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　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、日頃より当協会の事業へのご理解とご協力を賜り、心よりお礼申し
上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症は国内での感染確認からまもなく２年に
なろうとしておりますが、未だ終息に至らず、地域経済や市民生活への影響
が続いております。感染への懸念をはじめ、日常の業務や生活の上で長期に
わたる制約とストレス、及び経済生活などに対する不安がまん延しているこ
とを考えると一刻も早く終息に向かうことを願ってやみません。
　こうした中、昨年は、１年延期された東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会が開催されました。コロナ禍での異例の開催ではありましたが、
式典や競技運営、関係者への接遇などを通じて、日本人のホスピタリティ、
日本の伝統や文化の魅力などが、広く世界に発信されました。改めて、日本
の強みとして認識した次第です。
　日本の津々浦々で、「ものづくり」「地域の産業」を支えている「技能」も
また、日本の大きな強みであろうと考えます。「技能」を巡っては。担い手
の減少などの課題がありますが、「ものづくりやサービスに係わる技能」「そ
れに携わる人」を大事にし、尊敬する社会、文化を醸成していくことが大事
であります。
　当協会としましても、引き続き、技能検定の適正な実施、ニーズに応じた
各種能力開発研修の開催など技能の振興や人材育成に関する諸事業に積極的
に取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上
げます。
　結びに、皆様にとって、この一年がよい年となりますことを心よりご祈念
いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　技能士会会員の皆さまには、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
　また、皆さまには、日頃から当連合会が行います諸事業へのご協力を賜り、
会の発展にご尽力いただいております。この場をお借りして心より感謝申し
上げます。
　一昨年来の新型コロナウイルスの感染拡大により、本会の会務、実施事業
につきましても、計画したものが中止や大幅な見直しを余儀なくされるなど
大きな影響を受けております。
　本年も、新種の変異ウイルスの感染拡大の懸念があり、日常生活の制約や
社会活動の先行きなどが見通せず、不安を拭えない現状であります。
　こうした状況下にありながら、各技能士会並びに技能士の皆様は、たゆま
ぬ努力、工夫の取り組みにより活動を継続し、進められてこられました。深
く敬意を表します。
　地域における質の高い技能者・人材の確保の基礎となる「技能水準の向上」
「後進技能者の育成」は一朝一夕にはかなわないものであります。引き続き
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会　長

長　瀬　裕　一
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の取り組み、ご尽力をいただきますようお願いいたします。
　また個々の技能士の皆さんが、ものづくりやサービスの提供の現場で広く
活躍することが、技能士の社会的地位向上に繋がると考えます。
　私ども、群馬県技能士会連合会は、その一助となるべく、本年も各事業を
推し進めてまいりますので、引き続き皆さまのご理解、ご協力をお願い申し
上げます。
　結びに、新しい年が皆さまにとって健康で幸多い年となりますよう心から
ご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　群馬県職業能力開発協会及び群馬県技能士会連合会の皆さまには、心新た
に輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　昨年は、感染症から県民の皆さまの命と健康を守るため、保健所や医療提
供体制の強化をはじめ、県営大規模ワクチン接種センターをいち早く立ち上
げ、各市町村とも連携し全国トップクラスのスピードでワクチン接種を進め
るなど、さまざまな対策に全力で取り組んでまいりました。
　また、全国に先駆けて「ぐんまワクチン手帳」を活用した県内の旅行促進
策「愛郷ぐんまプロジェクト」や飲食店等への応援のためのプレミアム食事
券を販売するなど、地域経済の早期回復に向けた対策にもスピード感を持っ
て対応してきました。
　コロナ対策は長期戦となります。引き続き、県民ならびに事業者の皆さま
のご理解とご協力をいただき、力を合わせ、感染防止と地域経済を回してい
くという、この２つを両立できるよう、油断することなく、しっかりと取り
組んでいきたいと思っています。
　本年は、新・総合計画ビジョンで掲げた20年後の本県が目指す姿「すべて
の県民が、自ら思い描く人生を生き、幸福を実感できる社会」を実現するた
めの取り組みをさらに加速させ、新たなチャレンジの年にしていきたいと考
えています。ビジョンでは、本県の土壌や伝統文化をデジタル技術と融合さ
せ、新たな価値や魅力を創出していくことを目標としています。
　新たな時代を切り拓く「始動人」を育成し、群馬ならではの新しい学びを
推進する教育イノベーション、災害やパンデミックに強い群馬の構築に注力
していきます。また、スポーツや文化芸術による地域振興、地域資源を生か
した観光、ぐんま暮らしのブランド化や外国籍の県民の皆さまとの共生・共
創などさまざまな課題に取り組みます。さらには、県民の皆さまの利便性を
高め、地域が直面している問題を解決するため、デジタル化の取り組みを加
速化していきます。
　本県の強みであるものづくり産業の持続的な発展に向けて、時代の流れに
対応した人材育成を推進するとともに、現場で培った技能を有する皆様が活
躍できるような環境づくりを進めていきますので、引き続きお力添えを賜り
ますようお願い致します。
　今後も、県民の皆さまの命と健康、暮らし、経済を守ると同時に、心豊か
な生活によって誇りと幸福感を持てるよう全力疾走で取り組んでまいりま
す。
　新しい年が、皆さまにとって、実り多き素晴らしい１年となりますよう、
心からお祈り申し上げます。

群馬県知事
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令和３年度  秋の表彰の栄誉に輝いた方々
onoronorHH

【卓越した技能者】（現代の名工）

【国の表彰】叙勲・褒章 【県の表彰】
（注）群馬県職業能力開発協会、（一社）群馬県技能士会連合会に係る方のみを掲載させていただきました。

〈黄綬褒章〉
大木　誠一
（前橋市）

◦�ルネサスセミコンダクタマニュ
ファクチュアリング㈱高崎工場
　�製造部ウエハ製作第２課チーフ
リーダ
◦�元電子機器組立て作業技能検定
委員

〈瑞宝単光章〉
【技能検定功労】

㈲森自動車代表取締役
森　　祐二
（高崎市）

◦曲げ板金作業技能検定委員

〈群馬県功労者〉
【農　業】

群馬県農業機械商業協同組合理事長
木村　英男
（高崎市）

◦農業機械整備技能検定委員　
◦群馬県職業能力開発協会理事　
◦群馬県農業機械整備技能士会長

　卓越した技能者（現代の名工）表彰制度は、卓越した技能を持ち、その道で第一人者として目されて
いる技能者を表彰するものです。この制度は、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目
標を示し、技能者の地位と技能水準の向上を図ること、また、技能者の模範として、将来を担う優秀な
技能者の確保・育成を進め、優れた技能を次世代に承継していくことを目的としています。

