技能士会加入のご
のご案内
技能士会加入のご案内
技能士の
技能士の方々は、是非技能士会に
是非技能士会に
ご加入下さい
加入下さい。
さい。
－ 技能士会は
技能士会は、技能士を
技能士をバックアップして
バックアップして参
して参ります。－
ります。－

技能士会の
技能士会の重要性について
重要性について

技能士個々
技能士個々の活動には
活動には、
には、限界があります
限界があります。
があります。
当連合会は
当連合会は、技能士の
技能士の皆さんが連携
さんが連携し
連携し、県組織としての
県組織としての活動
としての活動、
活動、全国組織として
全国組織として
の事業展開を
事業展開を行っております。
っております。
◎技能士会の
技能士会の組織

技能士会は、技能検定合格者をもって組織された団体です。
この技能士の方々が各職種、地域ごとに技能士会を結成しています。
この連合会として、 秋田県技能士会連合会があります。
さらに上部組織として、47都道府県技能士会並びに全国業種団体により、
一般社団法人 全国技能士会連合会が組織されています。
◎技能士会の
技能士会の目的
第１に、郷土産業の
郷土産業の発展に
発展に寄与することです
寄与することです

1. 技能士の
技能士の一層の
一層の技能水準の
技能水準の向上と
向上と技能の
技能の開発を
開発を図ることです。
ることです。
2. 後進の
後進の指導育成に
指導育成に努めるとともに、
めるとともに、後進の
後進の範となるよう自己啓発
となるよう自己啓発に
自己啓発に努めること。
めること。
3. 生涯能力開発体制の
生涯能力開発体制の確立に
確立に協力・
協力・援助すること
援助すること。
すること。
第2に、技能士の
技能士の社会的地位の
社会的地位の向上を
向上を図ることです。
ることです。
第3に、消費者に
消費者に期待される
期待される技能士会活動
される技能士会活動を
技能士会活動を目指して
目指して、
して、密着した
密着した活
した活
動をすることです。
をすることです。

◎技能士重用へたゆみなき
技能士重用へたゆみなき努力
へたゆみなき努力
1. 公共事業おける
公共事業おける技能士
おける技能士の
技能士の優先活用ついて
優先活用ついて

県が発注する各種工事の施工においては、職業能力開発促進法に規定する技能士
を優先して活用するよう要請しております。
更には、市町村に対しても、県に準じた措置がとられるよう働きかけていきます。
2. 県民に
県民に対する「
する「技能士」
技能士」のアピール

「技能士」の技術水準の高さ、「技」の奥深さを消費者に理解してもらいます。
「技能士」を正しく認識してもらい、技能が正当に評価され、技能が尊重される
社会の形成を目指します。
3. ものづくりの重要性
ものづくりの重要性の
重要性のPR

資源の乏しい我が国が目覚ましい発展を遂げた背景には、「勤勉さ」という国
民性と、諸外国に負けない優れた技術の開発や技能の向上が図られてきたこと
に外なりません。
社会構造が変容した今日においても、ものづくりの重要性は変わりません。
逆に、今まさに優れた技能人材が強く求められています。
「ものづくりは、ひとづくり」「優秀な人材の育成」「後進への技能継承」
の重要性をPRしていきます。
◎加入の
加入の手続きについて
手続きについて

1. 秋田県技能士会連合会にご
秋田県技能士会連合会にご連絡
にご連絡をお
連絡をお願
をお願い致します。
します。詳しいご案内
しいご案内をさ
案内をさ
せて頂
せて頂きます。
きます。
2. 当連合会ホームページ
当連合会ホームページをご
ホームページをご覧
をご覧の上、申込書を
申込書をダウンロードして
ダウンロードして直接申込
して直接申込され
直接申込され
ても結構
ても結構です
結構です。
です。
お申込みお問い合わせは下記へ
〒010-1601 秋田市向浜一丁目２－１
秋田県技能士会連合会

ＴＥＬ 018-863-6635 ＦＡＸ 018-866-7853

（URL:
URL:http://
http://www
://www.
www.akitaakita-shokunou.
shokunou.org/
org/akigiren/
akigiren/）

