、 後継者の育成及び若手技能者の入職促進などを目　

　的に、 積極的に情報発信をしていくこととする。 その一環として、 熊本県マイスター会会員による

　高等学校等訪問など、 効果的な施策等も検討する。

(3) 本県技能士会連合会と連携した積極的な施策等の取り組みの実施
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役職名 氏　　　名 職種 役職名 氏　　　名 職種

会　長 品川　正三 和裁 理事 中村　　隆 鉄筋施工

副会長 東　　平和 かわらぶき 理事 村田　安利 防水施工

副会長 浅井　茂宏 菓子製造 理事 河瀬　さち フラワー装飾

理事 越猪　正高 左官 監事 坂本　　廣 日本調理

理事 落合　三郎 塗装 監事 村田　政文 西洋調理

役役員名簿(平成29・30年度)

月 行事予定 月 行事予定

全技連マイスター熊本県支部会員会議・懇親会 平成29年度全技連マイスターの認定者・更新者決定通知

平成29年度全技連マイスター認定者・更新申請 地域技能フェア（阿蘇地域）

5月 平成29年度全技連マイスターの認定者・更新申請 第3回マイスター会役員会

熊本県マイスター会監査 地域技能フェア（天草地域）

熊本県マイスター三役会議 第37回全国技能士大会全技連マイスター認定式

第1回理事会・通常総会 熊本県職業能力開発促進大会全技連マイスター認定伝達式

平成29年度全技連マイスターの認定者1次審査結果 12月 第4回マイスター会役員会

7月 第2回マイスター会役員会 1月 熊本県マイスター会会員会議

2月

3月

平平成29年度　熊本県マイスター会　主要行事予定

※日程につきましては、変更する場合がございます。

4月

6月

9月

10月

11月

8月 地域技能フェア（山江村、熊本市新港）

３． 全技連マイスターの普及促進
 (1) 普及促進について

　①29 年度新たに認定された全技連マイスターの皆さんの熊本県支部への入会促進。

　②全技連マイスター会員の更新にあたっては、 全技連から直接マイスター会員に手続きが送付さ

　れることから、 今年度も熊本県技能士連合会が取りまとめの上、 一括して全技連へ送付することと

　する。

　③全技連マイスター会会費について、 うっかり未納によって会員資格喪失に繋がることから、

　　今年度も全技連マイスター会費及び熊本県マイスター会費を合算して請求することとする。

　④広報誌等への掲載 ・ 掲載

　（一社） 熊本県技能士会連合会発行の 「熊技連会報」 において、 全技連マイスター熊本県支部

　の活動状況を報告する。

　⑤マイスター名鑑再編成

　各年度 4 名程度、 新たに全技連マイスターに認定されていることから全技連マイスター会員の名

　鑑について、 今後２年に 1 回再編すること等検討する。
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平成 28 年度　（一社） 全国技能士会連合会
会長表彰に熊本県から 4 名の方々が受賞される

平成 28 年度　（一社） 全国技能士会連合会
会長表彰に熊本県から 4 名の方々が受賞される

平成 28 年度　（一社） 全国技能士会連合会
会長表彰に熊本県から 4 名の方々が受賞される

平成 28 年度　（一社） 全国技能士会連合会
全技連マイスターに熊本県から 4 名の方々が認定される

平成 28 年度　（一社） 全国技能士会連合会
全技連マイスターに熊本県から 4 名の方々が認定される

平成 28 年度　（一社） 全国技能士会連合会
全技連マイスターに熊本県から 4 名の方々が認定される

　この表彰は、 技能士会連合会及び技能士に係る事業の推進

について、 その業績が著しく顕著であり、 他の模範と認められ

る事業所、 団体又は個人の功労者に対し、 （一社） 全国技能

士会連合会会長が表彰し、 功績を讃えるものです。

　平成 28 年度は、平成 28 年 11 月 9 日にアルカディア市ヶ谷（東

京都） で開催された第 36 回全国技能士大会において、 熊本

県から以下の 4 名の方が表彰を受けられました。

　「全技連マイスター」 は、 特級 ・ １級又は単一等級の試験に

合格した技能士で、 ２０年以上の実務経験と優れた技能及び活

動実績を持ち、 後進の育成並びに技能の伝承に熱心な技能士

に対し、 （一社） 全国技能士会連合会が認定する称号です。

　平成 28 年度は、 平成 28 年 11 月 21 日に開催された、 平成

28 年度熊本県職業能力開発促進大会において、 笹原博次会

長から 4 名の方に 「全技連マイスター認定証」 と楯が伝達交付

されました。

△全国技能士会連合会　大関　東支夫会長　

△伝達交付する　笹原　博次会長　

國實　尚美氏
熊本県フラワー装飾技能士会

村田　政文氏
熊本県司厨士技能士会

矢野　光夫氏
熊本県表具襖内装組合連合会

浅井　茂宏氏
熊本県菓子工業組合

松本　健二氏
熊本県板金工業組合

魚返　倫央氏
熊本県表具襖内装組合連合会

中山　唯和氏
熊本県建設大工工事業協同組合

熊友会

平田　和弘氏
熊本県畳工業組合
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平成 28 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
会長表彰に 24 名の方々が受賞される

平成 28 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
会長表彰に 24 名の方々が受賞される

平成 28 年度　（一社） 熊本県技能士会連合会
会長表彰に 24 名の方々が受賞される

　この表彰は、 優秀な技能士として活躍し、 他の模範と認められる者並びに技能士会活動を通じて技

能士の社会的経済的な地位の向上に貢献した者に対して、 一般社団法人　熊本県技能士会連合会

会長がこれを表彰し、 その功績に讃えるとともに、 技能尊重に気運を昴揚することにより技能士の確

保育成に努め、 本県産業の発展に資することを目的とした表彰制度です。

　平成 28 年度は、 11 月 21 日にホテル熊本テルサで行われた、 熊本県職業能力開発促進大会に於

いて、①優秀技能士 12 名、②青年優秀技能士 11 名、③会員団体及び県技連の役職員 1 名の方々

が表彰されました。

○優秀技能士

中村　誠 ( 熊本県建設大工工事業協同組合熊友会 )

北原　弘二 ( 熊本県建築組合連合会 )

紫垣　孝男 ( 熊本県左官協同組合 )

生駒　万博 ( 熊本県鉄筋工事業協同組合 )

永田　稔 ( 熊本県板金工業組合 )

明石　豊子 ( 熊本県フラワー装飾技能士会 )

難波江　彰二 ( 熊本県司厨士技能士会 )

窪田　麻衣子 (( 一社 ) 日本和裁士会熊本県支部 )

山本　昭一 ( 熊本県畳工業組合 )

小松　朝喜 ( 熊本県塗装防水仕上業協同組合 )

清田　瑞樹 ((一社)日本造園組合連合会熊本県支部)

安田　芳隆 (( 一社 ) 熊本県防水工事業協会 )

○青年優秀技能士

川尻　貴文 ( 熊本県建設大工工事業協同組合熊友会 )

田中　良昌 ( 熊本県建築組合連合会 )

愛甲　竜也 ( 熊本県鉄筋工事業協同組合 )

有馬　譲治 ( 熊本県鳶工業組合連合会 )

末吉　真也 ( 熊本県瓦工業組合 )

原　克徳 ( 熊本県フラワー装飾技能士会 )

上田　美和子 (( 一社 ) 日本和裁士会熊本県支部 )

亀井　喜三郎 ( 熊本県畳工業組合 )

今村　友佑 ( 熊本県塗装防水仕上業協同組合 )

横山　審一 ((一社)日本造園組合連合会熊本県支部)

長野　誠 (( 一社 ) 熊本県防水工事業協会 )

○会員団体及び県技連の役職員

徳澄　八生喜 ( 熊本県塗装防水仕上業協同組合 )
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平成 28 年度　熊本県知事表彰に
会員 15 名が表彰される

平成 28 年度　熊本県知事表彰に
会員 15 名が表彰される

平成 28 年度　熊本県知事表彰に
会員 15 名が表彰される

《優秀技能者》 　12 名

臼杵 哲也 熊本県司厨士技能士会

内田 一成 熊本県左官協同組合

角田 深雪 ( 一社 ) 日本和裁士会熊本県支部

財津 洋 ( 一社 ) 日本造園組合連合会熊本県支部

福田 誠也  熊本県鉄筋工事業協同組合

石坂 洋志 熊本県鳶工業組合連合会

渡邊 直喜 熊本県建設大工工事業協同組合熊友会

本田 壽廣 熊本県建築組合連合会

江良 正幸 熊本県日本調理技能士会

村上 茂  熊本県塗装防水仕上業協同組合

岡本 泰文 熊本県瓦工業組合

山本 さち子 熊本県フラワー装飾技能士会

 