〈表彰受賞者の技能功績概要〉

根岸　憲一 氏 （植木職）

　中学を卒業後から60年にわたり造園業に携
わってきた。
　当初は周りに負けまいと団地・公園の整備、
街路樹の植栽など、多岐にわたる業務を必死に
覚えた。
　「お天道さまにはかないっこない」を持論と
し、自然の摂理に逆らわず、地形や気候、その
土地の気配を肌で感じながら施主の希望にでき
る限り近づけていくのが信条であり、施主の喜
ぶ様子にやりがいを感じる。
　伝統的な竹垣製作や施工現場の気候風土に合
わせた庭園の剪定整枝を得意とし、その高い技
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術を活かして国指定重要文化財「臨光閣」の竹垣修復作業に携わるなどしている。
　また、前橋高等職業訓練校の校長として訓練生への指導を行うほか、厚生労働省認定ものづくりマイ
スターとして県内の高校生への指導を行うなど、後進の育成にも尽力している。
　「良い先輩や仲間に恵まれ、仲間に負けまいと勉強したことが今につながりました。これからもっと
一生懸命勉強して、植物という「生き物」を扱う仕事の面白みを追求したいと思います。」と語る。

　「群馬県職業能力開発促進大会」が、11月26日（金）に前橋市の群馬会館で開催されました。促進大
会は、11月の「人材開発促進月間」にあわせ、県内の職業訓練及び技能検定、技能振興等の職業能力開
発に関する功労者や優れた技能者等を表彰、紹介することにより、職業能力の開発及び向上に資するこ
とを目的とし、今年度も多くの方が表彰されました。
　また、国、中央職業能力開発協会並びに（一社）全国技能士会連合会から表彰を受けた方々に表彰状
の伝達が行われました。
　あわせて、第59回技能五輪全国大会・第41回全国障害者技能競技大会出場選手壮行会も行われ、技能
五輪全国大会に出場する14職種23名、全国障害者技能競技大会に出場する４職種４名に対し、激励が行
われました。
　主催者側は、群馬県から宇留賀副知事、鬼形産業経済部長、群馬県職業能力開発協会から長瀬会長、
小林副会長、小松副会長、（一社）群馬県技能士会連合会から長谷川会長、開副会長、萩原副会長が出
席しました。
　なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、規模を縮小して開催したため、来賓の
方々のご臨席はとりやめさせていただきました。また、技能競技大会入賞者につきましても、ご出席を
とりやめさせていただきました。

群馬県職業能力開発促進大会開催される
onventiononventionCC
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１．群馬県知事表彰

⑴　群馬県優秀技能者表彰（ぐんまの名工）（表彰状：33名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

沢田　佳和 造園 ㈱赤松園
中嶋　義則 造園 ㈲阪東園
野口　光明 造園 ㈱群馬清風園
石井　角栄 鍛造（ハンマ型鍛造作業） 理研鍛造㈱
大塚　伸介 機械加工（マシニングセンタ作業） ㈱明電舎太田事業所
関根　貴史 機械加工（マシニングセンタ作業） 小倉クラッチ㈱
栗原　規光 機械保全（機械系保全作業） ㈱浅野
油科　正雄 金属プレス加工 ㈱ミツバ
中村　光一 建築板金（内外装板金作業） ㈱ルーフ
高山　和彦 工場板金（機械板金作業） OKI富岡マニュファクチャリング㈱
谷口　朋久 仕上げ（機械組立仕上げ作業） ㈱IHIエアロスペース
清野　　諭 機械検査 ㈱IHIエアロスペース
中島　正尚 電子回路接続 OKI富岡マニュファクチャリング㈱
落合　勇太 電気機器組立て（回転電機組立て作業） ㈱明電舎太田事業所
栁田　　敦 電気機器組立て（回転電機巻線製作作業） ㈱明電舎太田事業所
山中　勇樹 電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業） 明電機電工業㈱
新井　幹夫 農業機械整備 三菱農機販売㈱群馬支店
石原　　忠 建具製作（木製建具手加工作業） ㈲石原木工
遠藤　友二 プラスチック成形（射出成形作業） ㈱ケプラス
定方　　一 建築大工 ㈲定方建設
塩野　富弘 かわらぶき ㈱塩野瓦店
四杉　和也 とび ㈱四杉組
新井　光男 とび ㈲新井工業
長谷川　彰利 左官 ㈲長谷川左官工業
湯田　宗一 ブロック建築 湯田興業
柴﨑　浩一 タイル張り 柴崎タイル
長井　雅弥 内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業） ㈱ダンクバンズ
緑埜　　城 内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業） インテリア三殿城
櫻井　志郎 塗装（建築塗装作業） ㈱サクライ塗装
堀越　昌也 塗装（建築塗装作業） ㈲堀越塗装
富田　康之 路面標示施工（溶融ペイントハンドマーカー工事作業） 新日東㈱
恩田　雅弘 調理（日本料理調理作業） （学）山崎学園
齋藤　季之 ビール醸造 月夜野クラフトビール㈱

⑵　群馬県若年優秀技能者表彰（ぐんま明日の名工）（表彰状：５名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

永嶋　淳巳 仕上げ（金型仕上げ作業） ㈱ミツバ
富澤　和隆 建具製作（木製建具手加工作業） 富沢建具店
本橋　淳也 左官 野村左官店
関井　光枝 機械・プラント製図（機械製図CAD作業） SUBARUテクノ㈱群馬事業所
原澤　智幸 工芸ガラス製作 上越クリスタル硝子㈱
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⑶　群馬県認定職業訓練功労者（感謝状：５名）⑶　群馬県認定職業訓練功労者（感謝状：５名）
氏　　名 所属事業所又は認定訓練団体

