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令和 3年度若年技能者人材育成支援等事業 事業推進計画書 

 

（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 

ア 技能五輪全国大会予選の実施 

技能検定と同時に行う予選のほかに、独自職種において長崎県

予選を行う。 

・職種：２職種（試作モデル製作/日本料理）予定 

・期間：令和３年７月中旬予定/３月下旬予定 

・参加予定数：試作モデル製作２名/日本料理４名 

（競技委員各２名、補佐員各２名に要請予定） 

イ 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 

技能五輪及び若年者ものづくり競技大会に参加する選手及び

指導者に対して旅費及び工具運搬費を助成する。 

（ア）技能五輪全国大会 

  ・場所：東京都（４泊５日） 

  ・予定人数：１４人（選手７、指導者７） 

（イ）若年者ものづくり競技大会 

  ・場所：愛媛県（２泊３日） 

  ・予定人数：１０人（選手５、指導者５） 

②ものづくりの魅力、技能者

の持つ技能を伝えるための

取組について 

ア 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 

（ア）イベント「長崎県の技の祭典！技能まつり」（仮称）の開

催 

県民に「ものづくり」のすばらしさを理解していただくため、

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じたうえで県内の熟

練技能者及びＩＴ技術者等による「ものづくり体験」、「製作実

演」、「ステージイベント」、「パネル・作品等の展示」を行います。 

このことにより、県民に対して、広く「ものづくり」への親し

み、意欲を喚起し、技能の重要性や必要性の理解促進を図るとと

もに、職業意識の形成、後継者育成等にも寄与し、県内産業の活

性化を図ることを目的とする。 

また、ＩＴ技術関連の大学等と連携協力し、子どもたちが身近

にＩＴ技術を体験できる内容の「ものづくり体験」を行う事で、

ＩＴ技能に関わる楽しさに触れ、情報技術に関する興味を喚起す

ると伴に、情報技術を使いこなす職業能力の付与の実現を目指す

取組を行う。 

資料５ 
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区 分 事 項 

なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況により従来の集客型

の開催が困難な場合は、積極的にＷＥＢを活用した形式で行う。 

〇集客して行う際の実施方法 

体験参加者については事前予約制による整理券方式とし、事前

に名簿を作成する、収容人数の１/２以下を入場数とするほか、

体験時間の短縮、対面防護シートの設置、マスクの着用、手指・

使用器具の消毒など新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラ

インに沿って実施する。 

  ・規模：出展団体１５団体程度 

  ・時期：令和３年１０月～１１月予定 

  ・会場：長崎市 

・集客人数：小中学生を中心とした一般県民対象、約２千人 

  ・ものづくり体験参加者：約５００人  

〇ＷＥＢ活用形式（オンラインイベント）実施方法 

  熟練技能士等による製作実演、作品紹介、ものづくり体験など

インターネット上でのイベントを実施する。ものづくり体験につ

いては、事前申込により材料(キット)の配布を行い、動画配信を

見ながら家庭で“ものづくり”を体験してもらう。 

・規模：出展団体 ５団体程度  

・時期：令和４年１月予定 

・製作実演及びものづくり体験についての動画配信を行う。 

・ものづくり体験参加者：約１００人 

 

（イ）ミニイベントの実施 

地域関係者と連携協力し「ものづくり体験」の場を設置するこ

とで、地域で活躍する熟練技能者等の高い技能の紹介や「ものづ

くりの体験」を通した低年齢者へのものづくりの魅力発信を行

う。 

 また、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、ＷＥＢ

を活用した形式を検討する。 

・規模：ミニイベント４回 

・対象：小中学生の親子を中心に年間参加者約３３６人 

 

（ウ）地域での体験授業 

離島を含む県内各地域の学校等などからの要請に基づいて、年

間を通し熟練技能者によるものづくり体験授業を実施する。 

また、このことにより地域で活躍する熟練技能者等の高い技能
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区 分 事 項 

の紹介や「ものづくりの体験」を通した低年齢者へのものづくり

の魅力発信を行う。 

・学校数４校（派遣日数：４日） 

・熟練技能士の派遣人数：２０名（４校×１職種×５名） 

  ・ものづくり参加者：４校×２５名＝１００名 

 

（エ）ものづくりマイスター以外の熟練技能者の派遣 

 企業や農業系学科等のある高等学校にものづくりマイスター

対象外職種の熟練技能者を派遣し、技術指導を実施する。 

  ・規模：年間を通じて延べ１０回実施（延べ６５名を予定） 

   ６.５人×１０回＝６５人日 

  ・対象職種：フラワー装飾、園芸装飾など 

 

イ 技能競技大会展の実施について 

中央センター主催の九州ブロックで開催する技能競技大会展

について、当団体の会員等に対し周知・広報を行う。またＷＥＢ

開催における作成支援などセンターからの要請に応じて連携を

図り協力していく。 

 

ウ 技能士展の実施について 

中央センター主催の九州ブロックで開催する技能士展につい

て、当団体の会員等に対し周知・広報を行う。またＷＥＢ開催に

おける作成支援などセンターからの要請に応じて連携を図り協

力していく。 

 