《認定職業訓練関係功労者》 　1 名

伊藤 英治  熊本県塗装防水仕上業協同組合

 

《認定職業訓練関係優良職員 （指導者）》 　1 名

木村 進一郎  職業訓練法人  熊本市職業訓練協会　熊本県瓦工業組合

 

《技能尊重推進功労者》  1 名

工木 雅晴  有限会社 佐敷瓦工業所　熊本県瓦工業組合

（全瓦連グランプリ 2016 京都大会 ( かわらぶき ) ・ 総務大臣賞 ・ 全国 3 位）

△平成 28 年 11 月 21 日　熊本県職業能力開発促進大会 （ホテル熊本テルサ）
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平成 28 年度熊本市優秀技能功労者 ・ 優秀青年技能者表彰に
会員 19 名が表彰される

平成 28 年度熊本市優秀技能功労者 ・ 優秀青年技能者表彰に
会員 19 名が表彰される

平成 28 年度熊本市優秀技能功労者 ・ 優秀青年技能者表彰に
会員 19 名が表彰される

◎優秀技能功労者
三嶋　俊廣 ( 熊本県建築組合連合会 )
髙士　和紀 ( 熊本県左官協同組合 )
満田　勲 ( 熊本県菅工事業組合連合会 )
大隈　和浩 ( 熊本県菅工事業組合連合会 )
岡村　貞博 (( 一社 ) 熊本県防水工事業協会 )
日比野　直茂 ( 熊本県板金工業組合 )
竹田　和雄 (( 一社 ) 日本造園組合連合会熊本県支部 )

行德　了一 ( 熊本県パン協同組合 )
上野　賢三 ( 熊本県司厨士技能士会 )
川上　純二 ( 熊本県司厨士技能士会 )
米井　和義 ( 熊本県塗装防水仕上業協同組合 )
德永　全美 ( 熊本県フラワー装飾技能士会 )

◎優秀青年技能者
松下　忠(熊本県建設大工工事業協同組合熊友会)
田上　将 ( 熊本県鉄筋工事業協同組合 )
清原　健介 ( 熊本県菅工事業組合連合会 )
福山　遼 (( 一社 ) 熊本県防水工事業協会 )

髙岡　伸吾 ( 熊本県パン協同組合 )
今村　友佑 ( 熊本県塗装防水仕上業協同組合 )
田上　友莉花 ( 熊本県フラワー装飾技能士会 )

　熊本市優秀技能功労者とは、 永年に渡り卓越した技能をもって、
本市産業の発展に尽くされた技能者を表彰することにより、 広く社会
一般に技能尊重の気風を浸透させ、 技能者の地位及び技能水準
の向上を図ることを目的として表彰するもので熊本市優秀青年技能
者は、 各種の技能をもって地元企業に勤務する若年技能者を表彰
することにより、 技能者への若年者の確保を図り、 若年技能者の育
成及び技能水準の向上を図ることを目的として表彰するものです。
　平成 28 年度は、 平成 28 年 11 月 22 日に平成 28 年度熊本市優
秀技能功労者 ・ 優秀青年技能者表彰式を、 熊本市民会館におい
て開催し、 大西一史市長が、 一人一人に賞状と記念品を手渡して
いました。 △大西一史 熊本市長　
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晴れの受賞者

　　　　　　誠におめでとうございます誠におめでとうございます

晴れの受賞者

　　　　　　誠におめでとうございます

晴れの受賞者

　　　　　　誠におめでとうございます

今後益々のご活躍　ご期待申し上げます。今後益々のご活躍　ご期待申し上げます。今後益々のご活躍　ご期待申し上げます。

黄綬褒章 ・ 叙勲
現代の名工
国土交通大臣表彰

黄綬褒章 ・ 叙勲
現代の名工
国土交通大臣表彰

黄綬褒章 ・ 叙勲
現代の名工
国土交通大臣表彰

平成 28 年秋　旭日双光章 平成 28 年秋　黄綬褒章

平成 28 年秋　黄綬褒章

平成 29 年国土交通大臣表彰

笹原　博次 氏
（一社）熊本県技能士会連合会

合志　精弥 氏
熊本県表具襖内装組合連合会

落合　三郎 氏
熊本県塗装防水仕上業協同組合

（一社）熊本県建築協会

富田　潤一 氏

　多年塗装工事業に精励

するとともに関係団体の

役員として地方業界の発

展に寄与したことが国道

交通省より認められまし

た。

　多年に渡り、表具師と

してよく職務に精励した

ことが厚生労働省より認

められました。

　多年に渡り、技能士会

連合会、認定職業訓練関

係の労働行政に携わり、

専門工事業振興功労者と

して国土交通省より認め

られました。

　多年に渡り、建設業とし

てよく職務に精励したこと

国土交通省より認められま

した。

平成 29 年春　黄綬褒章

德永　功 氏
熊本県司厨士技能士会

　多年に渡り、西洋料理

人としてよく職務に精励

したこと厚生労働省より

認められました。

平成 28 年度 卓越技能章「現代の名工」

丹波　秀朗 氏
熊本県左官協同組合

　長年左官業に従事し、
特に漆喰の配合や、菊池
特有の「なまこ壁」の伝
統を受け継ぎ、技術を有
し、また、後進の育成、
左官技能の振興などにい
大いに貢献していること
が、厚生労働省より認め
られました。
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松村祥史参議院議員と勉強会を開催松村祥史参議院議員と勉強会を開催松村祥史参議院議員と勉強会を開催

　平成 28 年 12 月 10 日に熊本県技能士会連合会では、 「熊本震災後の中小企業 ・ 小規模事

業者支援策及び日本版マイスター制度に関する取組状況」 等について、 松村祥史参議院議員

（当時 ： 経済産業副大臣） と勉強会をメルパルク熊本にて開催した。

経済産業副大臣より、 中小企業等経営強化法の運用 ・ 平成 28 年度補正予算 （二次） に基づ

く未来への投資を実現する経済対策及び革新的なものづくり ・ 商業 ・ サービス開発支援事業等

について、 趣旨及び事例等を含めて説明して頂き、 また、 税制の現状と今後の要求方針及び

平成 29 年度税制改正に関する経済産業省要望のポイント等について、 説明をして頂きました。

　また、 日本版マイスター制度に関する自由民主党政務調査会の検討模様について職人の社

会的、 経済的、 地位の向上を目指し、 ドイツのマイスター制度も参考にしながら、 職人団体を

はじめ産業界からのヒヤリングを重ねてきており、 全国で 372 万人いると言われている職人が日

本の経済活動の重要な担い手であることを再認識し、 光を当てていくことが重要であるとの観点

で、 検討が進められている旨の話がありました。

　その後、 震災対策等の意見交換を行い終了しました。

平成 29 年　（一社） 熊本県技能士会連合会
新春賀詞交歓会を開催し親睦を深める

平成 29 年　（一社） 熊本県技能士会連合会
新春賀詞交歓会を開催し親睦を深める

平成 29 年　（一社） 熊本県技能士会連合会
新春賀詞交歓会を開催し親睦を深める

　平成 29 年 2 月 2 日に、 一般社団法人熊本県技能士会
連合会　新春賀詞交歓会をホテル日航熊本 （熊本市中央
区） に於いて開催した。
　この日は、 政治 ・ 行政 ・ 各団体など関係団体から約 220
人が出席。 笹原会長から平成 28 年熊本地震からの一日も
早い復旧 ・ 復興に向け技能士関係団体が全力で取り組ん
で行くという決意を含め意気込みが示されました。
　出席者は、 技能士会として初めての取組ということに感謝
しながら、 来賓や列席者らと酒を酌み交わし、 震災からの
復旧 ・ 復興を願い歓談を深めて頂きました。

△熊本県建設業協会会長
橋口光徳氏

△熊本県商工観光労働部部長
奥薗　惣幸氏

△熊本市議会議員
三島　良之氏

△熊本県中小企業団体中央会会長
櫻井　一郎氏

▷
松
村
祥
史
参
議
院
議
員
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第 29 回全国技能グランプリに熊本県より 4 名が出場第 29 回全国技能グランプリに熊本県より 4 名が出場第 29 回全国技能グランプリに熊本県より 4 名が出場

