令和 2 年度若年技能者人材育成支援等事業
香川県地域技能振興コーナー実施状況報告
（令和 2 年 11 月 30 日現在）

（地域における技能振興事業）
事業項目

実施計画

実施状況

１．技能五輪全 (1) 技能五輪全国大会の予選の実施
国大会の予選
の実施等

電工職種について予選を実施する。
【実施予定職種】

(1) 技能五輪全国大会の予選の実施
以下の職種について予選会の実施を計画し
ている。

① 電工：5 名

① 電工職種

実施予定時期：第 4 四半期（1 月）

【実施日】令和 3 年 1 月 20 日（水）
【参加者数】1 名

② 西洋料理：2 名

② 西洋料理職種

実施予定時期：第 4 四半期（2 月）

新型コロナウイルス感染症に関する状況
を勘案し、実施を見合わせることとした。

(2) 技能五輪全国大会及び若年者ものづ (2) 技能五輪全国大会及び若年者ものづくり
くり競技大会への参加支援の実施
【支援予定人数】

競技大会への参加支援の実施
① 若年者ものづくり競技大会

①若年者ものづくり競技大会 28 人
（選手 14 人、指導員 14 人）

新型コロナウイルス感染症に関する状況
を勘案し中止となったため、支援なし。

②技能五輪全国大会 4 人
（選手 2 人、指導員 2 人）

② 技能五輪全国大会
日程：11 月 13 日～16 日
場所：愛知県
参加職種：配管、電工、建築大工
参加人数：選手 5 名、指導者 3 名
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事業項目
実施計画
２．ものづくり (1) ものづくりマイスター、IT マスター
の魅力、
技能者
及びそれ以外の熟練技能者の活用
の持つ技能を
① 職業啓発イベントの実施
伝えるための
開催時期：令和 2 年 11 月 7 日（土）
取組
8 日（日）

実施状況
(1) ものづくりマイスター、IT マスター及び
それ以外の熟練技能者の活用
① 「かがわ技能フェスティバル 2020」の
実施
小学校児童を中心に例年 6,000 人以上が

開催場所：サンメッセ香川（高松市）

参加する屋内イベントであり、会場設営準

来場者目標：9,000 人

備に一定の期間が必要なこと、参加人数の

作成物：ポスター100 部

制限ができないことなど、主催者及び参加

A4 チラシ 129,000 部

者の感染拡大防止対策を十分に講じること

A3 リーフレット 3,000 部

が難しいと判断したため中止とした。

主な配布先：県内小中学校、会場近隣
世帯、コンビニ
② ものづくりマイスター以外の熟練技
能者の派遣

② ものづくりマイスター以外の熟練技能者
の派遣

1．熟練技能者等の派遣による若年技
能者に対する実技指導

1．熟練技能者の派遣による若年技能者に
対する実技指導

派遣予定職種：フラワー装飾

休校等の影響をうけ、実施なし。

受講者数：延べ 300 人
2．
熟練技能者の派遣によるものづくり
体験教室等

2．熟練技能者の派遣によるものづくり体
験教室等

学校等からの要請があれば、熟練技
能者を派遣しものづくり体験教室を

① 四国能開大ものづくりフェスタ
開催されなかったため、派遣なし。

行う。
① 四国能開大ものづくりフェスタ
派遣予定職種：建具製作、和裁、

② 小学校での体験教室
ア 実施回数
3回

洋裁
受講者数：150 人

イ 受講者数
3 校 67 名

② 小学校での体験教室

ウ 職種

派遣予定職種：フラワー装飾
受講者数：100 名

フラワー装飾
エ 内容
職業紹介講話とフラワーアレンジ
メントの実演・体験を行った。
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事業項目

実施計画

実施状況

(2) 技能競技大会展の実施

(2) 技能競技大会展の実施

ブロックごとのイベントに関して

愛媛県・広島県にて開催。

は、チラシやホームページ等を活用
し広く広報を行うほか、センターや
幹事県を始め、各コーナーと協力し
て取り組む。
(3) 技能士展の実施

(3) 技能士展の実施

ブロックごとのイベントに関して

愛媛県・広島県にて開催。

は、チラシやホームページ等を活用
し広く広報を行うほか、センターや
幹事県を始め、各コーナーと協力し
て取り組む。
(4) 技能五輪全国大会を活用した技能の (4) 技能五輪全国大会を活用した技能の理解
理解促進

