
令和２年度若年技能者人材育成支援等事業  
実施状況の概要 

佐賀県技能振興コーナー 

令和２年１２月１０日 



地域における技能振興事業（1） 

１ 技能五輪全国大会の佐賀県予選会の実施  

２ 技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競技大会への参加支援の実施 

支援対象：選手とその指導者（１名）の旅費 
     道具等の運搬費 

第58回技能五輪全国大会 

   参加選手7名、指導者7名（中小企業、学生） 

   フライス盤、旋盤、造園、フラワー装飾、 

   日本料理等 

   11月13日～16日 愛知県で開催 

第58回技能五輪全国大会 

      参加選手8名、指導者5名（中小企業、学生） 

   旋盤1名、フライス盤1名、 

   フラワー装飾2名、造園2チーム 

第15回若年者ものづくり競技大会は、中止となりました。 

職種 日本料理 電気溶接 

開催日時 令和３年１月３１日（日） 令和３年２月７日（日） 

開催場所 西九州大学佐賀調理製菓専門学校 県立産業技術学院 

参加選手 ９名 
牛津高校                ：5名 
鹿島高校              ：3名 
佐賀調理製菓専門学校    ：1名 

３名 
県立産業技術学院：1名 
県内企業     ：2名 

※来年度の技能五輪全国大会は、東京都で開催 

（実施状況） 

職種：日本料理 

日程：令和３年1月 

会場：西九州大学佐賀調
理製菓専門学校 

参加者：１０名程度 
（平成１０年１月１日以
降に生まれた者） 

（計画） 

（実施状況） （計画） 



令和元年度技能五輪予選会（日本料理職種） 

第58回技能五輪大会（愛知） 
造園 中野・浦辻選手 
（(株)伊万里春光園） 

第58回技能五輪大会 
（日本料理職種）中止 

造園 橋本・浦井選手 
（(有)山田造園） 



地域における技能振興事業（2） 

３．「さがものづくり技能フェスタ２０２０の開催 ⇒ 中止 

「技能フェスタ」が中止となったため、3密対策をはじめ学校において感染防止への対応が行われた
上で、ものづくり体験を希望される場合は、ものづくりマイスター等が学校に出向いて行う「もの
づくり体験キャラバン」を実施。 
 
 ＜ものづくり体験キャラバン実施要領＞ 
 
◇ 開催時期及び場所 
（１）時 期   令和２年１０月 ～ 令和２年１２月 
（２）場 所   佐賀県内の小・中学校  
 
◇ 実施内容等 
（１）対象者   児童生徒等 
（２）内 容   ものづくりマイスターや熟練技能者等の協力によるものづくり体験  
（３）体験コース １６の体験コースから学校の希望選択により実施 

