はじめに

目次

Introduction

Contents
専門家に聞く
ものつくり大学

技能工芸学部建設学科教授

深井 和宏さん

03

ものづくりの現場では熟練技能者が退職する前に、これまで培ってきた技術・
技能やノウハウを若年技能者に伝承させるため様々な対策を講じていますが、製
造業や建設業界の業種によっては、慢性的な若手人材不足の解消には至っていな
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い状況です。このままでは日本のものづくり産業が衰退しかねません。引き続き

鉄工
赤羽鉄工株式会社

川添 宏平さん

わが国のものづくり産業が競争力を維持し、発展を遂げていくには、産業の基盤
となる高度な技能を有する技能者の育成が不可欠です。そのため厚生労働省で
は「若年技能者人材育成支援等事業」において、技能労働者の地位向上を図り、
若者が進んで技能者を目指す気運を醸成するため、様々な取組を行っています。

ダイカスト
群馬合金株式会社
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工藤 明大さん

その取組のひとつとして、若年技能者の入職を促し、技能伝承を促進するとい
う観点から、人材が不足するこれらの業界について理解を深めていただくために
「入職促進ガイドブック」を作成いたしました。
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本ガイドブックはこれらの業界の学識者に加えて、企業の「若年技能者」
「先
輩の技能者」
「経営者」等の方々への取材を通じて業界の動向や企業で活躍して

空気圧装置組立て
三友工業株式会社

石黒 健司さん

いる若年技能者について、これらの職種の内容とともに紹介しています。
未来あるみなさんの進路を考える際の一助になれば幸いです。
なお、本書の作成にあたり、ご多忙の中、取材にご協力いただきました関係の
方々に対し、厚く御礼申し上げます。

油圧装置調整
豊興工業株式会社
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牧野 大河さん

令和元年 9 月
中央技能振興センター
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（中央職業能力開発協会）

内装仕上げ施工
有限会社インテリアイイジマ

本田機工株式会社

河野 瑞希さん
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斎藤 颯さん
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建設機械設備

「技能検定」のご案内
働く人の「技能」レベルを評価する国家資格
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学識者インタビュー

「木を切る作業」
「削る作業」など、分業化による効率化が求められます。技能者には「自律的自己管理労働」として、
「一連の仕事に取

プロフィール
京都大学工学部建築学科卒業、京都大
学大学院工学研究科建築学専攻修士課
程 修了・同 博 士 課 程単位修 得 退学 後、
小山職業能力開発短期大学校建築科の

専門家に聞く

助教授に就任。2005 年よりものつくり
大学建設技能工芸学科教授に就任。専
門分野は建築生産､建築経済､木造住宅
生産、建築設計監理など。日本の木造

り組める」
「仕事の先行きを見る」
「人を統率する」
「売り上げを管理する」といった臨機応変の対応が求められます。すなわち、
「自分の
仕事は自分で決められる」
、それが技能者の仕事の醍醐味なのです。現場での工夫の蓄積が技術やデザインを進化させてきました。
一人前の技能者になるには、まず実直に基礎を学ぶことが大切です。電動丸鋸や釘打ち機、インパクトドライバーなどを使った作業に
ばかり頼っていると、仕事の全体像がイメージできなくなります。基礎が身に着いた熟練者ならば、現場での工夫の蓄積が技術やデザイ
ンを進化させ、多様な変化に対応できる応用力が身につきます。どの程度基礎が正しく身についているかを確かめるには、技能検定への
挑戦なども有効な手段となるでしょう。

建 築の設 計 生産システムを現代化・技
術化する研究を生かして、21 世紀を担

建設技能労働者数の推移と年齢分布の関係資料

う技術者、技能者の育成を目指している。

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されて以来、新国立競技場など公共建築物を中心に、木造建築物を評価す
る気運が高まってきました。木造建築は、個人の力量や個性が生かせる仕事です。そんな木造建築を支える技術者・技能者を育成する、も

もはや「３Ｋ」ではない
多様な人材が求められる建築業界
大企業のゼネコンから小規模な工務店まで、会社の規模も幅広
く多様性があります。また、多くが零細企業であることも特色と
いえるでしょう。建築業界では、そのような特徴に合った人材を
育てていく必要があるのです。とはいえ、建築業界を支える多く
の小規模工務店では、請け負っている仕事をこなすことが精一杯
で、人材育成まで手が回っていません。
日本が抱える少子高齢化問題の影響を受け、建築業界も人手
不足になっています。加えて、建築業界は一般的に 3K（きつい・
危険・汚い）と呼ばれる職業に含まれるようです。しかし、若い
人たちは決して建築現場での仕事を避けているわけではありませ
ん。建築業界は、給与や休暇などの待遇、社会保険や厚生年金
などの福利厚生面も、他の業界と同じようにきちんと整える努力
をしています。
ものつくり大学に来る学生たちは、将来の目標をきちんと定め、
日々の実習などを通じて生き生きとものづくりを学んでいます。
「建築業は苦労もあるけど面白い」と生きがいのある業界ととら
えている若者も多いのです。業界全体として、さらにさまざまな
環境を整えていくことが求められています。

03

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

建築業界には大工や左官、とび職、内装など多くの職種があり、
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（出典）建 設 経済研究所「建 設 経済レポート No.71 2019 年 4 月」をもとに作成。

建築業界の職人さんたちが仕事を続ける理由は、その仕事を面
白いと感じているからです。やりがいのある仕事、達成感が得ら
れる仕事であることが若い世代に伝わるように、日頃考えながら
指導を続けています。