田村　幸一 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
林　　敏市 太田地区職業訓練協議会
多々木　英男 館林地区職業訓練運営会
高橋　　卓 （公社）全国食肉学校
増山　　譲 ㈱ミツバ認定高等職業訓練校

⑷　群馬県技能検定功労者（感謝状：８名）⑷　群馬県技能検定功労者（感謝状：８名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

嶋宮　英一 機械加工・機械検査・仕上げ 群馬県職業能力開発協会
和田　隆正 機械加工 ㈱IHIエアロスペース富岡事業所
岡田　齢裕 工場板金（機械板金作業） ㈱太田治工
武藤　澄雄 めっき・アルミニウム陽極酸化処理 ㈱三和鍍金
清水　芳幸 ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業） ㈱秋葉ダイカスト工業所
石田　賢司 タイル張り 石田タイル工業
大根原　章友 鉄筋施工 ㈱プロアーキ
川端　智治 防水施工（改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業） ㈱ベステック

⑸　群馬県認定職業訓練優良事業所（表彰状：１事業所）⑸　群馬県認定職業訓練優良事業所（表彰状：１事業所）
事業所

㈱山岸製作所

⑹　群馬県技能検定優良事業所・団体（表彰状：２事業所１団体）⑹　群馬県技能検定優良事業所・団体（表彰状：２事業所１団体）
事業所・団体

群馬合金㈱
東日本ダイカスト工業㈱
群馬県鐵構業協同組合

⑺　群馬県技能振興優良事業所（表彰状：１事業所）⑺　群馬県技能振興優良事業所（表彰状：１事業所）
事業所

㈱関電工　北関東・北信越営業本部群馬支店
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２．群馬県職業能力開発協会長表彰

⑴　認定職業訓練功労者（感謝状：２名）
氏　　名 事業所又は認定訓練団体

中村　俊雅 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
小倉　正志 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会

⑵　優良職業訓練指導員等（感謝状：９名）
氏　　名 事業所又は認定訓練団体

齊藤　政雄 （職）前橋職業訓練協会
川島　　修 （職）前橋職業訓練協会
松島　康人 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
渡辺　正明 （職）渋川職業訓練協会
大野　泰寛 太田地区職業訓練協議会
赤石　　純 富岡地区職業訓練運営会
澤村　竜樹 （公社）全国食肉学校
齋藤　　茂 ㈱ミツバ認定高等職業訓練校
鶴田　良弘 ㈱山田製作所

⑶　技能検定委員（表彰状：14名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

君島　静次 造園 群馬県造園技能検定協力会〔㈲君島造園〕
吉田　幸夫 鍛造 ㈱イチタン
山口　仁一 機械検査 日本電産サーボ㈱
石原　　隆 機械検査 日立Astemo㈱群馬工場
横内　広和 電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業） 大洋電機㈱群馬事業所
樺澤　達也 電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業） 群馬県配電盤工業会〔三高電機㈱〕
木村　英男 農業機械整備 群馬県農業機械商業協同組合
杉浦　芳郎 紙器・段ボール箱製造（印刷箱打抜き作業） 群馬県紙器・段ボール箱工業組合〔杉浦紙工㈱〕
清水　康一 左官 群馬県左官工業協同組合〔㈲清水〕
金子　将也 防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔㈲松村工業〕
古山　政樹 防水施工（シーリング防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔㈲共栄シール工業〕
山中　伸壽 ガラス施工 群馬県ガラス・サッシ組合連合会（カズサヤ硝子）
岡田　陽二 ガラス施工 群馬県ガラス・サッシ組合連合会（岡田サッシ店）
髙橋　賢一 金属材料試験 大同特殊鋼㈱渋川工場

⑷　技能振興功労事業所・団体（感謝状：３事業所２団体）
事業所・団体

群馬県鍍金工業組合
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校
日本プラスト㈱伊勢崎工場
㈱山梅
群馬県造園技能士会
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⑸　役職員表彰（表彰状：２名）
氏　　　名

立川　吉宏
杉浦　美由貴

３．（一社）群馬県技能士会連合会長表彰

⑴　技能士会功労者（表彰状：11名）
氏　　名 所　　　属

中川　勝弘 群馬県鳶工業技能士会
大手　　豊 群馬県鳶工業技能士会
市川　　巌 ㈱ミツバ技能士会
鳥島　秀夫 ㈱ミツバ技能士会
木暮　拓矢 群馬県建築塗装技能士会
牛房　健次 群馬県建築板金技能士会
治田　安広 群馬県室内装飾事業協同組合技能士会
新井　弘樹 群馬県室内装飾事業協同組合技能士会
桒原　卓也 群馬県印章彫刻技能士会
大川　恭史 群馬県配管技能士会
安部　輝久 群馬県熱絶縁施工技能士会

４．令和３年度　卓越した技能者（現代の名工）表彰被表彰者（１名）
氏　　名 職　　種 所　　　属

根岸　憲一 植木職 根岸園芸

５．令和３年度　厚生労働大臣表彰被表彰者

⑴　認定職業訓練関係功労者（１名）
氏　　名 所　　　属

牧野　敏雄 （職）桐生職業訓練協会

⑵　技能検定関係事業所・団体（１事業所・１団体）
団体・事業所

富士機械㈱
群馬県表具内装組合連合会

⑶　技能検定関係功労者（２名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

武田　　久 建設機械整備 ㈱見城工務店
小倉　喜八郎 配管 小倉設備興業㈱
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⑷　技能振興関係団体（１団体）
団　　　体

群馬県建具家具技能士会

６．令和３年度　中央職業能力開発協会長表彰被表彰者

⑴　職業能力開発事業功労事業所（１事業所）
事　業　所

㈱ヤマト

⑵　職業能力開発事業功労者（１名）
氏　　名 所　　　属

川口　昌啓 （職）高崎自動車職業能力開発協会

⑶　都道府県技能検定委員（２名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

小澤　　博 機械・プラント製図 ㈱SUBARU群馬製作所
吉田　春江 フラワー装飾 吉田フラワーデザインスタジオ

７．令和３年度　（一社）全国技能士会連合会長表彰被表彰者（５名）
氏　　名 団体・事業所

小山　一也 群馬県紙器ダンボール箱技能士会
土橋　浩二 群馬県熱絶縁施工技能士会
阿久津　秀 群馬県印章彫刻技能士会
柿沼　一郎 群馬県タイル技能士会
小豆畑　征勝 群馬県プラスチック成形技能士会

