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令和元年度 若年技能者人材育成支援等事業進捗状況

令和元年10月末現在(一部除く)

１ 地域における技能振興事業

(1) 技能五輪全国大会予選の実施

項 目 実施計画 進捗状況

1 実施職種 ３職種 ３職種
（レストランサービス、電工、 （レストランサービス、電工、造園)

造園）

2 参加者数 １５人 １１人
（レストランサービス５人、電工２人、

造園４人）

(2) 全国技能競技大会派遣支援

技能五輪全国大会、若年者ものづくり技能競技大会の参加選手及び指導者の

旅費及び工具等の運搬費について援助を行う。

項 目 実施計画 進捗状況

若年者ものづくり技能競技大会

1 派遣人数 ９人 ９人 （メカトロニクス２、電気工

事1、建築大工２、ロボットソフト組み

込み２，ウェブデザイン２）

2 開催期日 令和元年7月31日～8月1日 令和元年7月31日～8月1日

3 開催場所 福岡県 福岡県

4 入賞状況 建築大工１人（銅賞）、メカトロニクス２人（銅賞）

技能五輪全国大会

1 派遣人数 １４人 17人 （配管１、電工２、建築大工2、

造園１、フラワー装飾６） ※レストラン

サービス３、洋裁１、フラワー装飾１

2 開催期日 令和元年11月15日～18日 令和元年11月15日～18日

3 開催場所 愛知県 愛知県(国際展示場他８会場)

4 入賞状況 洋裁１人（銀賞）、レストランサービス１人（銅賞）、配管1人(敢闘賞)
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(3) 各種イベント・ものづくり体験の実施

技能振興コーナー主催のイベントを開催し、ものづくりマイスターや熟練技能者に

よる実演やものづくり体験等を通して、技能の大切さや重要性を一般県民等に伝える

事業を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

1 キッズワークみやざき
(1) 実施時期 令和元年8月 令和元年年8月17日(土)～

18日(日)

(2) 実施会場 ｼｰｶﾞｲｱｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 4Ｆ ｼｰｶﾞｲｱｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 4Ｆ

(3) 内容 ものづくり体験 ものづくり体験

(4) 参加職種 15職種 15職種

(5) 参加者数 1,200人 1,061人
(1,844人申込み)

2 ものづくりフェスタ
(1) 実施時期 令和元年10月～11月 令和２年1月19日(日)

(2) 実施会場 イオンモール宮崎 イオンモール宮崎

(3) 内容 実演、ものづくり体験等 実演、ものづくり体験等

(4) 参加団体 20団体 23団体

(5) ものづくり体験者数 1,200人 未定

(4) 熟練技能者による実技指導

ものづくりマイスターの対象外職種など「ものづくりマイスター派遣事業」

に該当しない職種に対して、熟練技能者を教育訓練機関等へ派遣し、技能検

定試験問題を基に実技指導を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

実施企業・学校数 2社・校 1社

参加者数 50人 16人
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(5) 「地域発!いいもの」応援の実施

地域で行われている「技能振興」、「技能者育成」等の取組を「地域発！いい

もの」として選定し周知する。当コーナーは、本事業の周知、募集、応募受付、

中央センターへの申請書の送付等を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

周知・募集方法 宮崎県コーナーの 宮崎県コーナーのホームページ

ホームページ掲載等 及び協会機関誌への掲載、県・

市町村への周知依頼文書発送

(6) グッﾄﾞスキルマーク事業の実施

一級技能士等が技能を駆使した製品等に表示する「グッドスキルマーク」の

募集に係る周知、応募書類の受付及び中央センターへの送付等を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

周知・募集方法 宮崎県コーナーの 「畳工事一式・畳工芸品」につ

ホームページ掲載等 いて１件申請中

２ ものづくりマイスター等の認定等事業

(1) ものづくりマイスター等の認定事業

宮崎県内の熟練技能者等を「ものづくりマイスター・ITマスター・テックマ

イスター」として認定するため広報、募集、相談等を行う。

実施項目 目標値 進捗状況

ものづくりマイスター・ 延べ24人 延べ23人(10職種)