代替事業の実施 



「ものづくり体験キャラバン」 

　実施済

地　　区 学年 等 受講者数 期　日

１年　３学組 94 11月6日

６年　２学組 71 12月21・22日

鍋島 小学校 特別支援学級 47 11月27日

１年　２学級 48 12月8日

２年　２学組 56 12月10日

３年　２学級 60 11月10日

５年　２学級 52 11月20・27日

６年　２学級 54 12月9・11日

小城市 晴田 小学校 ３年　２学級 59 10月30日

唐津市 高島 小学校 全学年 16 11月26日

伊万里市 山代西 小学校 全学年　 6学級 52 12月15日

武雄市 山内西 小学校 特別支援学級 21 11月6日

４年　１学級 25 11月17日

６年　１学級 27 11月12日

轟 小学校 ６年　1学級 26 12月22日

大草野小 小学校 放課後児童クラブ 43 9月28日

吉田小 小学校 放課後児童クラブ 30 9月28日

佐賀市 諸富 中学校 1年　３学級 91 9月25日

伊万里市 山代 中学校 ２年　１学級 29 11月18日

受講者計 901

組子細工

万華鏡づくり

苔玉づくり

万華鏡づくり

万華鏡づくり

上絵付

白石町立 白石 小学校
ハーバリュームづくり

佐賀市

思斉 小学校

勧興 小学校

上絵付

篆刻

苔玉づくり

上絵付

上絵付

ろくろ・下絵付け

（13校） （10職種）

嬉野市

洋菓子づくり

組子細工

苔玉づくり

和菓子・苔玉・ろくろ・下絵付け

苔玉づくり

ハーバリュームづくり

「ものづくり体験キャラバン」進捗状況

2020/11/30

学校名 コース



「ものづくり体験キャラバン」 

11月6日 思斉小学校 1年 上絵付け 

9月25日 諸富中学校 1年 ろくろ・下絵付け 

11月12日 白石小学校 6年 洋菓子づくり 

10月30日 晴田小学校 3年 万華鏡づくり 



「ものづくり体験キャラバン」 集合写真 

11/17 白石小学校（ハーバリウムづくり） 11/18 山代中学校（苔玉づくり） 11/12 白石小学校（洋菓子づくり） 

9/28 吉田小 放課後児童ク（苔玉づくり） 9/28大草野小放課後児童クラブ 
（ハーバリウムづくり） 

10/30 晴田小 （万華鏡づくり） 

11/10 勧興小 （上絵付け） 11/6 山内西小 特別支援学級 （万華鏡づくり） 11/6 思斉小 （上絵付け） 



地域における技能振興事業（3） 

（１）開催予定日：令和２年８月頃 

（２）開催場所：未定 

（３）内  容：子ども対象のものづくり体験イベント 

        として開催 

    万華鏡づくり、苔玉づくり、木材工作など 

（４）参加者数：200人程度（対象：小学校児童120人） 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

４．市町等のイベントを活用したものづくり体験教室等の開催   
・市町等のイベントの場を活用し、児童生徒を対象としたものづくり体験や技能実演等を実施 
・ものづくりに対する興味関心を高め、将来のものづくり分野に従事する人材の裾野の拡大を図る 

５ 職業系高校及び中小企業における熟練技能者による実技指導  

・職業系高校及び中小企業・団体への熟練技能者派遣（ものづくりマイスターを除く）による実技指導を実施 
・ものづくりの現場を知ってもらい、ものづくりの楽しさを感じてもらう必要があることなどから、小中高校生による 
 ものづくり現場の体験実習を実施 

（１）フラワー装飾職種、洋菓子製造職種、 

   日本料理職種、室内園芸装飾職種 の４職種で 

                      350人 

（２）職場体験実習（フラワー装飾・洋菓子製造） 

                       40人 

                   合計 390人 

（１）・フラワー装飾職種   参加人数：186人 

   ・洋菓子製造職種    参加人数： 39人 

   ・日本料理職種     参加人数： 68人 

   ・室内園芸装飾職種    参加人数： 41人 

                                      計334人 

（２）職場体験実習            ０人 

                  合計334人 

（計画） （実施状況） 

（計画） （実施状況） 



熟練技能者による実技指導 

日本料理（牛津高校） 

フラワー装飾（花商組合） 室内園芸装飾（神埼清明高校） 

フラワー装飾（唐津南高校） 



地域における技能振興事業（４） 

６．「地域発！いいもの」応募事業の実施   
国では、地域で行われる技能振興の取組み支援と、技能尊重の機運をさらに高めるため、各地域で行われている技能振興に
資する取組み・制度等を「地域発！いいもの」として、広く国民へ周知を図り、それらの取組み・制度等を応援 

・振興コーナーホームページに掲載及び技能士会等への周知 

 

 

７．グッドスキルマークの募集に係る周知について   

グッドスキルマークとは、技能検定試験での特級技能士、一級技能士等が製作した製品等であることを示すためのマーク。
この取り組みは、グッドスキルマークの表示を認めることにより、直接、国内外の消費者に対して、優れた技能によって製
作された製品であることをアピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の承継を図るために実施 

・振興コーナーホームページに掲載 

 及び技能士会等への周知 

 

 

・ソファー、天然畳の   

 ２件認定申請中 

九州・沖縄ブロック： 

(1)技能競技大会展   

(2)技能士展     

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止 

９．ブロック開催の技能振興事業の実施    
「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」のうち、（１）技能競技大会展、(2)技能士展について、
ブロックそれぞれ１回以上、１００名以上の参加を得て開催 

センターとの調整のうえ開催 

 