エ 技能五輪全国大会を活用した技能の理解促進 

  該当なし 

 

オ 「地域発！いいもの」応援事業の実施について 

 「地域発！いいもの」応援のため、地域で行われる技能振興の

取組を支援し、技能尊重の気運を更に高めるため、地域で行われ

る特色ある取組について、事業の募集を行う。 

また、商工会、商工会議所、団体会員、高等学校及び関係団体

へ文書による周知協力依頼と情報収集などを行い、特にものづく

り産業の特色ある取組や技能者育成に関する取組を行っている

企業・団体等に出向き制度の説明を行う。あわせてこれまで認定

をされた事例の紹介など当協会機関誌・ＨＰへの掲載など広く募
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区 分 事 項 

集につとめる。 

 

カ グッドスキルマーク事業の実施について 

技能検定制度の更なる周知・普及を図るための事業として、グ

ッドスキルマーク事業に取り組みます。募集に係る周知方法と

しては、商工会、商工会議所、団体会員及び関係団体への文書

による周知協力依頼と情報収集を行う。 

また、主に技能士会等の団体等へ継続して事業の周知・広報

を行うほか、これまでに認定された事例の紹介などを事業所訪

問、ものづくりマイスター等の実技指導及び体験授業実施の際

にも、指導者へ積極的に制度の説明を行い、認知度を拡充する。 

あわせて当協会機関誌・ＨＰへの掲載など広く募集につとめ、

申請者の掘り起こしを行う。 

 

キ 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 

 中央センターが示す編集方針に沿って被表彰者に対して取

材を行い、取材結果をセンターへ提出する。 

 

 

（２）ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務について 

区 分 事 項 

①ものづくりマイスターの

開拓について 

本県においては、離島が多く、高齢化も進んでおり、活動でき

るものづくりマイスターが不足しているため、不足しているもの

づくりマイスター（特に電気溶接、鉄工、和裁、婦人子供服製造、

電気機器組立てなど）、テックマイスター及びＩＴマスターの確

保のため、業界団体とのネットワークを活用して制度の周知・広

報を行い、候補者の情報収集（掘り起こし）につとめる。 

また、企業等の訪問時などでのパンフレット配布、すでに活躍

されているものづくりマイスター、テックマイスター及びＩＴマ

スターからの紹介、検定担当者との密な連携・相談や協会主催の

講習会など、あらゆる機会を捉えて不足しているものづくりマイ

スター等にかかる周知・広報を行い、開拓・確保につとめる。 

なお、認定にかかる申請書類については、生産性・品質向上、

人材育成方法の指導、労働安全衛生法を含む労働環境の改善に向

けた助言等を実施するものづくりマイスターの要件及び対象分

野についても充分な確認を行いセンターへ提出するなど円滑な
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区 分 事 項 

事務処理につとめる。 

令和３年度目標数 

・ものづくりマイスター認定数：7名 

・テックマイスター認定数：1名 

・ＩＴマスター認定数：1名 

・企業・業界団体への訪問活動数：４８日 

（相談援助活動とあわせて月４回程度） 

 

②ものづくりマイスター等

に対する研修について 

 

 

 新たに認定されたものづくりマイスター、ＩＴマスター等に対

しては、センターが作成する資料などを基に実技指導の結果報告

の作成方法等も含む、指導技法の習得・向上のための講習会（指

導技法講習会）を職業訓練指導員免許保持者も含めて受講参加に

向け呼びかけを行う。過去３年間に活動実績のないものづくりマ

イスター等に対してはものづくりマイスターとして活動する意

志の確認を行い、活動の意志があるものづくりマイスターについ

ては、受講参加の呼びかけや最新版のテキスト配布、事例集等に

よる情報提供を行う。 

・実施時期：６月、１０月、２月頃を予定（認定時期を考慮） 

・規模：年間３回、１４人程度を想定 

 

 

（３）ものづくりマイスター等の活用に係る業務について 

区 分 事 項 

①若年技能者の人材育成に

係る相談・援助等について 

 

ア コーナーにおける相談・援助について 

コーナーの相談窓口にコーディネーターを配置し、若年技能

者の人材育成に係るコーディネート等を行う。 

また、ものづくりマイスター、テックマイスター及びＩＴマ

スターの効果的な人材派遣における派遣先のニーズの把握に努

めるため、中央センター作成の技能士活用事例集等での紹介、

コーナー作成実績事例集での具体的事例の紹介など、地区別の

年間訪問計画を作成し、企業、業界団体、教育機関等へ訪問活

動を実施する。 

・中小企業、業界団体への訪問予定件数：延べ１２０社 

・教育関係機関への訪問予定数：延べ２４校 

（マイスター等の開拓とあわせて月４回程度） 

・中央センター作成のものづくりマイスター活用好事例集等

及びコーナー作成実績事例集等による具体的事例の紹介。 
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区 分 事 項 

