技能グランプリ婦人服製作

良い仕事、良い商品は、
技能士のいる企業とお店で！

一般社団法人東京都技能士会連合会

お問い合わせ・ご相談
一般社団法人 東京都技能士会連合会
TEL 03-6228-1921 FAX 03-6228-1931
〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町１３番地 東京洋服会館６階
ホームページ https://www.togiren.jp/
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経済復活の先頭を走るのはものづくりです
令和3年の新年を迎えることができました。
昨年は新型コロナに明け暮れ何もかも自粛の一年でした。
一昨年末になりますが、私は、
「30～40年単位で時代が変わ
る」「経済は30年単位、戦争・紛争は40年周期で大事変が起き
ている。「令和2年度はこの30年周期と40年周期が重なる不気
味な年になるので、世界中に何か悪いことが起きなければよい
が」と申し上げました。不幸にも私の心配していたことが当た

大関会長

ってしまいました。少しも嬉しくない的中です。
楽しみにしていた東京オリンピック、パラリンピックも1年延長になりました。
今年こそ無事に開催されることを祈るばかりです。
歴史は繰り返すと言います。
今回の新型コロナは、第一次世界大戦中に流行したスペイン風邪（１９１８年か
ら翌１９年にかけて猛威を振るった）に酷似していると言われます。当初、米軍基
地の兵士約５００人が罹患し、この米軍兵士が参戦したことで欧州全土に感染が拡
大しました。３月に第一波、８月に第二波、翌年１月に第３波と続きます。世界人
口の３分の１（約５億人）が感染し欧州だけでも２千万人以上が死亡しました。第
一次世界大戦を終わらせる一因にもなりました。
日本には少し遅れて上陸し、第一波から第３波まで起きます。日本の人口約５，
５００万人の４３％にあたる２，３８０万人が感染し３９万人以上の人が死亡して
います。日本にマスク着用が普及したのもこの時期でした。結局、集団免疫を獲得
したことでウイルスも収まります。
その後さらに深刻な事態が続きます。第一次世界大戦終了後、疲弊した欧州に変
わり、一人勝ちの経済大国になったのは米国でした。株価は暴騰し、国民は銀行か
ら借金しても株を買いました。しかし実態と離れた株価は１０年後に大暴落しま
す。銀行も破綻です。追い打ちをかけるように８年間にわたり中西部にダスクホー
ル（砂嵐）が起きます。白人開拓者が草原を焼き畑にしたことが原因でした。３５
０万人以上の農民が土地を離れ失業しました。大失業時代の始まりです。
ニューデール政策で公共投資や富裕税が導入されますが解決しません。皮肉にも
解決したのは第二次世界大戦でした。軍需による雇用拡大が起きたのです。
この不気味な流れは今回も同様に起きる可能性があります。
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世界経済はしばらく停滞します。国民総生産も上がりません。政府支出は拡大す
る一方です。資金力による国の格差、国民格差は広がります。Ｖ字回復にはならず
Ｋ字回復になります。上昇回復に乗れる人と、さらなる貧国にあえぐ人たちに分か
れていきます。
社会不安が広がり自殺者の増加、犯罪の多発、テロ行為等が発生しる物騒な時代
になります。世界のリーダーは対応の拙さを自国民から追及されていきます。中国
の一人勝ちという流れもできてきます。負け組のリーダーは責任を外に転嫁してい
きます。国家間の対立は深まり第三次世界大戦も現実の出来事として警戒しなけれ
ばなりません。
この段階で米国、中国、英国、フランス、ロシアの軍事大国も気づいて欲しいで
す。核やロケットをいくら保有していても「コロナは解決できない。国民は救えな
い」ということを。核やロケットを一つ節約するだけで病院や医師、医薬品の整備
が見違えるほど立派になります。核の研究費をウイルス研究や環境保護に回し平和
な道を進むべきです。
私は先般、政府自民党に予算要望、政策要望をしてきました。大きく３点です。
１．日本経済を復活させる基本はものづくりである。そのためにも、ものづくりの
担い手である技能士の認定から育成、支援を一貫して対応できる、
「ものづく
り庁」「技能士庁」
「匠の技庁」等を国に設置して欲しい
２．一人親方的な技能士は新型コロナで技能継続が厳しくなっている。さらなる支
援策の拡充をお願いする
３．１０年前の民主党政権下での事業仕分けで補助金が全額削減された。約３７２
万人現役技能士の職業人としての活動、会の運営も限界にきている。特に地方
組織は存続危機にあり地方創生にも影響している。技能士活動、後継者育成、
災害支援、事務所運営等が円滑に行えるような財政支援を講じて欲しい。
これらの要請に対し、何人かの国会議員が関係省庁と具体的な話し合いをしてい
るとの情報も得ています。今後も粘り強く要請活動を続けていきます。
新型コロナがいつ終結するか分かりませんが、その後の世界で、日本は重要な位
置を占めてくると思います。いつの時代でも経済復活の先頭を走るのはものづくり
です。日本をもう一度「ものづくり立国」にし、地方創生を実現させていくことが
復活への早道です。
私たち技能士会はものづくりの重要な柱の担い手として誇り高く頑張りましょう。
今年こそ輝かしい年になることを祈念しています。
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技能士の出番です！
技能士会、東技連は技能士の地位の向上と情報交換・交流を図ります
技能士会とは
●技能士の社会的地位の向上を図るために、新しい技術技能の習得や若者への技能継承等、同
一職種の技能士によって組織化された技能者の団体です。
●この職種別技能士会の活動を更に発展させ、幅広く強力なものとするため組織化された連合
体が「一般社団法人東京都技能士会連合会（東技連）」です。
●技能士会が東技連に加入すると、技能士会が行う研修経費等の一部助成や、技能祭などの
各種の行事への参加、機関誌などによる情報の提供、異業種の技能士との交流、技能士・技
能士会の普及活動などができます。

主な事業・活動
●技能向上研修実施助成金、普及啓発活動助成金の審査・交付
●全国技能士大会への参加、技能グランプリへの推薦・参加
●ものづくり・匠の技の祭典への参加・支援
●都立職業能力開発センター技能祭などの行事、「ものづくり教室・学習」への参加
●会報、リーフレットの発行、ホームページへの掲載
●技能士カードの発行、職種別技能検定問題解説集等の頒布
●特級技能検定学科試験準備講習会の開催
●異業種（若手）交流研修会の開催
●東技連会長・全技連会長による会員の表彰

技能検定試験に合格して

技能士になりましょう！！
技能士とは
●技能士とは、働く人達の様々な技能や知識を国が公証する「技能検定試験」に合格した優秀な
技能者の称号で、確かな技能のあかしとして社会や職場で高く評価されています。
●技能士は、技能検定試験の等級別に特級、１級、２級、３級並びに単一等級と技能の程度に応じ
て区分されています。
●技能検定は、建設関係、窯業・土石関係、金属加工関係、一般機械器具関係、電気・精密機械
器具関係、食料品関係、衣服・繊維製品関係、木材・木製品・紙加工品関係、プラスチック製品
関係、貴金属・装身具関係、印刷製本関係、その他の職種で実施されています。
●現在130職種で実施し、昭和34年の制度開始以降延べ665万人が資格を取得しています。（外
国人対象の基礎級を含む）