　技能グランプリは年齢に関係なく、 熟練技能を競う文字通り全国規模の技能競技大会であり、

中央職業能力開発協会と社団法人全国技能士会連合会との共催により開催しています。 大会

の優勝者には、 内閣総理大臣賞、 厚生労働大臣賞などが贈られます。

　第 29 回大会は、 平成 29 年 2 月 10 日～ 13 日まで、 静岡県ツインメッセ静岡を中心に開催

されました。 熊本県選手団結団式並びに表敬訪問が、 2月3日に、 熊本県庁にて行われました。

熊本県選手団は、 以下のとおりです。

【役員】

団　  長　品川　正三 熊本県技能士会連合会　副会長

副団長　東　　平和　　　熊本県瓦工業組合　理事長

　　　　　早田　京子　熊本県フラワー装飾技能士会会長

　　　　　北岡　幸弘　熊本県畳工業組合理事長　

事務局　矢ヶ部　良一    　　　　　　　熊本県技能士会連合会　事務局長

【出場選手】

畳製作部門 平田　享助　　（熊本県畳工業組合）

和裁部門　　上田美和子 （( 一社 ) 日本和裁士会熊本県支部）

フラワー装飾部門　　堀田　浩美、 德永　全美　　（熊本県フラワー装飾技能士会）

 平成 29 年 1 月 28 日に熊本県建具木工協同組

合は、 益城町テクノ仮設団地に於いて、 新潟県

柏崎建具組合の有志により組子 500 個 ( 鍋敷き

や壁掛けに使っていただきたいと寄贈されたも

の ) を熊本県建具木工協同組合を通して 「テクノ

仮設団地 （516 世帯）」 の集会場等をボランティ

アで運営されている 「キャンナス熊本」 のスタッ

フを通じて贈呈した。

 平成 29 年 2 月 8 日に ( 一社 ) 日本和裁士会熊

本県支部は、 熊本市中央区の山崎菅原神社で

「針供養」 を会員並びに関係団体者の 35 名で

行った。 同支部では、 毎年 2 月 8 日を 「針供

養の日」 とし折れ、 曲がり、 錆びなどによって、

使えなくなった縫い針を供養した。 今回は、 各

団体より慣れ親しんだ工具を持込み供養した。

平田　享助選手 （畳）　　上田美和子選手 （和裁）　 堀田　浩美選手 （フラワー）  德永　全美選手 （フラワー）

組子 500 個を贈呈組子 500 個を贈呈組子 500 個を贈呈 針供養の開催針供養の開催針供養の開催
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熊本県技能士会グループについて熊本県技能士会グループについて熊本県技能士会グループについて

熊本県技能士会グループとは…

熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業 （通称 ： グループ補助金） を実施する

上で、 当会の構成員により結成された復興活動を行うグループです。

現在、 グループのメンバーは、 熊本の復興を成し遂げるために、 公共機関やライフライン等の

復旧工事にも積極的に取り組んでいます。

 我々ものづくり技能者が必要とされている状況は続いています。

復旧工事において、 蓄積された情報をグループで共有し、 技能者の質を向上と災害復旧のノ

ウハウの継承を行っていきます。

グループの共同事業としては、 技能フェアへの参加や雇用体制講習会などを計画しています。

技能者の地位向上のため、 今できることを実行していきます！

上益城建設高等職業訓練校

復旧工事

熊本県技能士会グループのメンバーも

復旧工事に参加し、 未来の技能士を

育てる上益城建設高等職業訓練校さ

んの本校舎での訓練が再開しました。

復旧前

復旧後

熊本県技能士会グループの活動状況熊本県技能士会グループの活動状況熊本県技能士会グループの活動状況

赤松　章校長赤松　章校長赤松　章校長
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熊本県みらいの技能士育成事業計画 ・ 報告熊本県みらいの技能士育成事業計画 ・ 報告熊本県みらいの技能士育成事業計画 ・ 報告

平成 28 年度の取組み平成 28 年度の取組み平成 28 年度の取組み

熊本県委託事業 ・ くまもと技能祭熊本県委託事業 ・ くまもと技能祭熊本県委託事業 ・ くまもと技能祭

　みらいの技能士育成事業では、 技能士の震災における活躍やその卓越した技能を様々な機

会を通じて発信することにより、 若者をはじめとした県民に技能の重要性 ・ 魅力の理解を促し、

復旧を担う技能士の確保に繋げる目的に実施しております。

　また、 技能水準の向上を図るともに技能士本人に誇りをもたせることにより、 離職を防止し、

人材育成 ・ 確保を図ることを目的に、 「技能フェア」 「匠の技展」 などを開催し、 技能の重要性

及び必要性についてアピールする活動を行っております。

　「匠の技展」

平成 29 年 2 月 25 日 （土）

会場　熊本市職業訓練センター　

延べ参加団体　　8 団体　

延べ来場者　　約 350 名

「技能フェア in 御船町」

平成 29 年 3 月 5 日 （日）

会場　御船町カルチャーセンター前駐車場

延べ参加団体　　6 団体

延べ来場者　　約 500 人

▶
挨
拶
す
る
藤
木 

正
幸
町
長

熊本県室内装飾事業協同組合熊本県室内装飾事業協同組合熊本県室内装飾事業協同組合 熊本県日本調理技能士会熊本県日本調理技能士会熊本県日本調理技能士会 （一社） 日本和裁士会熊本県支部（一社） 日本和裁士会熊本県支部（一社） 日本和裁士会熊本県支部

熊本県畳工業組合熊本県畳工業組合熊本県畳工業組合 熊本県伝統建築連絡協議会熊本県伝統建築連絡協議会熊本県伝統建築連絡協議会 熊本県菓子工業組合熊本県菓子工業組合熊本県菓子工業組合
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　平成 28 年度と同様の目的で、 技能士活躍発信事業及び技能士人材育成事業を引き続き実

施することとしています。

　今後予定している地域と日程は下記のとおりです。

　技能フェア in 牛深町　　平成 29 年 11 月 18 日

　　　　　　会場 ： うしぶか海彩館　を計画しています。

「技能フェア in 山江村」

平成 29 年 8 月 5 日 （土）

会場　山江村体育館及び体育館前広場

延べ参加団体　　8 団体

延べ来場者　　約 300 人

平成 29 年度の取組み平成 29 年度の取組み平成 29 年度の取組み

▶
挨
拶
す
る
内
山 

慶
治
村
長

熊本県フラワー装飾技能士会熊本県フラワー装飾技能士会熊本県フラワー装飾技能士会 ( 一社 ) 日本造園組合連合会　熊本県支部( 一社 ) 日本造園組合連合会　熊本県支部( 一社 ) 日本造園組合連合会　熊本県支部 熊本県塗装防水仕上業協同組合熊本県塗装防水仕上業協同組合熊本県塗装防水仕上業協同組合

「技能フェア in 南小国町」

平成 29 年 9 月 24 日 （日）

会場　南小国自然休養村管理センター

　　　　管理センター前広場

延べ参加団体　　9 団体

延べ来場者　　約 600 人

▶
挨
拶
す
る
髙
橋 

周
二　

町
長

熊本県日本調理技能士会熊本県日本調理技能士会熊本県日本調理技能士会 熊本県表具襖内装組合連合会熊本県表具襖内装組合連合会熊本県表具襖内装組合連合会 熊本県フラワー装飾技能士会熊本県フラワー装飾技能士会熊本県フラワー装飾技能士会
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県民生活や産業基盤の健全な発展の為には、 今後も、 技能及び技能者の果たすべき役割は

大きいものがあり、 そのためには、 技能を尊重する社会気運の醸成と技能水準の向上技能後

継者の育成 ・ 確保等の技能振興が必要である。

また、 広く県民の方々に技能の重要性及び必要性をアピールすることにより、 技能に対する社

会的評価並びに認識を高めることとする。

　その一環として、 くまもと技能祭 （技能フェア in 熊本港） を開催しました。

くまもと技能祭の開催くまもと技能祭の開催くまもと技能祭の開催

第２２回　熊本港みなとまつりと同時開催致しました。

熊本港みなとまつり花火大会実行委員会の方々には、 厚く御礼申し上げます。

△熊本県商工労働局長
寺野　愼吾氏

△熊本市経済政策課長
増田　浩徳氏

△開会宣言　
小林　正博理事

くまもと技能祭

「技能フェア in 熊本港」

平成 29 年 8 月 12 日

会場　熊本港親水緑地広場　

延べ参加団体　　9 団体

延べ来場者　　約 850 人

（一社） 日本和裁士会熊本県支部（一社） 日本和裁士会熊本県支部（一社） 日本和裁士会熊本県支部

熊本県畳工業組合熊本県畳工業組合熊本県畳工業組合 熊本県フラワー装飾技能士会熊本県フラワー装飾技能士会熊本県フラワー装飾技能士会

熊本市広告美術協同組合熊本市広告美術協同組合熊本市広告美術協同組合 熊本県日本調理技能士会熊本県日本調理技能士会熊本県日本調理技能士会

熊本県司厨士技能士会熊本県司厨士技能士会熊本県司厨士技能士会 熊本県左官協同組合熊本県左官協同組合熊本県左官協同組合

熊本県建設大工工事業協同組合熊友会
熊本県建築組合連合会

熊本県建設大工工事業協同組合熊友会
熊本県建築組合連合会

熊本県建設大工工事業協同組合熊友会
熊本県建築組合連合会
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笹原博次氏　旭日双光章受章祝賀会の開催笹原博次氏　旭日双光章受章祝賀会の開催笹原博次氏　旭日双光章受章祝賀会の開催