現場での工夫の蓄積が
技術やデザインを進化させる
日本の大手ゼネコンは、日本の伝統的な木造建築を支えてき
た、大工棟梁出自の会社が多く、設計施工の最先端技術を持ち
ます。木造建築が縄文時代から受け継がれてきたのに対し、鉄
筋やコンクリートによる建築技術は、日本で本格化してまだ 100
年ほどしか経っていません。しかし、これまで日本の大学では、
日本固有の木造建築の設計や施工の技術はほとんど教えて来ま
せんでした。町場で徒弟的に優秀な大工が育っていたため、大学
で教える必要がなかったのです。技術者が「理論、普遍、分析的、
機械」を重視するのに対して、技能者は「経験、個別、総合的、
手作業」を重視します。また、
技術の世界では「穴を開ける作業」

世界で活躍する新時代の
技能者の育成を目指して
ものつくり大学では「技能五輪全国大会」に出場する学生を支援しています。将来の日
本のものづくりを担う若手技能者の技能レベル向上、技能の大切さのアピールなどの目的
で開催されるもので、2 年おきに世界各地で開催される「技能五輪国際大会」への派遣選
手選考会でもあるのです。
全国大会では、原寸図の正確さ、製作した課題の寸法精度および出来栄えによって作品
が評価されます。選手は、与えられた図面から正確に早く作ることを競います。国際大会
では、図面を元に自ら寸法や角度などを見つけ出して作品を製作するための、作図による
分析能力や臨機応変な応用力が問われます。全国大会、国際大会の出場を通じて、基礎
力から応用力を身に付けることができ、日本の伝統建築からヨーロッパ建築の両方の考え
方やその文化に触れることができるのです。日本の将来を担う若き技能者にも今後はこう
いった大会への参加などを通じて海外に目を向け、各国の建築手法などに関する知識も学
んでおく必要があると考えています。同時に、海外から日本の建築技術を学びに来る人に対しても、きちんと日本の技能を説明できること
も期待されています。
日本の技能者たちは、世界に誇れる素晴らしいものを持っています。それをものづくりの中で生かしていくことで生きがいのある人生を
送っていただきたいと願っています。
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技術者インタビュー
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先輩からのメッセージ
世界で品質が問われる
ものづくりを支える重要な仕事
製造技術部

鋳造課

課長

坂本 健さん

職歴 19 年

最近は特に、お客さまから品質についていろいろと求められるようになってきま
した。ダイカストで作られた製品は、当社が納品した後もさまざまな加工が施され、
自動車や家電製品など、工業製品の中に組み込まれます。したがって、私たちは

アルミニウムのダイカストで自動車部品
などさまざまな工業製品を作る
ダイカストとは、高熱で溶かした金属を金型に流し込んで、瞬時に成形する技術および製品の
ことです。高い寸法精度が得られ、薄く複雑な形状の製品が作れるため、自動車や家電製品、
OA 機器、産業機械、建築用品などさまざまな分野の部品に使われています。

自動車に関わるものづくりに
興味を持った

大学卒業後は 1 年ほど接客業に就いたのですが、もっと自分
に向いている仕事があるのではと思い、就職説明会に行きまし
た。そこで、総務課の方に会社の概要を伺っているうちにもの
づくりに興味がわき、入社を決めました。

この仕事の

魅力

技量がストレートに

製品の品質に反映される
自動車が好きだったのですが、運
転だけでなくどのような仕組みで動
いているのかなど、内部構造につい
ても興味がありました。もともと
ものづくりに興味があったのかもしれません。仕事
では、実際にダイカストマシンを使って金型にアルミニウムを流
し込みます。いろいろな製品を作製してきましたが、今はステ
アリング用のギアボックスやコラムなどの自動車部品が多く、
自分の車でも使われていると考えると興味がわき、やりがいに
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入社したきっかけ

群馬

工藤 明大 さん
（28 歳）

入社 5 年目

式会
合金株

日本だけでなく、世界中で使用される工業製品の品質につながる、重要なものづ

社で

くりの現場にいるのです。そのことを日頃から意識しながら、品質向上に努めて

る
得でき

取
種
検定職
能
技
主な

いるつもりです。
後輩の育成については、自分もさまざまな段階を踏んで仕事を覚えてきましたの
で、現場における苦労については理解しているつもりです。私はなんにでも手を

・ダイカスト

出して、積極的に仕事を吸収してきました。後輩にも、最初は仕事のやり方や段
取りなどについていちから指導しますが、あとは実際に自分でいろいろと試して、

・機械保全

仕事を覚えていくことの大切さを実感してもらいたいと思っています。

・機械加工

自分で試行錯誤することで、失敗した理由やうまくいった時の感覚も積み重ね

・機械検査

ていけます。そうすることで、今度は自分の後輩にも経験から学んだことを指導

もつながっていると感じています。鋳造によるものづくりはほん

できるようになるはずです。

の少しの調整で、できあがる製品の品質が変わります。
自分の技量がストレート
に反映される仕
事 な の で、調 整

経営者からのメッセージ

がうまくいった時

グローバルな視点で新しいことに
挑戦できる人材を育てたい

当社は一昨年に、1947 年の設立から数えて創業 70 周年を迎えことができました。その長い歴史の中で、

にも大きな満足感

さまざまなチャレンジを行っています。1995 年には激変し続ける市場環境に素早く対応するため、フィリピ

を味わえます。

ンへ進出しました。2010 年には「技術立社」を目指し、テクニカルセンターを設立。2011 年には「環境
配慮型工場」を宣言し、排出ガス削減事業の活動を開始しています。今後も「技術」と「英知」と「情熱」
を結集させ、可能性豊かなダイカスト分野でお客さまに選ばれ続ける「100 年企業」を、全従業員一丸となっ