技能士になるためには
●技能検定試験は、職種ごとに毎年度前期（４月初旬受付）と後期（10月初旬受付）に分けて、全
国で統一して行われます。
●受験申請の手続き、受験資格、日程など詳しいことは、東京都職業能力開発協会にお問い合
わせください。

東京都職業能力開発協会 (TEL:03-6631-6052 URL: http://www.tokyo-vada.or.jp)
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東京都寝具技能士会
仕事・技能内容
・家庭で日常使用されている、座布団・敷布団・掛布団・抱
巻等、伝承してきた製作技能に創意工夫を加えて消費者
のニーズに合ったより良い睡眠環境を作ります。研究開発と
技能向上に取り組み、技能士の社会的地位向上を図って
いきます。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・研修会を開催し、技能・技術の向上を図る
・ボランティア活動として、施設で使用する布団の製作
・「技能祭」等への参加と実技実演
・国家試験受験者の研修指導等
・技能グランプリ参加者への研修指導
・東京都及び全技連へのマイスターの推挙

匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・伝統的な製作技能・技術を守りながら、研修会等で学んだ
新しい技法を積極的に取り入れ、創意工夫をし、技能を向
上させながら、伝統的な布団製作技能の継承を目指してい
きます。

技能グランプリ

技能士会の歩み・アピール
・技能検定合格者 100 余名にて、昭和 48 年に東京都寝具
技能士会として発足しました。
・平成 24 年に創設 40 周年を迎えました。今後とも会員一
同技能士として、技能技術の向上に励み、消費者の皆様に
より良い製品を提供していきたいと思います。
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技能検定

東京都和裁技能士会
仕事・技能内容
・取引先や個人から依頼された和服の縫製を行います。
・和服は、女性物・男性物・子供物等があり、それぞれに
夏物、冬物、またその中にも長襦袢・着物・羽織・袴等と
種類は多岐にわたり、縫製技術はもちろん、幅広い知識
を要求される仕事になっています。
匠の技展

技能士会の事業内容
技能の保存及び後継者の育成に寄与することを目的に
次の事業を行っています。
・研修会の開催
・研修旅行と見学会
・国家検定への協力
・和裁技能の情報収集と提供
匠の技展（体験）

技能の振興策・継承活動
・毎年数回の講習会を行い、技能五輪・技能グランプリに
も多くの選手が参加し、若い技能士の資質向上に努力し
ています。
・「匠の技フェア」等に積極的に参加し、技能の振興・継承
活動に努めています。
技能グランプリ

技能士会の歩み・アピール
・昭和 46 年に設立された、「東京都和裁一級技能士
会」を前身として、平成９年 10 月に発足しました。
・初代会長中村稠之氏から上野敏男会長、矢嶋將雄会
長、小関友実会長を経て、現在の坂間英継会長となり、
技能士の地位向上に努め、会が発展しています。
匠の技の祭典
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東京都タイル技能士会
仕事・技能内容
・タイルは、建築物を美しく彩るとともに、躯体を保護する重
要な役割を担う歴史ある建築仕上げ材です。タイル技能士
は、その施工(内外装・水回り・外構・エクステリア・ガーデン
等)を専門に行うほか、タイルアート等の製作も手掛けます。
・タイル技能士会は、東京都及びその周辺に在住する１・２級
タイル張り技能士の国家検定資格を有する技能士集団
で、その資格取得を目指す方も会員になれます。

匠の技の祭典(制作実演)

技能士会の事業内容
・新しい施工技術、新製品に関する情報を収集してその提供
に努めるとともに、研修会や技能向上講習会、見学会等を
実施します。(会報として『TILES NEWS』を発行)
・メーカー・商社・他業界との情報交換を行い、業界の活性
化を図るとともに、合同研修会等を通して他県技能士との
交流・親睦も進めます。

技能の振興策・継承活動

匠の技の祭典(体験指導)

・タイル張り技能検定試験・技能五輪・技能グランプリ等の
運営への協力、技能講習会の実施を通して次世代の育成
を図るとともに、若手選手の発掘、推薦を行います。
・「ものづくりフェア」「ものづくり・匠の技の祭典」等に積極的
に参加・協力し、技能の振興、啓発、継承活動に努めていま
す。
・東京都職業能力開発協会の若年技能者人材育成支援等
事業 （厚生労働省委託事業）への協力を通して、小中学
校でのモザイク教室の実施、工業高校や専門学校の建築
科生徒へのタイル施工実習にも精力的に取組んでいます。

技能グランプリ(タイル競技)

技能士会の歩み・アピール
・昭和４７年に、上野の東京文化会館で設立総会を行い「技
能者の技能技術の研鑽、社会的地位の向上を目的」として
発足。
・以来、約半世紀にわたって上記の活動を進めてきました。
今後も「ものづくり」の素晴らしさを広く伝えるとともに、初
心を忘れずに、タイル技能の向上とタイル文化の普及発
展を目指して邁進します。
卒業記念モザイク壁画(制作指導)
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東京都洋裁技能士会
（公益社団法人）全日本洋裁技能協会 東京支部
仕事・技能内容
・会員(洋裁店経営・洋裁教室主宰)相互が、婦人服製作の
デザイン・裁断・縫製の方法など、服飾に関してのテクニッ
ク等の研究、勉強会を実施しています。また、後進の指導に
尽力をしています。
・毎年開催の２つの協会での「全日本洋装技能コンクール」
は、総理大臣賞・厚生労働大臣賞・東京都知事賞等、20
予数の賞を受賞できるコンクールです。各方面より高い評
価を受け、ご支援を頂いています。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・国家検定試験の委託・協力
・技能競技大会(技能五輪全国大会・技能五輪国際大会・
技能グランプリ・アビリン大会)等の委託・協力
・夏期洋裁大学(著名な講師による勉強会)
・全国経営セミナー
・全日本洋装技能コンクール開催
・国家検定試験１・２級に準ずる講習会
・研究会(年５回)
・厚生労働省委託「ものづくりフェア」参加
・全技連匠の技フェア・訓練校生徒作品＆匠の技展
・ものづくり・匠の技の祭典参加

技能グランプリ

技能の振興策・継承活動
・オーダーメードの技として国家検定試験１・２級に準じる講習
会では、受験者及び指導者が多く参加して技術向上を 図
り活動しています。
・フォローアップ講習会の実施
・小学校でのものづくり体験教室指導