　平成 29 年 5 月 12 日に、 笹原博次氏旭日双光章受章祝

賀会が、 熊本ホテルキャッスルに於いて開催されました。

熊本県技能士会連合会の役員など 13 名が発起人となり開

催されたこの祝賀会には、 全国各地より 400 名の方々が出

席し、 長年にわたる数々の功績を称えた。

　

発起人発起人発起人

㈱三津野建設　会長
西尾　剛人氏

㈱三津野建設　会長
西尾　剛人氏

㈱三津野建設　会長
西尾　剛人氏

浄土真宗本願寺派願船寺住職

井上　恒夫氏
浄土真宗本願寺派願船寺住職

井上　恒夫氏
浄土真宗本願寺派願船寺住職

井上　恒夫氏
熊本県左官協同組合理事長

荒木　新勝氏
熊本県左官協同組合理事長

荒木　新勝氏
熊本県左官協同組合理事長

荒木　新勝氏
熊本県専門工事業部会長

古﨑　正敏氏
熊本県専門工事業部会長

古﨑　正敏氏
熊本県専門工事業部会長

古﨑　正敏氏

県土木部　政策審議監
成富　守氏

県土木部　政策審議監
成富　守氏

県土木部　政策審議監
成富　守氏

衆議院議員
松野　頼久氏
衆議院議員

松野　頼久氏
衆議院議員

松野　頼久氏
熊本県議会議員

村上　寅美氏
熊本県議会議員

村上　寅美氏
熊本県議会議員

村上　寅美氏
日左連会長

　長谷川哲義氏
日左連会長

　長谷川哲義氏
日左連会長

　長谷川哲義氏
熊本市長

大西　一史氏
熊本市長

大西　一史氏
熊本市長

大西　一史氏

古﨑氏古﨑氏古﨑氏 荒木氏荒木氏荒木氏 西尾氏西尾氏西尾氏 品川氏品川氏品川氏 村田氏村田氏村田氏 中村氏中村氏中村氏 東氏東氏東氏 太田氏太田氏太田氏 木下氏木下氏木下氏 工藤氏工藤氏工藤氏 小林氏小林氏小林氏 德永氏德永氏德永氏 堤氏堤氏堤氏

熊本県建設業協会会長
橋口　光徳氏

熊本県建設業協会会長
橋口　光徳氏

熊本県建設業協会会長
橋口　光徳氏
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第 2 回鉄筋技能大会　熊本県大会を開催第 2 回鉄筋技能大会　熊本県大会を開催第 2 回鉄筋技能大会　熊本県大会を開催
　平成 29 年 8 月 19 日に熊本県鉄筋工事業協同組合 （理
事長　中村　隆） は、 第 2 回全国鉄筋技能大会熊本県予
選を開催した。 本年は、 熊本地震の復旧 ・ 復興により参
加者が減少したが、 4 名が柱 ・ 梁などの鉄筋組立課題に
取り組み制限時間内に終了した。 1 位になったデディ　ワル
メン氏 （㈱古閑鉄筋工業） には、 県知事賞が授与され、
また熊本代表として、 第 2 回全国鉄筋技能大会に出場が
決定した。 なお、 第 2 回全国鉄筋技能大会 （TETSU-1　
GRAND PRIX） は、 平成 29 年 11 月 25 日に、 幕張メッセ
（千葉県千葉市） において開催されます。 また、 同会場で
は、 同月 24 日～ 26 日まで鉄筋 EXPO2017 を開催し、 鉄
筋業界に係わる人、 企業、 団体、 関連産業の人材交流に
よる未来創造の場として、 新製品、 最先端技術、 先進サー
ビスの情報提供が行われます。

△競技風景

全国建築塗装技能競技大会　九州ブロック予選会を開催全国建築塗装技能競技大会　九州ブロック予選会を開催全国建築塗装技能競技大会　九州ブロック予選会を開催

　平成 29 年 4 月 11 日に一般社団法人日本塗装工業会熊本
県支部 （支部長　落合三郎） は、 熊本県塗装会館において、
第 25 回全国建築塗装技能競技大会九州ブロック予選会を開
催した。 九州各県より 10 名が参加したこの予選会に熊本県よ
り田中茂徳氏 ( ㈲村上茂塗装 ) が参加し、 見事全国大会の切
符を手に入れた。 なお、　第 25 回全国建築塗装技能競技大
会は、 平成 29 年 10 月 25 日、 26 日の 2 日間に、 愛知県
体育館 （愛知県名古屋市中区） において開催されます。

　△9 月 6 日～ 8 日まで九州地区代表選手特別訓練を熊本県塗装会館

にて実施されました。 　

△競技風景

「技を聴く」 ～職人への道～を開催「技を聴く」 ～職人への道～を開催「技を聴く」 ～職人への道～を開催
熊本公共職業安定所主催熊本公共職業安定所主催熊本公共職業安定所主催

　平成 29 年 7 月 31 日に熊本公共職業安定所 （所長　増川 雅也）
主催の 「技を聴く」 ～職人への道～ （共催：熊本労働局・熊本市・
熊本市技術専門学院） をウェルパルくまもと （熊本市中央区） に
おいて開催した。 平成 29 年 4 月に厚生労働省の事業として人材
確保が必要な福祉 （介護、 医療、 保育）、 建設、 警備、 運輸
の分野の職業相談 ・ 職業紹介などを行う機関として 「人材確保対
策コーナー」 を設置し、 この一環として行われた。 今回は、 型枠
大工 ・ 鉄筋 ・ 塗装 ・ 防水 ・ 瓦 ・ 左官の仕事説明や人材育成への
取り組みなど参加した約 30 名の方に行った。
 その後、 各ブースに於いて面談会を開催した。
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一般社団法人熊本県技能士会連合会のご案内一般社団法人熊本県技能士会連合会のご案内一般社団法人熊本県技能士会連合会のご案内

技能士の方々は、ぜひ技能士会にご加入ください。

　　　　～技能士会連合会は、 技能士の皆さんをバックアップして参ります～

　　　　　 ・ 技能士個々の活動には、 限界があります。

　　　　　 ・ 当技能士会連合会は、 技能士の皆さんが連携し、 県組織としての活動

　　　　　　全国組織としての事業展開をしています。

熊本県技能士会連合会の目的及び組織

(1) 目的

 ①県の産業の発展に寄与すること

 ②技能士の社会的地位の向上を図ること

 ③県民の方々に、 優れた技能の提供及び期待される技能士活動を目指し、 地域に密着した

　 活動をすること

(2) 組織

 ①技能士会は、 技能検定合格者をもって組織された団体です。

 ②この技能士が職種ごとに技能士の団体 ( 協同組合、 連合会、 技能士会、 協会 ) 及び

 企業等に所属し結成されています。

 ③の団体を統括する連合会として、 ( 一社 ) 熊本県技能士会連合会があります。

 ④さらに上部組織として、 ( 一社 ) 全国技能士会連合会があります。

1. 団体の表彰及び推薦並びに記念品の贈答 ( 全

技連、 知事、 熊本県技能士会連合会 )

2. 各種推薦の指導 ・ 援助

　　(1) 叙勲並びに褒章

　　(2) 卓越した技能者 ( 現代の名工 )

　　(3) 全技連マイスター

3. 行政機関との対応

4. 技能祭の企画 ・ 実施

5. 研修会 ・ 講演会等への講師紹介

6. 技能グランプ出場者推薦

7. 技能競技大会への後援 ・ 表彰等

1. 熊本県技能士会連合会に入会を希望される技能検定合格者の方は、 専門業種の各技能士
　( 会員 ) 団体に、 直接お申込み下さい。
2. 新たに正会員団体及び賛助会員に入会を希望される団体等については、 直接熊本県技能士
会連合会　にお問い合わせ下さい。
なお、 上記 1,2 の申込み先のお問い合わせ先は、 巻末に記載の各団体及び熊本県技能士会連
合会にお願い致します。