今後の目標
製品の品質向上のために勉強したい
現在は 1 グループ 10人以上いる製造グループのサブリーダー
を任されています。今後はリーダーの補佐をしながら、自分で

て目指していきます。
ダイカストの仕事は、職人的な世界でもあります。ベテランの背中を見て一人前に育っていく側面がありま
すが、今後はそういう人材育成のやりかたを見直していくことも必要になってきたと感じています。当社では、
代表取締役社長

六本木 純一さん

定期的に社員をフィリピンの海外工場に派遣し、社員が日本以外の国における仕事の進め方なども勉強でき
るようにしています。グローバルな視点で考えられる人材育成も、積極的に進めようとしています。
また、ダイカストによる製品製造だけでなく、その後の仕上げや加工といった業務も手がけるなど、ダイ

カスト製造に関わる事業にプラスアルファした新事業にも積極的に挑戦したいと思っています。なんでもやってみたいと思っている、好奇
心旺盛な人には、特に力が発揮できる職場だと思います。

もグループのメンバーを引っ張り、よりよい製品づくりで会社に
貢献したいと思っています。全社的に改善活動を進めておりま
すが、特に製品の品質改善は重要です。ダイカストで作られた

群馬合金株式会社

創業以来、アルミニウムダイカストのパイオニアとして自動車部品を中心に事業展開

〒370-0101

リピンにダイカストから切削加工まで一貫生産を手掛ける GGPC（Gunma Gohkin

製品の場合、外観はすぐに検証できるのですが、内部品質につ

群馬県伊勢崎市境東新井 1048-19

いては簡単には外から確認できません。品質を少しでも上げら

http://www.gkg-gr.com

れるよう、勉強して頑張っていきたいと思っています。

TEL:0270-76-3501

をして参りました。市場の環境が激変する中、グローバル企業を目指して1995 年フィ
Philippines Corporation）を開設しております。さらなるスピードで変革時代に
対応するため「
、技術立社」
「世界最 速のものづくり」
「環境に配慮したダイカスト工場」
を目指し、可能性豊かなダイカスト分野での発展を目指しています。

08

三
友
工
業
株
式
会
社

空
気
圧
装
置
組
立
て

技術者インタビュー

8:00

「 面白そう！」が決め手だった
もともと私はものづくりに興味があったので、工業高校に通
い、就職活動も製造業に絞っていました。三友工業は家から近
かったことと、さまざまな部署があるからいろんな経験ができ
て面白そう、スキルが身につきそうだと思い、入社しました。

魅力

お客さまの「ありがとう！」が
いちばん嬉しい瞬間

入社後は研修で射出成形 機の製
造ラインなど、いろんな部署を回っ
て仕事を経験し、1 ヶ月の研修期間終
了後に機械組立課へ配属されました。
最初は畜産関係の機械の組立を担当し、
７年ほど前から画像検査装置の組立に携
わっています。社内での作 業はもちろん、
お客さまの工場に伺って作業をすることも多
いので、最初は「トラブルがあるかもしれ
ない」と心配になったりもしました。しかし、
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入社したきっかけ

10:00

10 分休憩

10:10

組立作業

12:00

昼食

石
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の

先輩からのメッセージ
基本とルールを大切にしながら
やりたいことを実現してほしい
製造部

13:00

組立作業

15:00

10 分休憩

15:10

組立作業

17:00

後片付け・退社

仕事の話だけでなく、
雑談もして
リラックスします

機械組立課

波多野

課長

浩さん

職歴 31 年

当社では本人の希望で部署異動もでき、やりたいことができる環境があります。
私も技術、設計、組立、工務と、さまざまな部署を渡り歩いて経験を積んできま
した。今は機械組立課の課長として、27 名のスタッフの管理や教育を行っていま
す。毎日朝、昼、夕方の 3 回現場を回り、一人ひとりに声を掛けるのが日課です。
そこで、スタッフの悩みや仕事上の問題などを聞き、相談に乗っています。今で

石黒 健司さん
（33 歳）

入社 15 年目

さまざまな工作機械に使われている空気圧装置はものづくりの現場に欠かせません。
空気圧装置組立て技能士は、空気圧装置の組立てや保全の専門家。国内はもちろん、
全世界のものづくりを支えます。
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1日

作業確認・組立作業開始

ものづくりを支える
空気圧装置のプロフェッショナル

この仕事の

出勤・日常点検・

得
門で 取

は表情を見ただけで悩んでいるかどうかがわかるようになりました。

できる

教育に関しては「正しい基礎を身につけさせる」ということを意識しています。

種
製造部
検定職
能
技
主な

組立という仕事は、原理原則を守らなければならず、工場内ではルールを守らな
いと事故が発生する危険性もあります。ですから基礎となる知識やルールの実践
を徹底しているのです。最低限の原理原則やルールは守らなければいけませんが、