ITマスター・テックマイ
スターの認定者数

(2)ものづくりマイスター等への指導技法講習

認定されたものづくりマイスター等が指導を効率的、効果的に実施するための講習

会を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

指導技法講習の実施 5月・7月・9月・11月 7人（1回)
（4回）
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３ ものづくりマイスター等の活用事業

事業目標

・成果目標（参加者満足度） 95％以上 進捗状況 100％

・活動目標（マイスター活動数） 5,388人日以上 進捗状況3,741人日(69.4％)

・活動目標（ITマスター活動数） 82人日以上 進捗状況 68人日(82.9％)

(1) 「ものづくりマイスター」派遣による実技指導

ものづくりマイスターを中小企業、教育訓練機関、団体等へ派遣し、技能

競技大会の競技課題又は技能検定試験問題を基にした実技指導を行い技能

向上を図る。

実施項目 実施計画 進捗状況

1 派遣日数（受講者数）

(1) 企業・団体 160日（ 480人） 65日（ 301人）

(2) 高校以上・職業能力開発施設 185日（2,775人） 97日（1,227人）

(2) 学校の授業等への講師派遣

小中学校からの要請に基づいて、学校の授業へものづくりマイスター等を派

遣し、ものづくりの魅力を伝える講義やものづくり体験教室を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

1 派遣校数・受講者数

(1) 講師派遣の学校数 50校 42校

(2) 参加者数 2,000人 1,938人

(3) 学校の教師等を対象とした「ものづくりの魅力」講座等への講師派遣

小中学校の教師及び保護者が「ものづくり」に対する理解を深めてもらうた

めに、教師及び保護者を対象に「ものづくりの魅力」を伝えるための講義及び

ものづくり体験等を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

1 派遣校数・受講者数
(1) 教 師 30校( 60人) 42校(164人)

(2) 保護者 10校(100人) 10校( 92人)
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(4) 児童・生徒を対象とした事業所・訓練施設の見学会

小中学校からの要請に応じて、専門技能の必要性、重要性等を理解し、技能

の魅力を伝えるための見学会（講義・実演含む）を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

参加校数 5校 3校（108人教師含む）

・高原町立広原小
・えびの市立上江中学校

・都城市立乙房小学校

(5) 「ITマスター」派遣による実技指導

小･中学校の生徒を対象に、情報技術に関する興味を喚起するとともに、情報技術

を使いこなす職業能力の付与が実現できるよう、ITマスターによる講義、実技体験を

行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

1 派遣校数・受講者数

(1) 講師派遣の学校数 3校 5校（5/31三財小､6/12

油津小、6/17大束小7/17

富吉小10/31小戸小）

(2) 参加者数 60人 84人

(6) 職場体験実習

一人親方や自ら事業を営んでいるものづくりマイスターに対して、当該職場

ならではのものづくり体験の実施を含む職場体験実習を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

実施職種 3職種(2日間) 1職種「建築大工」

6月26日～28日(3日間)

宮崎市立佐土原中学校

2年生2人

(7) その他若者に対する各種事業への支援

地域サポートステーション及び若者の雇用型訓練を実施している事業所等か

らものづくりマイスターの派遣要請等があった場合に支援を行う。

現時点では、事業所等からの派遣要請等がないところである。
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４ 連携会議

宮崎県、宮崎労働局、経済団体、業界団体等による連携会議を設置し、ものづくり

マイスターの派遣や技能振興の取組、事業実施に当たっての連携・協力の在り方の方

針決定、年末に当年度の事業実施状況等の報告を行う。

実施項目 実施計画 進捗状況

1 開催時期 第1回 令和元年5月～6月 第1回 令和元年 5月24日実施

第2回 令和元年11月～12月 第2回 令和元年12月11日実施

2 構成メンバー 宮崎労働局、宮崎県商工観光労 宮崎労働局、宮崎県商工観光労

働部、宮崎県教育委員会、宮崎 働部、宮崎県教育委員会、宮崎

県高等学校教育研究会工業部 県高等学校教育研究会工業部会、

会、宮崎県中小企業団体中央会、 宮崎県中小企業団体中央会、（独）

（独）高齢・障害・求職者雇用 高齢・障害・求職者雇用支援機

支援機構宮崎支部、宮崎県工業 構宮崎支部、宮崎県工業会、宮

会、宮崎県技能士会連合会 崎県技能士会連合会