1. 会報による職業能力開発及び技能士の情報提供

2. 技能士会連合会開催の講習会等への参加

3. 各種表彰及び推薦

　　(1)( 一社 ) 全国技能士会連合会会長表彰

　　(2) 熊本県知事表彰

　　(3)( 一社 ) 熊本県技能士会連合会会長表彰

4.( 一社 ) 熊本県技能士会連合会ホームページへ　

　の掲載

5. 各種相談等の対応

団体等及び会員の特典 会員の特典

入 会 の 特 典入 会 の 特 典入 会 の 特 典

入会の手続き方法
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熊本県技能士会連合会　会員活動状況熊本県技能士会連合会　会員活動状況熊本県技能士会連合会　会員活動状況

○平成 29 年 2 月 10 日に熊本県フラワー装飾技能士会は、 県教育委員会を経由し、 被災地小学校卒業生用

コサージ 3,000 個を届けた。 これは、 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会熊本県支部会員でもある本

会会員が参加した支部講習会 （平成 28 年 11 月 27 日開催） 時に造花を使ったコサージ （全国統一花材） を

東北 ・ 熊本へ届ける事業の一環として行ったもの。

○平成 29 年 4 月 28 日～ 30 日に ( 一社 ) 日本造園組合連合会　熊本県支部は、 人吉城跡公園及び九日町

通り一帯で開催された 「人吉お城まつり」 に於いて、 組合員 10 名が花の種、 イメージキャラクター庭丸くんの

シール、 クリヤファイルの配布の他、 緑の相談等を行った。 なお、 同組合では、 毎年 4 月 28 日 （よいにわ）

を庭や緑の素晴らしさをより多くの人に見つめなおしてもらえるきっかけとして 「庭の日」 を制定している。

○平成 29 年 7 月 28 日に ( 一社 ) 日本和裁士会熊本県支部は、 熊本ホテルキャッスルにおいて 「ゆかたパー

ティー」 を開催した。 同支部では、 浴衣や和装に慣れ親しんで欲しいと毎年企画したもので、 今年は 60 名が

参加し、 色彩豊かな浴衣姿を楽しんだ。

○平成 29 年 7 月 30 日 ・ 8 月 6 日に熊本県室内装飾事業協同組合は、 ㈱タナカ建装に於いて 「技能検定対

策講座 （プラスチック系床仕上げ工事）」 を 1 級 ・ 2 級の各 1 名に対し行った。

○平成 29 年 8 月 25 日に熊本県塗装防水仕上業協同組合は、 八代支部では、 八代市立二見小学校におい

て 「ボランティア塗装」 を実施した。 15 名が参加した同事業では、 小学校のブランコ・投擲版の錆落とし、 内・

中塗りをし、 仕上げでペンキを塗った。 雨天決行で実施し、 作業の中断もあったが、 無事に終了した。 今後

も八代支部の街並みの美観に少しでも貢献できるよう支部会員とともに頑張る決意を行った。

○平成 29 年 8 月 19 日 ・ 20 日に熊本県畳工業組合は、 グランメッセ熊本で開催された 「青少年のための科

学の祭典　熊本大会 2017」 に組合員 9 名が参加し、 イ草の香り袋作成を 100 名の参加者に行った。

○平成 29 年 8 月 26 日に熊本県畳工業組合は、 桜の馬場 城彩苑で開催された 「熊本城彩苑まつり」 に組合

員 7 名が参加し、 ミニ畳の製作を 100 名の参加者に行った。

○平成 29 年 8 月 29 日に熊本県畳工業組合は、 東京国際フォーラムで開催された 「組合まつり inTOKYO」

に組合員 5 名が参加し、 畳の紹介を 300 名の参加者に行った。

「人吉お城まつり」 で緑の苗を配布「人吉お城まつり」 で緑の苗を配布「人吉お城まつり」 で緑の苗を配布 「浴衣パーティー」 に 60 名が参加「浴衣パーティー」 に 60 名が参加「浴衣パーティー」 に 60 名が参加

技能検定対策講習技能検定対策講習技能検定対策講習 県塗装防水仕上業協同組合八代支部によるボランティア県塗装防水仕上業協同組合八代支部によるボランティア県塗装防水仕上業協同組合八代支部によるボランティア

△熊本市議会議員
竹原　孝昭氏△品川正三和裁士会支部長
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職業訓練法人　熊本市職業訓練協会運営職業訓練法人　熊本市職業訓練協会運営職業訓練法人　熊本市職業訓練協会運営

○熊本県左官協同組合

　　◆左官 ・ タイル施工科

○熊本県建設大工工事業協同組合熊友会

　　◆鉄筋コンクリート施工科　型枠コース

○熊本県鉄筋工事業協同組合

　　◆鉄筋コンクリート施工科　鉄筋コース

○熊本県塗装防水仕上業協同組合

　　◆建築塗装科

○( 一社 ) 熊本県防水工事業協会

　　◆防水施工科

○熊本県瓦工業組合

　　◆屋根施工科

○( 一社 ) 日本和裁士会熊本県支部

　　◆和裁科

平成 30 年度より新規 2 科目スタート！ ( 予定 )

○( 一社 ) 日本造園組合連合会　熊本県支部

　　◆造園科

○熊本県フラワー装飾技能士会

　　◆フラワー装飾科

熊本市技術専門学院 ・ 熊本市産業開発求人対策協議会のご案内熊本市技術専門学院 ・ 熊本市産業開発求人対策協議会のご案内熊本市技術専門学院 ・ 熊本市産業開発求人対策協議会のご案内

　職業訓練法人　熊本市職業訓練協会　熊本市技術専門学院は、 昭和 40 年より人材育成を始め

６科目７コースで運営しております。 また、 熊本市産業開発求人対策協議会と連携し、 高校訪問や

地域のハローワークなどで人材確保に取り組んでおります。 これらの活動において、 現在 70 名の訓

練生が在籍するなど、 全国最大規模の認定職業訓練校です。 また、 指導の幅を広げるためにも

熊本大学を始め各専門機関と連携した指導活動も行っております。

　若手社員の人材育成 （資格取得や職業形成） を専門的に行う機関として現在地において運営して

おりますが、 平成 30 年度より熊本市西区に在する熊本市職業訓練センター内に移転し、 更なる向

上に努めてまいります。 また、 移転に合わせ、 造園科やフラワー装飾科など人材育成 ・ 確保に困

難な団体と連携し科目の増設にも取り組んでいます。

　建設躯体工事 （鉄筋、 型枠、 とび） の複数の専門工事に対応

できる人材を育成し、 人手不足の解消や、 技能士の処遇の改善今

後の少子社会への対応等を踏まえた取組として実施しております。

平成 29 年度くまもと地域創生人材育成プロジェクト事業平成 29 年度くまもと地域創生人材育成プロジェクト事業平成 29 年度くまもと地域創生人材育成プロジェクト事業
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事業内容Point事業内容Point事業内容Point
高度職業訓練 熊本職業訓練短期大学校認定職業訓練 度度職業訓練練高高度度職職業業訓訓練練 短期大学校熊本職業訓練短期熊本職業訓練短期大学校職 訓認定職業訓練

熊本職業訓練短期大学校は、事業所で働きながら高度な知識と技能を習得する３年制の短期大学校で
す。熊本の発展のため、技能者として業界の将来を背負って立つ人材となるよう育成を行っています。

平成30年4月に「  調理技術系　調理技術科 」がスタートします。【認定申請中】
1

若手技能者
育成！

若手技能者
育成！

若手技能者
育成！

普通職業訓練 短期課程普普通通職業訓練練 短短期期課程普普通通職職業業訓訓練練 短短期期課課程程
雇用の安定を目的として、労働者の育成と社会的経済的地位の向上を図る為の訓練です。
労働者が受講し易いよう、主に夜間や土曜日などで各種資格取得やIT関連、介護、技能検定対策等の訓練を
実施しています。小型クレーン、玉掛け等の技能講習も実施しています。

認定職業訓練認定職業訓練

無料職業紹介事業料職 介介事無無料料職職業業紹紹介介事事業業
求職者と企業のマッチングのお手伝いをいたします。
求職者支援のための訓練の訓練生や修了生等の紹介を行っておりますので、是非求人をご依頼ください。

仕事をお探しの方に対して、就職に結びつき易い技能を習得するための訓練を行い、就職のためのさまざ
まな支援を実践することで、訓練生を就職へと結びつけています。
求職者支援訓練や県・市等から受託して実施しています。

技能継承支援事業技技能 承支支援援事事業技技能能継継承承支支援援事事業業
「ものづくり技能」の継承を支援する事業です。技能業界を盛り上げ、技能者の地位向上を目的として技能競技
大会の開催誘致から始まり、今では技能者の処遇を改善するための事業の受託・技能者グループ事業参加等、
技能者支援に繋がる活動を展開しています。

2

労働者
育成！
労働者
育成！
労働者
育成！

3

就職
支援！
就職
支援！
就職
支援！

求職者の
訓練！
求職者の
訓練！
求職者の
訓練！

4

5

技能の継承
支援！

技能の継承
支援！

技能の継承
支援！

ChallengeChallengeChallenge

〒860-0072

熊本市西区花園7丁目19番10号
TEL：(096)325-6947 FAX：(096)325-9503

熊本市職業訓練センター
職業訓練法人

技能者の未来のために常にチャレンジしていきます
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平成30年4月

開校！
StartStart

特徴

対象者

在職の調理技能者のみが通うことのできる、食技能の高度な技能と知識を身に
付ける修行の場として、専門調理師（一級技能士）を養成する短期大学校です。

■ 調理の専門学校ではありません。
■ 調理師免許取得や就職をめざした学校ではありません。

・熊本県内の事業所に勤めている雇用保険被保険者で、業界の推薦を受けた方
・長期の経験がある方で、専門調理師資格を取得していない方
・入学年度初日において、概ね35歳以上の方（当初３年程度は経験の長い方を中心とします）

次の条件をすべて満たす方

ここがスゴい
Goo

d!