８．令和３年度　全技連マイスター認定者（５名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

町田　暁仁 印章彫刻 群馬県印章彫刻技能士会
緑埜　　城 内装仕上げ施工 群馬県室内装飾事業協同組合技能士会
鍋谷　由紀一 建具製作 群馬県建具家具技能士会
阿久澤　政幸 左官 群馬県左官技能士会
後藤　重成 建築大工 群馬県建築大工技能士会
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参考　⑴ 令和２年度後期・３年度前期　群馬県技能競技大会

ア　令和２年度後期技能競技大会入賞者（賞状：89名）
等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所
特級 特級プラスチック成形 銅賞 高木　　司 ㈱オガミ 千代田町

１　
　
　
　
　

級

（ハンマ型鍛造作業） 金賞 桐渕　寿人 日亜鍛工㈱ 高崎市
（ダクト板金作業） 銅賞 田部井　良亮 ㈲田部井板金工業 前橋市
（機械板金作業） 銅賞 森　　智貴 沖電気工業㈱富岡工場 甘楽町
（数値制御タレットパンチプレス板金作業） 金賞 森　未智也 イーケーエレベータ㈱ 高崎市
（プリント配線板設計作業） 銅賞 佐藤　好弘 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 伊勢崎市
空気圧装置組立て 金賞 福田　翔悟 岩瀬産業㈱前橋機工営業所 前橋市
冷凍空気調和機器施工 金賞 細井　克記 ㈲和光冷熱 伊勢崎市

（印刷箱打抜き作業） 金賞 高桑　秀典 日本包装システム㈱ 前橋市
（射出成形作業） 銅賞 妹尾　耕造 三恵技研工業㈱ 伊勢崎市
（洋菓子製造作業） 銅賞 神戸　夏紀 ㈱高崎カレーム 高崎市
左官 銅賞 松井　恒人 松井左官店 沼田市
ブロック建築 金賞 森尻　政仁 ㈲森尻ブロック工業 明和町

（建築配管作業） 銅賞 菅野　竜矢 ㈱菅野設備 沼田市
（建築配管作業） 銅賞 佐藤　洋平 ㈲佐藤設備 渋川市
型枠施工 金賞 前田　章浩 ㈱ちとせ工業 前橋市

（鉄筋施工図作成作業） 銀賞 阿部　　彰 ㈲阿部鉄筋工業所 みなかみ町
（鉄筋組立て作業） 銀賞 岡田　賢祐 ㈱大和工業 伊勢崎市
電気製図 銀賞 濱中　比呂武 ㈱因幡電機製作所 伊勢崎市

単
一
等
級

電子回路接続 銅賞 永井　　隆 ㈱ナカヨ群馬工場 高崎市
エーエルシーパネル施工 金賞 冨澤　裕一 冨澤工業 前橋市

２　
　
　
　
　

級

造園 金賞 小池　範明 ㈱畑中造園 太田市
造園 銀賞 古我知　竜司 ㈱深澤造園 太田市

（ハンマ型鍛造作業） 銀賞 定形　颯真 理研鍛造㈱ 前橋市
（フライス盤作業） 金賞 辻口　貴大 ㈱ユー・コーポレーション 安中市
（機械板金作業） 金賞 藤井　魁星 沖電気工業㈱富岡工場 安中市
機械検査 銀賞 宮澤　祐希 高崎産業技術専門校 藤岡市
機械検査 銀賞 熊谷　和樹 日野自動車㈱新田工場 太田市
機械検査 銅賞 齊藤　祥真 ㈱小久保精密 （栃）足利市
機械検査 銅賞 小島　邦彦 ㈱山田製作所 桐生市
自動販売機調整 銅賞 濱田　悠貴也 ㈱ユニオントラスト 前橋市
空気圧装置組立て 金賞 大辻　裕絵 トラスコ中山㈱ 高崎市
空気圧装置組立て 銀賞 木﨑　知佑 トラスコ中山㈱ 伊勢崎市
冷凍空気調和機器施工 金賞 松井　翔太 細谷工業㈱ 高崎市

（射出成形作業） 銅賞 久保田　将尚 東邦工業㈱ 高崎市
パン製造 金賞 星野　由美子 ㈱スタイルブレッド みどり市
ブロック建築 銅賞 仁川　貴昭 ㈲ニカワ外柵 高崎市

（建築配管作業） 銅賞 西野目　隼希 ㈱ＴＳトーカイ 太田市
型枠施工 金賞 関口　泰聖 ㈲共同技建 伊勢崎市

（鉄筋組立て作業） 銅賞 篠﨑　淑杜 ㈱斎藤鉄筋工業 （栃）佐野市
コンクリート圧送施工 金賞 宮　　　翔 武谷コンクリートサービス㈱ 玉村町
ガラス施工 銅賞 堂前　健一 ㈲内山ガラス 大泉町

（機械製図手書き作業） 金賞 篠原　有輝 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 邑楽町
（機械製図手書き作業） 銀賞 聶　　継来 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 太田市
（機械製図CAD作業） 金賞 中村　光希 ㈱ウエノテクニカ 桐生市
（機械製図CAD作業） 銀賞 鏡　　拓真 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（機械製図CAD作業） 銀賞 井方　　悠 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 太田市
電気製図 金賞 萩原　崇貴 クシダ工業㈱八幡製作所 前橋市

３　
　

級

造園 銀賞 吉野　裕介 ㈱山梅 太田市
造園 銀賞 櫻井　晴奈 藤岡北高等学校 藤岡市

（普通旋盤作業） 金賞 下田　孝樹 前橋工業高等学校 前橋市
（普通旋盤作業） 銀賞 金田　早翔 前橋工業高等学校 高崎市
（普通旋盤作業） 銀賞 浅野　颯斗 太田産業技術専門校 邑楽町
（普通旋盤作業） 銅賞 武政　篤司 ㈱浅野 伊勢崎市
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等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