・機械加工

自由度は大きい会社です。やりたいことが見つかっている方はもちろん、まだや

・仕上げ

りたいことが見つかっていない方でも、入社後に目標を見つ

先輩に教えていただいたり、自主的に勉強したりして、一つ一つ

・機械検査

けることができますので、目標を持っていっ

技能を身につけ、自信を持てるようになりました。やりがいを感

・空気圧装置組立て

じるのは、自分の仕事が問題なく終わって大きな達成感を得た

しょに頑張っていきましょう。

ときです。また、お客さまの工場を訪問した際に「わざわざ来て
くれてありがとう！」という言葉をいただけたときは嬉しいです

経営者からのメッセージ

今後の目標

社員に「グッドカンパニー」と
思ってもらえるように取り組む

当社の目標は「グッドカンパニーになる」です。グッドカンパニーの条件としては、健全な経営、製品の

相談しやすい先輩になって

質の高さ、社会貢献など、さまざまな事柄が挙げられます。働きやすさや仕事のやりがい、社員の幸福も

後輩を育てていきたい

非常に大切な要素です。特に当社では資格取得等のバックアップに力を入れています。受験（受検）料 は
会社がサポートし、資格を取得できたら評価の対象として待遇にも反映させています。また、社外セミナー
の参加も積極的に支援し、効率化や IT などの最新技術を学べるチャンスも数多くあります。

後進の育成に力を入れていきたいです。これからますます仕
事が増えてくるので、人手不足になることも予想されます。今

生産現場では、タッチパネル式の生産システムや動画マニュアルも用意し、若い方が仕事をしやすい環

は後輩が２人いるのですが、早く一人前になるよう育てていきた

境を整えています。その他にも、リフレッシュ休暇や賞金がもらえる「最優秀社員」表彰制度、月1回のバ

いです。私も入社後は先輩に怖いイメージ持っていて、話すと

スツアーなど、社員にやりがいを持って長く働いてもらえるユニークな制度を設けました。

きに緊張したという経験がありま
した。
「頭ごなしに怒らない」
ということを意識しながら仕事

執行役員 製造部 部長

花木 諭一さん

ものづくりという仕事の喜びは、何と言っても製品が完成したとき、動いたときです。ものづくりが好き
な方、ものづくりに興味がある方であれば、日々達成感を味わいながら仕事をしていただけると思います。

を教えています。休憩時間や終
業後にはプライベートな話もする
など、なるべく良い雰囲気を作
れるような心がけも。気軽にわか
らないことを聞ける先輩、相談し

三友工業株式会社
〒485-8531
愛知県小牧市大字舟津 1360 番地

射出成形機事業、自動化事業、産機システム事業、エネルギー事業という 4 つ
の事業を展開しています。ゴム射出成形機は国内シェア No.1。各事業で AI 技
術や IoT など、最新の技術を導入しています。いずれも設計、製造、組立、納

TEL:0568-72-3169

入まで、一貫して対応できるのが強みです。日本国内はもとより、世界中に製

http://www.sanyu-group.com/industry/

品を納入しているので、海外で活躍できるチャンスもあります。

やすい先輩になりたいです。
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豊
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工
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株
式
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技術者インタビュー

油
圧
装
置
調
整

8:00

出勤

8:15

業務スタート

12:00

昼休憩

12:45

業務スタート

16:40

後片付け

16:50

業務終了

1日

牧
野
ス さ
ケ んの
ジ
ュ
ー
ル

の

安全を心がけながら、
油圧装置の組付け・
検査作業を行います

先輩からのメッセージ
入ってから興味をもつこともある
やる気を持ってチャレンジしてほしい
当社では安全を最優先に作業しています。一番重要な
のは「締め忘れなどのミスがないか？」というように、
作業が終わった後に必ず確認すること。ミスがあると、
装置を作動させたときに部品が飛んだり、油が漏れたり

正確な組付け・検査を行い、
安全で高品質な油圧装置を作り上げる

牧野 太河さん

油圧装置はものづくりに欠かせない工作機械や自動車などに使われ、私たちの生活と密接に関係
しています。油圧装置調整技能士はまさに縁の下の力持ち。ミスなく正確に油圧装置の組付けや
検査を行う技能が、日本のものづくりと私たちの生活を支えます。

油圧に出会ったのは高校の授業
プロの道に進みたいと思った

私が油空圧を知ったのは、工業高校の授業でした。普段私た
ちの目に触れる機会はほとんどありませんが、工作機械や自動
車などさまざまなところに使われていることを知り、興味を持っ
たのです。就職活動の際、油空圧に携われる会社を探していた
ところ、油空圧機器の専門メーカーである豊興工業と出会い、
入社することにしました。

この仕事の

魅力

新しい仕事がワクワクする

油圧の奥深い世界を知るのも楽しみ
入社後は 1 年間、親会社である株式会社ジェイテクトが運営
するジェイテクト高等学園で、加工や組付け、電気などの基礎
知識を学び、その後製造部に配属されました。現在は小型油
圧装置やパッケージの組付け・検査を担当しています。配属さ
れた当初は「上手く組付けができるだろうか」「図面が読める
だろうか」という不安がありましたが、上司や先輩に 1 つ 1 つ
教えていただきながら仕事を覚えてきました。今では仕事が面

11

（24 歳）

入社 5 年目

業
豊興工
きる
取 得で
種
検定職
能
技
主な

スがないよう神経を使っています。作業手順を必ず守り、
確認を怠らないように徹底していますね。ただ、部下に

製造部製造 2 課

対して上から目線でものを言うことはありません。部下と

鈴木 正弘さん

上司という関係ではありますが、
「お願いね」「ありがとう」

・油圧装置調整

組長

職歴 15 年

というように、対等なコミュニケーションが重要だと考えています。また基本的

・空気圧装置組立て

なことですが、誰に対しても自分から挨拶をする、挨拶をされたら返すというこ
とを心がけていますね。こうしたことの積み重ねによっ

・機械検査

てコミュニケーションが円滑になり、安全で高品質な

・機械加工

ものづくりを実現できるのではないかと思います。
私は違う業界から豊興工業に転職しましたが、入社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入社したきっかけ