経験者のための実務に合わせた調理技能を学ぶ日本唯一の短大校です！

ここ
d!

経
※未経験者や調理師免許取得を目指した短大校は他県でも実施されています

※短大校の事業運営自体に雇用保険の制度を活用していますので、事業所の負担も最小限となるよう設定しています

無理のない週１回強の通学を基本としています！　　（３年制です）

雇用保険を活用した助成金が利用できます！

短大校の運営法人は業界や事業主で構成された「職業訓練法人」であるため、業界が
一番欲しい授業を提供できます！　　（実技は業界指導員が行います）

短大校修了により専門調理師の学科試験免除となります！※受験には実務経験も必要です
（本校修了時には実力で学科試験をパスする力は身についていますが…）

運営法人の無料職業紹介事業を使って、人材（新人）を紹介することができます。
但し、原則として、紹介した方については、短大校への派遣をお約束頂き、事業所で
数年の経験を経て派遣をして頂けますようお願いしております。

熊本職業訓練短期大学校熊本職業訓練短期大学校
調理技術系 調理技術科　（日本調理・西洋調理）調理技術系 調理技術科　（日本調理・西洋調理） 【認定申請中】
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熊技連会報誌第４０号発行にあたり、 以下の会員 ・ 賛助会員及び関係団体等からのご協力を賜りました。熊技連会報誌第４０号発行にあたり、 以下の会員 ・ 賛助会員及び関係団体等からのご協力を賜りました。熊技連会報誌第４０号発行にあたり、 以下の会員 ・ 賛助会員及び関係団体等からのご協力を賜りました。

熊本県建設大工工事業協同組合
熊友会

理事長　太田  守俊

〒860-0812

熊本市中央区南熊本3丁目8-16

TEL371-1423 FAX372-5990

熊本県鉄筋工事業協同組合

理事長　中村　隆

〒862-0924

熊本市中央区帯山6丁目3-59中村鉄筋ビル内

TEL382-4594 FAX382-1080

熊本県室内装飾事業協同組合

理事長　中野　秀喜

〒861-8046

熊本市東区石原1丁目11-11　3階

TEL389-8810 FAX389-8809

一般社団法人

日本造園組合連合会　熊本県支部

支部長　吉田　和生

〒862-0945

熊本市東区画図町下無田1432-17　2階

TEL234-6162 FAX234-6163

一般社団法人

熊本県防水工事業協会

会長　村田　安利

〒860-0812

熊本市中央区南熊本3丁目8-16

TEL373-8052 FAX373-8053

熊本県瓦工業組合

理事長　東　平和

〒862-0812

熊本市中央区南熊本3丁目8-16

TEL371-5883 FAX371-3469

熊本県フラワー装飾技能士会

会長　早田　京子

〒862-0949

熊本市中央区国府1丁目18-54オフィス・ハヤタ内

TEL366-5912 FAX366-5912

一般社団法人

日本和裁士会熊本県支部

支部長　品川　正三

〒861-4172

熊本市南区御幸笛田2丁目9-28

TEL379-0444 FAX379-0324
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熊本県左官協同組合

理事長　荒木　新勝

〒860-0812

熊本市中央区南熊本3丁目8-16

TEL364-6508 FAX362-6567

熊本県塗装防水仕上業協同組合

理事長　木下　顕

〒861-8046

熊本市東区石原1丁目2-8

TEL389-7750 FAX389-7760

熊本県畳工業組合

理事長　倉嵜　勝也

〒862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目41-5
千代田レジデンスビル201
TEL385-5338 FAX385-1931

熊本県板金工業組合

代表理事　松本　健二

〒861-8031

熊本市東区戸島町887-1

TEL388-0666 FAX389-5215

熊本県日本調理技能士会

会長　坂本　廣

〒861-2234

上益城郡益城町大字古閑366-4正舟㈱内2Ｆ

TEL342-8717 FAX289-2530

熊本県表具襖内装組合連合会

会長　矢野　光夫

〒862-0924

熊本市中央区帯山6丁目1-26

TEL387-2951 FAX234-7010

熊本県菓子工業組合

理事長　堤　公一

〒860-0072

熊本市西区花園1丁目25-1　熊本製粉㈱内

TEL353-3956 FAX352-8270

熊本県管工事業組合連合会

会長　工藤　光明

〒862-0956

熊本市中央区水前寺公園16-40

TEL383-0215 FAX384-0744
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熊本県建築組合連合会

会長　森　正光

〒860-0812

熊本市中央区南熊本3丁目8-16

TEL371-1423 FAX372-5990

熊本県建具木工協同組合

理事長　川﨑　浩
〒861-8028
熊本市東区新南部2丁目4-17
サンライト新南部103号室
TEL385-4466 FAX385-4466

熊本県板硝子商協同組合

理事長　三原　宏

〒862-0970

熊本市中央区渡鹿6丁目10-5㈲三原商店内

TEL362-8126 FAX362-8126

熊本県司厨士技能士会

会長　徳永 功

〒860-0034

熊本市中央区米屋町3丁目27-1　203号

TEL247-6192 FAX247-6193

一般社団法人

熊本県洋菓子協会

会長　磯崎　啓介

〒860-0072

熊本市西区花園1丁目25-1　熊本製粉㈱内

TEL322-7473 FAX352-8270

熊本県鳶工業組合連合会

会長　丹波　信二

〒861-8035

熊本市東区新外4丁目3-2　㈱丹波建設内

TEL368-4223 FAX365-8220

熊本県パン協同組合

理事長　甲斐　秀和

〒861-1344

菊池市七城町蘇崎1360-5

TEL0968-26-4255 FAX0968-26-4257
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熊本県プラスチック工業会

会長　山崎　孝一

〒861-0303

山鹿市鹿本町高橋830　㈱コーシン内

TEL0968-46-5612  FAX0968-46-5615

有限会社　森脇工業

代表取締役　森山　健蔵

〒861-8046

熊本市東区石原1丁目2-82

TEL389-3110 FAX389-3011

株式会社　智建

代表取締役　松本　智志

〒862-0920 

熊本市東区月出6丁目2-33

TEL385-4656 FAX385-4657

職業訓練法人

熊本市職業訓練協会

会長　笹原　博次

〒860-0812

熊本市中央区南熊本3丁目8-16

TEL366-2384 FAX372-8975

職業訓練法人

熊本市職業訓練センター

統括事務局長　矢ヶ部　良一

〒860-0072

熊本市西区花園7丁目19-10

TEL325-6947 FAX325-9503

熊本県建設専門工事業部会

部会長　古﨑 正敏

〒861-8046

熊本市東区石原1丁目2-8

TEL389-7750 FAX389-7760

熊本県
伝統建築連絡協議会

会長　河部 一光

後世に日本の建築文化を継承する

〒861-3207

上益城郡御船町大字御船805

TEL096-282-7013 FAX096-282-7013

熊本県マイスター会

会長　品川　正三

〒861-8038

熊本市東区長嶺東8丁目1番88号（技能士会内）

TEL096-389-1611 FAX096-285-1671
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株式会社三津野建設

代表取締役社長　藤吉 一真

〒862-0910

熊本市東区健軍本町23番5号

TEL096-369-1281 FAX096-369-1257

工　　藤　　商　　会工　　藤　　商　　会
代 表　工　藤　良　孝

■熊本県代理店 叙勲・褒章・記念品

新店舗　〒861-5525　熊本市北区徳王２丁目１-７６

　　　熊本城ヨリ北へ車10分、ナフコ前旧3号沿

　　　　　　　　ＴＥＬ(０９６)３５３-１０１４ 

　　　　　　　　ＦＡＸ(０９６)３２５-５３８２

みどりイワサキ会みどりイワサキ会.