②ものづくりマイスター等

の派遣による指導の実施に

ついて 

ア ものづくりマイスター、テックマイスター及びＩＴマスター

の派遣対象等について 

若年技能者の人材育成に取り組む中小企業、業界団体、工業高

校等と連携し、技能競技大会競技課題、技能検定試験問題を活用

した実技指導を実施する。 

 

イ 指導の内容等について 

【ものづくりマイスター指導対象】 

・企業・業界団体等     

（ア）派遣日数：企業数１０社×７日間＝７０日 

マイスター派遣人数：７０日×１人＝７０人 

（イ）技能検定制度や各種交付金の活用も併せて紹介するなど

派遣数の増加にも努める。 

（ウ）受講者数：１社１日 ３名程度   

マイスターの活動数：派遣日数７０日×３名＝２１０人日 

   

・工業・農業高校等 

（ア）派遣日数：延べ１６校×３日間＝４８日 

マイスター派遣人数：４８日×１．５人＝７２人 

（イ）技能検定受検資格付与に係る講習に該当する事を説明す

るなど派遣数の増加にも努める。 

（ウ）受講者数：１校１日 １６名 

マイスターの活動数：４８日×１６名＝７６８人日  

 

【ＩＴマスター指導対象】 

・企業・業界団体等 

（ア）派遣日数：延べ１社×２日間＝２日 

ＩＴマスター派遣人数：２日×1人＝２人 

（イ）企業のＩＴ化を図る上でノウハウの向上によるコスト削

減等の問題を解消するものであることを説明し、企業にあった指

導内容を提案する。 

（ウ）受講者数：各社１日 ３名程度 

 ＩＴマスターの活動数：派遣日数２日×３名＝６人日  

・工業・農業高校等 

（ア）派遣日数：延べ２校×３日間＝６日 

ＩＴマスター派遣人数：６日×1人＝６人 

（イ）学校等で実施されているカリキュラム、受検資格試験等



7 

 

区 分 事 項 

を把握し、ＩＴマスターとの打合せのもと、指導内容を提案する。 

（ウ）受講者数：各校１日 １５名程度 

ＩＴマスターの活動数：６日×１５名＝９０人日  

 

【テックマイスター指導対象】 

・中小企業等   

（ア）派遣日数：約１社（校）×２日＝２日 

テックマイスター派遣人数：２日×1人＝２人 

（イ）ＩＴ機器導入により生産性向上、加工精度向上が実施

されている企業の掘り起こしに努める。 

（ウ）受講者数：各対象先 １日 ２名程度   

テックマイスターの活動数：派遣日数２日×２名＝４人日 

③「目指せマイスター」プロ

ジェクトについて 

ア ものづくりの魅力発信について 

小中学校の児童・生徒及び教師並びに保護者を対象として、も

のづくりの魅力発信事業を実施する。 

（ア）小中学校等の授業等への講師派遣   

・学校数９校 

ものづくりマイスターの派遣人数：６０名 

  小学校２名×３校／中学校３名×３職種×６校 

・ものづくりマイスターの活動数：６１５人日 

小学校３校×受講者数２５名＝７５名 

中学校６校×受講者数９０名＝５４０名 

 

（イ）学校の教師・保護者を対象とした「ものづくりの魅力」講

座等への講師派遣 

・教師への講座／学校数：９校×受講者２名 

・保護者への講座／学校数：３校×受講者４名 

・ものづくりマイスターの派遣人数：９名 

・ものづくりマイスターの活動数：３０人日 

  

イ 「ＩＴの魅力」発信について  

 小中学校の児童・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・実技体験を実施する。 

・学校数：１校 

小中学校１校×受講者数２０名＝２０名 

・ＩＴマスターの派遣人数：２名 
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区 分 事 項 

・ＩＴマスターの活動数：２０人日 

 

ウ その他、若年者に対する各種事業への支援 

地域のサポートステーションから、ものづくりマイスターの派

遣要請等があった場合には支援に応じる。 

 

 

（４）地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置、運営について 

区 分 事 項 

①連携会議の設置 本事業をより効果的に推進するため、地方公共団体、経済団

体等をメンバーとした「地域連携会議」を設置する。 

構成団体：１３団体（予定） 

（国）長崎労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構長崎支部 

（県）雇用労働政策課、長崎高等技術専門校、佐世保高等技術

専門校、教育庁義務教育課、教育庁高校教育課 

（経済団体）長崎県商工会議所連合会、長崎県商工会連合会、

長崎県中小企業団体中央会、長崎県産業振興財団、長崎県中小

建設業協会、長崎県技能士会連合会 

②運営について 開催は年２回実施（５月上旬及び１２月中旬を予定） 

・第１回議題： 

令和２年度事業実績報告、令和３年度の実施計画書を踏まえ

た、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

にあたっての連携・協力の在り方の方針決定（推進計画の決定）

を行う。 

 

・第２回議題： 

令和３年度事業実施状況及び次年度に向けた改善事項等の報

告等。 

 

（５）全国斉一的な事業展開 

区 分 事 項 

１．全国会議の開催等による

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等の参加等により、事

業方針の確認・徹底、実務ノウハウの向上・共有等を図る。 

 ・全国会議、九州ブロック会議等への参加 

 

 


