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令和 3年度「若年技能者人材育成支援等事業」実施計画書 

 

栃木県技能振興コーナー 

 

１．地域における技能振興事業の実施について 

区 分 事 項 

（1）技能五輪全国大会予選 

の実施等 

 

 

① 技能五輪全国大会の予選の実施 

予選の実施は、本県の若年者に技能五輪全国大会を目指すと

いう目的を与え、その結果、技能水準の高まりと本県のサービ

ス技能レベルの向上が期待できることから、栃木県職業能力開

発協会が独自の選考基準により推薦する職種のうち、１職種に

ついて技能検定とは別に予選会として競技を実施します。 

 参加選手の募集については、業界団体に協力を依頼し、観客

の募集については、ホームページを活用し、県民に広く周知し

ます。 

実施職種：日本料理  

実施規模：１０名程度     

実施時期：第４四半期２月上旬 

（Ｄランク） 

② 技能五輪全国大会等への参加支援の実施 

技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競技大会の参加を

促進するため、中小企業・教育訓練機関に所属する参加選手と

指導者の旅費と工具等の運搬費について援助を行い、中小企業

等の大会参加を促進します。 

（支援予想等人員） 

ア）技能五輪全国大会（１４職種 １６社/校） 

 選手：約２２名、指導者：約２０名 

イ）若年者ものづくり競技大会（７職種 ３校） 

 選手：約１０名、指導者：約８名 
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区 分 事 項 

（２）ものづくりの魅力、技 

能者の持つ技能を伝えるた

めの取り組み 

①ものづくりマイスター、ITマスター及びテックマイスター 

以外の熟練技能者の活用 

・技能に係る講演、製作実演、ものづくり体験教室及び作品

展示等を開催します。 

ア ものづくり体験コーナーの開催 

  技能士の活躍ぶりを広く県民に紹介し、技能尊重気運の

醸成やものづくりの魅力を身近に体感していただくために

実施するもので、技能士会、関連組合等の協力を得て、主に

小中学生等を対象としたものづくり体験教室を１日間開催

します。 

実施内容：ものづくり体験教室 

      技能士の実演・作品展示 

実施時期：第２四半期９月下旬 

実施場所：宇都宮市オリオン通りアーケード区間 

実施規模：参加者数６００名程度      

参加団体：１５団体程度 

イ 「とちぎものづくりフェステバル 2021」の開催 

 本県における産業人材の確保及び育成へと繋げていくた

め小中学生や高校生等の一般来場者を対象に、県内で活躍し

ている技能士が持つ技能を広く県民にアピールし、ものづく

りの魅力やものづくりの「大切さ」を認識してもらうととも

に、技能習得施設、技能評価制度、優秀な技能者等を表彰す

る表彰制度を紹介するなど職業能力評価制度を周知するこ

とにより、技能尊重気運の醸成や技能者の社会的地位の向上

に貢献し、将来ものづくり産業に従事する人材の裾野拡大に

つなげることを目的として１日間開催します。 

実施内容：ものづくり体験教室 

       技能士の実演・作品展示 

       技能検定制度、表彰制度紹介 

       工業高校・職業能力開発施設紹介 

実施時期：第３四半期１０月下旬 

参加団体：１０団体程度        

参加者数：４００名程度 

ウ 地方公共団体等主催イベント出展 

  上記イベント以外にて学校・地方公共団体等からの要請に

より実施するもので、ものづくり技能に対する興味・関心を

高めることを目的に、製作実演やものづくり体験教室を行い

ます。 
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区 分 事 項 

前ページ続き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施時期：第３四半期１０月中旬 

参加団体：１団体 

参加者数：３０名程度 

エ 熟練技能者の実技指導  

ものづくりマイスターの対象分野に該当しない実技指導

の要請を受けた場合には、職業能力開発協会のネットワーク

を活用し、最適の熟練技能者を企業・学校等に派遣し実施し

ます。 

実施職種：ものづくりマイスターが認定されていない 

     職種   

実施規模：１５０名程度     

②技能競技大会展の実施 

実施に際しては、中央技能振興センター及びブロック内地域 

技能振興コーナーと協力します。 

③技能士展の実施 

 実施に際しては、中央技能振興センター及びブロック内地域 

技能振興コーナーと協力します。 

④技能五輪全国大会を活用した技能の理解促進 

 令和３年度は東京都での開催のため、観覧を希望する高校以 

上の対象者をバスで移動させ、技能の重要性等の理解促進に努 

めます。 

