第 1 号議案
令和３年度事業報告書
Ⅰ

事業関係
事項

１

技能向上等

概要
（１）職種別の技能向上研修の実施及びその助成金の交付
正会員６団体が、各職種別に各テーマを設定して計画し、実施し
た。また、東技連事務局でも「高齢者タブレット講習会」等を実施
した。申請・報告があった合計１３回の実施について、「技能向上
研修実施助成金」を交付した。
① 東京都洋裁技能士会 ２回（４月４日、６月２７日）
② 日本洋裁技能士会
３回（６月５・６日、３月１２日）
③ ウェルポイント施工技能士会 １回（８月８日）
④ 日本ファッションクリエーター協会
２回（１０月３１日、３月６日）
⑤ 東京都和裁技能士会 ２回（１０月９日、１１月２７日）
⑥ 東技連事務局 ３回（１２月５日、１月１６日、３月６日）
（２）異業種交流研修会の開催
東技連及び全技連マイスター会東京都支部の共催による異業種
交流研修会を、令和４年３月６日（日）、「KKR ホテル鎌倉わかみ
や」において実施した。今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、規模の縮小や感染症防止対策に万全を期して開催し
た。このため、参加者は４５名（前年度：４０名）であった。
第１部（講演及び意見交換）
講演 「ものづくり・匠の技の祭典 2021 開催結果及び来年度の
計画」について
講師 産業労働局雇用就業部能力開発課長 櫻庭 拓也 氏
意見交換 （産業労働局・東技連・全技連マイスター会都支部）
司会進行：東技連副会長 杉本 久雄 氏
テーマ：「ものづくり・匠の技の祭典 2021 開催結果報告
及び出展団体からのアンケート報告」について
報告者：東京都塗膜防水技能士会代表：佐々木 英史 氏
東京都椅子張り技能士会代表：井ノ上 洋一 氏
第２部（講演及び交流会）
講演 「鎌倉彫の歴史とその背景」について

講師

鎌倉彫資料館館長

赤井

裕明

氏

交流会
新型コロナウイルス感染症防止対策に万全を期して実施した。
（３）工場見学等視察事業の開催
年２回（９月・３月）予定した視察事業であったが、９月の予定
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。
また、３月の「異業種交流研修会」に伴う視察事業は、「鎌倉市
内視察」として、「青壮年部会」の主催で実施した。
○実施概要
・令和４年３月７日（月）９時から１４時
NHK 大河ドラマゆかりの場所である「覚園寺・頼朝の墓・大
河ドラマ館」等を視察し、参加者は２５名であった。
２

技能振興等

（１）「有楽町ショーケース」の開催
➀開催の概要
（開催日時等）
令和３年７月１９日（月）～９月５日（日）の間、東京スポーツ
スクエア本館（JR 有楽町駅前）において、各出展団体がそれぞれ
３日間（含、ステージ）出展した。東技連では１７団体が出展した。
➁東技連の取り組み
各出展団体からの推薦を受けた「連絡調整支援員」
（２４名）を、
開催初日に派遣して東京都等との連絡調整を行った。
（２）「ものづくり・匠の技の祭典 2021」
➀祭典の概要
（開催日時等）
令和３年１２月１８日（土）・１９日（日）の２日間、東京ビッ
クサイトにおいて、オンライン方式で実施した。
（イベントの内容）
ステージでの実演パフォーマンスをはじめ、視聴者が匠の技を楽
しんで見られるよう工夫を凝らし、番組形式で配信した。
○オープニング
・主催者挨拶（都知事、東技連会長、都能開協会長）
・サポーターの武田玲奈氏による応援メッセージ等
○ステージ
・技能の実演パフォーマンス
・吉本の人気芸人（盛り上げ隊）による匠への質問等、演出を工

夫して実施
○作品紹介・施策紹介
・作品や製品の技法や特徴を匠が紹介
○その他
・匠の製品や体験キットの視聴者プレゼント
・伝統工芸や全国の動画の配信
➁オンライン企画
○東京の匠の技能（動画・記事）、東京の伝統工芸、全国のもの
づくり施策、技能振興施策等多様なコンテンツを作成し、ホーム
ページで発信
○祭典の様子を全編動画掲載するとともに、ＳＮＳやＷＥＢ広告
で継続的にＰＲを行い、視聴を促進
➂東技連の取り組み
○参加技能士会（２０団体）
東京都寝具技能士会、東京都和裁技能士会、東京都タイル技能士
会、東京都洋裁技能士会、日本洋裁技能士会、東京都印章技能士
会、東京内装仕上技能士会、（一社）東京都日本調理技能士会、
東京都椅子張り技能士会、東京建具協同組合技能士部会、日本フ
ァションクリエーター協会技能士部会、東京貴金属技能士会、東
京都塗装技能士会、東京都塗膜防水技能士会、東京木工塗装技能
士会、東京都建築板金技能士会、東京都石工技能士会、（一社）
東京都フラワー装飾技能士会、中央着付士能力開発協同組合技能
士の会東京支部、東京都左官組合連合会技能士部会
○出展・参加状況
・ステージ：１８団体
１２月１８日（１２団体）
（都洋裁、日本洋裁、ファッション、椅子張り、建築板金、木工
塗装、着付け、フラワー、建具、左官、調理、塗膜防水）
１２月１９日（６団体）
（寝具、内装、貴金属、タイル、塗装、和裁）
・ブース：１９団体
（寝具、和裁、タイル、都洋裁、日本洋裁、印章、調理、椅子
張り、建具、ファッション、貴金属、塗装、塗膜防水、木工塗
装、建築板金、石工、フラワー、着付け、左官）
・作品展示（１８団体）
（寝具、和裁、タイル、都洋裁、日本洋裁、印章、調理、椅子張
り、建具、ファッション、貴金属、塗膜防水、木工塗装、建築
板金、石工、フラワー、着付け、左官）

