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【叙勲(瑞宝単光章)】 小野寺利美（一関市）
【厚生労働大臣表彰】
渡辺征彦（花巻市）谷村電気精機㈱ 𠮷田信雄（内装仕上げ施工）
【岩手県知事表彰】
小鯖義巳（宮古職業訓練協会）佐々木英樹（花巻職業訓練協会）三浦冨雄（二戸職
業訓練協会）村上義文（陸前高田職業訓練協会）シチズンマシナリー㈱北上事業所
東北日東工業㈱ パンチ工業㈱宮古工場
【中央職業能力開発協会長表彰】
菊池正克（遠野職業訓練協会）佐々木繁美（宮古職業訓練協会）出堀正二（二戸職
業訓練協会）下山真貴子（フラワー装飾）
【岩手県職業能力開発協会長表彰】
大和造園土木㈱（花巻市）髙橋満（花巻職業訓練協会）鈴木勝夫（北上職業訓練協
会）及川幸人（江刺職業訓練協会）加藤伸夫（一関職業訓練協会）宍戸正夫（東磐
職業訓練協会）佐々木寛（宮古職業訓練協会）齋藤政司（二戸職業訓練協会）尾形
亜紀子（一関職業訓練協会）菅原芳枝（東磐職業訓練協会）㈱シグマ製作所 ㈱ツ
ガワ二戸工場 ㈱デンソー岩手 日本ソーイング㈱岩手工場 及川哲三（建設機械
設備）菊池清幸（型枠施工）作山和久（鉄工）佐々木勝久（自動販売機調整）滝平
修一（建設機械設備）畑金一（建設機械設備）前川敬二（冷凍空気調和機器）山口
洋子（婦人子供服製造）吉田信一（プラスチック成形）
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建築大工

多田 知弘

㈲日沢建設（二戸職業訓練協会）

フラワー装飾

小泉 玲那

岩手県立農業大学校

配管

千葉 浩斗

岩手県立産業技術短期大学校水沢校

建築大工

佐々木僚介

㈲杢創舎（二戸職業訓練協会）

建築大工

新谷 龍太

㈲東山建設（二戸職業訓練協会）
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建設キャリアアップシステムと登録の状況
建設業の技能者は、様々な事業者・現場を移動しつつ経験を積むため、個々の技能者の経験や
能力が統一的に評価されにくく、処遇に反映しにくい環境にあります。このため、国土交通省で
は就業履歴や保有資格を統一的に情報システムに蓄積する「建設業キャリアアップシステム」を
令和元年4月にスタートさせました。同省では、運用開始初年度100万人、5年後に全ての建設技
能者（330万人）の登録を達成目標としています。
≪北海道・東北の登録者数の推移≫

技能グランプリ参加会員の紹介
第31回技能グランプリが
令和3年2月19日（金）から
22日（月）まで愛知県国際
展示場で開催されます。
本県から岩手県表具技能
士会の伊東靖会員が表具職
種に、齋藤秋幸会員が壁装
職種に出場します。また、
菊池昌迪氏（遠野市）が建
築大工職種に出場します。
御健闘をお祈りします。
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48時間講習開催の予告

秋田県

令和2年度第2回職業訓練
指導員免許取得講習会（48
時間講習）が開催されます。
①日時 令和3年2月17(水)
～2月25日(木)
②受付 令和3年1月4日(月)
～1月15日（金）
③場所 花巻職業訓練協会
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※詳細は岩手県職業能力開発協
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会ホームページをご覧ください。 全国

2年
元年
9月末 11月末
3月末 5月末 7月末 9月末 11月末
7月末
1月末
1,526 2,187 2,617 3,018 3,757 4,483 5,453 6,004 6,664
4,313 6,073 7,895 9,759 11,905 14,169 17,360 19,291 21,722
1,569 2,301 2,917 3,568 4,362 5,150 6,104 6,723 7,461
3,058 4,248 5,241 6,365 7,794 9,262 11,261 12,674 14,240
644
818 1,089 1,323 1,694 2,100 2,409 2,711 3,103
690 1,083 1,298 1,623 1,914 2,315 2,919 3,424 3,935
1,438 2,192 2,868 3,611 4,390 5,091 6,705 7,733 9,023
82,473 116,290 149,999 182,631 220,701 264,442 324,390 366,653 421,075
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投稿等のお願い
皆様に投稿をお願いします。
内容は、情報提供・御意見・写真など、また会員個
人の趣味に関することでも構いません。
投稿先は当会報の発行元ですので、よろしくお願
いします。

入会のお勧め
未入会の技能士の皆様、ぜひ地区技能士会や
職能別技能士会へご入会をお願いします。仲間
が歓迎いたします。
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