促進

該当なし。

計画なし。

(5) 「地域発！いいもの」応援事業の実
施

(5) 「地域発！いいもの」応援事業の実施
ホームページ「ものづくりマイスター」等

募集について広く周知を行い、応募書

での周知、事例集の配布等を行ったが、今年

類の取りまとめ、センターへの送付等

度の申請はなかった。

の業務を行う。
(6) グッドスキルマーク事業の実施
募集について広く周知を行い、応募書

(6) グッドスキルマーク事業の実施
ホームページ等で周知を行い、申請を検討

類の取りまとめ、センターへの送付等

している業界団体へ資料配布・説明等を行

の業務を行う。

ったが、今年度の申請には至らなかった。

(7) 卓越した技能者（現代の名工）の表 (7) 卓越した技能者（現代の名工）の表彰制度
彰制度の紹介コンテンツの作成支援
センターの示す編集方針に沿って、被

の紹介コンテンツの作成支援
令和元年度表彰者に対してセンターの示す

表彰者に対してプロフィールや仕事

編集方針に従いプロフィール等の取材を行

に対する思い、これから入職する若者

い、取材結果をセンターに提出した。

に伝えたいこと、また作品及び作業風
景の写真撮影等の取材を行い、取材結
果についてセンターに提出する。
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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）
事業項目
実施計画
１．ものづくり ものづくりマイスター
マイスター等
【目標認定者数】6 人以上
の開拓

実施状況
ものづくりマイスターが登録されていない
職種や訓練ニーズの高い職種について、1 級技
能士が所属している企業・業界団体に制度案内

IT マスター

を行い、申請を依頼した。

【目標認定者数】1 人以上

【令和 2 年度ものづくりマイスター認定者数】
2名
認定職種：鉄工、電気溶接、建築板金
なお、令和 2 年 12 月に開催される第 4 回認
定委員会へ 3 名申請中。令和 3 年 1 月に開催
される第 5 回認定委員会へ 1 名申請予定。
IT マスターについては既存の IT マスターに
候補者の紹介を依頼した。
【令和 2 年度 IT マスター認定者数】
3名
認定職種：ｵﾌｨｽｿﾌﾄｳｪｱｿﾘｭｰｼｮﾝ、
IT ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ管理

２．ものづくり (1) 新たに認定されたものづくりマイ
マイスターに
スター、IT マスター及び 3 年間活動実
対する研修
績がなく、活動継続意志ありのものづ

(1) ものづくりマイスターに対する指導技法等

くりマイスターに対して指導技法等に

マスター等に対して、指導技法等講習を以下

ついて講習を行う。

の通り開催した。

【実施予定回数】3 回

講習
新たに認定されたものづくりマイスター、IT

【ものづくりマイスター対象】
回数

開催日

第1回

令和 2 年 10 月 17 日
（土）

受講者数

1名

【IT マスター対象】

(2) 地域若者サポートステーションへ

回数

開催日

第1回

令和 2 年 7 月 31 日（金）

受講者数

3人

(2) 地域若者サポートステーションへの派遣

の派遣を行う前に、派遣対象者に対し

に係る指導技法講習会

て研修を実施する。

地域若者サポートステーションからの派遣
依頼がなかったため実施なし。
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（ものづくりマイスターの活用に係る業務）
事業項目
実施計画
実施状況
１．ものづくり ものづくりマイスター等の派遣による ものづくりマイスター等の派遣による指導の
マイスター及
指導の実施等
実施等
び IT マスター
業界団体・企業対象 （目標）
4 月に出された緊急事態宣言や 3 月～5 月の
の派遣による
企業数：8 社
一斉休校、また前期技能検定試験中止の影響を
指導の実施
ものづくりマイスター活動数：250 人日 受け、4 月～8 月にかけて実施を計画していた
ものづくりマイスター派遣人数：50 人日 実技指導の多くが中止となった。
9 月以降、手指消毒、使用工具の消毒、1 回
教育訓練機関対象 （目標）