一般社団法人

熊本県建築協会
会長　岩永 一宏

〒862-0976　熊本市中央区九品寺4丁目6-4
熊本県建設会館4階　☎364-2122 FAX364-2124

職業訓練法人

上益城建設職業訓練運営会

会長・校長　赤松 章

〒861-3207

上益城郡御船町大字御船805

TEL096-282-0339 FAX096-282-0339

櫻井精技株式会社

代表取締役社長　櫻井 一郎

〒869-4613

八代市岡町谷川135番地

TEL0965-39-0911 FAX0965-39-0912

一般社団法人

熊本県建設業協会

会長　橋口 光徳

〒862-0976
熊本市中央区九品寺4丁目6-4

TEL366-5111 FAX363-1192
©2010熊本県くまモン＃K23771
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株式会社　愛光社

代表取締役　波佐間 英樹

〒860-0833

熊本市南区平成1丁目11-10

TEL352-5552 FAX359-7538

熊本ホテルキャッスル

私ども熊本ホテルキャッスルは、

お陰さまをもちまして熊本地震からの

復旧工事も３月末で完了し、

完全復活いたしました。

これまで同様のご愛顧を賜りますよう

お願い申し上げます。

住所　熊本市中央区城東町 4-2

電話　096-326-3311　　FAX　096-326-3324

代表取締役社長 斉藤　隆士

有限会社　熊本キカイ

代表取締役　上田 定幸
建設資材販売　修理

等　販売・修理
電動工具・攪拌機械
搬送・圧送機械
省力化機械
　　　　　その他何でもご相談下さい。

〒861-2102　熊本市東区沼山津３丁目1-19
TEL369-2763 FAX369-2165

K K

東京海上日動火災保険株式会社　代理店

東京海上日動あんしん生命保険株式会社　代理店

〒860-0083　熊本市北区大窪 2 丁目 8-20

Tel.096-276-8080　Fax.096-276-8081

株式会社　ドゥ！アシスト 〔提供代理店〕

上田　裕士上田　裕士
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◆オフィスの事はオオバにおまかせ下さい◆

熊本市南区流通団地１丁目５番熊本市南区流通団地１丁目５番

TEL（０９６）３７７－２８８２TEL（０９６）３７７－２８８２

FAX（０９６）３７７－２８７９FAX（０９６）３７７－２８７９

http://www.ohba-web.co.jp

『感謝・感動・感激』

“常にお客様の気持ちになれる企業を目指します”

　〒860-0823　　熊本市中央区世安町 73-1

　　　　　　　　株式会社センターリバー

　　　　　　　　　代表取締役　中川　晶雄

　　　　ＴＥＬ　096 （372） 2227　Ｆａｘ　096 （372） 2220

【熊本】 浜線店 ・ 清水店 ・ 石原店 ・ 下通店 ・ＪＲ店 ・ 弁当宅配

【福岡】 板付店 ・ ソラリアステージ店 ・ なん伝馬家 ・ 鹿児島店

株式会社ツチヤ工業

代表取締役社長　伊津見 和広

法面処理工事　専門業

〒861-8019

熊本市東区下南部1丁目71

TEL096-381-2602 FAX096-383-6158

労働保険事務組合

熊本県建設大工工事業協同組合熊友会

理事長　太田  守俊

〒860-0812

熊本市中央区南熊本3丁目8-16

TEL371-1423 FAX372-5990

株式会社 山一観光

代表取締役　吉冨　健一

〒862-0926 

熊本市中央区保田窪2丁目12-6 

TEL340-1111 FAX340-1256

熊本広告堂株式会社

代表取締役社長　古閑　伊知郎

〒860-0803

熊本市中央区新市街3-21　2階

TEL212-0555 FAX212-0505

株式会社 WILLGO
〒862-0975 熊本市中央区新屋敷3丁目12-20

TEL096-284-8282 FAX096-284-9229

代表取締役　村上 賀寿也

地元熊本の各企業様のご繁栄をソフトウェアサービ
スの観点から後押しできるよう精一杯尽力させてい
ただきます。
各企業様がこれまで蓄積されきた情報を分析・活用
し昨今のめまぐるしい時代の変化に柔軟に対応して
いけるようなソフトウェアのご提案をさせていただ
きます。
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日丸産業株式会社

代表取締役社長　笹原 博次

〒861-8038　熊本市東区長嶺東8丁目1番88号

TEL096-380-8711 　FAX096-389-1801

http://www.nichimaru.co.jp

E-mail:kumamoto@nichimaru.co.jp

株式会社 緒方建設工業
左官工事業 ・ 土木一式工事左官工事業 ・ 土木一式工事

代表取締役　荒木　新勝

〒861-1322

菊池市玉祥寺431番地1

TEL0968-24-0105 FAX0968-24-0138

株式会社　トップ
防 水 工 事 業防 水 工 事 業

代表取締役　村田　安利

〒861-8019

熊本市東区下南部3丁目4-110

TEL389-0558 FAX389-0158

株式会社 中村鉄筋工業

代表取締役　中村　隆

本社:〒862-0924　熊本市中央区帯山6丁目3-59
　　 TEL096-382-7405　FAX096-382-7231
益城工場：〒861-2234益城郡益城町大字古閑153−10
　　 TEL096-286-8660

食品・食品加工

正舟株式会社

代表取締役　小林　正博

〒861-2234

上益城郡益城町大字古閑366-4

TEL342-8717 FAX289-2530

株式会社　宮都 （旧株式会社サン商会）
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会員異動のお知らせ
熊本県畳工業組合（理事長交代）
　　旧理事長　北岡　幸弘　　　　　　新理事長　倉嵜　勝也
熊本県伝統建築連絡協議会（会長交代）
　　旧会　長　赤松　章　　　　　　　新会　長　河部　一光
退会のご案内　　　退会のご案内　　　熊本県和裁組合連合会　　（平成 29 年 4 月付）
　　　　　　　　　熊本県ものづくり工業会　（平成 29 年 8 月付）

新たに（一社）熊本県技能士会連合会の会員として加入された団体をご紹介いたします。新たに（一社）熊本県技能士会連合会の会員として加入された団体をご紹介いたします。
（賛助会員）　　○日丸産業株式会社　　　  代表取締役社長　　笹原　博次
　　　　　　　○株式会社三津野建設　　  代表取締役社長　　藤吉　一真
　　　　　　　○株式会社 WILLGO　　  　　代表取締役　　　　村上　賀寿也
　　　　　　　○工藤商会　　　　　　　  代表　　　　　　　工藤　良孝
　　　　　　　○株式会社ツチヤ工業　　  代表取締役社長　　伊津見　和広
　　　　　　　○株式会社センターリバー　代表取締役　　    中川　晶雄
              ○株式会社トップ　　　　　代表取締役　　　　村田　安利
  　○有限会社熊本キカイ　　　代表取締役　　　　上田　定幸
　　　　　　　○株式会社山一観光　　　　代表取締役　　　　吉冨　健一
　　　　　　　○株式会社宮都　　　　　　代表取締役　　　　山本　純一

　熊本地震から 1 年６か月、 復旧 ・ 復興の兆しも見えてまいり、 日常生活も落ち着きを取り戻しつつあり
ます。 これも各団体及び技能士の皆様方の日頃のご尽力によるものと思っています。
　また、 技能フェアの開催にあたっては、 各団体のご協力によって計画通り実施しているところであり、
これらの活動を通じ、 地域の皆様方に喜んでいただくとともに、 技能の重要性や技能士について、 広く
アピールすることができているものと思っています。 今後とも、 ご協力のほどよろしくお願い致します。 　
　この度も、 熊技連会報の作成にあたり、 ご協力いただきました会員の皆様並びに資料提供頂きました
西日本建設新聞社様、 誠に有り難うございました。
　終わりに、 各団体会員の皆様の、 今後ますますのご健勝とご活躍を祈念いたします。