８．卓越した技能者（現代の名工）の表彰制度の紹介   

令和元年度の卓越した技能者の表彰の被表彰者１名（佐賀県）の技能を紹介するため、中央技能振興センターの編集方針に
沿ってコンテンツ作成支援を実施 

・コンテンツ作成支援用インタビュー記事作成完了 

 

 別冊パンフレット 

 別冊パンフレット 

（計画） （実施状況） 



技能振興コーナーホームページ 

本年度グッドスキルマーク認定商品 
（申請中） 

ソファー 
ナカヤマ木工 

天然畳 
前田たたみ屋 



２．ものづくりマイスターの活用に係る業務  

（１）若年技能者の人材育成に係る相談・援助 

＜対象＞中小企業、職業系高校、産業団体等 

＜活動内容＞ 

・相談窓口にて、実技指導が効果的になされるようコーディネートを行い、ものづくりマイスターを派遣 

・コーナー及び県のコーディネーターが企業訪問を行い、得られた情報を相互に提供 

・佐賀県のものづくり人材創造・育成事業との連携によるものづくりマイスター制度及び「ものづくりの魅力」発信事業の周知に取組む 

１．ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務  

 佐賀県技能振興コーナー（以下「コーナー」という。）の相談窓口において、ものづくりマイスターの認定申請書等に係る
相談、ものづくりマイスターの活用に関する相談、その他の相談・援助を行い、関係機関との円滑な連携等を実施しました。 

（１）ものづくりマイスターの開拓 目標 １０人以上 

（２）ものづくりマイスター等への講習会 

ものづくりマイスター等の活用事業（1） 

（１）ものづくりマイスターの開拓 実績   １０人 

（２）ものづくりマイスター等への講習会   １回   

    

 