○出展団体への支援
東技連「事業部会」において、各出展団体（２０団体）に対し
一律３万円を支給することを決定し支給した。（総額６０万円）
（３）都立職業能力開発センター・校「技能祭」
毎年１１月の職業能力開発促進月間に開催される「技能祭」につ
いては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となった。
（４）「ものづくりフェア東京‘22＆技能競技大会展・技能士展」
毎年１０月初旬に、新宿駅西口広場イベントコーナーにおいて開
催されていた、厚生労働省委託事業「ものづくりフェア東京‘22
＆技能競技大会展・技能士展」は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、中止となった。
（５）「職業訓練校生徒作品展‘23＆匠の技展」
毎年１月中旬に、新宿駅西口広場イベントコーナーにおいて開催
されていた、
「職業訓練校生徒作品展‘23＆匠の技展」は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となった。
３ Tokyo 技能
第５９回技能五輪全国大会及び第４１回全国アビリンピックが、
五輪・アビリン 東京ビックサイトをメイン会場とした１４会場において、１２月１
ピック 2021 の ７日（金）から２０日（月）までの４日間にわたり開催された。
開催

東京都選手団選手数は、技能五輪が２４職種６７名、入賞者は２
３名で、アビリンピックは１７職種３３名、入賞者は２２名となっ
た。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、適切な社会的距離の
確保等に当たり、参加選手数を制限する等の措置がとられた。
東技連の取組みとしては、杉本副会長発案による「匠の技・共同
作品（メダルモニュメント）」を関係技能士会の皆様の協力をいた
だき制作し、会場に展示した。また、別途「技能五輪メダル」も東
京都石工技能士会の山中会長に制作依頼し、会場に展示することが
出来た。

４ 技能検定学
令和４年１月８日（土）、９日（日）、１０日（月・祝）の３日間、
科試験準備講習 東京洋服会館「ジェントリーホール」において、特級技能検定学科
会の開催
試験準備講習会を開催した。
各科目の指導については、前年度の講師４名と新規講師１名が担
当した。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３年度も規模

を半分に縮小するとともに、感染症防止対策に万全を期して実施し
た。このため、受講生は４３名（前年度：２７名）であった。
５ 高齢者タブ
令和３年１２月５日（日）、令和４年１月１６日（日）の２回、
レット講習会の 主に６５歳以上の各技能士会事務局担当者を対象に、東技連事務局
開催
の山口氏が自前のテキストを使用して、無料で実施した。会場は東
技連事務局（東京洋服会館６階）で、参加者は１０名であった。
６

広 報

（１）（一社）東京都技能士会連合会ホームページ
５月に「グッドスキルマーク認定製品一覧」（厚生労働省）へ
のリンク情報を掲載し、６月には、定時社員総会終了後に、「会長
挨拶・令和２年度事業報告・令和３年度事業計画・令和３年度役員
名簿」をそれぞれ掲載した。また、９月には、「特級技能検定学科
試験準備講習会のご案内」を掲載し、併せて技能検定問題集の販売
ページを更新した。
更に、１１月には「特級技能検定問題集の販売ページ」を更新し、
１月には、
「令和４年会長年頭挨拶」を掲載した。また、
「新型コロ
ナウイルス感染症緊急事態宣言への対応」や「特級技能検定学科試
験準備講習会の申込状況」等の時宜を得た情報も掲載した。
なお、「ものづくり・匠の技の祭典 2021」や「Tokyo 技能五輪・
アビリンピック 2021」の紹介及び東京都の公式ホームページへの
リンク情報は、継続して掲載した。
（２）会報第６０・６１号の発行・送付
年２回の発行で、第６０号は「第七回定時社員総会・第１３回理
事会特集号」として９月３０日に、第６１号は「ものづくり・匠の
技の祭典２０２１及び異業種交流研修会特集号」として３月３１日
に、それぞれ発行・送付した。

