
令和４年度 第２１回高校生ものづくりコンテスト福岡県大会 実施要項 細目 

１  目 的 

わが国の産業界を支え発展させるためには、ものづくりの技術・技能の継承を確固たるものとし、熱意

ある若者を確保することが重要である。そこで、工業教育をとおして有為な人材を育成するため、高校生

ものづくりコンテストを実施し、ものづくりの意識の高揚と技術・技能の向上を図るとともに、本大会を

九州各県の工業高校生の研鑽目標の場とし、工業教育の活性化を図る。 

 

 

２ 内 容 

・第２１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、電気工事部門、自動車整備部門、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 

 

 

３ 主 催 

福岡県工業高等学校長協会、福岡県教育委員会 

 

 

４ 日 程 

 
大原自動車 

工科大学校 

ポリテクセンター 

福岡 
小倉工業高校 八幡工業高校 

６月 ４日 

（土） 
10:00 会場見学等 09:00 練習   

６月１１日 

（土） 
09:00 練習・準備 09:00 練習・準備 9:00 練習・準備 

（※） 

練習・準備・競技等 

６月１２日 

（日） 

08:30 受 付 

09:00 開会式 

10:00 競技開始 

14:30 表彰式 

       閉会式 

08:00 受 付 

08:30 開会式 

09:00 競技開始 

16:00 表彰式 

閉会式 

08:00 受 付 

09:00 開会式 

終了直後 競技開始 

14:30 表彰式 

閉会式 

08:00 受 付 

8:30 開会式 

09:00 競技開始 

14:30 表彰式 

閉会式 

（※）部門ごとで内容、時間が異なる場合があります。詳細は各部門運営委員長までお尋ねください。 

 

 

５ 会 場 

    ・大原自動車工科大学校（自動車整備） 

       〒８０５－００２３ 北九州市八幡東区宮の町１－１－１ 

       ＴＥＬ ０９３－６５１－５５００  ＦＡＸ ０９３－６５１－５５７７ 

    ・ポリテクセンター福岡（旋盤作業） 

       〒８０６－００４９  北九州市八幡西区穴生３－５－１  

       ＴＥＬ ０９３－６４１－４９０６  ＦＡＸ ０９３－６３１－６５１６ 

  ・福岡県立小倉工業高等学校（電子回路組立・化学分析） 

        〒８０３－０８２５ 北九州市小倉北区白萩町６－１ 

        ＴＥＬ ０９３－５７１－１７３８  ＦＡＸ ０９３－５８１－６７６１ 

・福岡県立八幡工業高等学校（電気工事・木材加工・測量・家具工芸）（※） 

        〒８０６－００６８ 北九州市八幡西区別所町１－１ 

        ＴＥＬ ０９３－６４１－６６１１  ＦＡＸ ０９３－６４５－０８６３ 

  

 

  



６ 参加資格 

福岡県内の工業系学科を置く高等学校に在学する生徒とし、各部門で定めた人数およびチーム数以

内で参加できるものとする。 

 

 

７ 参加申し込み 

   令和４年度 高校生ものづくりコンテスト福岡県大会参加申し込みについて（４ものコン第９号－ 

  ３）（令和４年４月２０日発出）のとおり、参加申込票を期限までに提出すること。 

   特別な事由がない限り、選手の変更は認めない。ただし、新型コロナウィルス感染症により出場 

できない場合に備え、補欠選手の参加登録は任意で可能とする。（登録や変更方法については、５月１

８日の会議で決定後別途連絡いたします。） 

 

 

８ 審 査 

   各部門の審査基準により行う。 

 

 

９ 競技課題 

競技課題の詳細や実施要項については、競技課題は全国大会（家具工芸部門は 

九州大会）に準じたものとし、各部門別運営委員会で協議しされたものとする。 

（福岡県立八幡工業高等学校のホームページ内の「ものづくりコンテスト情報」 

に各部門の課題を掲示しております。） 

 

 

１０ 開・閉会式、表彰式 

会場ごとで実施 

選手の服装については、各部門で決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 表彰および上位大会出場権 