するといった事故が起こる危険性があるので、絶対にミ

社で
株式会

した後に、ものづくりの本当の面白さがわかりました。

白いと思えるようになってきて、特に新型製品の組付けや検査

最初は不安もあるかと思いますが、入社すれば先輩がサ

が楽しいです。新しい仕事は覚えることも多く大変なのですが、

ポートしてくれます。まずはやる気を持ってチャレンジし

それ以上にやりがいを感じられます。あと、自分が担当してい

てください。

る装置がどんなところで使われているのか、どういうふうに使わ
れているのかを知るのも面白いですね。自分が携わった製品が
いろいろな所で使われていることを誇らしく思います。

今後の目標

経営者からのメッセージ

豊興工業はトヨタ自動車関連企業のなかで唯一の油空圧総合メーカーです。工作機械から自動車関連
設備まで、幅広く対応しています。当社の強みは、社内のチームワーク。ベテランも若手も一丸となって、
1 人 1 人が自分で決めた目標に向かい、より高品質で付加価値が高い製品を提供するべく、日々チャレン

油圧装置調整技能士として

ジしています。そのために必要なのが「安全」と「コミュニケーション」です。メーカーである当社では「
、安全」

さらなるレベルアップを目指す
油圧装置調整 2 級を取得したの
で、今度は 1 級を取得したいですね。
今、先輩に教えていただきながら受
検に向けて勉強しています。また、
将来的にはリーダーとして活躍した
いと思っています。上司や先輩が私

安全は絶対。その上で 1人1人が
目標を持ち、強い組織を作る

は絶対です。工場内には、安全対策の取り組みや過去に起きた事故の事例を展示する「安全体感コーナー」
常務取締役

井川 真彦さん

を設けました。ヒヤリハット提案やチェックシート評価といった制度も取り入れ、全社を挙げて安全に取り
組んでいます。「コミュニケーション」に関しては、私も含め、管理者が上から目線でものを言わないよう
に心がけています。技能を向上させることはもちろんですが、先輩と後輩が教え合ってコミュニケーション

を深めるという狙いもあって、技能検定を含めた資格取得を奨励しています。若い方はまず、ものづくりに興味を持っていだたければと
思います。当社でも岡崎商工会議所の「ものづくり基盤人材育成事業」に参画し、若い方にものづくりを知っていただく機会を設けています。
基本やルールに忠実で安全を遵守する一方、チャレンジ精神を持ち続ける。そんな方と仕事ができれば嬉しいです。

に丁寧に教えてくださったように、
私も後輩をフォローし、頼られる存
在になりたいです。

豊興工業株式会社
〒444-3592
愛知県岡崎市鉢地町字開山 45

創業 1958 年。株式会社ジェイテクトのグループ会社として、油空圧機器、検査試
験機、自動車部品の設計・製造・販売を行っています。特に油空圧機器は当社の
メイン事業。工作機械はもちろん、建築機材や介護器具、遊園地の遊具などその

TEL:0564-48-2211

用途は広く、みなさんの生活における身近な存在となっています。故障予知や省エ

http://www.toyooki.jp/

ネ、減災など、新しい付加価値をもった製品の開発も進めています。
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技術者インタビュー

本
田
機
工
株
式
会
社

建
設
機
械
整
備

緻密な修理・整備・メンテナンスを行い
建設機械等を正常に作動させ現場を支える

機械に携わる仕事に就きたかった
もともと機械が好きで、就職をするなら機械に携わる業務に
就きたいと考えていました。当社では大型の重機に携わること
ができると知り、ここならと思い入社を希望しました。他にも塗
装や溶接、加工、電気の知識など様々な業務を行っているので、
幅広い技能を身につけられます。

この仕事の

魅力

機械が正常に作動するよう

全力でメンテナンスにあたる
私の仕事は、建設機械や産業用コンプレッサーなど、様々な
種類の機械が正常に作動するよう、ユーザーの要望に応えて修
理や整備、メンテナンスを行うことです。現場へは一人で出向
くことが多く、膨大な種類の機械をそれぞれ整備しなければな
らないため、日頃からしっかりと知識と技能を身につけておか
なければなりません。
整備の仕事は「10 年続けて一人前」と言われるほど厳し
い側面もありますが、上司や先輩に支えられ、4 年目に初め
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生来の機械好き

出勤、ミーティング

8:30

朝礼、ラジオ体操

8:40

業務スタート

1日

河
野
ス さ
ケ んの
ジ
ュ
ー
ル

先輩からのメッセージ

の

経験値を積み、若い力で
これからの業界を
牽引して欲しい

ミーティングは
作業内容の確認や
連絡事項、安全注意点を
確認します

12:00

昼休憩

12:50

ラジオ体操、ミーティング

13:00

業務スタート

15:30

休憩

15:40

業務スタート

福岡営業所

職歴 21年

サービスという仕事においても、安全第一を徹底して心がけること
と、正しいメンテナンスの知識と技能を身につけることが求められま
す。そのため安全の心構えから整備技術、お客様への対応まで細や
かに教えています。
当社の特徴は「自分たちで作れるものは作る」という姿勢。塗装や
加工なども含めオールマイティーに幅広い業務をこなしながら、他では