技能グランプリ

技能士会の歩み・アピール
・公益社団法人全日本洋裁技能協会の傘下で活動してい
ます。
・注文服仕立ての洋裁技能・技術を伝承し、服飾文化の発
展に寄与してきました。
・叙勲・褒章・卓越技能章・都優秀技能章・全技連マイスター
等受賞者及び技能グランプリにおける多数の上位入賞者
が所属し、技能・技術の研鑽を積み、後進の育成に尽力し
ています。
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技能グランプリ

日本洋裁技能士会
仕事・技能内容
・会員には洋裁教室・注文服店経営者が多く、互いに情
報交換の場として活用しています。
・毎年、全日本洋装技能コンクール(２団体の協力)を開催
しています。また、洋裁技能・技術の向上、後進の育成・
指導に尽力しています。

技能士会の事業内容

コンクール入賞作品発表会

・全日本洋装技能コンクール(毎年)
・技能向上セミナー(年３回)
・技能検定受検予備講習会
・モード通信(年３回)
・NDA クチュールコレクション(３年毎)
・新年祝賀会、注文服業界世界大会、アジア大会参加(毎
年)
・技能グランプリ大会選手出場・技能五輪全国大会
・厚生労働省委託「ものづくりフェア」参加
・東京都「職人塾事業」参加
・「ものづくり・匠の技の祭典」参加

技能検定講習会

技能の振興策・継承活動
・技能検定講習会に多くの検定受験者が参加し、多数の
合格 者を輩出している。
・会員のスキルアップを目指して活動しています。

技能士会の歩み・アピール

技能グランプリ

・(一社)日本洋装協会の下部組織として位置づけており、
本年創立７4 年の実績を誇る団体
・明治以来の洋裁技能の伝統を受け継ぎ、技能及び服飾
文化の発展に寄与してきました。
・叙勲 、褒章、卓越技能章、優秀技能章、全技連マイスタ
ー等受賞者を多数輩出しています。

ものつくり・匠の技の祭典
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東京都印章技能士会
仕事・技能内容
・法人や個人の実印・銀行印・認印等の大切な印章の彫刻
はもちろん、住所印・小切手印・手形印・雅印等の手彫りゴ
ム印の製作から、書画や絵手紙に押す落款印や遊印といっ
た趣味の印まで幅広く製作しています。

技能士会の事業内容
ものづくり体験教室
・篆刻(石印)、篆書(書)教室を開催し、会員の技術向上を図
っています。
・小・中学校の授業で「ものづくり体験教室」を実施。こども
達に「はんこと文字の話」と「石のはんこ作り体験」を通し
て、ものづくりへの興味を持ってもらう場にしています。
・技能グランプリへ選手・委員を派遣しています。

技能の振興策・継承活動
・「ものづくりフェア東京」、「匠の技の祭典」等に参加し、印章
彫刻技術の啓発・振興活動に努めています。
・「技能グランプリ」に選手を派遣して、若い技能士の技能向
上を目指しています。
・東京都の「職人塾」事業にも協力をしています。

技能グランプリ

技能士会の歩み・アピール
・昭和 52 年に、60 余名の印章彫刻技能士により発足して以
来、42 年目になります。会員には、ものづくりマイスター、全
技連マイスター、そして東京マイスター等、多数擁し積極的
に若い技能士に技術・技能の継承・啓発を行い、後継者育
成に力を注いでいます。
・平成３０年度秋の叙勲で権田和幸氏が「黄綬褒章」を、上
田雅典氏が卓越した技能者「現代の名工」を受賞しました。
はんこの技術者の集団として更に研鑽を続けていきます。
・グランプリにおいても多数の受賞者を輩出しています。印章
のプロとして、文字の知識や正確な彫刻技術の向上に研鑽
し、「良き印章人」を目指し活動を続けています。

匠の技展

匠の技の祭典
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仕事・技能内容
・プラスチックは軽量で腐食・錆が付かず、断熱・絶縁性に
優れ、生産加工コストも安価、従って、あらゆる製品の代
替が可能、世の中になくてはならない存在です。
・その成形方法は、「成形機」「成形材料」「金型」の３つの
ハードがあれば、概ね 90％程度の完成品を造ることがで
きます。しかしながら、このレベルでは到底「製品」として
使用することはできません。それを埋めるのは「溶融させ
た プラスチックの流し方」であり、正に「技能」が必要で
す。

工場見学会

技能士会の事業内容
プラスチック成形技能士としての、資質・技能向上を図
るため、下記の活動を行っています。
・研修会、講演会、見学会の開催
・技術情報の収集及び提供
・成形技術に関する諸問題の研究

講習会

技能の振興策・継承活動
・技能検定制度の普及、公平堅確な実施のため、（一社）
東日本 プラスチック製品工業協会の技能検定運営委
員会で、中心的役割を果たし、都職能・中央職能とも密
接に協力しています。
また、若手の育成のため、認定訓練の講師派遣、実技
講習会の開催等様々な技能の振興・継承活動を実施し
ています。

技能検定実技試験説明会

技能士会の歩み・アピール
・昭和 40 年(一社)東日本プラスチック製品工業協会内
に、職業訓練所が発足。
・昭和 56 年に、同訓練所の修了生により設立されていま
す。
・技能向上に志のある方へ、広く門戸を開放しています。
通常総会終了後の懇親会
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東京内装仕上技能士会
仕事・技能内容
・新築・リフォームを問わず、建築現場における各種壁紙
やプラスチック系床材、カーペット、化粧フィルム、カーテン
等
・近年は基幹技能者としての施工にとどまらず、現場の工
程の施工を行う技能者の集まりです。近年は、登録内装
仕上基幹技能士として施工管理の役割も増えていま
す。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・内装施工業者は中小零細の組織が多く、社会的には弱
い立場にあります。
・技能士会では、講習会や出版物を通して情報を共有し、
職人相互の連携を強め、広く社会的に技能の正当な価
格評価、それを支える新しく優れた施工方法を研鑽する
ことを目的に活動しています。
職業訓練指導

技能の振興策・継承活動
・技能士会の事業を広め、技能士の技術と意識レベルを
高めるために、多種多様な技能向上訓練、商材への理
解を深める工場見学、メーカーと連携した新製品の講習
会等を随時行っています。国家資格の１・２級技能検定に
対応した勉強会、職業能力開発センターへの講師派遣
や企業・団体に対する講師派遣、小学生への体験工作
指導等、幅広い技能の継承、啓蒙活動を行っています。

技能士会の歩み・アピール
昭和54年に床施工技能士の団体として発足し、その
後、壁装施工技能士、カーテン施工技能士、化粧フィルム
施工技能士が合流し、内装仕上施工者全般の団体とな
り、平成30年に40周年を迎え、益々活発に活動していま
す。また、上部団体としての日本内装仕上技能士会連合
会に属しており、近年中に10県以上の単組を立ち上げ、
厚生労働省認可団体となることを目指しています。なお、
一人親方でも加入できるのが特徴です。
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匠の技の祭典(体験)

技能グランプリ(金賞)

