福島県 ２０１９年度 事業の実施状況
１

地域における技能振興事業の実施

【令和元年１２月１日現在】

区分及び令和元年度事業計画
（1）技能五輪全国大会予選の実施等
ア

事 業 の 実 施 状 況（12 月１日現在）
（1）技能五輪全国大会予選の実施等
ア

２月１０日（月）実施予定
５名出場予定
イ 技能五輪全国大会参加選手（１１名）

技能五輪全国大会の予選実施
◇令和２年１月～２月実施予定（２職種）

イ

技能五輪全国大会及び若年ものづくり競技
大会への参加支援の実施
◇第５７回技能五輪全国大会（愛知県 11/15～
11/18）

福島県（６職種

１０人）

◇第１４回若年者ものづくり競技大会（福岡県
7/31～8/1）

福島県（２職種

２人）

（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
ア

石野巧騎（電子機器組立て）佐藤洋斗（工場電気設備
坂本拓真（工場電気設備）荒 柊哉（工場電気設備）
渡辺聖輝（工場電気設備）銅賞 佐藤大亮（理容）
八木沼拓己（西洋料理）草野愛依（西洋料理）櫻田澪奈（日本料理）
添田将矢（冷凍空調）荒川皓太（冷凍空調）

旋盤 フライス盤 電子回路組立て ロボットｿﾌﾄ組込み
４職種：参加選手５人 敢闘賞：福島県立ﾃｸﾉｱｶﾃﾞﾐ―浜

（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

ものづくりマイスター、ＩＴマスター以外の
熟練技能者の活用

ｱｰ 1 ものづくりふれあいフェア 2019 開催
◇開催日：令和元年７月２０日（土）～２１日（日）
◇会 場：郡山市（ビッグパレットふくしま）
◇内 容 ・製作実演 製作体験 作品展示

ｱｰ 1 ものづくりふれあいフェア 2019 開催
◇開催日：令和元年７月２０日（土）～２１日（日）
◇会 場：郡山市（ビッグパレットふくしま）
◇内 容

・製作実演

◇来場者数

製作体験

作品展示

◇来場者数
延べ約 7,000 人（２日間）
◇ものづくり体験者数 延べ 10,637 人（２日間）
ｱｰ 2 ものづくりマイスター、ＩＴマスター及

延べ約 12,000 人（２日間）

◇ものづくり体験者数 延べ 10,000 人（２日間）
ｱｰ 2 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派遣
〇 事業実施なし（フラワー関連説明訪問）
イ 技能競技大会展の実施

びそれ以外の熟練技能者の派遣
実技指導（１日
イ

受講者３０人）

技能競技大会展の実施

〇 事業実施なし

北海道・東北ブロックの幹事県を始め、各コー
ナーと協力して取り組む事業を実施
ウ

技能士展の実施

ウ

技能士展の実施
〇 事業実施なし

オ

「地域発！いいもの」応援事業の実施

北海道・東北ブロックの幹事県を始め、各コー
ナーと協力して取り組む事業を実施
オ

「地域発！いいもの」応援事業の実施

〇

「地域発！いいもの」の応募に係る周知、応募

応募団体なし

書類の受付、中央センターと連携し事業を実施
カ

カ

グッドスキルマーク事業の実施
一級技能士等が製作した製品にグットスキル
マークを表示し、技能が活きた付加価値の製品

グッドスキルマーク事業の実施
〇 応募者あり、現在申請中
寝具（布団・座布団）吉田詠治他１名

であることを周知
キ

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
〇 福島県内 ３名 取材完了
・坂井義正
・松本英明
・今野和男

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
社会一般に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事を促進する
ため、卓越した技能者の技能を紹介するための
コンテンツの作成支援
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２

ものづくりマイスターの認定、登録に関する業務

（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

（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
計 １０人(−７人)

目標認定者数 １７人以上

◇ＩＴマスター

◇ＩＴマスター
目標認定者数

２人（−２人）

４人以上

◇テックマイスター

◇テックマイスター

２人

〇 掘り起こし訪問等（２０か所）
（2）ものづくりマイスター等への説明

（2）ものづくりマイスター等への説明
〇実技指導に当たる前に指導等資料送付
（最新版テキストや事例集他）

ものづくりマイスター、ＩＴマスター、及びテッ
クマイスターについては、実技指導等に当たる前
に、センターが定める免除基準に該当する場合を除
き、指導技法等講習を受講する必要がある旨を周知

（3）申請書類の取りまとめ
申請書類及び添付書類を確認、取りまとめを行い
月毎に中央センターへ提出

（4）ものづくりマイスターに対する研修
認定されたものづくりマイスターテックマイス
ター及び IT マスターの指導力の習得・向上のため

（3）申請書類の取りまとめ
・ 令和元年１１月３０日時点の認定登録予定者
名の申請書および添付書類を確認、とりまとめ
を行い、中央センターへ提出。
（4）ものづくりマイスターに対する研修
〇 ものづくりマイスター指導技法
・ ９月３０日（月）２名
・
〇 ＩＴマスター指導技法
・１１月２７日（水）２名

指導技法講習会を実施
また、指導技法講習会では「指導の技法」を始め
個人情報保護、セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメントの防止、若年者、学生への接遇といった
面の知識の付与