河野 瑞希さん
（23 歳）

入社 4 年目

て一人で 現 場 へ出向いて、自分
の力で整備を終えられた時は嬉

副所長

林田 広三さん

片付け、ミーティング
出張準備、予定作業の
予習など

17:30

ダムや鉱山など、人の生活を支える工事現場。危険を伴う現場では、命の安全のために、建設
機械等を正常に作動させることが何よりも大切です。幅広い知識と正確な整備技術を持った技能
士が、プロフェッショナルな仕事で現場を支えます。

入社したきっかけ

8:15

あまり見られない特殊な重機なども扱い、専門的な技能を向上させ精

会社
工株式

度の高い仕事を行っています。最初は戸惑うこともあるかもしれませ

で

んが、得意分野を見つけて成長していってください。技能士として独り

本田機
きる
取 得で
職種
能検定
技
な
主

立ちし、お客様からの信頼を得るため、また技能と知識の向上のため
に当社では必要な資格の取得を応援しています。試験の対策として勉
強会を行うなど、何度も繰り返し練習する時間を設けています。
整備の仕事のやりがいは、頑張った経験が必ず自分の力になること

・建設機械整備

です。試験や仕事の悩みなどを一人で抱え込んだりしないように、当
社では社長が率先してコミュニケーションを取りやすい雰囲気を作って

しかったです。一般の人では決

いるので、安心して整備の仕事に飛び込んでみてください。

して入ることができない鉱山や
砕 石 場 など、特 殊 な
重 機 を 使う現
場を裏で支え
られる今の仕事

経営者からのメッセージ

にやりが いを感

当社は、建設機械や産業機械等の整備や修理を手がけるプロフェッショナル集団です。この業界には珍

じています。

しく若い世代が多い会社で、機動力の高さや技能習得の早さ、そして将来性には自信があります。これか
ら AI の時代が到来するといわれていますが、整備はロボットにはできない手作業が重要な仕事。ですから

今後の目標

整備は息の長い職種といえます。私が社員にかける言葉は「ありがとう！頼むね！」です。私は技能士で
はないので、現場でしっかり仕事をして、クライアントの信頼と感謝を得てくれる社員には感謝しています。
今年で創業 55 周年を迎える当社。これからも働きがいのある会社を目指し、技能を磨くための資格取得

後輩だけでなく先輩からも

の費用負担や、目標達成報奨金制度などの制度も整えていきます。
整備とは経験と感性が必要な仕事です。現場での対応が十分にできるようになるまでは 10 年近くかかり

頼られる技能士になりたい
代表取締役

整備の仕事は扱う機械の種類が多く、知識だけでこなせるも
のではないので、どんどん現場へ出て実力を付けて行きたいで

「整備が好き」という気持ちに
とことん向き合って育て上げる

三角 公蔵さん

ますから「
、整備が好き」という気持ちを忘れないことが大切です。当社には技術専門校出身者だけでなく、
海外から「日本で整備の仕事がしたい」と積極的に応募してきた社員もいます。整備が好きでやる気があ
れば、それまでの経験や知識は問いません。仕事にとことん向き合って一人前の技能士になってください。

す。現在、国家検定である２級建設機械整備技能士のほか、
いくつか資格を取得していますが、今後さらに多様な資格を取
得するつもりで試験勉強を続けています。
今80点取れている作業の精度を100 点と言えるレベルまで上
げること、自分が頼りにしている先輩方のように、いつかは自

本田機工株式会社
〒812-0062
福岡県福岡市東区松島 1-12-22

本田機工は、福岡・鹿児島・山口の三箇所に拠点を置き、幅広いエリアのユーザー
に向けて、鉱山・砕石機械、法面工事機械、産業機械等の整備や修理、販売
を手がける会社です。確かな技術で多くのユーザーから高い信頼を得て、感謝

TEL:092-621-4335

の声も多く頂いています。今後は整備のスペシャリストを育成するとともに、整

http://www.hondakikou.co.jp/

備士にしかできない営業力を活かし、さらに拠点を増やしていく所存です。

分も頼られる存在になることを目指しています。
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有
限
会
社
イ
ン
テ
リ
ア
イ
イ
ジ
マ

技術者インタビュー

内
装
仕
上
げ
施
工

8:00

作業開始

10:00

10〜20 分の休憩

12:00

昼食

13:00

作業再開

15:00

10〜20 分休憩

17:30

作業終了

1日

斎
藤
ス さ
ケ んの
ジ
ュ
ー
ル

の

先輩からのメッセージ
実際に作業をしながら、
目や耳、指で覚えていくことも重要
内装工事の魅力は、独立してやりたい仕事をやってい
けるようになることです。壁紙は色の違いだけでなく、
素材なども含め、種類が豊富です。どの壁紙を貼るかに
よって、室内の雰囲気は大きく変わります。いろんな壁

アートな空間を演出するのも、
内装仕上げの仕事
一般住宅から大型施設まで、どんなに外観が立派な建物であっても、内装がきちんと作られて
いないと居心地の良い空間は生まれないでしょう。内装工事を担当する内装仕上げ施工技能士
は、建物の出来栄えを大きく左右する、重要な役割を担っているのです。

講師で来ていた社長から
声をかけてもらった

高校は普通科に通っていたのですが、家業がハウスクリーニ
ング業だったことから、クロス貼りや塗装といった仕事に興味を
持ちました。学校の先生に勧められ、高校卒業後は東京都立城
東職業能力開発センターに入校し、そこで非常勤講師を勤めて
いた社長から声をかけていただきました。