   各部門別に３位までを表彰対象とする。 

   各部門の優勝者は高校生ものづくりコンテスト九州大会への出場権が授与される。 

 

 

１２ 新型コロナウィルス感染症拡大防止に関する対応 

（１）工業高校生による作品展示 

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、諸準備に影響を及ぼしているため中止とする。 

 

（２）観覧について 

  大会関係者以外の観覧の可否について、６月６日（月）１２時までに本校ホームページ（９ 競技 

課題参照）に掲載する。 

 

 

 

開会行事 次第（各会場・各部門） 

１ 開式のことば 

２ 運営委員長あいさつ 

３ 審査員紹介 

４ 来賓紹介 

５ 閉式のことば 

  諸連絡 

表彰式および閉会式次第（各会場・各部門） 

１ 開式のことば 

２ 成績発表 

３ 表彰 

４ 講評 

５ 閉式のことば 

  諸連絡 



１３ 問い合わせ先 

  令和４年度 第２１回高校生ものづくりコンテスト事務局（福岡県立八幡工業高等学校内） 

  〒８０６－００６８ 福岡県北九州市八幡西区別当町１－１ 

  ☎０９３－６４１－６６１１ 

  📠０９３－６４５－０８６３ 

  事務局長  江副 裕也（電子機械科） 

  会計担当    東  英雄 

 

 

１４ 事務局組織 

 実行委員長   校  長  石津勝幸 

 副実行委員長 教  頭  吉本 隆 

 会計監査 事 務 長 山中洋子 

 実行委員 主幹教諭  石井健一  後田 保  松永佳幸 

 事務局長 江副裕也（電子機械） 

 事務局次長 井上憲人（電  気） 平川善允（材料技術） 西田雅男（電  気） 

 事務局員 岩熊秀幸（機  械） 大神健太（電  気） 矢下勝規（材料技術） 

  武田史進（電子機械） 田村秀之（材料技術） 山田信介（電子機械） 

  重松佳樹（土  木） 小西義郎（機  械） 髙田清美（外 国 語） 

  田中康博（国  語） 柚木翔次（地歴公民） 田中祥博（数  学） 

  河村彩子（家  庭） 溝井明子（養護教諭） 高山こすも（書  道） 

  浅田 圭（理  科） 

 事務会計 事務次長 東 英雄 

 

 

１５ 部門別責任校および運営委員 

部門名および部門別責任校 

運営委員長（所属科） 

運営委員 

校 名 氏 名（所属科） 

旋盤作業部門 

福岡県立八幡工業高等学校 

☎０９３－６４１－６６１１ 

📠０９３－６４５－０８６３ 

 

運営委員長 髙尾隆士（機械科） 

苅田工業 佐々木 裕一郎（機械科） 

小倉工業 林 孝男（電子機械科） 

戸畑工業 児玉 翔一（機械科） 

八幡工業 岩熊 秀幸（機械科） 

香椎工業 山田 浩輔（機械科） 

福岡工業 仲田 巌（機械工学科） 

三池工業 古賀 達大（電子機械科） 

八女工業 中村 至（電子機械科） 

浮羽工業 東 徹也(材料技術科） 

田川科学技術 林 正治（工業システム科） 

博多工業 久保 幸貴（機械科） 

大牟田 徳永 保（電子機械科） 

九州産業 高嶋 健太郎（機械科） 

祐誠 山本 直輔（機械科） 

 

 

 

 



部門名および部門別責任校 

運営委員長（所属科） 

運営委員 

校 名 氏 名（所属科） 

電気工事部門 

福岡県立苅田工業高等学校 

☎０９３－４３６－０９８８ 

📠０９３－４３６－２５７２ 

 

運営委員長 菊地良一（電気科） 

苅田工業 三吉 雄太朗（電気科） 

小倉工業 福來 智昭（電気科） 

戸畑工業 野添 治(電気科） 

八幡工業 大神 健太(電気科） 

香椎工業 具志堅 興英(電気科） 

福岡工業 岩見 郷司（電気工学科） 

三池工業  正木 陽一郎（電気科） 

八女工業 岩橋 廣幸(電気科） 

浮羽工業 吉田 多雅士(電気科） 

博多工業 儀間 悠一郎(電子情報科） 

大牟田 吉田 慎一郎(電気科） 

筑紫台 立石 健一(電気科) 