３　
　
　
　
　
　
　
　

級

（数値制御旋盤作業） 金賞 猿谷　天都 高崎産業技術専門校 高崎市
（数値制御旋盤作業） 銀賞 宮澤　祐希 高崎産業技術専門校 藤岡市
機械検査 金賞 浅野　颯斗 太田産業技術専門校 邑楽町
機械検査 金賞 両角　翔太 太田産業技術専門校 （埼）本庄市
機械検査 金賞 藁科　　毅 太田産業技術専門校 みどり市
機械検査 金賞 佐藤　　愛 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
機械検査 金賞 飯塚　亮汰 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
機械検査 金賞 江﨑　　誠 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
機械検査 金賞 小田　将太郎 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
機械検査 金賞 石井　大和 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
機械検査 金賞 椛澤　冠太 前橋産業技術専門校 前橋市
機械検査 金賞 森　　英雄 前橋産業技術専門校 伊勢崎市

（配電盤・制御盤組立て作業） 銀賞 佐藤　湧樹 ㈱チノー 高崎市
（家具手加工作業） 銀賞 海野　みなみ 高崎工業高等学校 藤岡市
（射出成形作業） 金賞 三浦　佑太 マックス㈱玉村工場 藤岡市
建築大工 金賞 荻原　和也 前橋工業高等学校 みどり市
建築大工 銀賞 森　　雄哉 前橋工業高等学校 伊勢崎市
建築大工 銀賞 小山　柚姫 桐生工業高等学校 桐生市
ブロック建築 金賞 阿久澤　智貴 高崎産業技術専門校 前橋市
ブロック建築 銀賞 大竹　沙季 高崎産業技術専門校 伊勢崎市

（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 佐々木　瑛智 前橋産業技術専門校 高崎市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 平澤　瑠優 前橋産業技術専門校 吉岡町
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 丸山　　涼 前橋産業技術専門校 吉岡町
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 星野　日香理 前橋産業技術専門校 榛東村
（機械製図手書き作業） 銀賞 内田　大翔 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 太田市
（機械製図CAD作業） 銅賞 丸山　　涼 前橋産業技術専門校 吉岡町
（機械製図CAD作業） 銅賞 佐々木　瑛智 前橋産業技術専門校 高崎市
舞台機構調整 銀賞 金澤　優斗 アーツサウンドビジュアル専門学校 前橋市
フラワー装飾 銅賞 中村　祐子 勢多農林高等学校 前橋市

技
能
五
輪

（プラスチック成形用金型製作作業） 金賞 草野　修吾 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
冷凍空気調和機器施工 金賞 中嶋　武尊 ㈱ヤマト 高崎市
建築大工 金賞 小山　楓太 BCロブホームズ 安中市

（建築配管作業） 金賞 石田　修大 ㈱ヤマト 高崎市
（機械製図CAD作業） 金賞 井岡　大晴 ㈱ウエノテクニカ 前橋市
電工五輪 金賞 吉田　梓恩 ㈱関電工群馬支店 （茨）牛久市

イ　令和３年度前期技能競技大会入賞者（賞状：127名）
等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

１　
　
　
　
　

級

（数値制御旋盤作業） 銀賞 滝澤　大樹 ㈱ナカジマ 前橋市
（フライス盤作業） 銀賞 須田　浩太 パナソニックライフソリューションズ朝日㈱ 前橋市
（マシニングセンタ作業） 金賞 佐藤　　翔 日野自動車㈱新田工場 伊勢崎市
（マシニングセンタ作業） 銀賞 木村　岳太 ㈱吉田鉄工所 伊勢崎市
金属プレス加工 銀賞 関谷　　智 ㈱ミツバ 桐生市

（打出し板金作業） 金賞 大野　諒雅 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（機械組立仕上げ作業） 銀賞 片岡　拓也 ㈱IHIエアロスペース 高崎市
（コールドチャンバダイカスト作業） 金賞 林　　　亮 ㈱秋葉ダイカスト工業所 高崎市
（配電盤・制御盤組立て作業） 金賞 清水　奈津美 ㈱関口電機製作所 高崎市
産業車両整備 金賞 石井　裕弥 北関東ニチユ㈱伊勢崎支店 伊勢崎市
産業車両整備 金賞 堀越　元流 トヨタＬ＆Ｆ群馬㈱太田営業所 （埼）熊谷市
建設機械整備 金賞 下村　浩武 日立建機日本㈱ 沼田市

（射出成形作業） 銀賞 瀬尾　憲明 JEJアステージ㈱ 前橋市
（射出成形作業） 銅賞 中村　大希 ㈱モリシタ みどり市
（真空成形作業） 銅賞 齋藤　健太 ㈱アプリス 渋川市
とび 金賞 福井　　涼 福井工業 中之条町
とび 銀賞 中島　直樹 ㈲島村工務店 東吾妻町
とび 銀賞 今井　　瞭 ㈱鳶利 伊勢崎市
とび 銅賞 鹿野　博幸 鹿野建設㈱ 中之条町
タイル張り 銀賞 諸星　陵志 ㈲諸星タイル工業所 藤岡市
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等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

１　
　
　
　

級

（アクリルゴム系塗膜防水工事作業） 銀賞 山﨑　信悟 ㈱吉沢防水 藤岡市
（セメント系防水工事作業） 銅賞 髙橋　明広 ㈱群馬建水 （埼）上里町
（シーリング防水工事作業） 金賞 田村　直也 ㈲田村シーリング工業 富岡市
（改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業） 金賞 石田　伸一 ㈱フルイチ 伊勢崎市
（カーペット系床仕上げ工事作業） 銀賞 宮田　隆弘 ㈲インテリアみやた 太田市
（鋼製下地工事作業） 金賞 長島　慶太 ㈱エイト （栃）足利市
（化粧フィルム工事作業） 銅賞 原口　公一 インテリアミズサワ㈱ 前橋市
（保温保冷工事作業） 金賞 三浦　慎也 ㈱インサレイションテクノロジー 安中市
（建築塗装作業） 金賞 加藤　元気 品川塗装㈱ 前橋市
（金属塗装作業） 金賞 石関　　学 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銀賞 熊谷　　建 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銅賞 宮澤　　航 明電機電工業㈱ （埼）羽生市
（金属塗装作業） 銅賞 倉兼　　匠 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市