この仕事の

魅力

お客さまが喜ぶ顔を見ると
うれしくなる

高校時 代は夏休みに親
の仕事を手伝っていたので、
内装に関わる仕事には興味
がありました。とはいえ、職
業能力開発センターに進んだ
当初は、自分がこの仕事に向い
ているのか不安になることもあ
りましたが、授業を受けてみて現在、仕事の
楽しさはもちろん、適性も実 感しています。
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・内装仕上げ施工

（21 歳）

紙が貼れるようになると自信がついてきますし、やればや
るほど収入にも反映されます。
先輩方から教わったことが、後輩に対する指導方針に

納谷 栄和さん

なっています。やはり、見て覚えていくことがとても大切

職歴 5 年

です。壁紙を貼る際の指の感覚や、貼り終えた後の表面の仕上がりなどについ
ては言葉では伝えにくく、実際にやってみて、目や耳、指の感覚
などで覚えていくものです。

入社 2 年目

まずは実際に作業を担当してもらい、
どこがよくないのかをその場で指摘するよ
うな指導を心がけています。また作業の
合間では、「ここはどう思う？」など質問を

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入社したきっかけ

斎藤 颯 さん

ジマ
アイイ
リ
テ
社イン
有限会
できる
で取得
職種
能検定
技
な
主

投げかけています。そのように指導すること

職業能力開発センターで学んでい

で、自分で考えたり動いたりできる職人を育

た頃から感じていたのですが、内

てることができると考えています。

装工事は人によってやり方が異なり
ます。その違いの中から自分に合
うやり方を見つけることも、この仕
事の面白いところだと感じていま
す。なにより、関わった工事が終
わって、お客さまが満足して喜んで

経営者からのメッセージ

いる顔を見るとうれしくなります。

内装工事は、最後の化粧です。壁紙やカーペット、カーテンなどの施工は工事全体の出来栄えを左右する
ので、技能者の技が問われます。近年は環境問題もあり、有害物質が発生しない、壁紙を使った内装工事が

今後の目標

中心になってきました。私自身は、もともと掛け軸やふすまなどを製作する経師（きょうじ）の仕事に関わって
きましたが、壁紙工事においても匠の技を生かすための技能向上に努めています。
内装工事の世界も、実際に入ってみれば奥行きの深さが理解してもらえると思っています。お客さまのニーズ

まずは、なんでも 1人でできるように

も変化し、今はいいものを使うよりも、安くて見栄えがするものが選ばれるようになってきました。この世界を

なることが目標

今は、できる限りいろいろな現場に行って仕事をこなし、内
装工事に関わる技能を磨いていきたいと思っています。自分だ

内装工事の仕事にいろんな夢を
持って取り組んでほしい

目指す若い人たちは、海外に行くなどして、視野を広げることが大切だと思います。また、他の建設業の方々
代表取締役

飯島 勇さん

との交流を積極的に進めていくことも必要です。
内装工事の職人として一番大切なことは、将来の目的を持つことです。そして、この世界に入ったら、まずは
ひたすら頑張って信頼を得ることです。一人でも多くの若者が将来、独り立ちできるように支援させていただき
ます。

けでどんなことでもできるようになることが、第一の目標です。
内装工事の世界は個人として独立するケースや経営者となっ
て法人化するケースなど、さまざまな道がありますので、
その先のことは本当に一人前と言われるようになってから
考えたいと思っています。

有限会社
インテリアイイジマ

1970 年の創業以来、内装業や壁装として 40 年以上の実績があり、主に一般商業ビルの内装工事のほか、数多くの
ホテル・学校など、さまざまな設備・建物の内装工事に携わってきました。代表の飯島氏は 2007 年に現代の名工と

〒133-0042

して表彰され、宮内庁や首相官邸の内装工事なども手がけています。これまでに独立した職人は 100 人近くおり、今

東京都江戸川区興宮町 26-1

でも大きな案件の依頼の際には、全国より職人が集まり仕事に取り組んでいます。

TEL:03-3653-9898
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働く人の「技能」レベルを評価する

受検できる人は？

「技能検定」のご案内

原則として、受検する職種に関して等級ごと
に決められた年数以上の検定職種に関する仕
事の経験が必要になります。

技能検定とは、身につけた技能レベルを評価する国家検定制度です。機械加工、建築大工、ファイナンシャル・プランニングなど、
全部で 130 職種の試験があります。試験に合格すると合格証書が授与され、
「技能士」を名乗ることができます。技能検定は、身に
付けた技能の価値、
すばらしさを広く理解してもらい、
働く人々の技能と地位のレベルアップを図ることを目的に、
昭和34年度にスタート。
平成 30 年度までに約 697万人が合格し、多くの職場で “技の証明” として高く評価されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

技能レベルを示す
技能検定の “等級”

３級の場合、検定職種に関する仕事の経験
がある方、ものつくりマイスターによる指導を

園芸科

園芸装飾、フラワー装飾

しくは受けている方に受検資格があります。

造園科

造園

検できます。また、工業高校等に在学しており、
かつ、工業高校の教員等による検定職種に関
する講習を受講し、当該講習の責任者から技
能検定試験受検に際して安全衛生上の問題等
がないと判定された方も受検できます。また、
３級技能検定に合格された方は、在学中であっ
ても２級の受検資格を得ることができます。