一般社団法人東京都日本調理技能士会
仕事・技能内容
・調理師は、我が国の誇るべき伝統文化である日本料理
を単に食物を調理するに留まらず、古より伝承された故
事由来も含めた食文化を習得します。調理長は献立の
作成、食材仕入れ、食器や厨房機器の点検整備はもと
より、人事、労務管理まで幅広い業務にあたります。
匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・関係行政機関および関係諸団体と連携して日本料理
文化の伝承や技術指導を行うため研修会、講習会を開
催して技能士の育成に貢献しています。
・また、東京都が行っている「職人塾」事業においては、初
年度より参画して成果を上げています。

匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・技能五輪大会は平成 7 年より、技能グランプリには平成
4 年より、代表選手を出場させて入賞者を出しています。
・その他、ボランティア活動などを行い、日本調理技能士
会の普及に尽くしています。
匠の技の祭典

技能士会の歩み・アピール
・昭和 63 年 6 月に、故小倉久米雄氏の尽力で発足し、東
京都技能士会連合会に加入して 26 年の歴史がありま
す。
・平成 19 年には池辺洋氏の下に再編し、平成 22 年には
現濱田貞夫会長が就任、会員増加を図るため、新企画
を検討中です。
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匠の技の祭典

東京洋服技能士会
仕事・技能内容
高級紳士注文服の仕事は、生地選び・採寸・型紙製作・
裁断・仮縫い・縫い上げ・本縫い等、３００前後の工程を経
て完成となり、非常に高度な技術・技能を必要とする職
業です。
オーダースーツは仮縫いによって、お客様と創り手の試
行錯誤により、着る人の「雰囲気」を活かし、上品に仕上
げ完成させる創り手としての喜びがあります。

匠の技展

技能士会の事業内容
・東京都洋服商工協同組合主催の、東京マスターズコレク
ションのファッションショーに参加
・全日本洋服技能士会連合会総会において、新作の研究
発表会に参加
・「匠の技フェア」等に積極的に参加
・「技能祭」等への参加

匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・東京都洋服商工協同組合より委託され、新宿文化服装
学院オープンカレッジにおいて、高級注文紳士服の縫製
技術について、採寸から型紙づくりとハンドメイドを主体
とする高度な技術指導を、会員の協力で若者を対象に
養成しています。

匠の技の祭典

技能士会の歩み・アピール
・東京都洋服商工協同組合と執行関係にあり、全日本洋
服技 能士会連合会に所属し、活躍している団体です。
・１級技能士の集団であり、高級注文紳士服仕立を基本
とし て技術向上に日夜研鑽しています。
匠の技の祭典
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ウェルポイント施工技能士会
仕事・技能内容
・ウェルポイントとは、真空技術を応用した排水工法です。
・東日本大震災で東北地方のみならず、茨城・千葉・埼玉
県等広範囲に液状化が発生し、上下水道のインフラが
破壊損傷等甚大な被害が出ました。速やかな復旧工事
の最初にウェルポイントが活用されました。

ウェルポイント施工現場

技能士会の事業内容
・発注者(国や地方自治体)、建設関係者からのウェルポイ
ント工法の技術的質問や相談への対応、技能士検定の
際に検定委員を送り、問題作成、実技試験等に協力して
います。
・その他、標準歩掛資料、工法便覧等技術書を製作・販
売し、公共のニーズに応えています。
実技試験の水量調整

技能の振興策・継承活動
・技能士検定の対策として講習会を開催し、正しい技術・
技能の習得を第一に教育活動を行っています。
・ウェルポイント施工技能士の熟練者は、現場作業におい
て、実地指導等を行い、技術の継承のために貢献してい
ます。

技能士会の歩み・アピール

技能検定筆記試験

・技能士会発足の11年前、昭和53年ウェルポイント協会
は発足しました。
・昭和59年にウェルポイント技能士検定が国家検定とな
り、平成21年１級ウェルポイント技能士は、建設業法によ
り「主任技術者」に認定されました。その証明のため、登
録証の発行を開始しました。
1 級技能士登録証
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仕事・技能内容
・私たちの取扱う縫製機器とは、ミシンをはじめパターン作
成から裁断、縫製、仕上げ、出荷検査に至る全てになり
ます。機器の販売やメンテナンスが主な業務となります
が、多岐にわたる用途に対しての機能の追加、改造加工
も含まれます。また、家庭用ミシンにおいても、販売やメン
テナンスだけでなく、ものづくりの楽しさを広める活動も
行っています。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・技術や知識の向上を目指すとともに、業界における人材
育成の場として、更に、技能士の社会的地位の向上のた
めに積極的に取組んでいます。

技能の振興策・継承活動

匠の技の祭典

・新商品の技術講習会の開催
・コネクテッド・インダストリーをはじめ、新たな製造業の変
革に関する知識習得のための見学会を実施
・部品製造加工、電気空気制御技術のための知識習得
・技能検定実施への協力
・都主催「ものづくり・匠の技の祭典」への出展を通して、
ミシンの匠の技の紹介やものづくりの楽しさをアピール。

技能士会の歩み・アピール

匠の技の祭典

・東京都ミシン商工業協同組合の組合員とその従業員の
資格取得者、また、技能士資格取得を目指す者を、会員
資格としています。
・「技術の向上に終わりなし」を合言葉に、技術者としての
勉強の場となるよう、今後努めていきます。

研修会
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東京都椅子張り技能士会
仕事・技能内容
・応接セット・会議用椅子・商業施設等の業務用椅子の製
造及び張替を主な仕事とし、木フレームの塗装やぐら付
きの修繕も行っています。
・椅子の製造工程は、図面を作成し木フレーム仕上がり
後、スプリングやクッション材等で下ごしらえをし、仕様に
沿って張り仕上げをします。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・技能検定の推進指導
・都立職業能力開発校 ｢技能祭」への出展参加
・「ものづくり・匠に技の祭典」等、各種イベントへの参加 ・
技能向上や親睦のための研修会等を実施

技能の振興策・継承活動

ステージパフォーマンス

・毎月役員会を開き、出展計画や講習会の活動を行い、
会員の増強に取組んでいます。
・技能向上講習会を開催しています。
・技能検定の促進及び実施に協力しています。

技能士会の歩み・アピール
・平成元年発足、創設33年目になります。
・技能検定の実施は、昭和40年後期を第１回目とし、55年
間の実績があります。
・直接人体にかかわる椅子張りは、あらゆる場所で活躍
し、歴史や社会へも大きく関わってきています。椅子張り
を通し一緒に未来をつくりましょう。
・旭日単光章：平成29年秋 五百部 喜作 氏
・黄 綬 褒 章 ：平成28年春 小池 譲 氏
平成30年春 上柳 征信 氏
・現代の名工：平成28年 上柳 征信 氏
平成30年 種澤 邦勝 氏
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匠の技の祭典（体験）

