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令和３年度 若年技能者人材育成支援等事業 実施状況 

                         令和３年 12月 10日現在 

広島県技能振興コーナー 

 

【地域における技能振興事業】 

１ 技能五輪全国大会の予選の実施等 

（目的：若年者の技能レベルの向上等を図る。） 

（1）第６０回技能五輪全国大会の予選の実施 

【実施予定】   ３職種（電工、西洋料理、電気溶接） 

【実施予定月】 令和４年１月～３月 

【実施予定場所】広島市内、福山市内 

    

（2）技能競技大会への参加支援の実施 

① 第５９回技能五輪全国大会（※入場制限し実施） 

【実施予定】支援予定者：選手２０人、指導者２０人 

【実施状況】 

・日 程：令和３年１２月１７日（金）～１２月２０日（月）（４日間） 

・場 所：東京都（東京ビッグサイト外） 

・参加者：１４職種 ４０人（１4事業所等） 

機械組立て 1人、メカトロニクス 4人（2人一組）、機械製図 1人、 

旋盤 2人、電気溶接 1人、自動車板金 3人、曲げ板金 2人、 

配管 4人、電工 2人、洋裁 6人、洋菓子製造 5人、西洋料理 5人、 

車体塗装 3人、とび 1人 

・旅費等支援者（予定）：選手２４人、指導者１７人 

・成 績：閉会式で発表予定  

 

② 第１６回若年者ものづくり競技大会 

【実施予定】支援予定者：選手８人、指導者８人 

   【実施状況】 

・日 程：令和３年８月４日（水）～８月５日（木）（２日間） 

・場 所：愛媛県（アイテムえひめ外） 

・参加者：５種 ６人 

電子回路組立て１人、自動車整備１人、 

ＩＴネットワークシステム管理 1人、 

業務用ＩＴｿﾌﾄｳｴｱ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 1人、 

ロボットソフト組込み２人（２人一組） 

     ・旅費等支援者：選手６人，指導者３人 

・成  績：１人入賞 

◇敢闘賞 １人（自動車整備１人） 
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２ ものづくりの魅力、技能者の持つ技能を伝えるための取組 

（目的：技能の重要性・必要性への理解促進、高度な技能を持つ者の活用促進、技能伝承

を促進させる。） 

（1）ものづくりマイスター及びそれ以外の熟練技能者の活用（イベント） 

  ① イベントの実施 

ア 大規模な啓発イベント「ひろしまものづくりフェスタ２０２１」 

   【実施予定】 

・日 程：令和３年１１月１０日（水）１日 

・場  所：広島県立広島産業会館 西展示館 

・来場者目標：２，０００人 

【実施状況】 

     小中高校生など若年者を主な対象に「ものづくり」に触れる機会を提供し、

「ものづくりを身近に感じ、将来の夢を育むこと」を目的とした参加型のイ

ベントとして開催 

・日 程 ：令和３年１１月１０日（水）１日 

・場  所 ：広島県立広島産業会館 西展示館 

・来場者 ：約１，６００人 

      ・関係機関：出展団体３６機関，協力団体４機関 

      ・参加校 ：高等学校８校、中学校２校、小学校９校 

 

イ ものづくり体験教室 

【実施予定】４回程度（フェスタが中止の場合） 

    【実施見込】アのフェスタ開催により中止 

    

② ものづくりマイスター及びそれ以外の熟練技能者の派遣 

【実施予定】中小企業：３社 １０回、教育機関：２校 ５回、８校 １回 

【実施状況】中小企業：３社に派遣中（５～８回、延べ受講予定者 ４２人） 

教育機関：１校 ５回、１校 ３回、２校 １回、延べ受講者数 ８０人 

          実施職種：機械加工、とび 

 

(2) 「地域発！いいもの」応援事業 

    事業の募集要項の当協会ホームページへの掲載、関係会議でのチラシ配布等より 

募集を行い、１団体、１件の応募があり、中央技能振興センターに提出した。 

 

(3) グッドスキルマーク事業 

事業の募集要項の当協会ホームページへの掲載、関連企業へのチラシ配布等により 

募集を行った。 

１社から、洋菓子製品の包装紙等への表示について申請があり、本年度中には中央

技能振興センターから承認される見込みである。 

 

(4) 卓越した技能者（現代の名工）の表彰制度の紹介コンテンツの作成支援 

令和３年度の被表彰者（広島県：１名）の技能を紹介するコンテンツの作成支援に

ついて、中央技能振興センターと連携し対応している。 
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【ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務】 

１ ものづくりマイスター等の開拓（11月末現在） 

 

【ものづくりマイスター登録者目標数】延べ１７人 

【ものづくりマイスター登録者数】  延べ２６人（実人員２１人） 

※詳細は別紙１のとおり 

   

【ＩＴマスター登録者目標数】延べ８人 

【ＩＴマイター登録者数】  延べ６人（実人員２人） 

※詳細は別紙２のとおり 

 

  【テックマイスター登録者目標数】１人 

  【テックマイスター登録者数】  １人 

  ※詳細は別紙２のとおり 

 