の受講人数の削減、例年は複数校合同で実施し

教育訓練機関：7 校

ていた指導を各校で実施するなど感染拡大防

ものづくりマイスター活動数：600 人日 止対策を十分に講じながら実技指導を実施。
ものづくりマイスター派遣人数：
100 人日

企業及び業界団体
ア 企業・業界団体数
6社
イ 実施職種
建築大工、機械加工、仕上げ、機械保全、
塗装
ウ ものづくりマイスター活動数（延べ受
講者数）
153 人日
エ ものづくりマイスター派遣人数
60 人日
高校以上の学校
ア 教育訓練機関数
6校
イ 実施職種
機械加工、電子機器組立て、建築大工、
和裁
ウ ものづくりマイスター活動数（延べ受
講者数）
263 人日
エ ものづくりマイスター派遣人数
44 人日
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事業項目
実施計画
２．
「目指せマイ (1) 「ものづくりの魅力」発信
スター」プロ
① 児童生徒等を対象とした学校の
ジェクト
授業等への講師派遣

実施状況
(1) 「ものづくりの魅力」発信
① 児童生徒等を対象とした学校の授業等
への講師派遣

開催回数目標：42 回（42 校）

ア 開催回数 21 回（19 校）

実施予定職種：建築板金、タイル

イ

張り、菓子製造、和裁、婦人子供
服製造、石材施工、建具、かわら

ものづくりマイスター活動数（延べ
受講者数）915 人日

ウ

ものづくりマイスター派遣人数
61 人日

ぶき
ものづ くりマイスター活動数 ：

エ 実施職種

1,680 人日

菓子製造、石材施工、建築板金、

ものづくりマイスター派遣人数：

タイル張り、建具製作、かわらぶき

126 人日
② ものづくりマイスターによる講

② ものづくりマイスターによる講義を伴

義を伴う児童・生徒を対象とした事

う児童・生徒を対象とした事業所・訓練施設

業所・訓練施設等見学

等見学

開催回数目標：1 回（1 校）

要請がなかったため、予定なし。

ものづくりマイスター活動数：
30 人日
③ 学校の教師、児童・生徒の保護者等

③ 学校の教師、児童・生徒の保護者等を対

を対象とした「ものづくりの魅力」

象とした「ものづくりの魅力」講座等への講

講座等への講師派遣

師派遣

教師対象講座

教師対象講座

開催回数目標：42 回

ア 開催回数 16 回

ものづくりマイスター活動数：42 人日

イ ものづくりマイスター活動数（受講
者数）37 人

児童生徒の保護者当対象講座

保護者対象講座

開催回数目標：2 回

実施なし。

ものづくりマイスター活動数：50 人日
(2) 「IT の魅力」発信

(2) 「IT の魅力」発信

学校の授業等へ IT マスターを派遣

ア 開催回数 9 回（9 校）

し、講義と実技体験を併せた「IT の

イ 受講者数 344 人日

魅力」を発信する授業を行う。

ウ 実施職種

目標開催回数：3 回

ロボットソフト組込み

目標受講者数：96 人日
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事業項目

実施計画

実施状況

(3) 若者に対する「ものづくりの魅力」 (3) 若者に対する「ものづくりの魅力」の発信
の発信

地域若者サポートステーションから協力要

地域若者サポートステーションから協

請がなかったため、未実施。

力要請があった場合、ものづくりマイス
ターを派遣し、ものづくり体験等を行
う。
(4) ものづくりマイスターの働く現場
での職場体験実習

(4) ものづくりマイスターの働く現場での職場
体験実習

コーナーからの要請に応じて職場体験

企業に要請を行ったが、新型コロナウイルス

実習を行う企業等があった場合には、

感染症の拡大防止により受入れ・対応可能な

地域の学校、ハローワーク等に対して

事業所・企業がなかったため未実施。

参加を働きかける。

（地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営）
事業項目
１．連携会議の
開催

実施計画

実施状況

事業計画の策定や事業の進捗管理を行
うため連携会議を開催する。

【構成員】
香川県経営者協会、香川県商工会連合会、
香川県商工会議所連合会、香川県中小企業
団体中央会、香川職業能力開発促進センタ
ー、四国職業能力開発大学校、香川県立高
等技術学校、香川労働局職業安定部訓練室、
香川県商工労働部労働政策課、香川県教育
委員会事務局高校教育課
【開催日及び議題】
第 1 回連携会議は新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から集合開催を中止し、資料
配布形式での実施とした。
議題：令和元年度若年技能者人材育成支援
等事業実施報告及び令和 2 年度事業実施計
画について
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