匠の技の祭典

仕事・技能内容
・建具なんて知らないよなどと言わないで下さい。お客様
を最初に出迎える玄関ドア・雨や風を防いでいるサッシ・
各部屋を快適にする室内ドアや障子、襖など、これらすべ
てが建具です。
・住まいを彩る道具は多種多様、それらを作る職人が、私
たち建具技能士です。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・組織運営としての総会・新年会・役員会の開催と、会員
の増強促進・他業種との交流に取り組んでいます。
・各種研修・技術講習会等を積極的に開催しています。
・技能の普及向上では、関連イベントに積極的に参加しＰＲ
に鋭意取り組んでいます。
匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・技能士の資格取得や技能向上のための活動に精力的
に参加しています。
・技能検定・技能五輪・技能グランプリへの選手・競技委
員の派遣を行っています。
・毎年小学生を対象とした「木工教室」を実施し、人気の
的です。

技能士会の歩み・アピール

匠の技の祭典

・設立 25 年目を迎えました。
・建具屋は建具のプロだけでなく、建物・住宅全般のプロ
でもあります。私たちはその自覚から「完璧な建具をつく
る精神」を養い努力を傾けています。
・住まいづくリのプロ、いわば住まいの「ホームドクター」を
目指しています。
組子(体験教室)

17

仕事・技能内容
・婦人子供服製造と関連技術の教育
・ウエディングドレスから平常着まで婦人服全般の、デザイ
ン材料の選択、パターン製作・裁断・縫製・仕上げまで
・会員の教室やオーダー店での後進の教育・指導

技能士会の事業
内容

匠の技の祭典

・研修会・講習会での活発な意見交換により、技術の向
上を図っています。
・新年会・旅行会等を実施し、和やかな雰囲気の中、相互
の理解と親睦が図られています。
・東京都技能士会連合会の行事には、積極的に多くの会
員が参加し活動しています。

技能の振興策・継承活動

匠の技展

・会員の教室で学ぶ生徒による発表会の実施もあり、毎
回、１００点を超すほどの作品が出品されます。
・各教室の経営は、生徒が手作りの良さと知識が習得で
き技能振興と継承活動にもなっています。

技能士会の歩み・アピール
・昭和５７年洋裁教室指導者とオーダー店経営者を会員
とし 設立しました。
・平成７年に業界の発展と技術が尊重される社会を希望
し、「技能士部会」として東京都技能士会連合会に加盟
しました。
・「質の高い技術と豊かな感性を有する人材の育成」を目
指し、深く知識を学び、真摯に活動を続けています。

匠の技の祭典

技能グランプリ
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東京貴金属技能士会
仕事・技能内容
・白金、金、銀等の貴金属を加工し、宝石を使い指輪・ペン
ダント等の宝飾品を量産品から逸品まで製作します。オ
リジナルデザインの製品を加工から販売まで行います。
・クラフトマンデザイナーとして、貴金属技能士の国家資
格１級・２級・3 級を有する者の団体です。
・国産品で全日本(ALL JAPAN)の商標権を登録していま
す。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・技術の公開、習得のための技能講習会を随時実施し、
会員の技術と経済的地位の向上を目指します。
・作品コンテストを不定期で開催しています。
・上部所属団体のイベントに多数参加し、後継者育成を目
指しています。
・ 入 会 希 望 者 は 、 事 務 局 長 三 塚 晴 司 (TEL03-39427946)まで連絡願います。

匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・東京都や上部団体が開催するフェステバル等に積極的
に参加し、日本のものづくりに対する啓蒙活動に積極的
に取組んでいます。
・小・中・高の生徒を対象とした「ものづくり教室」、東京都
の「職人塾」に取組み、技能の継承と後継者の育成を図
っています。
・技能検定の受験準備講習会や技能五輪出場選手、技
能グランプリ選手の研修をします。

匠の技の祭典

技能士会の歩み・アピール
・平成７年に発足し、２6 周年を迎えています。
・各種マイスター、卓越技能者、黄綬褒章等の取得者を輩
出し、技能五輪、技能グランプリにおいても多くの受賞者
を 生み出しています。
・１・２・３級貴金属技能士検定合格者であればどなたでも
入会でき、個々のスキルアップが計れます。
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匠の技の祭典

東京都塗装技能士会
仕事・技能内容
街中のいたるところに塗装が施されています。その中で
も、街の景観を彩り、皆様が一番目にするものが我々が
塗装する建築塗装となります。

技能士会の事業内容

匠の技の祭典

・技能士会名簿の作成
・国家検定への協力
・塗装技能の情報収集と提供
・研修会の開催

技能の振興策・継承活動
・移りゆく時代の中で受け継がれてきた伝統ある技能・技
術を守りつつ、日々進歩する新しい技術を積極的に取り
入れることにより、技能士の技術向上を目指しています。
・東京都塗装工業協同組合では、組合企業に所属する技
能士を技能士名簿に登録し、組合として技能士資格の
社会一般への周知を行い、技能士の地位的向上を目指
しています。

技能士会の歩み・アピール

匠の技の祭典

技能検定

・平成１６年「東京都塗装工業協同組合技能士会」として
発足し、平成２１年「東京都塗装技能士会」に名称変更し
ました。技能士が力を合わせて技術水準の向上を図り、
また多くの東京マイスターが所属し、後進の育成に力を
注い でいます。

技能検定
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仕事・技能内容
・住宅に限らず、体育館や剣道場にもフローリングが使わ
れており、遮音フローリング、複合フローリング・無垢フロ
ーリング等を用途別・機能別に施工しています。
・種類やサイズが豊富なフローリングの施工には、確かな
知識と技術が求められており、多様な施工技術を駆使し
ています。

フローリング施工現場

技能士会の事業内容
・フローリング施工業者は、フローリング貼りから仕上げの
塗装まで、幅広い知識と技術を要求されるため、そのサ
ポートに力を尽くし、様々な情報を共有できるようにしま
す。
・技能協会では講習会などを通して、技術の修得や安全
対策の周知に努め、技能士の意識を高め、社会的な地
位の向上と正当な施工方法・価格評価を広める活動を
しています。

施工作業

技能の振興策・継承活動
・定期全国総会を通じ、全国の技能士・技術者と連携を
図り、情報を共有することで技能の標準化を視野に入
れ、技能・意識の向上を目指しています。
・国家資格の１・２級技能検定の資格取得をサポートし、技
術講習会・新製品講習会等を行い、レベルの向上に力を
入れています。

技能士会の歩み・アピール
・当協会はフローリング専門工事業者が集まり、フローリン
グ施工技術・技能に関する専門職能の検定を目的の一
つに掲げて、全国組織として平成元年に設立されまし
た。
・以来、建材メーカーの工場見学や技術講習会を積み重
ね、技能士制度が確立された現在に至るまで、フローリ
ング工事業の経済的及び社会的な向上を図り、公共の
福祉を増進することを目的に活動しています。

