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鹿児島市 技能職種別団体
〈順不同〉

働きながら技能士としての知識と技能を習得します。

●入校等のお問い合わせ先

鹿児島高等技術専門校

099-226-0517TEL

鹿児島市ものづくり関係団体等ご紹介

2年もしくは3年間、週1日の出校で、修了の際に技能士補証が与えられ、技能検定2級
の学科試験全部が免除になります。在校中に2級技能士の資格を取ることも可能です。
2級技能士取得後、2年の実務経験を経ることで、1級技能検定の受験資格が得られま
す。1級技能検定合格者は、職業訓練指導員の免許講習受験資格が得られます。

〒890-0014 鹿児島市草牟田２丁目３６-３９

鹿児島県溶接協会   （協）鹿児島県鉄構工業会  鹿児島県板金塗装工業協同組合
鹿児島市時計貴金属眼鏡商組合  鹿児島電気工事業協同組合 鹿児島県保温保冷工業協会 
（一社）鹿児島県冷凍空調工業保安協会  鹿児島県鉄筋業組合  鹿児島県板金工業組合
鹿児島県自動車車体整備協同組合  鹿児島建築工友会  鹿児島県左官業協同組合
鹿児島県鳶土工業連合会   鹿児島県タイル工業協同組合 鹿児島市管工事協同組合 
鹿児島県畳工業組合鹿児島支部 （一社）鹿児島県建築協会  鹿児島県室内装飾事業協同組合
鹿児島県板硝子商工協同組合  鹿児島県瓦工事業組合  鹿児島市石材商組合
鹿児島木材産業協同組合   鹿児島県表具内装組合連合会 鹿児島県木工技能士会
鹿児島市建具同業組合   鹿児島県建設鉄工協同組合 鹿児島県建設技能者組合
鹿児島県造園園芸装飾技能士会 （一社）鹿児島県造園建設業協会 鹿児島県防水工事業協同組合
鹿児島県コンクリートポンプ協同組合  鹿児島県造園事業協同組合 鹿児島県蒲鉾協同組合
鹿児島県パン工業協同組合   鹿児島県菓子工業組合  鹿児島県製麺組合
鹿児島県蒟蒻組合    鹿児島県味噌醤油工業協同組合 鹿児島地区酒造協議会
（一社）鹿児島県調理師連合会  鹿児島県茶商業協同組合  本場大島紬織物協同組合
鹿児島県絹織物工業組合   鹿児島市染物同業組合  （一社）日本和裁士会鹿児島県支部
鹿児島市竹友会    鹿児島県印刷工業組合  鹿児島市印章業協会
鹿児島県写真館協会   鹿児島市陶業会   鹿児島県薩摩焼協同組合
鹿児島県フラワー協会   鹿児島県理容生活衛生同業組合鹿児島市支部 鹿児島県美容生活衛生同業組合鹿児島市支部
鹿児島県クリーニング生活衛生同業組合  鹿児島市鍼灸師会  （一社）鹿児島市鍼灸マッサージ師会
（公社）鹿児島県柔道整復師会 （職）鹿児島市職業訓練協会 （職）南九州美容訓練協会
鹿児島県技能士会連合会

8科目の
職業訓練に対応

●木工科  ●木造建築科  ●鉄筋コンクリート施工科
●左官・タイル施工科  ●表具科  ●建築塗装科
●畳科  ●サッシ・ガラス施工科

鹿 児 島 高 等 技 術 専 門 校

「鹿児島市職人等魅力発信サイト」をチェック！

まずは、ものづくりとはどんな
仕事なのかを知ることから始
めましょう。鹿児島市職人等
魅力発信サイトは、鹿児島市
のものづくりを支える優秀な
職人、優れた技術の魅力をお
伝えしています。

鹿児島市には、数多くの「ものづくり」事業があり、関係団体が中心となって、鹿児島市の産業を支えています。

鹿児島市職人等魅力発信サイト で 検索
http://www.city.kagoshima.lg.jp/syokunin/index.html

職
人

ものづくりを支える職人・ 技能職の魅力
鹿児島市職人等魅力発信サイト



ものづくりの仕事

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

作るものの全部を自身の手作りで行い、一つの完成品を納めるこ
と。納期の関係から、作業の計画性は必要だが、「自分が納得でき
る仕事をして、商品を納めて、お客様に価格以上の価値を感じて
もらえた時」の達成感は大きい。