⑤「地域発！いいもの」応援事業の実施 

地域で行われているものづくり産業振興、技能者育成等に資

する特色ある取り組みや制度の募集を募るため、「地域発！い

いもの募集のご案内」のリーフレットや「地域発！いいもの好

事例集」等を、業界団体等および教育機関等へ配布し、広く県

民へ周知して地域の活性化を図ります。 

申請件数：１件程度 

⑥グッドスキルマーク事業の実施 

 １級技能士が一貫して製作に携わった製品にグッドスキル

マークを表示し、消費者に対して「技能」が活きた製品を提供

できるように、リーフレットを業界団体等へ配布して技能士の

認知度向上と地域の活性化に努めます。 

申請件数：１件程度 
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前ページ続き 

⑦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 

卓越した技能者（現代の名工）の表彰制度を社会一般に広く

広めることで、技能尊重の気風を浸透させ、青少年が技能労働

者の道に入職することを促進する一助として、表彰者を紹介す

るためのコンテンツ作成を支援します。 

対象者：令和２年度受賞者 1名 

 

 

２ ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務 

区 分 事 項 

（１）ものづくりマイスター

等の開拓 

ものづくりマイスター制度の周知とものづくりマイスター、

ITマスター及びテックマイスターの掘り起こしに関しては、対

象業種の企業・業界団体等を訪問し、候補者の情報収集等を行

います。また、掘り起こしにあたっては、職種や人数を踏まえ

るとともに地域ニーズを勘案し、不足している職種については

重点的に募集を行います。 

訪問頻度：２日/月程度 

認定者数：１５名以上（Ｄランク） 

 

（２）ものづくりマイスター

等に関する研修 

ものづくりマイスター、ITマスター及びテックマイスターの

掘り起こし時において、候補者や企業・業界団体の人事担当者

等に対し、制度の趣旨、実技指導やものづくり魅力の発信等の

重要性を説明し、指導技法研修時においても指導等の運用を併

せて説明します。 

 また、認定証交付時、または平成３０年度以前の登録者が初

めて実技指導を開始する場合には、活動する際の条件等につい

て、文書により通知し説明を行います。 

 なお、過去３年間に一度も活動実績のないものづくりマイス

ター等に対しては、引き続き活動する意思があるか否かを確認

し、意思がある場合には、指導技法講習の受講を実施します。 
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３ ものづくりマイスター等の活用に係る業務 

区 分 事 項 

（１）若年技能者の人材育成

に係る相談・援助等 

ものづくりマイスター、ITマスター及びテックマイスターの

活用を希望する中小企業・工業高校等の取組については、要請

側のニーズを把握し、技能検定の実技試験課題や技能競技大会

の競技課題等を活用した適切なコーディネートを行う。 

IT マスターの学校への派遣については、「ものづくりマイス

ター等のご案内」リーフレット及び IT マスター教材等を活用

して小中高校等を訪問し、要望に合った最適の講義・指導がで

きるよう、ITマスター派遣のコーディネートを行います。 

訪問頻度：２日/月程度 

（２）ものづくりマイスター

等の派遣による指導の実施 

 

① 企業・学校等での実技指導 

企業・業界団体や工業高等学校からの要請を受けて、ものづ

くりマイスター、ITマスター及びテックマイスターを派遣し実

技指導を実施します。 

・企業、業界団体等への派遣日数：１１０日 

 企業、団体等の活動数：４３０人日 

・工業高等学校への派遣日数：１３０日 

 工業高等学校の活動数：１,３２０人日 

②ものづくりマイスター及び ITマスターの派遣対象等指導 

対象年齢は主に１５歳から３５才未満の若年層とします。 

（３）目指せマイスタープロ

ジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「ものづくりの魅力発信」 

ア 学校で体験するものづくり体験教室 

・学校の授業等への講師派遣は、小中学校のからの要請に

基づいて、学校の授業にものづくりマイスターを派遣し、「も

のづくりの魅力」を発信する講師として派遣し、技能、もの

づくりの魅力が児童・生徒に伝わるよう、教師が同席のもと

講義の時間を確保した上で、ものづくり体験教室を同時に行

います。 

・小中学校等におけるものづくりマイスターの活動数（人日） 

  学校数：３５学級・２０名／学級（体験） 

   受講者数：７００名（体験） 
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前ページ続き イ 学校の教師、保護者等を対象とした「ものづくりの魅