単一等級 路面標示施工 銅賞 中澤　隼輝 富士技工㈱ 前橋市

２　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

級

造園 銀賞 塚越　昌宏 ㈲川島植物園 館林市
（鋳鉄鋳物鋳造作業） 銅賞 小島　悠理 ㈱キリウ みどり市
（一般熱処理作業） 金賞 金子　雄一 大同特殊鋼㈱渋川工場 渋川市
（一般熱処理作業） 銀賞 藤井　錦好 大同特殊鋼㈱渋川工場 渋川市
（一般熱処理作業） 銀賞 藤田　修久 アジア熱処理技研㈱ 伊勢崎市
（浸炭･浸炭窒化･窒化処理作業） 銅賞 大貫　勝吉 日野自動車㈱新田工場 太田市
（高周波･炎熱処理作業） 銀賞 藥師寺　弘明 ＮＳＫステアリングシステムズ㈱ 高崎市
（成形・再圧縮作業） 銀賞 黒川　儀孝 ㈱山田製作所伊勢崎事業部 前橋市
（普通旋盤作業） 金賞 坂井　武人 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（普通旋盤作業） 銀賞 五十嵐　剛木 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（数値制御旋盤作業） 金賞 天笠　稜平 ㈱山岸製作所八幡工場 前橋市
（数値制御フライス盤作業） 金賞 菅野　尚也 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（平面研削盤作業） 銅賞 茂原　宇志 ㈱ビット 甘楽町
（ホブ盤作業） 金賞 岡村　貴也 ㈱シンコウギヤー 館林市
（マシニングセンタ作業） 金賞 田村　晃将 三幸機械㈱ 前橋市
（マシニングセンタ作業） 銀賞 加部　紗里奈 ㈱ユー・コーポレーション 富岡市
（マシニングセンタ作業） 銀賞 青木　大樹 ㈱吉田鉄工所 前橋市
（ワイヤ放電加工作業） 銀賞 安藤　和真 ㈱ヨコオ 富岡市
金属プレス加工 金賞 YZUMI GOMEZ KENJI JULIO CESAR ㈱北斗 太田市
金属プレス加工 銀賞 茂木　涼也 ㈱ミツバ みどり市

（製缶作業） 銅賞 橋本　峻輔 日新電機㈱前橋製作所 藤岡市
（構造物鉄工作業） 金賞 竹内　　徹 ㈱須田鉄工所　吉岡工場 吉岡町
（内外装板金作業） 金賞 木暮　拓称 ㈲木暮板金工業 高崎市
（曲げ板金作業） 銀賞 前田　智史 ㈱SUBARU群馬製作所 （栃）足利市
（曲げ板金作業） 銀賞 高橋　遼磨 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（曲げ板金作業） 銅賞 中川　志人 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（曲げ板金作業） 銅賞 冨樫　勇人 ㈱SUBARU群馬製作所 （埼）深谷市
（打出し板金作業） 金賞 小川　力哉 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（打出し板金作業） 銀賞 島田　真太朗 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（治工具仕上げ作業） 銅賞 栗原　颯大 ㈱ミツバ 桐生市
（機械組立仕上げ作業） 金賞 松永　良太 ㈱IHIエアロスペース 高崎市
（機械組立仕上げ作業） 銀賞 神戸　優弥 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
（工作機械用切削工具研削作業） 金賞 柏木　泰輔 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（コールドチャンバダイカスト作業） 金賞 馬場　　誠 ㈱山田製作所伊勢崎事業部 みどり市
（コールドチャンバダイカスト作業） 銀賞 鹿沼　博文 群馬合金㈱ 伊勢崎市
電子機器組立て 金賞 西田　峻也 ㈱IHIエアロスペース 富岡市

（配電盤・制御盤組立て作業） 金賞 吉井　正樹 大洋電機㈱群馬事業所 高崎市
（配電盤・制御盤組立て作業） 銀賞 久保　貴則 大洋電機㈱群馬事業所 桐生市
産業車両整備 金賞 菅生　祥平 北関東ＴＣＭ㈱前橋営業所 明和町
産業車両整備 金賞 渡邉　旺一郎 トヨタＬ&Ｆ群馬㈱太田営業所 太田市
産業車両整備 金賞 奈佐　貴幸 トヨタL&F群馬㈱本社 玉村町
建設機械整備 金賞 飯沼　和也 ㈱カナモト 高崎市
建設機械整備 銀賞 佐藤　聖希 日立建機㈱前橋営業所 安中市

（射出成形作業） 銅賞 小林　智紀 ㈱吉野工業所群馬工場 藤岡市
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等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

２　
　
　
　

級

（真空成形作業） 銀賞 澤口　　聡 リスパック㈱関東事業所 伊勢崎市
（真空成形作業） 銀賞 松井　　清 リスパック㈱関東事業所 みどり市
とび 銀賞 田中　　裕 ㈱松村組 伊勢崎市
左官 銅賞 角田　一敏 ㈲角田工業 沼田市

（金属塗装作業） 金賞 三澄　弘聖 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銀賞 押川　るか ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銅賞 山之上　尚貴 ㈱SUBARU群馬製作所 （埼）熊谷市
（金属塗装作業） 銅賞 山元　翔太 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銅賞 田中　晴大 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銅賞 大﨑　右京 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（噴霧塗装作業） 銅賞 鈴木　裕昭 第一工業㈱ 伊勢崎市

３　
　
　
　
　

級

園芸装飾 金賞 大島　あかり ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 前橋市
園芸装飾 銀賞 山内　桃花 藤岡北高等学校 高崎市
園芸装飾 銅賞 岩井　　梓 勢多農林高等学校 前橋市
園芸装飾 銅賞 長谷川　小雪 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 吉岡町
造園 金賞 床爪　雄陽 勢多農林高等学校 榛東村
造園 銀賞 西山　秋雨 勢多農林高等学校 前橋市