21

研修会

研修会

東京都塗膜防水技能士会
仕事・技能内容
・建築・土木の防水のうち、ビル・マンション等のコンクリー
ト構造物の屋上、外壁防水や木造住宅のバルコニー防
水に使われているウレタン防水、アクリル防水、FRP 防水
工事の技能集団です。
匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・東京都が実施する技能検定の防水施工職種のうち、ウ
レタンゴム系塗膜防水工事作業・FRP 防水工事作業・ア
クリルゴム系塗膜防水工事作業の塗膜系３防水作業の
事前講習を実施して、毎年多くの合格者を輩出していま
す。
・塗膜系３防水工事作業の検定テキスト・問題集・実技
DVD を作成し、全国の受検生に提供しています。

匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・「ものづくり・匠の技の祭典」・「ものづくりフェア東京」 に
参加し、塗膜防水の啓発に努めています。

技能士会の歩み・アピール
・平成１５年に、東京都塗膜防水技能検定協議会の下部
組織として設立され、技能検定の円滑な実施をサポート
するとともに、技術・技能向上に向け各種事業を行って
きました。
・厚生労働省や東京都等から功労賞の受賞者、マイスタ
ー関連の卓越技能者や叙勲受章者を生み出していま
す。

検定課題例

検定実技講習会
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東京木工塗装技能士会
仕事・技能内容
・木工塗装とは、木工によって加工された木製品を塗装する
仕事です。
・日々、工場・現場において、内装造作材・建具・家具等のあ
らゆる木製品を塗装しています。クリヤー塗装から鏡面磨き
塗装に至るまで、塗装方法も様々です。
・その仕事を行う上で、何よりも大切な技能は「調色＝色彩
感覚」です。もちろん、調色だけでは塗装は成り立たないの
で、ガン吹き・刷毛塗・研磨・養生等、様々な工程があるの
で、手先の器用さも必要です。これら技術のレベルアップは、
個人ではなかなか難しいところがあります。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・「ものづくり・匠の技の祭典」参加
・「ものづくりフェア東京」参加
・厚生労働省内「子供見学デー」参加
・城東職業能力開発センター技能祭参加
・技能検定及び講習会実施（隔年）
・技能向上講習会実施
・作品展（技能コンクール）親睦会（バーベキュー大会等）

ものづくりフェア東京 & 技能士展

技能の振興策・継承活動
・技術・技法の勉強会、また、あらゆる場での実技実演を通し
てアピールの場を広めています。
・小学生等に「ものづくり」に対する興味と喜びを感じられる
ふれあいの場を作っています。
・家具等の塗替えを通して、技術技能について理解していた
だけるよう努めています。

技能士会の歩み・アピール

ものづくりフェア東京 & 技能士展

・平成 19 年４月、母体である東京塗装工芸組合より、「木工
塗装」の知名度アップと技能士個々の技能向上を目的とし
て発足した団体です。
・当会の金子雅一氏が塗装業種では、初めて「現代の名工」
を受賞しました。塗装を志す者には大いに励みになり、社会
一般にもアピールできました。山中重則会長は「技能士会
の活動を通して、技術の向上は言うまでもなく、まず、木工
塗装を皆様に理解していただき、後継者不足で高齢化が
進む塗装業界に、一人でも多くの若者が入って頂けるよう
に、木工塗装業界を盛り上げていきたい」と語っています。

研修会
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東京都建築板金技能士会
仕事・技能内容
・建築板金とは、ブリキ・亜鉛鉄板・銅板・ステンレス等の
金属の薄板を使って、切断・曲げ・変形等の加工をして、
屋根・外壁・ダクト・看板等の、主として建築板金製品を
加工して、施工工事まで行う仕事です。
・当会の発展と技術の伝承、後進の育成を目的とし、活動
しています。

技能講習会

技能士会の事業内容
・国家技能検定（１・２級）受検予備講習を支援
・技術講習会・研修会を開催
・ものづくり 体験事業での板金加工の指導および普及
・板金技能の情報収集と提供
ものづくり教室

技能の振興策・継承活動
・講習会等を実施し、技術・技能の向上を目指していま
す。
・国家技能検定を推進し、多くの技能士を育成していま
す。
・「匠の技フェア」に参加して板金加工の魅力を発信してい
ます。
・ものづくり教室（寺子屋教室）で板金加工の指導を行い
ます。

匠の技の祭典

技能士会の歩み・アピール
・東技連への入会は、準会員の歴史を足すと２０年ほどに
なりますが、平成１８年に正会員に加入し、今後も「東京
都板金職業訓練校」・「銅板加工技術研究会」との連携
して活動を続 けていく考えです。
匠の技の祭典
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仕事・技能内容
・人生の夢や目標を叶えるために総合的な資金計画を立
て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャ
ル・プランニング」と言います。ファイナンシャル・プランニ
ングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ロー
ン、保険、教育資金、年金制度等、幅広い知識が必要に
なります。これらを身に着けているのが、ファイナンシャル・
プランニング技能士です。

FP 技能士会総会①

技能士会の事業内容
・会員向けの知識、技能向上のための研修会の実施
・会員向けの実務サポート機能、サービスの提供
・外部団体、企業との業務にかかわる提携
・海外でのファイナンシャル・プランニング技能に関する研
修企画
FP 技能士会総会②

技能の振興策・継承活動
・毎月１回の会員向け研修において、新しい技能やビジネ
スに 関する研究を行っています。
・会員間での技能や知識の共有や利用するソフトウェア情
報の 更新を行っています。
・幹事会での会員のビジネス、技能に関する情報共有
FP 技能士会総会③

技能士会の歩み・アピール
・設立は、平成２２年８月１日です。
・技能士会としての会歴は浅いのですが、ここ２年間で 50
名以上の会員増と、会勢は少しずつ勢いが出ています。
・特に消費者側から見て、会員企業がそれぞれ顧客と利
益相反の起らない仕組みづくりに力を入れています。
FP 技能士会総会④
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東京都石工技能士会
仕事・技能内容
墓石、石灯籠、建築石材等の石製品の設計、製作、施工

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・製作、施工技術の向上に関する情報交換、研修旅行の
実施 ・全国の技能士会との親睦、交流、協力

匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・石工技能士を目指す方へ、技能検定試験の講習会を実
施して います。
・手仕事の石製品や仏塔作りを通し、技能を振興・継承す
る活 動も行っています。
匠の技の祭典

技能士会の歩み・アピール
・東京では減少傾向にある、手仕事の復興や技能の向上
を目 指すために、平成 26 年に発足しました。

技能グランプリ
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東京都フラワー装飾技能士会
仕事・技能内容
・フラワーアレンジメント ・花束 ・ブーケ製作 ・会場装
花 ・イベント装花 ・開店開業の祝い花、ご葬儀用生
花 ・アーティシャルフラワー装飾でのお花の装飾を行い
ます。
技能講習会