７ 斡旋・販売 （１）技能士カードの随時受付により、８０９枚（前年度：４３０
事業
枚）の作成及び販売を行った。なお、昨年７月より技能士カードの
形態をラミネート方式から両面印刷方式に変更し、発行手数料も
２，５００円に改定した。
（２）「１・２級技能検定試験問題集・技能検定学科試験問題解説
集」、
「特級技能検定試験問題集」について、随時受付により、８５，
８００円（前年度：５４,３１０円）を売上げた。

Ⅱ

会務関係

１

会員の状況

（１）会員
（

正会員
区 分

２
議

）内は、個人会員数

正会員

団 体 個人部会 賛助会員

計

正会員数

４年３月 ２６

１

１７

４４

１，２８６(22)

３年３月 ２６

１

１７

４４

１，２８０(25)

正副会長会 ・第１回：令和３年６月３日（木）東京洋服会館２階会議室におい
て、「第七回定時社員総会・第１３回理事会」の提出議案等につい
て協議した。
・第２回：令和４年３月６日（日）ＫＫＲホテル「鎌倉わかみや」
において、「第１４回理事会」の提出議案等について協議した。

３ 第七回定時
令和３年６月１０日（木）午後１時１５分からＫＫＲホテル東京
社員総会・第 13 において開催し、下記議案及び報告事項が、原案どおり議決、承認
回理事会の開催 された。
第 1 号議案 令和２年度度事業報告の件
第 2 号議案 令和２年度収支決算の件
第 3 号議案 令和３年度事業計画(案)の件
第 4 号議案 令和３年度収支予算（案）の件
第 5 号議案 役員の選任（案）の件
第 6 号議案 副会長の選定（案）の件
報告事項
会員の入会について
令和４年３月２４日（木）午後３時から東京洋服会館３階ジェン
４ 第１４回理
トリーホールにおいて開催し、下記議案が原案どおり議決、承認さ
事会の開催
れた。
第 1 号議案 令和３年度決算見込について
第 2 号議案 令和４年度事業計画（案）について
第 3 号議案 令和４年度予算編成（案）について
第 4 号議案

令和４年度役員の選任方針（案）について

第七回定時社員総会終了後、令和３年度会長表彰状は５名の方
５ 会長表彰及
び感謝状の贈呈 に、感謝状は１５名の方に、それぞれ贈呈した。
６

(一社)全国

令和３年６月２２日（火）アルカディア市ヶ谷において、令和３

技能士会連合会 年度（一社）全国技能士会連合会通常理事会・定時総会に、大関会
会議への出席

長が出席した。

７ 全国技能士
毎年１１月に開催されていた全国技能士大会は、新型コロナウイ
大会への参加
ルス感染症拡大防止のため中止となった。このため、下記該当者に
は、所属技能士会を経由して贈呈及び通知した。
（１）（一社）全国技能士会連合会会長表彰贈呈者
功労者表彰（９名）
平山 留美、山﨑 秀一、竹内 信之、山上
亮、
上野 義昭、藤元 晶扇、我妻 徳久、山本 正輔、
家内 千恵子
（２）全技連マイスターの認定者（６名）
金澤 徳久、高尾 信二、岡内 太郎、森川
阿部 道雄、稲田 圭二郎
８
動

邦彦、

部会等の活 （１）事業部会の開催
令和３年１０月２０日（水）東京都産業労働局神田庁舎において、
「ものづくり・匠の技の祭典 2021」の出展・参加状況及び「Tokyo
技能五輪・アビリンピック 2021」について、検討・協議した。
（２）事業・青壮年合同部会の開催
令和３年１２月７日（火）東京都産業労働局神田庁舎において、
「ものづくり・匠の技の祭典 2021」及び「異業種交流研修会に伴
う視察」等について、検討・協議した。
（３）広報部会の開催
令和３年９月８日（水）東京洋服会館において、会報第６０号「第
七回定時社員総会・第１３回理事会特集号」の編集方針や発行時期
及び第６１号「ものづくり・匠の技の祭典 2021 及び異業種交流研
修会特集号」を３月に発行すること等について、検討・協議した。
（４）教育部会の開催
令和３年１１月１０日（水）東京都産業労働局神田庁舎において、
「令和３年度異業種交流研修会」の実施内容について、検討・協議
した。この結果、今年の「大河ドラマの舞台」となった鎌倉市内に
会場を移し開催することを決定した。
また、新規事業として「高齢者タブレット講習会」を開催するこ
とについて、検討・協議した。
（５）青壮年部会の開催
令和３年６月２４日（木）東京都産業労働局神田庁舎において、
「東京の産業等の魅力発信イベント」の開催及び「技能検定学科試

験（前期）」の支援員派遣について、それぞれ検討・協議した。
９ 合同新年の
毎年１月下旬に開催されていた、東京都職業能力開発協会との
つどい・交流会 「合同新年のつどい・交流会」は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止となった。