力」講座等への講師派遣 

・教育機関関係者からの要請に基づき実施するもので、教

師や保護者等がものづくりの現場での就業等を希望する児

童、生徒を支援しやすいよう、また児童・生徒の進路の決定

に当たっては、その保護者の与える影響は大きいことから、

ものづくりマイスターを活用した「ものづくりの魅力」講座

等を、児童・生徒が行うものづくり体験教室の事前に実施し

ます。 

 学校数 ：１５程度  

参加者数：１５名程度 

②「ITの魅力」発信について 

ア 学校で体験する IT体験教室 

・教育機関関係者からの要請に基づいて実施するもので、

学校の授業等に IT マスターを派遣し「IT の魅力」を発信す

る内容の講師として活用し、ITの魅力が児童・生徒に伝わる

よう、講義形式または情報関係技術の実技体験など講習課題

に応じた内容で実施します。 

・小中学校における ITマスターの活動数（人日） 

   派遣日数：４日 

学校数 ：４校程度  

受講者数：１００名 

 

４ 地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営 

区 分 事 項 

（1） 連携会議の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①連携会議の設置 

栃木県・経済団体・労働局等をメンバーとした技能振興コー

ナー主催の連携会議を年２回開催し、推進計画や実施計画の策

定や事業実施に当たっての連携・協力の在り方の検討、並びに

事業の進捗管理を行います。 

②連携会議の構成 

栃木県労働政策課、教育委員会高校教育課、商工会議所連合

会、商工会連合会、経営者協会、中小企業団体中央会、労働局、

日本労働組合総連合会、技能士会連合会、高齢・障害・求職者

雇用支援機構、建築組合連合会、製造業代表事業所、高等学校

教育研究会工業部会 
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③連携会議の開催 

・１回目（５月中旬） 

  内容：事業実施にあたって連携・協力の在り方の方針決定

（推進計画の決定） 

・２回目（１２月上旬） 

  内容：当該年度の事業実施状況報告 

 

 

５ 全国斉一的な事業展開 

区 分 事 項 

（１）全国会議の参画等によ

るセンター・コーナー間の連

携の強化等 

 

センターとコーナーが密接に連携し、円滑に全国斉一的な事

業展開を図るため、全国会議やブロック会議への参画等によ

り、業務方針確認・徹底、実務ノウハウの向上・共有等を図る。 

①全国会議 

（東京都内・１回１日間・第１四半期・２名／回） 

 

②ブロック会議 

（東京都内・１回１日間・第３四半期・２名／回） 

 

③センターとの連絡調整 

（東京都内・２回・２名／回） 

 

④ブロックイベント 

技能競技大会展、技能士展（各２名／1回）センター等と 

協力し実施する。 

 

⑤ものづくりマスター等の指導技法等講師養成研修 

（東京都内・１回１日間・第３四半期・１名/回） 

 

⑥ものづくりマイスター事例発表・意見交換会の実施 

（東京都内・２職種程度 各１名／回） 
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６ 成果目標 

区 分 事 項 

（１）成果目標について ①ものづくりマイスターの実技指導を利用した企業・業界団体

又は教育訓練機関の満足度 

目標：９０％以上 

②ものづくりマイスターの実技指導の内容を理解し、今後に生

かせるとした受講生の割合 

目標：９０％以上 

 

③ものづくりマイスターの授業等への講師派遣を利用した学

校の満足度 

目標：９０％以上 

 

④ものづくりマイスターを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 

目標：９０％以上 

 

⑤地域における技能振興事業の参加者の満足度   

目標：９０％以上 

 

（２）活動目標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ものづくりマイスターの活動数 

目標：２，４５０人日以上 

     （Ｄランク） 

 

以下余白 

 