技能士会の事業内容
・フラワー装飾技能検定実技試験の実施に対する協力
・フラワー装飾技能士検定講習会の開催
・フラワー装飾技能士レベルアップ講習会の開催
・技能五輪・技能グランプリ・ものづくり・匠の技の祭典等
への参加
・東京都及び全技連へのマイスターの推挙
・総会・懇親会の開催等

技能グランプリ

技能の振興策・継承活動
・技能グランプリをはじめ、フラワー装飾技能士として花き
業界における様々なデザインコンテストに参加する会員
のサポートをします。
・スキルアップ講習会等を実施し、技能講師として活躍し
てもらうための新たな人材育成にも取組みます。
匠の技の祭典

技能士会の歩み・アピール
・技能士の社会的地位の向上を図るために、新しい技能
の習得や情報交換と交流等を行う技能者の団体です。
技能士が活躍できる社会を作り上げるためには、まずは
すべてのフラワー装飾技能士の人達が心をひとつに一
丸となって、「フラワー装飾技能士が活躍できる社会」と
いう大きな目標に向かっていくことが必要と考えていま
す。
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匠の技の祭典

仕事・技能内容
・国内の着付け業務に従事する着付士のマナーレベルの
資質向上や能力開発に努め、各種レベルの向上と技や
知識、人格育成に努め日々研鑽しています。着付業務の
受注は、七五三・成人式・結婚式等の冠婚葬祭、時代着
付、大名行列等で、日本の着物文化の発展と民族衣装
を次世代へ継承して行くよう努めています。
指導員講習会

技能士会の事業内容
・技能検定対策講習会、技能評価試験、着付士指導員
認定試験
・全国着付士技能コンクール（毎年９月）
・中学 ・高校生の着付 & マナーコンテスト
・日本文化おもてなし検定
技能の振興策・継承活動
中高生マナーコンテスト

・きもの文化活動「歴史へのご招待」（毎年 11 月）37 回
目
・小学生に「古代からある紅花のハンカチ染め体験」 総
合教育指導１6 年目
・中学 ・高校生のためのインターシップ技能体験指導 10
年目
・きもの・で・街あるき（原則第４日曜日）6 年目
・「ものづくり・匠の技の祭典」に参加
・こども達に江戸時代から続くお正月の遊びの体験イベン
トを実施

匠の技の祭典

技能士会の歩み・アピール
・平成 10 年、着付を技能検定にするために「全国着付士
認定校能力開発協議会」発足
・平成１７年、中央着付士能力開発協同組合に変更
・平成２１年１０月１５日、着付けが国の技能として認めら れ、
官報に定められた。
・毎年多数の受験生が挑戦しています。厳しい状況の中
で、今後も資質向上のため精進していきます。
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匠の技の祭典

仕事・技能内容
・セメントや土、消石灰などの結合材に水、骨材、繊維、顔
料などを混ぜ合わせた左官材料を塗って仕上げた壁を
施工します。
・天然素材を持ちいているため健康的で落ち着きがあり、
施主や職人によってオリジナリティーを出せるのも特長
です。

匠の技の祭典

技能士会の事業内容
・技能検定関連事業
毎年 7 月に都立職業能力開発センターをお借りして、約
100 名の実技試験の実施に協力しています。
・技能研修会関連事業
毎年、約 60 名の若手左官技能者を対象にした実技研
修会と座学研修会を実施しています。
・ものづくりマイスター派遣事業
・東左連市場開拓委員会への協力事業
自治体のイベント、ものづくり匠の技の祭典、キッザニア
東京などへの出展事業に協力しています。

匠の技の祭典

技能の振興策・継承活動
・半世紀ぶりに公共建築工事の標準仕様書に「しっくい塗
り」が復活掲載されたのを機に、施工場所をビルやマンシ
ョンにも広げ、現在の漆喰の施工面積の 10 倍の市場を
確保しようとの事業を展開しています。

大津磨き壁の構造展示

技能士会の歩み・アピール
・昭和 35 年に母体である東京都左官組合連合会が結成
創立
・令和元年に、技能検定、技能研修会、ものづくりマイスタ
ー派遣事業などの事業を担当する東左連技能開発委
員会の委員を中心とした 30 名の技能士が集まり、当部
会を立ち上げました。よろしくお願いいたします。
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技能検定