（一般熱処理作業） 金賞 暮石　圭佑 DOWAサーモエンジニアリング㈱ 太田市
（高周波･炎熱処理作業） 金賞 鈴木　俊佑 八木工業㈱ 高崎市
（普通旋盤作業） 金賞 田部井　琉生 前橋産業技術専門校 前橋市
（普通旋盤作業） 銀賞 中島　脩翔 太田工業高等学校 太田市
（普通旋盤作業） 銀賞 川島　聡規 太田工業高等学校 太田市
（普通旋盤作業） 銅賞 栁澤　　龍 伊勢崎工業高等学校 伊勢崎市
（数値制御旋盤作業） 金賞 相川　光星 前橋産業技術専門校 玉村町
（数値制御旋盤作業） 銀賞 市川　太耀 前橋産業技術専門校 前橋市
（数値制御旋盤作業） 銀賞 井上　勝斗 前橋産業技術専門校 前橋市
（フライス盤作業） 金賞 白石　拓也 ㈱ヨコオ 富岡市
（平面研削盤作業） 銀賞 清水　威如 日本精工㈱榛名工場 高崎市
（マシニングセンタ作業） 金賞 富所　涼太 高崎工業高等学校 高崎市
（マシニングセンタ作業） 銀賞 下田　孝樹 前橋工業高等学校 前橋市
（マシニングセンタ作業） 銀賞 加来　勇也 前橋工業高等学校 前橋市
機械検査 金賞 下山　智規 太田産業技術専門校 （栃）足利市
機械検査 銀賞 岩渕　和樹 前橋産業技術専門校 前橋市
機械検査 銀賞 佐藤　隼紀 高崎産業技術専門校 高崎市
機械検査 銅賞 田島　　陸 高崎産業技術専門校 高崎市
機械検査 銅賞 小島　彰太 高崎産業技術専門校 安中市
機械検査 銅賞 藤本　大輔 ㈱山田製作所 館林市
建築大工 金賞 甘田　琉偉 高崎工業高等学校 高崎市
ブロック建築 金賞 蜂巣　和也 ㈲本多造園土木 高崎市

（金属塗装作業） 金賞 篠原　柊花 高崎産業技術専門校 伊勢崎市
舞台機構調整 金賞 丑舘　汐音 アーツサウンドビジュアル専門学校 高崎市
舞台機構調整 銀賞 竹内　結理 アーツサウンドビジュアル専門学校 伊勢崎市
舞台機構調整 銅賞 萩原　　愛 アーツサウンドビジュアル専門学校 高崎市
舞台機構調整 銅賞 中閑　惟央利 アーツサウンドビジュアル専門学校 前橋市
商品装飾展示 金賞 須野原　空 桐生大学短期大学部 （埼）神川町
商品装飾展示 金賞 馬場　ひよ莉 桐生大学短期大学部 みどり市

技
能
五
輪

（普通旋盤作業） 金賞 山本　優悟 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（構造物鉄工作業） 金賞 石上　輝向太 高崎産業技術専門校 高崎市
（構造物鉄工作業） 銀賞 粕谷　向日葵 高崎産業技術専門校 玉村町

⑵ 第16回若年者ものづくり競技大会入賞者

敢闘賞
氏　　名 職　　種 所　　　属

床爪　雄陽 造園 勢多農林高等学校

13 能開ぐんま№119　群技連№92



　令和３年度後期技能検定試験の申請が10月に行われ、試験日程も決まり、12月から試験が始まりまし
た。申請者は特級53名、１級237名、２級371名、３級443名、単一等級10名、技能五輪のみは47名で、
合計1,161名となりました。
　試験は伊勢崎市の技能検定場を中心として、県内各所で行われています。また、新型コロナウイルス
感染拡大防止のために、学科試験の会場を増やし、一会場の受検者数を減らして試験を行っています。
　合格発表は、３月11日（金）です。合格された本人宛てに合格通知を郵送します。また、群馬県のホー
ムページからも確認できます。
　詳しくは、群馬県職業能力開発協会技能振興第１課（☎︎0270-23-7761）までお問い合わせください。

令和３年度後期技能検定　申請者数詳報
killkillSS

【令和３年度後期技能検定　申請状況報告】
作　業　名 申請者数 1級 2級 3級 五輪のみ

申請者申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者
プレス型鍛造作業 2 2 2
プレス金型製作作業 1 1 1
普通旋盤作業 26 26 22 26
内外装板金作業 1 1
機械板金作業 29 15 12 11 14 12 14
数値制御タレットパンチプレス板金作業 11 7 7 4 4 4 4
機械検査作業 277 26 24 15 81 80 41 170 163 159
配電盤・制御盤組立て作業 15 15 15 0
シーケンス制御作業 81 10 10 2 14 14 11 57 57 41
プリント配線板設計作業
自動販売機調整作業 10 1 1 9 9 8
空気圧装置組立て作業 42 9 9 8 33 32 30
油圧装置調整作業 16 6 6 5 10 9 9
農業機械整備作業 16 8 8 7 8 7 7
冷凍空気調和機器施工作業 33 17 11 17 11 9 11 5
和服製作作業 2 1 1 1 1 1
家具手加工作業 3 3 3 3
射出成形作業 78 18 18 43 43 17 16 17
石材加工作業
パン製造作業 9 4 3 3 5 4 5
洋菓子製造作業 5 2 1 2 3 3 2
和菓子製造作業 1 1 1 1
大工工事作業 84 6 6 3 19 17 8 57 57 56 2
かわらぶき作業 5 5 5 5
建築配管作業 78 25 25 19 35 27 7 18
型枠工事作業 14 13 8 11 1 1 1
鉄筋施工図作成作業 2 2 2 1
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作　業　名 申請者数 1級 2級 3級 五輪のみ
申請者申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者

鉄筋組立て作業 7 6 5 6 1 1 1
コンクリート圧送工事作業 17 5 5 5 12 12 12
塩化ビニル系シート防水工事作業 8 8 8 5
セメント系防水工事作業 1 1
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 2 2 1
樹脂接着剤注入工事作業 3 2 2 2 1 1 1
カーペット系床仕上げ工事作業 1 1 1
化粧フィルム工事作業 4 4 1
ガラス工事作業 8 5 5 2 3 3 3
テクニカルイラストレーション手書き作業
テクニカルイラストレーションCAD作業 38 38 36 21
機械製図手書き作業 29 1 1 1 12 11 10 16 16 15
機械製図ＣＡＤ作業 114 13 13 10 38 36 28 41 41 24 22
配電盤･制御盤製図作業 8 2 2 1 4 4 4 2 2 2
機械試験作業 2 1 0 1 1 0 1
組織試験作業 7 1 0 1 6 0 6
鋼橋塗装作業 8 8 8 5