自動車整備部門 

豊国学園高等学校 

☎０９３－３７１－３０３７ 

📠０９３－３７１－３０３２ 

 

運営委員長 内田英敏（自動車科） 

八幡工業 矢下 勝規（材料技術科） 

八女工業 田中 尚徳（自動車科） 

博多工業 森 達雄（自動車工学科） 

筑紫台 吉野 貴幸（自動車科） 

祐誠 東 説秋（のりもの未来科） 

電子回路組立部門 

福岡県立小倉工業高等学校 

☎０９３－５７１－１７３８ 

📠０９３－５８１－６７６１ 

 

運営委員長 小栁 茂（電子科） 

苅田工業 半田 純一（情報技術科） 

戸畑工業 安冨 二朗（情報技術科） 

八幡工業 武田 史進（電子機械科） 

香椎工業 松岡 雅仁（情報技術科） 

福岡工業 原 一生（電子工学科） 

三池工業 伊藤 邦彦（情報技術科） 

八女工業 古賀 龍弥（情報技術科） 

田川科学技術 小田 将弘（工業システム科） 

博多工業 結城 利章（電子情報科） 

城東 穂坂 学（電子情報科） 

化学分析部門 

福岡県立小倉工業高等学校 

☎０９３－５７１－１７３８ 

📠０９３－５８１－６７６１ 

 

運営委員長 楢﨑徹平（工業化学科） 

八幡工業 田村 秀之（材料技術科） 

香椎工業 安部 和男（工業化学科） 

福岡工業 永友 布美子（環境化学科） 

三池工業 野田 宗広（工業化学科） 

八女工業 吉武 洋二（工業化学科） 

 

 

 

 

 



部門名および部門別責任校 

運営委員長（所属科） 

運営委員 

校 名 氏 名（所属科） 

木材加工部門 

福岡県立戸畑工業高等学校 

☎０９３－８８１－３８６８ 

📠０９３－８８１－５１０８ 

 

運営委員長 木戸桃子（建築科） 

戸畑工業 黒田 義博（建築科） 

八幡工業 山田 信介（電子機械科） 

福岡工業 谷川 蓮（建築科） 

大川樟風 澤田 峰治(住環境システム科) 

浮羽工業 深野 貴文（建築科） 

田川科学技術 長谷川 勝久（工業システム科） 

博多工業 清原 章弘（建築科） 

大牟田 中原 紳海（建築科） 

真颯館 山本 哲也(建築科) 

筑紫台 井上 英二（建築科） 

測量部門 

福岡県立八幡工業高等学校 

☎０９３－６４１－６６１１ 

📠０９３－６４５－０８６３ 

 

運営委員長 原口大助（土木科） 

八幡工業 重松 佳樹（土木科） 

福岡工業 池田 雅弥（都市工学科） 

福岡工業 佐竹 泰吉（都市工学科） 

三池工業 荻島 健二（土木科） 

三池工業 大﨑 明（土木科） 

八女工業 深谷 卓郎（土木科） 

八女工業 木村 駿介（土木科） 

浮羽工業 山手 純（環境デザイン科） 

浮羽工業 馬場 智史（環境デザイン科） 

大牟田 堂本 和希（土木科） 

大牟田 兼平 武敏（土木科） 

祐誠 西頭 正司（土木科） 

祐誠 難波 毅（土木科） 

家具工芸部門 

真颯館高等学校 

☎０９３－５６１－１２３１ 

📠０９３－５９１－９５９５ 

運営委員長 山本哲也（建築科） 

八幡工業 小西 義郎（機械） 

大川樟風 溝上 亮一（住環境システム科） 

浮羽工業 矢野 達也（環境デザイン科） 

博多工業 松﨑 香代（インテリア科） 

 