２ ものづくりマイスター・ＩＴマスター・テックマイスターに対する研修（指導技法等講習） 

   【実施予定回数】２回程度 ２５人（適宜実施） 

【実施状況】 

（第１回）令和３年 ７月２９日（木） １８人（うちＩＴマスター３人） 

（第２回）令和３年１２月 ２日（火）   ６人（うちテックマイスター１人） 

                  計２４人 

・実施内容：個人情報の保護、ハラスメントの防止、指導技法等 

 

 

 

【ものづくりマイスター・ＩＴマスターの活用に係る業務】   

１ ものづくりマイスター・ＩＴマスターの活動状況 

（1）ものづくりマイスターの派遣による実技指導（11月末現在） 

    【活動目標数】 延べ受講者数 ３，６００人日 

     【実施状況】  延べ受講者数 ２，４８９人日  

（中小企業 １，０９８人日 高校 １，３９１人日） 

・ものづくりマイスター派遣状況  ６６１人日 

（中小企業 ４７１人日、高校 １９０人日） 

・派遣先 

        中小企業 延べ６５社、高校 延べ３８校 

    ・職種数等 

     ＜中小企業 １４職種＞ 

（派遣回数順位）①機械加工、②機械検査、③金属プレス加工 

＜高校 １１職種＞ 

     （派遣回数順位）①機械加工、②左官、③鋳造、機械検査 

 

（2）ＩＴマスターの派遣による実技指導（ＩＴの魅力の発信と合算） 

     【活動目標数】 延べ受講者数 ３００人日 

【実施状況】  延べ受講者数 ２４６人日（ＩＴの魅力発信の予定分を除く。） 
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（3）目指せマイスタープロジェクト（①～④)） 

    【活動目標数】 延べ受講者数 ５００人日 

【実施状況】   延べ受講者数  ３８８人日 

『ものづくりの魅力発信』 

① 学校の授業等への講師派遣（児童・生徒対象） 

     【活動目標数】１０校 延べ受講者数 ３１０人日以上 

【実施状況】  ５校 延べ受講者数 ３２８人日 

 

 

② 学校の教師及び児童・生徒の保護者を対象とした「ものづくり魅力」講座等への講

師派遣 

      【活動目標数】１０校 延べ受講者数 １５０人日 

      【実施状況】  ５校 延べ受講者数  ５１人日 

  ※ 受講者は、11 月末現在、教師のみ 

 

 

 

 

講座名 
マイスター 

職種 

実施校 
実施日 

受講者数 

（人日） 学校名 学年 

格子額づくり 表装 
福山市立 

加茂小学校 
３ 令和３年 10月 11日(月) １０５ 

苔玉づくり 造園 
広島市立 

安西小学校 
５ 令和３年 10月 12日(火) ７８ 

落款印づくり 印章彫刻 
熊野町立 

熊野第三小学校 
６ 令和３年 10月 26日(木) ５１ 

箸づくり 建築大工 
三原市立 

幸崎小学校 
5､6 令和３年 11月 17日(火) ３７ 

表札づくり 建築板金 
東広島市立 

原小学校 
5､6 令和３年 12月  7日(火) ５７ 

 合 計 ３２８ 

講座名 
マイスター 

職種 
実施校 実施日 

受講者数 

（人日） 

格子額づくり 表装 
福山市立 

加茂小学校 
令和３年 10月 5日(火)   ６ 

苔玉づくり 造園 
広島市 

安西小学校 
令和３年 10月 6日(水) １７ 

落款印作り 印章彫刻 
熊野町立 

熊野第三小学校 
令和３年 10月 13日(水) ９ 

箸づくり 建築大工 
三原市立 

幸崎小学校 
令和３年 10月 28日(木)  ９ 

表札づくり 建築板金 
東広島市立 

原小学校 
令和３年 11月 24日(水)  １０ 

 合 計 ５１ 
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③ 若者に対する「ものづくりの魅力」の発信 

        【活動目標数】１か所 延べ受講者数 １０人日 

       【実施状況】 １か所 延べ受講者数  ９人日 

        ・実施先：広島地域若者サポートステーション（通所者対象） 

       ・実施日：令和３年１１月１１日（木） 

・延べ受講者：９人日 

      ・講 義：「洋菓子づくり」について 

      ・対応マイスター職種：洋菓子製造 

 

   ④ ＩＴの魅力の発信 

    【活動目標数】１校（１日） 延べ受講人数 ３０人日 

    【実施予定分】１校（１日） 延べ受講人数  ２７人日 

      ・実施先：広島市立藤の木小学校 

      ・実施予定日：令和３年１２月１７日（金） 

      ・延べ受講予定者数：２７人 

 

 

 

【地方公共団体、経済団体との連携会議の設置・運営】 

 （連携会議の開催） 

・第１回 令和３年 ４月２７日（火）令和２年度事業実施結果について 

                  令和３年度事業実施計画について 

   

・第２回 令和３年１２月１５日（水）令和３年度事業実施状況について 

 