個人差はあるが、早い人で約3年程度
で一般的な技能の知識を得ることがで
きる。鹿児島高等技術専門校にて履修
し、試験に合格することで技能士の資
格取得も可能。

■ 仕事内容

キッチンやドア、カップボードなど住宅内で必要な建具を、木材を加工し
て製作。一般住宅から公共施設まで幅広い需要があり、近年では、既製
品からオリジナル製品への要望が増えている。

来年で木工職人歴50年を迎える。鹿児島
高等技術専門校の木工科指導員等も兼務。

〈順不同〉

山元 成巧 会長
鹿児島県木工技能士会

木工
技能

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

大切な住まいを漏水から守るために、日々活動しているが、屋根
からの雨漏り原因を特定するのは非常に難しく、技術が必要。そ
んな時に状況を見極め、原因を特定し、雨漏りを止められた時は
職人としての達成感を感じる。

技能士の資格を取ることで得られるものも
大きいが、鹿児島という地域柄か、単に技
能士としての仕事だけを請け負うのでは
なく、1つのオーダーで複数の技能を求め
られることもあるため、複数の技術を同時
に身に着けるチャンスも多い。

■ 仕事内容

一般住宅やビルを雨と水から守る施工をするのが主な仕事。新設だけで
なく、リフォームによる維持・修繕工事も多い。鹿児島市の「安全安心住
宅ストック支援事業」によるリフォーム費用補助や「かごしま国体」開催
設備の修繕等で業界は活発化している。

株式会社山﨑商会の代表取締役社長。
鹿児島県技能士会連合会会長も兼務。

山﨑 洋 理事長
鹿児島県防水工事業協同組合

防水
工事

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

印刷物に載った情報が人の手に渡ることで、商品となる。印刷し
た時は、単に紙に印刷されたものでしかないが、そのクオリティに
満足され、渡った人の人生を支えたり、夢を与えたりすることで全
ての工程に関わるスタッフで喜びを分かち合える。

機械化が進むことで、女性の活躍も期待され
る職場である。印刷物に対する顧客の要望
は多様化が進み、手に取る側の読み方にも
配慮して作ることが必要となるため、単に作
る職人ではなく、情報のプロフェッショナル
としての活躍が期待される。

■ 仕事内容

チラシやパッケージ、箱などあらゆるもののデザイン・製版・インキ調整・印
刷など仕事内容は多岐にわたる。印刷機械の製造技術向上に伴い、オフ
ィスオートメーション化が進む。人手不足をオートメーション化で補ってお
り、業界としても働き方改革に積極的に取り組んでいる。

協業組合ユニカラー理事長。本社の他、
串木野・東京に営業所を展開。

岩重 昌勝 理事長
鹿児島県印刷工業組合

印刷



ものづくりの仕事
〈順不同〉

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

身に着けた技術で、お客さんの笑顔を作り出せること。大きく、長
い壁や特殊なデザインの壁であっても、職人が集まることで顧客
の要求を満たし、満足感を与えられる。

使う道具を清潔に保つことで、きれいに
壁も塗れ、作業効率のアップにもつなが
る。効率よく仕事をすることで、こなす仕
事量も増え、収入アップにもつながる。

■ 仕事内容

戸建住宅の健康志向や塗り壁の風合いを好む需要も多くあることから、
仕事が多くある業界。塗り壁の他、タイル貼り、コンクリート施工など仕
事内容も多彩。

（有）田畑工業の鹿児島営業所長。第43回全
国左官技能競技大会で優勝の実績。鹿児島
高等技術専門校の講師も兼務。

田畑 隆 氏
鹿児島県左官業協同組合

左官

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

県全体で実施した「花かごしま」イベントなどの会場で、各地を装
飾したり、作り上げたものを来場者に見てもらい、見た人の気持
ちを穏やかにしたり、和やかにしたりできること。

生き物を扱う業種のため、デリケートな
部分はあるが、県の認定職業訓練校で
造園・修景等の技術を身に付けることが
でき、技能士等の資格取得を目指す。業
界として未経験者への現場研修も随時
実施している。