正会員（団体）
名 称

連絡先住所

ＴＥＬ・ＦＡＸ

代表者

1 東京都寝具技能士会

〒177-0033
練馬区高野台 3-9-7 重田様方

T E L 03-3996-4063
FAX 03-3996-4104

会長
野原 久義

2 東京都和裁技能士会

〒116-0013
荒川区西日暮里 1-12-15
坂間和裁所内

T E L 03-3801-1623
FAX 03-3801-1623

会長
坂間 英継

3 東京都タイル技能士会

〒 351-0012
朝霞市栄町 3-1-15-514
依田様気付

T E L 048-464-3026
FAX 048-464-3026

会長
勝呂 高也

4 東京都洋裁技能士会

〒160-0022 新宿区新宿 2-8-1
新宿セブンビル 804
（公社）全日本洋裁技能協会内

T E L 03-3352-9610
FAX 03-3352-9610

会長
小嶌美恵子

5 日本洋裁技能士会

〒113-0034
文京区湯島 4-8-3-307

T E L 03-3814-7023
FAX 03-3814-7023

会長
小幡 明子

6 東京都印章技能士会

〒120-0005
足立区綾瀬 2-19-8

T E L 03-3604-9179
FAX 03-3604-9185

会長
田淵 真司

〒104-0045
中央区築地 3-12-5
築地小山ビル 1 階

T E L 03-3541-4321
FAX 03-3541-4324

会長
小泉 博義

〒133-0042
江戸川区興宮町 26-1
（有）インテリアイイジマ

T E L 03-3653-9898
FAX 03-3654-7885

会長

〒105-0012
港区芝大門 2-12-5
モンテベルデ芝大門 304 号

T E L 03-6435-8552
FAX 03-6435-8554

会長
濱田 貞夫

〒202-0003
西東京市北町 5-3-30

T E L 042-439-3069
FAX 042-439-3069

会長
松田 茂伸

7

東日本プラスチック成形
技能士会

8 東京内装仕上技能士会

9

一般社団法人
東京都日本調理技能士会

10 東京洋服技能士会

飯島

勇

11

ウェルポイント施工
技能士会

〒160-0003
新宿区四谷本塩町 14-1
第 2 田中ビル 9 階

T E L 03-3226-6221
FAX 03-3226-6330

会長

12

東京都ミシン商工業
協同組合技能士会

〒 110-0016
台東区台東 1-21-4
東京都ミシン商工業協同組合内

T E L 03-3831-6961
FAX 03-3835-1025

会長
手嶋 一夫

13 東京都椅子張り技能士会

〒105-0004
港区新橋 5-35-6 太平ビル 2 階

T E L 03-3431-2717
FAX 03-3431-2717

会長
小林 重行
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藤田

博

名 称

連絡先住所

ＴＥＬ・ＦＡＸ

代表者

14

東京建具協同組合
技能士部会

〒101-0042
千代田区神田東松下町 42

T E L 03-3256-6576
FAX 03-3256-0790

会長
友國 三郎

15

日本ファッションクリエー
ター協会技能士部会

〒 235-0042
横浜市磯子区上中里町 420-3
中野純子様方

T E L 045-771-9237
FAX 045-771-9237

会長
家内千恵子

16 東京貴金属技能士会

〒112-0013
文京区音羽 2-1-2-207
（有）コンプリート内

T E L 03-3942-7946
FAX 03-3942-7956

会長
坂元 亞郎

17 東京都塗装技能士会

〒150-0032
渋谷区鶯谷町 19-22
塗装会館内

T E L 03-3461-8678
FAX 03-3461-8724

会長
鈴木 芳昭

〒123-0864
足立区鹿浜 1-8-21

T E L 03-5691-7794
FAX 03-5691-7743

会長
谷口 俊吾

〒163-0825 新宿区西新宿 2-4-1
新宿 NS ビル 25 階(株)ダイフレックス
販売組織推進チーム内

T E L 03-6864-0510
FAX 03-6700-6430

会長
渡辺

〒121-0061
足立区花畑 4-32-10
ワコー塗装内

T E L 03-5686-3937
FAX 03-6808-5437

会長
佐伯 和義

一般社団法人

18 全国フローリング
技能協会

19

東京都塗膜防水
技能士会

20 東京木工塗装技能士会

光

21

東京都建築板金
技能士会

〒174-0051
板橋区小豆沢 2-27-9 東板会館

T E L 03-5915-6333
FAX 03-5915-6334

会長
阿部 道雄

22

ファイナンシャル・
プランニング技能士会

〒102-0061 千代田区九段南
1-5-6 りそな九段ビル 5 階
(株)スマイルプロジェクト内

T E L 03-6869-9901
FAX

代表
藤原 未来

〒193-0822
八王子市弐分方町 781-3

T E L 042-625-4734
FAX 042-657-6613

会長
山中 英明

〒114-0023
北区滝野川 7-25-9
フローラ花よし内

T E L 03-3915-5992
FAX 03-3915-5771

会長
中丸 規弘

〒 211-0051
川崎市中原区宮内 1-17-11
神奈川北きもの着付士協会内

T E L 044-740-2657
FAX 044-873-2050

支部長
指田 泰子

23 東京都石工技能士会
一般社団法人

24 東京都フラワー装飾
技能士会
中央着付士能力開発

25 協同組合
技能士の会東京支部

26

東京都左官組合連合会
技能士部会

〒162-0824
新宿区揚場町 1-21
飯田橋升本ビル

T E L 03-3513-7682
FAX 03-3513-7683

会長
米本 順平

27

東京都熟練技能士会
個人会員部会

〒101-8527 千代田区内神田 1-1-5
東京都産業労働局神田庁舎 5 階
東京都職業能力開発協会内

T E L 03-6631-6056
FAX 03-6631-6057

会長代理
駒津 君代
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賛助会員
名 称
1

日本樹脂施工協同組合
関東支部

2

東京都かわらぶき技能
推進協議会

3 東京都洋服商工協同組合
4

一般社団法人
東京都冷凍空調設備協会

5

東京都テント・シート
工業組合

6

関東甲信越保温保冷
工業協会
一般社団法人

7 全国日本調理技能士会
8
9
10

連合会
公益社団法人
日本洗浄技能開発協会
関東支部
一般社団法人
東京表具経師内装文化
協会
関東建設インテリア事業
協同組合

11 東京都製本工業組合
一般社団法人

12 全国道路標識･標示業
協会関東支部

連絡先住所
〒110-0016
台東区台東 1-12-11
秋葉原 KMD ビル５階
〒102-0072
千代田区飯田橋 1-7-11
ダン・リーガルビル 3 階
〒162-0844
新宿区市谷八幡町 13
東京洋服会館内
〒105-0011
港区芝公園 3-5-8
機械振興会館 512 号室
〒104-0032
中央区八丁堀 4-14-1
ライオンズマンション八丁堀 205
〒111-0053
台東区浅草橋 1-10-7
信成ビル 3 階
〒107-0052
港区赤坂 3-14-2
ドルミ赤坂 501-D
〒101-0041
千代田区神田須田町 2-25-7
グリーンパーク神田 801 号
〒110-0015
台東区東上野 4-10-14
第二東ビル 402 号
〒101-0044
千代田区鍛冶町 2-5-16
グラン・フォークス鍛冶町ビル 3 階
〒173-0012
板橋区大和町 28-11
〒102-0083
千代田区麹町 3-5-19
にしかわビル 6 階
〒163-0825 新宿区西新宿 2-4-1
新宿 NS ビル 25 階（株）ダイフレックス
販売組織推進チーム内
〒362-0059
上尾市平方 1917
（有）埼玉雄和メタリコン内

ＴＥＬ・ＦＡＸ

代表者

T E L 03-3831-6185
FAX 03-3831-3926

支部長
真田 利昭

T E L 03-3265-2807
FAX 03-3230-4970

会長
渡辺 重幸

T E L 03-3269-7651
FAX 03-3269-7653

理事長
灰野 廣美

T E L 03-3437-9236
FAX 03-3459-1474

会長
渋谷 俊德

T E L 03-6262-8123
FAX 03-6262-8124

理事長
山越 茂夫

T E L 03-3865-0785
FAX 03-3865-0787

会長
清野

T E L 03-3583-6216
FAX 03-3583-6288

会長
片田 勝紀

T E L 03-3254-7050
FAX 03-3254-7049

支部長
飯島 文男

T E L 03-5826-1773
FAX 03-5826-1774

会長
石井 弘芳

T E L 03-3254-1138
FAX 03-3254-1104

理事長
高野 寅吉

T E L 03-5248-2451
FAX 03-5248-2455

理事長
鈴木

T E L 03-3264-5756
FAX 03-3264-5772

支部長
神戸 康弘

T E L 03-6864-0510
FAX 03-6700-6430

会長
渡辺

T E L 048-725-1518
FAX 048-725-1012

支部長
清水 將希

昇

博

13

東京都塗膜防水技能検定
協議会

14

日本溶射工業会
関東支部

15

東京屋外広告美術
協同組合

〒130-0014
墨田区亀沢 1-17-14

T E L 03-3626-2251
FAX 03-3626-2255

理事長
村越 有治

16

東京都コンクリート圧送
協同組合

〒130-0026
墨田区両国 2-21-5
両国ダイカンプラザ 503 号

T E L 03-3635-5361
FAX 03-3635-5363

理事長
末藤 雅宏

17

東京椅子張同業者組合
連合会

〒105-0004
港区新橋 5-35-6

T E L 03-3431-2717
FAX 03-3431-2717

会長
鈴木 一彦
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