小　計 1098 237 207 153 371 343 226 443 429 365 47

作　業　名 申請者総数 単一等級
申請者数 実技受検者 学科受検者

電子回路接続作業 9 9 9 6
金属製バルコニー工事作業 1 1 1 1

小　計 10 10 10 7

作　業　名 申請者総数 特　　級
申請者数 実技受検者 学科受検者

特級鋳造 2 2 2 2
特級金属熱処理 3 3 2 3
特級機械加工 12 12 8 11
特級放電加工 0 0 0 0
特級金型製作 1 1 1 1
特級金属プレス加工 1 1 0 1
特級工場板金 3 3 2 3
特級めっき 0 0 0 0
特級仕上げ 4 4 1 3
特級機械検査 7 7 3 7
特級ダイカスト 1 1 1 1
特級電子機器組立て 0 0 0 0
特級電気機器組立て 2 2 0 2
特級半導体製品製造 0 0 0 0
特級プリント配線板製造 0 0 0 0
特級自動販売機調整 0 0 0 0
特級空気圧装置組立て 2 2 1 2
特級油圧装置調整 0 0 0 0
特級建設機械整備 0 0 0 0
特級婦人子供服製造 0 0 0 0
特級プラスチック成形 15 15 13 15
特級パン製造 0 0 0 0

小　計 53 53 34 51

中止あり
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　第59回技能五輪全国大会が、令和３年12月17日（金）〜
20日（月）（一部職種は先行して実施）に、東京ビッグサ
イトを主会場として開催されました。
　なお、結果につきましては、14職種23名が出場し、５職
種６名が入賞しました。結果は以下のとおりです。

【第59回技能五輪全国大会　入賞者】
成績 競技職種 氏　　名 所　　属

銅賞
プラスチック金型 内田　崇公 ㈱SUBARU　群馬製作所

電　　　工 吉田　梓恩 ㈱関電工　北関東・北信越営業本部　群馬支店

敢闘賞

自動車板金 小川　力哉 ㈱SUBARU　群馬製作所

自動車板金 島田真太朗 ㈱SUBARU　群馬製作所

建築大工 小山　楓太 全建総連　群馬県建築業組合連合会

造　　　園 床爪　雄陽 群馬県立勢多農林高等学校

第59回技能五輪全国大会　結果報告
eportseportsRR

　「建築大工」の技能を学ぶ、認定職業訓練校木造
建築科の訓練生が日頃培った技能五輪のレベルを競
う技能競技大会が11月12日（金）に群馬県技能検定
場で行われました。
　成績については、以下のとおりです。

第53回認定職業訓練校建築科訓練生技能競技大会開催される
killkillSS

【第53回群馬県認定職業訓練校建築科訓練生
� 技能競技大会　入賞者一覧】
順　　位 氏　　名 所　　属

１　位 倉 澤　 歩 夢 利根沼田地区高等職業訓練校

２　位 星 野　 一 義 前橋高等職業訓練校

３　位 北 爪 竜 次 郎 高崎建設高等職業訓練校

佳　作 佐 藤 佑 一 郎 利根沼田地区高等職業訓練校
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　今年度も、ものづくりや技能のすばらしさや大切さを広める事業である「ものづくり体感事業」を行っ
ています。
　今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら実施し、実施した小学校では有意義な時
間を過ごすことができました。
　この事業は、技能士会連合会の事業として、各技能士会・団体の協力により平成14年からはじまり、
これまでに県内の小学校でのべ77校（5000人以上の児童）に対し、実施しています。

　令和３年10月20日（水）・21日（木）の２日間、群馬県庁県民ホール北側にて、群馬県を代表する全
技連マイスターが製作した作品の展示を行いました。コロナ禍であるため、今回は作品展示のみとなり、
体験教室等は行いませんでしたが、多くの県民に「ものづくり」の魅力や技能の重要性についての理解
と認識を深める機会になりました。

ものづくり体感事業
ctivityctivityAA

全技連マイスターぐんま会展開催される
ventventEE

内装仕上げ 表具 和裁

タイル フラワー装飾 印章彫刻 建具

建築大工 建築板金 左官 畳

17 能開ぐんま№119　群技連№92



　　　　　　群馬県認定職業訓練校紹介SeriesSeriesSeries
認定職業訓練校のうち、当協会の訓練施設会員を順次紹介します。

今回は第12回目として、エレガンスアカデミー職業訓練校を紹介します。

エレガンスアカデミー職業訓練校
〈開校年月　平成７年４月〉

〒370-0004　高崎市井野町字天水1016-1

（最寄駅／JR井野駅）

TEL.027(370)5053／FAX.027(364)1567

【校　　長】　須藤　準一

【構成団体】　株式会社エレガンス
　　　　　　　〔代表者〕　須藤　準一
【訓練方針】　・�エレガンス社員の技術向上を図り、お客様にレベルの高い技術を提供し、

接客マナーをはじめとする、社会人としての教養を徹底して身につけさせ
ることを目的とする。

【特　　色】　・�理・美容師として豊かな人間性と優れた専門知識、専門技能の習得を目指
している。

　　　　　　・�全国展、技能五輪等積極的に参加してレベルアップを図っている。
　　　　　　・�総合美容技術の開発、美と健康をベースに若者から高齢者に至る生涯美容

を目指し実践している。
【入校資格および修了後の特典】
　　　　　　・エレガンスの社員であること。
　　　　　　・修了後は修了証書の授与。
【訓練科目および定員】

訓練科 期　間 定　員
短期課程
　美容カットコース １年 10名
　美容着付コース １年 10名
　オリジナルヘアコース １年 10名
　理容専科 １年 10名
　美容基本コース １年 10名
　美容基礎コース １年 10名

計 60名
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技能士関連物品