（計画） （実施状況） 



◆ものづくりマイスター、ITマスター、テックマイスターとは、こんな人たちです。 

①ものづくりマイスターとは 
・特級、1級、単一等級の技能士等 
・実務経験が15年以上 
・後継者育成に強い意欲がある方 

②IT マスターとは 
・情報処理技術者試験応用情報技術者試験合格者の資格等の保有者 
・実務経験が7年以上 
・後継者育成に強い意欲がある方 

③テック マイスターとは 
・特級、1級、単一等級の技能士等 
・実務経験が15年以上 
・後継者育成  に強い意欲がある方 

指導・体験を受けられる
のはどんな人？ 



≪令和２年度の認定≫（４～１０月） ものづくりマイスター、 ITマスター 

職 種 氏  名 職 種 氏  名 

かわらぶき 関 知昭 鉄筋施工 宮地 栄治 

かわらぶき 市丸 浩史 塗装 山崎 信雄 

電気溶接 松尾 俊孝 農業機械整備 古賀 孝 

鋳造 三ヶ島 芳朗 家具製作 中山 隆博 

機械加工 引地 純蔵 <ITマスター> 

機械加工 藤本 宏紀 ロボットソフト組込 陣内 和宏 

〇 指導技法講習会の様子 



２．ものづくりマイスターの活用に係る業務  

ものづくりマイスター等の活用事業（２） 

（２）ものづくりマイスター等の派遣による実技指導の実施 

①中小企業や職業系高校への実技指導 

・指導内容にふさわしいものづくりマイスター等を選定 

・企業や職業系高校、マイスター及びコーナーの三者で具体的な指導内容、指導方法、実施期間等打合せを行い、 

 効果的な実技指導を図った。 

・職業系高校への実技指導では、過去の技能検定（実技試験）の課題や競技大会の競技課題を指導教材とするよう 

担当教師と協議 

②派遣要請を受けた分野のものづくりマイスターが不在等で派遣できない場合は、近・隣県の技能振興コーナーと 

   連携し、当該職種のものづくりマイスターをコーディネートを実施。 

    例：熊本地区の伊東マイスターに実技指導（機械組立仕上げ）を依頼 

③企業や職業系高校に活用を働きかけこれまで活動実績のなかったものづくりマイスターへの指導ニーズの掘り 

   起しに努めた。  

    例：（有）実松製作所、翠興産（株）、興和日東（株）、敬徳高校 

派遣先 
計画 見込 

件数(件） 受講延べ人数(人） 件数(件） 受講延べ人数(人） 

企業・団体 39 975 23 680 

高校 60 2,400 42（1） 2,334（80） 

計 99 3,375 65（1） 3,014（80） （A） 

（ ）：ITマスター派遣による受講者数（外数） 



ものづくりマイスターによる実技指導（企業・団体） 

機械組立仕上げ（(株)中山鉄工所） 

溶接（(有)実松製作所） 

普通旋盤（(株)伊万里鉄工所） 

左官（佐賀建設労働組合 ） 

配電盤・制御盤組立 
（(株)古賀電機製作所） 

建築大工（佐賀建設労働組合 ） 



ものづくりマイスター、ITマスターによる実技指導（高校） 

菓子製造＜和菓子＞（佐賀女子高校） 農業機械整備（佐賀農業高校） 和裁（牛津高校） 

建築大工（唐津工業高校） ロボットソフト組込（鳥栖工業高校） 洋裁（牛津高校） 



２．ものづくりマイスターの活用に係る業務  

ものづくりマイスター等の活用事業（３） 

（３）「目指せマイスタープロジェクト」の実施   

＜ものづくり体験教室＞ 

対象：小中学校等の児童生徒や教師及び保護者 

活動内容：若者の技能離れ、ものづくり人材不足に対応していくため、ものづくり体験教室を実施 

 

＜ものづくり事業所等見学＞ 

対象：中学・高等学校等の生徒 

活動内容：ものづくりマイスターが働く現場（事業所）にて、ものづくりマイスターの講義等を併せた見学会を開催 

 

＜若者に対するものづくりの魅力発信＞ 

対象：地域若者サポートステーションの生徒 

活動内容：当該サポステと十分な打合せを実施後、ものづくりマイスターを派遣し、その対象者に対してものづくり 

              体験を実施。 

 