編集後記

会員名 役職名 氏名 〒 事務局所在地 電話番号 FAX番号

1 (一社)熊本県建築協会 会長 岩 永 一 宏 862-0976
熊本市中央区九品寺4丁目6-4
熊本県建設会館4階

364-2122 364-2124

2 (一社)熊本県建築士事務所協会 会長 福 島 正 継 862-0976
熊本市中央区九品寺4丁目8-17
熊本県建設会館別館2階

371-2433 371-2450

3 株式会社愛光社 代表取締役 波佐間 英樹 860-0833 熊本市南区平成1丁目11-10 352-5552 359-7538

4 株式会社オオバ 代表取締役 大 庭 由 樹 862-0967 熊本市南区流通団地1-5 377-2882 377-2879

5 株式会社熊本ホテルキャッスル 代表取締役 斉 藤 隆 士 860-8565 熊本市中央区城東町4-2 326-3311 326-3324

6 ホテル日航熊本 代表取締役 川 﨑 博 860-8536 熊本市中央区上通2-1 211-1111 211-1102

7 ANAクラウンプラザホテル熊本ホテルニュースカイ 代表取締役 中村 比呂志 860-8575 熊本市中央区東阿弥陀寺町2 354-2111 322-7530

8 中央印刷紙工株式会社 代表取締役社長 藤 井 茂 樹 860-0041
熊本市中央区細工町1-51
スコーレビル2階（本社）

354-4191 354-4165

9 熊本広告堂株式会社 代表取締役社長 古閑 伊知郎 860-0803 熊本市中央区新市街3-21　2階 212-0555 212-0505

10 櫻井精技株式会社 代表取締役社長 櫻 井 一 郎 869-4613 八代市岡町谷川135番地
0965-39-
0911

0965-39-
0912

11 熊本電気鉄道株式会社 代表取締役社長 中 島 敬 髙 860-0862 熊本市中央区黒髪3丁目7-29 343-2526 346-9774

12 ニューオータニホテルズ　ザ・ニューホテル熊本 代表取締役社長 添 島 安 治 860-0047 熊本市西区春日1-13-1 326-1111 326-0800

13 日丸産業株式会社 代表取締役社長 笹 原 博 次 861-8038 熊本市東区長嶺東8-1-88 380-8711 389-1801

14 株式会社三津野建設 代表取締役社長 藤 吉 一 真 862-0910 熊本市東区健軍本町23番5号 369-1281 369-1257

15 株式会社WILLGO 代表取締役 村上 賀寿也 862-0975 熊本市中央区新屋敷3丁目12-20 284-8282 284-9229

16 工藤商会 代表 工 藤 良 孝 861-5525 熊本市北区徳王2丁目1-76 353-1014 325-5382

17 株式会社ツチヤ工業 代表取締役社長 伊津見 和広 861-8019 熊本市東区新南部1丁目71 381-2602 383-6158

18 株式会社センターリバー 代表取締役 中 川 晶 雄 860-0823 熊本市中央区世安町73-1 372-2227 372-2220

19 株式会社トップ 代表取締役 村 田 安 利 861-8028 熊本市東区新南部3丁目4番110号 389-0558 389-0158

20 有限会社熊本キカイ 代表取締役 上 田 定 幸 861-2102 熊本市東区沼山津３丁目1-19 369-2763 369-2165

21 株式会社山一観光 代表取締役 吉 冨 健 一 862-0926 熊本市中央区保田窪2丁目12-6 340-1111 340-1256

22 株式会社宮都 代表取締役 山 本 純 一 861-8043 熊本市東区戸島西1丁目11-18 331-1085 331-1086

【賛助会員　22】
一般社団法人熊本県技能士会連合会　賛助会員団体名簿
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【正会員　34】 一一般社団法人熊本県技能士会連合会　会員団体名簿 平成29年度

会員名 役職名 氏名 〒 事務局所在地 電話番号 FAX番号

1 熊本県建設大工工事業協同組合　熊友会 理事長 太 田 守 俊 860-0812 熊本市中央区南熊本3丁目8-16 371-1423 372-5990

2 熊本県建築組合連合会 会長 森 正 光 860-0812 熊本市中央区南熊本3丁目8-16 371-1423 372-5990

3 熊本県左官協同組合 理事長 荒 木 新 勝 860-0812 熊本市中央区南熊本3丁目8-16 364-6508 362-6567

4 熊本県建具木工協同組合 理事長 川 﨑 浩 861-8028
熊本市東区新南部2丁目4-17
サンライト新南部103号室

385-4466 385-4466

5 熊本県鉄筋工事業協同組合 理事長 中 村 隆 862-0924
熊本市中央区帯山6丁目3-59
中村鉄筋ビル内

382-4594 382-1080

6 熊本県塗装防水仕上業協同組合 理事長 木 下 顕 861-8046 熊本市東区石原1丁目2-8 389-7750 389-7760

7 熊本県鳶工業組合連合会 会長 丹 波 信 二 861-8035 熊本市東区新外4丁目3-2　㈱丹波建設内 368-4223 365-8220

8 熊本県板硝子商協同組合 理事長 三 原 宏 862-0970
熊本市中央区渡鹿6丁目10-5
㈲三原商店内

362-8126 362-8126

9 熊本県室内装飾事業協同組合 理事長 中 野 秀 喜 861-8046 熊本市東区石原1丁目11-11　3階 389-8810 389-8809

10 (一社)日本造園組合連合会　熊本県支部 支部長 吉 田 和 生 862-0945 熊本市東区画図町下無田1432-17　2階 234-6162 234-6163

11 熊本県畳工業組合 理事長 倉 嵜 勝 也 862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目41-5
千代田レジデンスビル201

385-5338 385-1931

12 熊本県板金工業組合 代表理事 松 本 健 二 861-8031 熊本市東区戸島町887-1 388-0666 389-5215

13 一般社団法人熊本県防水工事業協会 会長 村 田 安 利 860-0812 熊本市中央区南熊本3丁目8-16 373-8052 373-8053

14 熊本県熱絶縁工事組合 理事長 佐 藤 秀 和 862-0951
熊本市中央区上水前寺2丁目5-12
㈲山崎保温内

381-1935 381-1936

15 株式会社　ラ・モード 代表取締役 米 元 三 枝 861-0531 山鹿市中640-1
0968-44-
2231

0968-44-
2239

16 熊本県日本調理技能士会 会長 坂 本 廣 861-2234
上益城郡益城町大字古閑366-4
正舟㈱内2Ｆ

342-8717 289-2530

17 熊本県表具襖内装組合連合会 会長 矢 野 光 夫 862-0924 熊本市中央区帯山6丁目1-26 387-2951 234-7010

18 熊本県瓦工業組合 理事長 東 平 和 862-0812 熊本市中央区南熊本3丁目8-16 371-5883 371-3469

19 熊本県フラワー装飾技能士会 会長 早 田 京 子 862-0949
熊本市中央区国府1丁目18-54
オフィス・ハヤタ内

366-5912 366-5912

20 熊本県司厨士技能士会 会長 徳 永 功 860-0034 熊本市中央区米屋町3丁目27-1　203号 247-6192 247-6193

21 (社)全国建設室内工事業協会　熊本支部 支部長 森 澤 啓 陽 861-2244
上益城郡益城町寺迫1209-1
㈱日創建材内

286-1211 286-1255

22 熊本県菓子工業組合 理事長 堤 公 一 860-0072
熊本市西区花園1丁目25-1
熊本製粉㈱内

353-3956 352-8270

23 熊本県プラスチック工業会 会長 山 崎 孝 一 861-0303 山鹿市鹿本町高橋830　㈱コーシン内
0968-46-
5612

0968-46-
5615

24 熊本県パン協同組合 理事長 甲 斐 秀 和 861-1344 菊池市七城町蘇崎1365-5
0968-26-
4255

0968-26-
4257

25 (一社)熊本県洋菓子協会 会長 磯 崎 啓 介 860-0072
熊本市西区花園1丁目25-1
熊本製粉㈱内

322-7473 352-8270

26 熊本県管工事業組合連合会 会長 工 藤 光 明 862-0956 熊本市中央区水前寺公園16-40 383-0215 384-0744

27 熊本県建設専門工事業部会 会長 古 﨑 正 敏 861-8046 熊本市東区石原1丁目2-8 389-7750 389-7760

28 (一社)日本和裁士会熊本県支部 支部長 品 川 正 三 861-4172 熊本市南区御幸笛田2丁目9-28 379-0444 379-0324

29 熊本県伝統建築連絡協議会 会長 河 部 一 光 861-3207 上益城郡御船町御船805 282-7013 282-7013

30 有限会社　森脇工業 代表取締役 森 山 健 蔵 861-8046 熊本市東区石原1丁目2-82 389-3110 389-3011

31 株式会社　智建 代表取締役 松 本 智 志 862-0920 熊本市東区月出6丁目2-33 385-4656 385-4657

32 熊本県広告美術協同組合 理事長 坂 井 雅 博 862-0947
熊本市東区画図町重富567-1
熊本アド工業団地組合会館2階

370-5591 370-5592

33 職業訓練法人　熊本市職業訓練協会 会長 笹 原 博 次 860-0812 熊本市中央区南熊本3丁目8-16 366-2384 372-8975

34 職業訓練法人　熊本市職業訓練センター 統括事務局長 矢 ヶ部 良一 860-0072 熊本市西区花園7丁目19-10 325-6947 325-9503

事務局　　　事務局長　村嶋　隆徳 ・ 鍬田公正 ・ 米村　賢 ・ 喰田邦代
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