会員の
会員の特典
１．
１．個人会員の
個人会員の特典
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

会報による職業能力開発及び技能士の情報提供
技能士会連合会開催の講習会への参加資格
技能グランプリ全国大会への出場への援助及びユニフォーム・激励金の贈呈等
技能五輪全国大会、技能五輪国際大会への出場者事業主への激励金贈呈
各種表彰及び推薦
（ア）（社）全国技能士会連合会長表彰
（イ）秋田県知事表彰
（ウ）（社）秋田県技能士会連合会長表彰
（技能士会推進功労、技能グランプリ、その他）
会員限定の諸物品の頒布（会員章、会員名刺用シール、技能士証明書など）
技能士用品の割引販売（技能士門標、技能士額など）
（一社）全国技能士会連合会運営の「技能士年金共済」への加入
（一社）全国技能士会連合会運営の「交通災害保険」への加入
当技能士会ホームページへの掲載
各種相談への対応（技能検定、職業訓練指導員、技能士証明など）

２．
２．技能士会団体特典
1 団体の表彰及び推薦並びに記念品の贈呈（全国技能士会連合会表彰・秋田県
知事表彰・秋田県技能士会連合会表彰）
2 各種推薦への指導援助
（ア）叙勲並びに褒章
（イ）卓越技能者（現代の名工）
（ウ）全技連マイスター
（エ）秋田県優良技能者（秋田の名工）
3 合同による陳情・請願（県、県議会、市町村、公共機関等）
4 全技連マイスター、技能アドバイザーによる技能相談及び援助
5 全国技能士大会への参加
6 「ものづくりふれあいフェアー」への参加（展示、販売、ＰＲ等）
7 研修会、講習会等への講師紹介
8 技能グランプリ出場者推薦団体（技能士会）への参加援助
9 技能競技大会への後援、表彰、記念品の贈呈

お申込みお問い合わせは下記へ
〒010-1601 秋田市向浜一丁目２－１

秋田県技能士会連合会

ＴＥＬ 018-863-6635 ＦＡＸ 018-866-7853

（ＵＲＬ：http
（ＵＲＬ：http://
akita-shokunou.
shokunou.org/
org/akigiren/
akigiren/）
http://www
://www.
www.akita-

技能士会員章、
技能士会員章、技能士門標、
技能士門標、楯のお勧
のお勧め

技能士として誇りと自覚をもつことにより、技能を尊重する社会的気運を高め、技能士の地位の
向上を図るため、技能士の「門標や「楯」の掲示を推奨しております。
また、当連合会では、会員としての意識を高め団結を図る目的で、「会員章」や「名刺用会員
シール」なども作成し頒布しております。
現場常駐制度等において「技能士カード」や「技能士手帳」などが合格証書にかわる技能士
であることの証明となりますので、携行することをお勧め致します。
技能士章（額）

技能士章（楯）

技能士門標

指導員門標

（縦47cm横56.5cm厚さ4.5cm） （縦24cm横17cm厚さ3cm）（縦34cm横11cm） （縦37cm横12cm）
価格 14,000円～34,000円 価格 9,500円～13,500円 価格8,000円～11,000円 価格 12,000円
技能士手帳
技能士カード
技能士のぼり

（サイズ：8×11ｃｍ）

価格 1,000円
会員価格 600円
バッジ・ネクタイピン

価格 左 1,150円
右 1,250円

（縦5.4cm×横8.6cm 厚さ0.8mm）

価格 2,300円
ヘルメットマーク

（1級金色・2級銀色 直径4ｃｍ）

（縦180cm横55cm）
価格 2,300円
会員価格1,500円

価格 600円

〔会員限定
〔会員限定〕
会員限定〕

技能士会員章

特別価格 1,000円

(真鍮、七宝焼き、タイタック式）

ネクタイピン

(真鍮、七宝焼き）
特別価格 1,000円

名刺用シール
シール拡大図

シール

（50枚2セット） （直径11cm、3枚1セット）
特別価格 500円 特別価格 500円