技能検定 2 級

技能検定 1 級・単一等級

技能検定 特級

初級技能者が通常有すべ

中級技能者が通常有すべ

上級技能者が通常有すべ

管理者または監督者が通

き技能及びこれに関する

き技能及びこれに関する

き技能及びこれに関する

常有すべき技能及びこれ

知識の程度

知識の程度

知識の程度

に関する知識の程度

技能検定の仕組み
目指す等級で変わる
検定試験の難易度

技能検定はいつ、
どのように実施しているの ?
技能検定は、国が定めた実施計画に沿って実施されます。都道

験の難易度が上がり、合格基準も厳しくなります。さらに職種によっ

府県職業能力開発協会が実施する職種では、試験問題などは中央

ては、長い仕事の経験を重ね、技能レベルも熟練した管理・監督

職業能力開発協会が作成し、それぞれの試験は各都道府県職業能

者向けの「特級」もあります。技能検定には学科試験と実技試験

力開発協会で実施しています。また、職種によっては、民間の指定

があり、
技能士になるためには、
その両方に合格する必要があります。

試験機関が行っています。受検を希望する人は、受検する職種によっ
て各機関へ申し込み、試験を受ける仕組みになっています。

※実技、学科のどちらか片方だけ合格した人は、次回以降は不合格となった試験のみの受
検も可能です。

仕事に生かすための技能を高めるためには、まず知識をしっかり身に付け
る必要があります。学科試験では、技能の知識がどれくらいあるかを評価す
」の問題と、多くの選択肢から正解を選ぶ「多
るため、
「真偽式（〇× 式）
肢択一式」の問題それぞれ 25 問ずつ、
全 50 問（特級は多肢択一式 50 問、

技能検定に合格すると何が授与される ?
技能検定に合格した場合、国が認める “技能士” として合格証書
（※）
と中央に「技」の文字が入った技能士章（バッヂ）が授与されます。

それ以外にも、現場で技能を生かした仕事をするとき、あるいは人
に技能を指導する際の身分証にもなる「技能

●仕事の技量と経験が試される実技試験

士カード」や「技能士手帳」なども用意され

に行い、評価を受ける試験があります。試験時間は職種によっては 4 〜 6
時間に及ぶこともあります。また、実際の仕事の現場状況を想定して、判別・
判断・測定・計算などの試験を実施する職種もあります。

電気科
電子科
工業化学科
建築科
土木科

プラスチック成形、配管、テクニカルイラストレーション、機械･プラント製図
電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、時計修理、
プラスチック成形、テクニカルイラストレーション、電気製図、舞台機構調整
電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、時計修理、舞台機構調整
めっき、アルミニウム陽極酸化処理、プラスチック成形、強化プラスチック成形、
熱絶縁施工、機械･プラント製図、化学分析、産業洗浄
建築板金、建築大工、とび、左官、ブロック建築、配管、内装仕上げ施工、
テクニカルイラストレーション、塗装
さく井、鉄工、石材施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、産業洗浄

（単位：要する実務経験の年数）

受検対象者

特級

1級

1級
合格者

2級
合格者

実務経験のみ

7

専門学校卒業
専修学校（大学入学資格付与課程に限る）卒業

6

短大・高専・高校専攻科卒業
専修学校（大学編入資格付与課程に限る）卒業

5

大学卒業
専修学校（大学院入学資格付与課程に限る）卒業

専修学校または各種学校卒業
（厚生労働大臣が指定したものに限る）

4
800 時間以上

6

1600 時間以上

5

3200 時間以上
短期課程の普通職業訓練修了
普通課程の普通職業訓練修了

5

2級
3級
合格者

3級
合格者
2

3 級※

単一
等級

0

3
1

0

2

4

0

0

4

700 時間以上

6

2800 時間未満

5

2800 時間以上

4
3

0

1

2

職業訓練指導員免許取得

0

長期養成課程の指導員訓練修了

1

0
0

1

長期課程または短期養成課程の指導員訓練修了

1
0

応用課程または特定専門課程の高度職業訓練修了

‒

‒

0

0

※検定職種に関する学科の在学者及び訓練科における職業訓練の受講者も受検できます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

技能検定に関する情報は、ポータルサイト「技のとびら」に詳しく掲載されています。

ています。
（※）指定試験機関で実施する一部の職種を除きます。

技能士章（バッヂ）

技のとびら
技能検定制度等に係るポータルサイト
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鋳造、金属熱処理、機械加工、建築板金、工場板金、仕上げ、機械検査、時計修理、

専門課程または特定専門課程の高度職業訓練修了

3 級は真偽式 30 問）が出題されます。

実技試験には、例えば制限時間内で物の製作、組立て、調整などを実際

機械科

受検が認められる主な技能検定の職種

0

「技能検定」は 3 級、2 級、1 級…とレベルが上がるに従い、試

●専門知識のレベルを評価する学科試験

会へお問い合わせください。

受けている方、また学校教育を卒業した方も

する学科に在籍中の方も、３級技能検定は受

技能検定 3 級

られる学科や検定職種があります。詳しくは、受検希望地の都道府県職業能力開発協

主な学科名

専門学校などの在校生で、技能検定職種に関

技能検定制度・
技能士ロゴマーク

下記のような例がありますが、これ以外にも授業カリキュラムの内容によっては、認め

修了した方、職業訓練を修了した方もしくは

工 業高校、農 業高校・技 術専門校・各種

技能検定には、特級、1 級、2 級、3 級というように、技能の
レベルを明確に区分けした “等級” があります。職種によっては、
等級を区分しない「単一等級」もあります。

専門高校の学科などと受検が
認められる検定職種の関係は？

詳しくは

技のとびら
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