３

ものづくりマイスターの等の活用に係る業務

（1）若年技能者の人材育成に係る相談・援助
◇電話相談・訪問
平成２５年度実施したアンケート調査結果等

（1）若年技能者の人材育成に係る相談・援助
◇電話相談
◇訪問（企業 37 小中学校 25 高等学校 48）

◇「ものづくりマイスター制度」のＰＲ
本事業案内パンフレット等の送付・訪問を行い、
〇 若年事業説明訪問等
本事業のＰＲを行うとともに必要な相談、援助等
１１０箇所/件
の支援
※別紙資料参照
（2）ものづくりマイスター等の派遣による実 （2）ものづくりマイスター等の派遣による実技指導
技指導の実施
の実施（別紙 資料参照）
◇企業・業界団体：８団体
◇企業・業界団体
延べ目標活動者数： １３０人日
延べ目標活動者数： ８８人日（-４２人日）
を活用し、県内の企業・業界団体

教育機関等に

◇実業高等学校： １３校
延べ目標活動者数：１,８００人日

目標（実技）

◇実業高等学校
延べ目標活動者数：１７０９人日（-９１人日）
延べ目標活動者数： １７９７人日（-1３３人日）

計１,９３０人日
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（3）
「目指せマイスター」プロジェクト
ア

「ものづくりの魅力」発信

◇ものづくりの魅力講座/ものづくりの体験教室

（3）
「目指せマイスター」プロジェクト
ア 「ものづくりの魅力」発信
◇ものづくりの魅力講座/ものづくりの体験教室
延べ目標活動者数：１,０１９人日（−３１人日）

１５小中学校 延べ目標活動者数：１,０５０人日

◇ものづくりの魅力発信/事業所等見学

◇ものづくりの魅力発信/事業所等見学
６小学校

イ

イ

「ＩＴの魅力」発信
５小学校

ウ

延べ目標活動者数：１１７人日（-５４人日）

延べ目標活動者数： １７１人日

延べ目標活動者数：

若者に対する「ものづくりの魅力」発信

ウ

エ

５０人日

ものづくりマイスターの働く職場での職場
体験実習

職場体験実習社数：

２社

目標（体験）計１,２７１人日

若者に対する「ものづくりの魅力」発信
２か所（福島市 郡山市）
延べ目標活動者数： ２２人日（-２８人日）

ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ４か所
延べ目標活動者数：

「ＩＴの魅力」発信 ※ＩＴは別途積算
延べ目標活動者数： １５０人日（＋６２人日）

８８人日

エ

ものづくりマイスターの働く職場での職場体験
実習
職場体験実習社数： １社
計 延べ目標活動者数：１１５８人日（-１１３人日）
※「ＩＴの魅力」の活動者数は計に含まない。

目標（全体）合計３,２０１人日

合計 延べ目標活動者数：２９５５人日
９２％の達成率

４

（-２４６人日）

地方公共団体、経済団体等との運営会議の設置・運営

(1)連携会議の開催

(1)連携会議の開催

構成員：福島労働局/福島県商工労働部/福島県教育庁/

構成員
福島労働局/福島県商工労働部/福島県教育庁/（独）高
齢・障害・求職者支援機構福島支部/福島県商工会議所
/福島県商工会連合会/福島県中小企業団体中央会/福
島県技能士会連合会/福島県職業能力開発協会を構成
員として連携会議を開催。年２回開催

（独）高齢・障害・求職者支援機構福島支部/福島県商
工会議所/福島県商工会連合会/福島県中小企業団体中
央会/福島県技能士会連合会/福島県職業能力開発協会
を構成員として連携会議を開催。年２回開催

(2)連携会議の開催回数
◇１回目：４月１９日開催「福島市 杉妻会館」
・新構成委員の委嘱 ・事業概要説明
・平成３０年度事業実施結果の報告
・平成３１年度事業実施計画（案）の提案

◇２回目：１２月開催「福島市 杉妻会館」
・令和元年度事業進捗状況の報告

・令和２年度推進計画（案）の提案等

(2)連携会議の開催回数
◇１回目：４月１９日開催「福島市 杉妻会館」
・新構成委員の委嘱 ・事業概要説明
・平成３０年度事業実施結果の報告
・令和元年度事業実施計画（案）の提案
◇２回目：１２月２０日開催「福島市 杉妻会館」
・令和元年度事業進捗状況の報告
・令和２年度推進計画（案）の提案等
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５

全国斉一的な事業展開

（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

◇若年技能者人材育成等事業に係る全国会議
・開催日 ４月２４日（水）

センターとコーナーが密接に連携して、円滑に
全国斉一的な事業展開を図るため、全国会議やブ
ロック会議の開催等により、業務方針の確認・調

・会 場 東京都（ＡＰ西新宿）
・出席者 ２名
・内 容 ①H31 若年技能者人材育成等事業
②事業の実施方針、事業概要等

整、実務の向上、情報の共有等を図る

③その他（質疑応答）
◇ものづくりマイスター職種別事例発表/意見交換
・開催日 ①１１月５日（火）
②１１月６日（水）神山典之（和菓子）
◇北海道・東北ブロック会議
・開催日 １１月２２日（金）
・会 場 仙台市
・出席者 １名
・内 容 ①中央技能振興センターからの情報提供
・ものづくりマイスタ－・テックマイスター、
ＩＴマスター関連
・事業実施状況及び情報提供

②令和元年度の取組
③意見交換
６

その他

(1)地域に対するサービス提供方法

福島県職業能力開発協会内に福島県技能振興コーナーを
設置し、平成３１年度事業計画に基づく業務を執行

(2)活動目標

①ものづくりﾏｲｽﾀｰ、ﾃｯｸﾏｲｽﾀｰ及び IT ﾏｽﾀｰの認定者数
Ｄランク ものづくりマイスター等 １７人以上
ＩＴマスター
４人以上
②ものづくりﾏｲｽﾀｰ、ﾃｯｸﾏｲｽﾀｰ及び IT ﾏｽﾀｰの活動数
Ｄランク ものづくりマイスター等３,２０１人日以上
ＩＴの魅力
８８人日以上
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