＜ものづくりマイスターの働く職場での職場体験実習＞ 

対象：中学・高等学校等の生徒 

活動内容：自ら事業を営んでいる一人親方や企業で働くものづくりマイスターが、その職場にて、参加する生徒に 

              対して２日以上にわたる職場体験実習を実施   



２．ものづくりマイスターの活用に係る業務  

（３）「目指せマイスタープロジェクト」の実施   

ものづくりマイスター等の活用事業（４） 

内容 計画 見込 

件数(件） 受講のべ人数(人） 件数 受講のべ人数(人） 

①ものづくり体験教室＊2 ４２ ２，０１０ 1０２   ３,９０３ 

②ものづくり事業所等見学 ６ ２００ ５ １５０ 

③若者に対するものづくり魅力発信＊1 1 １０ １ １０ 

④ものづくりマイスターの働く職場での
職場体験実習 

３０ １０５ ４ ３３ 

計 ７９ ２，３２５ １１２ ４，０９６ 

＊1 地域若者サポートステーション（働くことに悩みを抱えている若者の就労支援を行う施設）事業の支援対象者 

（B） 

＊2 ものづくり体験教室（見込）には「ものづくり体験キャラバン」を含む 



ものづくりマイスターによる体験教室 

上絵付け（春日小学校） 万華鏡づくり（東山代小学校） 苔玉づくり（厳木小学校） 

組子細工（小城中学校） 篆刻（城西中学校） ろくろ・下絵付け（福富中学校） 



ものづくり事業所等見学 

ワイビーエム（山代中学校） うれしの茶交流館 （有明東小学校） ポリテクセンター（小城中学校） 

レグナテック（小城中学校） 佐賀県立産業技術学院（山代中学校） 東亜工機 （有明東小学校） 



ボルガ本店（城西中学校） 

アサヒ工藝社（城西中学校） 

ものづくりマイスターの職場体験 

テクノホーム（城西中学校） 



さがものづくり産学官連携会議（委員会）の設置開催 

 ① 連携会議委員会の設置 

     佐賀県産業労働部産業人材課・ものづくり産業課・教育委員会学校教育課・経営者協会等の経営者団体、 

     労働組合関連組織、佐賀労働局、佐賀県技能士会連合会、高齢・障害・求職者雇用支援機構、 

     職業能力開発に積極的な企業・報道機関、小・中学校校長会、高校の工業・農業部会、専修学校等の 

     連合会等２１で構成する産学官連携会議委員会を設置します。 

 ② 連携会議委員会の運営 

     産学官連携会議委員会は、年２回開催します。その主な内容は、次のとおりです。      

     ○第１回目：令和２年４月２５日（木）に開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

             書類審議に変更。 

     ○第２回目：令和２年１２月１０日(木）に、今年度の実施状況を踏まえた年度見込の報告 

   委託事業を円滑に進めるため、産業界、教育界及び行政の関係者からなる「さがものづくり産学官連携会議」 

  委員会を設置し、当該年度の推進計画の策定、技能振興の取り組みや事業実施にあたっての連携・協力の在 

  り方の検討及び事業の進捗管理を実施し、若年技能者人材育成支援等事業の効率的・効果的推進を図りました。 



今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための厚生労働省からのガイドライン（＊1）を踏え、 
若年技能者人材育成支援等事業を推進している。 

＊1 ものづくりマイスター等の活用業務の実施に関する新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライン 

事   業 影響及び対応 

地域における技能振興事業 

 技能五輪全国大会（日本料理職種）の中止 

 若年者ものづくり競技大会の中止 

ものづくりの魅力・技能者のもつ技能を伝えるための取組み 

 さがものづくり技能フェスタ2020の開催中止 代替事業として「ものづくり体験キャラバ
ン」を実施している。 

 市町等のイベントを活用したものづくり体験教室等の開催中止 

ものづくりマイスターの活用に係る業務（次頁参照） 

産学官連携会議 

 第1回産学官連携会議（4月） 書類審議 

本年度の事業に対する新型コロナウィルス感染症の影響 

本年度の事業の取組み 



取組み 

共通対応 個別対応 

企業・高校での実技指
導派遣 

新型コロナウィルス感染防止
拡大ガイドラインに基づき、 
 
・3密の防止 
・マスク又はフェイスガード 
 の着用 
・手指のアルコール消毒 
・体温測定管理等 
 
を行い、事業を実施している 

・マイスター並びに、受講者側に、ガイドラインの内容を理
解していただいた。 
・企業に在籍しているマイスターによっては、企業方針によ
り外出自粛規制がなされたが、マイスターの再選定を行い
業務を実施。 

小・中学校でのものづ
くり体験教室 

3密を防ぐため、 
・会場を教室から広い体育館に変更 
・換気対応等 
を学校と打合せを行い実施。 

ものづくり事業所・訓練
施設見学 

・コロナ感染状況の変化に伴い、予定していた事業所の受
け入れが困難となり、見学コースの再設定を行い、実施。 

◎ものづくりマイスターの活用に係る業務 （新型コロナウイルス感染防止対策） 



令和２年度事業の成果実績及び活動実績 
（１１月末現在での予定を含む）  

 1. 成果 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 活動目標 
 

成果内容 計画 １０月末 

満足度（％） 満足度（％） 

1 実技指導を利用した企業・業界団体又は教育訓練機関の割合 90％以上 100％ 

2 実技指導の内容を理解し、今後に生かせるとした訓練生の割合 90％以上 100％ 

3 授業等への講師派遣を利用した学校の満足度 90％以上 100％ 

4 活用した企業又は業界団体が技能検定又は技能競技大会を人材育成に活用する契
機となった割合 

80％以上 100％ 

 

5 地域における技能振興事業の参加者の満足度 90％以上 99％ 

活動目標 R01年度 計画 見込み 

1 ものづくりマイスターの認定者数 １９人 １０人以上 １０人 

2 ものづくりマイスターの活動数（受講者数） ７,１５９人 ５,７００人以上 ７,１１０人（８０） 
 （A）+（B） 

（ ）：ITマスター派遣による受講者数（外数） 



次年度に向けた改善事項 

改善事項、及び対応内容 
 
・感染症の問題への対応 
  新型コロナウィルス感染状況を注視し、若年技能者人材育成支援等事業を推進していく。 

 
・予算の削減が見込まれることへの対応 
  国の予算削減が見込まれるため、事業実施に関して、さまざまな角度からの検討が必要である。 

 
 