■ 仕事内容

個人住宅の庭木手入れや都市公園の整備、花壇・街路樹・市電の軌道敷
緑化の維持管理などが主な仕事内容。近年では、環境対策としての屋上
緑化も増えている。

創業112年、有村総合建設(株)の
4代目代表取締役。職人歴40年目。

有村 勝則 理事長
鹿児島県造園事業協同組合

造園

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

自由な発想をみがき、それを形にして作品として具現化された時
の達成感。作品を気に入ってくれる人がいることがモチベーショ
ンアップにつながる。時代が変わっても、職人として作り続けるこ
とで、これまでの足跡に自信が持てる。

自分の作る最高の作品をイメージでき、
それを具現化する技術を身に着けるこ
とが必要だが、最も重要なのは「陶芸を
やりぬく」という志を持ち続けること。

■ 仕事内容

各窯での販売はもちろん、日本国内の展示会やアンテナショップ等で作
品を販売。受注生産もあり、要望に応じた作品を製造する。製造工程は
多岐にわたるが、オーダーから約1～2ヶ月でお客様へ納品する。

（有）荒木陶窯の代表取締役社長。苗代川焼・
薩摩焼窯元の15代目で、約400年の歴史を持つ。

荒木 秀樹 理事長
鹿児島県薩摩焼協同組合

陶芸
【薩摩焼】



ものづくりの仕事
〈順不同〉

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

原料にこだわり、味と製法にこだわったオリジナリティ溢れる商
品を作って、お客様に満足してもらえることに尽きる。しっかり・
丁寧にした仕事が、鹿児島の本物の味として認められ、食卓に幸
せを届けることが大きなやりがいである。

原材料の摺り・混合・成形・フライ・冷却・検査・
保管・包装・出荷と工程ごとに細かく仕事が
設定されている。男女問わず活躍しており、
一つの商品を作り上げる「家族」として、しっ
かり丁寧な教育が実施されている。

■ 仕事内容

製造の工程はシステム化されており、セクションごとに人員が配置さ
れ、どの工程においても作り手の技術が欠かせない。従業員が長く活
躍できる環境が整備されている。蒲鉾（さつまあげ）等の商品需要は、
日本国内にとどまらず、海外での人気も高まっている。

大正元年創業、株式会社有村屋の代表
取締役社長。海外にも工場・販路を展開。

有村 興一 代表理事
鹿児島県蒲鉾協同組合

食品
製造

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

大工として家を建てることは、その家に長く住む人の暮らしを作るこ
となので完成後の達成感は大きい。その施主から別の人への紹介が
あった時に、評価されたと実感できる。大工として成熟すると自分の
家も建てることができるので、長く続ける意義もメリットも大きい。

高等技術専門校で学び、技能士の取得
も可能。一定以上の技能を得るまでには
時間を要するが、できるようになると他
同業者の技術も理解できるようになり、
作業の効率化によるコストパフォーマン
スのアップにもつながる。

■ 仕事内容

木造住宅や鉄筋コンクリート建築の基礎・骨組み・床・屋根など、建物の
下地となる個所を作る仕事。建物の強度に関わる重要な仕事で、職人
の技術が求められる。

有限会社山崎工務店の代表取締役社長。鹿児島
高等技術専門校の木造建築科指導員等も兼務。

山崎 善光 会長
鹿児島建築工友会

■ やりがいや達成感

■ 必要な技能を得るために

生活に常に密着した業界でありながら、普段の生活の中ではあ
まり意識することがないもの。ただ、水漏れや災害時などに現場
で、「本当に助かった」という声をもらうと絶対に欠かすことがで
きない仕事だと実感できる。

専門学校や高校の学科も現状ないた
め、技能の獲得は就職先事業所の仕
事現場で行うが、2年から3年の現場
研修を受けながら、各種専門資格取得
を目指す。

配管工職人歴50年。昨年
まで12年間理事長を務める。

青木 英一郎 相談役
鹿児島市管工事協同組合

建築大工
型枠大工

■ 仕事内容

一般住宅やビル、地下などありとあらゆる場所にある「管」の敷設・整備等
が主な仕事。水道管の敷設はもちろん、風呂やトイレ・エアコン等の設置、
ビルのスプリンクラーなど生活環境のあらゆるパイプにまつわるものに
関わる。2016年熊本地震の断水復旧などでも活躍の場が多くあった。

配管工


