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平成３０年度第１７回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会実施要項 

 

 

１ 目 的 

近年、若者の製造業離れが進み、ものづくりの技術・技能の継承が危ぶまれている。我が

国では、産業を支える技術・技能水準の向上と若年技術・技能者の育成が求められている。

本大会は、ものづくりの社会的機運を高める絶好の機会である。各高等学校で取り組んでい

るものづくりの学習成果の発表の場として開催するとともに、工業高校生による生徒作品を

展示することで工業高校の取り組みについて広く県民へ周知することを目的としている。 

 

 

２ 内 容 

・第１７回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会 

旋盤作業部門、自動車整備部門、電気工事部門、電子回路組立部門、 

   化学分析部門、木材加工部門、測量部門、家具工芸部門 

・工業高校生による作品展示 

 

 

３ 主 催 

福岡県教育委員会 

福岡県工業高等学校長協会 

 

 

４ 期 日 

６月１０日（日） 

 

 

５ 会 場 

    ・第１７回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会・「メイン会場」 

（総合開会式・閉会式、 電気工事部門、電子回路組立部門、化学分析部門、木材加工部門、

測量部門、家具工芸部門、 工業高校生による作品展示） 

        福岡県立三池工業高等学校 

選手・来賓受付  ８：３０～８：５０ 

（一般見学時間  ９：００～１５：００） 

作品展示時間      ９：００～１５：００ 

開会式       ９：１０～ 

競技時間     １０：００～１２：３０（部門により多少異なる） 

昼食 

審査 

閉会式、表彰式  １５：３０～１６：００ 

   

              〒８３６－８５７７  福岡県大牟田市上官町４－７７ 

                          ＴＥＬ ０９４４－５３－３０３６    

ＦＡＸ ０９４４－５２－１８３２  



 

   ・「旋盤作業部門会場」  ［部門責任校：:浮羽工業高等学校］ 

         ポリテクセンター福岡（福岡職業能力開発促進センター）               

選手・来賓受付  ８：１５ 

開会式       ８：３０～ 

（一般見学時間  ９：００～１２：００） 

競技時間      ９：００～１２：００ 

昼食 

審査 

閉会式、表彰式   

 

             〒８０６－００４９  福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１  

                          ＴＥＬ ０９３－６４１－４９０６   

ＦＡＸ ０９３－６３１－６５１６ 

 

   ・「自動車整備部門会場」 ［  同  ：祐誠高等学校］ 

         久留米自動車工科大学校 

選手・来賓受付   ８：３０～８：５０ 

開会式        ９：００～ 

（一般見学時間  １０：００～１３：００） 

競技時間      １０：００～１３：１５ 

昼食 

審査 

閉会式、表彰式  

  

                    〒８３４－００１５  福岡県八女郡広川町大字新代１４２８－２１ 

                          ＴＥＬ ０９４３－３２－０２８１    

ＦＡＸ ０９４３－３２－３５５６ 

 

 

６ 表彰 

   各部門別に３位まで表彰し、各部門優勝校には九州大会への出場権を与える。 
 

 

７ 担当者および問い合わせ先 

    第１７回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会事務局 

（福岡県立三池工業高等学校内） 

事 務 局  電 気 科  古賀 久光 

事務担当    事 務 室    高田 ルミ 
          報道担当  国 語 科  髙橋 親弘 

 

                〒８３６－８５７７  福岡県大牟田市上官町４－７７ 

                      ＴＥＬ ０９４４－５３－３０３６    

ＦＡＸ ０９４４－５２－１８３２ 

  



 

平成３０年度 第１７回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会 審査員一覧 

 

 部門 
氏名 

〇印：部門講評者 
勤務先 

1 旋盤作業 〇黒木 猛 九州職業能力開発大学校機械系生産技術科 

2 旋盤作業 生野 保幸 付加価値創成研究所 

3 旋盤作業 北野 信一 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
福岡支部 福岡職業能力開発促進センター 

4 自動車整備 〇村川 英司 福岡県自動車整備振興会 

5 自動車整備 野口 義夫 専門学校 久留米自動車工科大学校 

6 自動車整備 杉野 啓司 専門学校 久留米自動車工科大学校 

7 自動車整備 相良 浩二 専門学校 久留米自動車工科大学校 

8 自動車整備 稲益 利己 専門学校 久留米自動車工科大学校 

9 自動車整備 森 高浩 専門学校 久留米自動車工科大学校 

10 自動車整備 田所 文男 専門学校 久留米自動車工科大学校 

11 自動車整備 田中 亮一 専門学校 久留米自動車工科大学校 

12 自動車整備 上田 雄一 専門学校 久留米自動車工科大学校 

13 電気工事 〇廣渡 和樹 株式会社九電工 九電工アカデミー技能五輪グループ 

14 電気工事 森元 信幸 株式会社九電工 九電工アカデミー技能五輪グループ 

15 電気工事 土屋 翔太 株式会社九電工 九電工アカデミー技能五輪グループ 

16 電気工事 宮尾  誠 九州電気専門学校 

17 電子回路部門 吉野 慶一 北九州工業高等専門学校情報システムコース 

18 電子回路部門 〇亀井 圭史 西日本工業大学工学部総合システム工学科 

19 電子回路部門 吉田 真裕 ローム・アポロ㈱広川本社工場 

20 化学分析 〇水田 秀樹 三井化学アグロ株式会社 

21 化学分析 中垣 桂一郎 公益財団法人 福岡県すこやか健康事業団 

22 化学分析 佐野 洋一 九州産業大学生命科学部生命科学科 

23 木材加工 〇山田 日出明 筑後地方建築技術者組合 

24 木材加工 中島 貞夫 筑後地方建築技術者組合 

25 木材加工 奥居 一八 福岡高等技術専門校 訓練第二課 副長 

26 測量 鹿島 政重 福岡建設専門学校 

27 測量 〇吉住 和翁 福岡国土建設専門学校 

28 家具工芸 〇大内 毅 福岡教育大学技術教育講座木材加工研究室 

29 家具工芸 飯田一博 公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 

 

 



以下の 各競技部門のデータは 

別ファイル名とした  


