令和元年度若年技能者人材育成支援等事業

長崎県地域技能振興コーナー実施状況報告
（令和元年 11 月 30 日現在）

（１）地域における技能振興事業の実施について
区分
実施計画
実施状況
① 技 能 五 輪 ア 技能五輪全国大会予選の実施
ア 技能五輪全国大会の予選の実施
全国大会
技能検定と同時に行う予選のほかに、独
の 予 選 の 自職種において長崎県予選を行う。
職種：木型
実施等
・職種：１職種（木型）予定
7 月 13 日 予選選手の選考会を実施。
・期間：令和元年 6 月下旬～7 月上旬実施
実施規模：1 職種 3 人、競技委員 2 名、
予定
補佐員 1 名
・実施規模等：参加者は１職種６人程度を
見込む。
（競技委員２名、補佐員２名に要請予定）
イ 技能五輪全国大会及び若年者ものづ イ 技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競技
くり競技大会への参加支援の実施
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：愛知県（４泊５日）
・予定人数：１８人
（選手９、指導者９）

（ア）第 57 回技能五輪全国大会
実 施 日：11 月 15 日～18 日(愛知県)
助成については、１月実施予定。

（イ）若年者ものづくり競技大会
・場所：福岡県（３泊４日）
・予定人数：１２人
（選手６、指導者６）

（イ）第 14 回若年者ものづくり競技大会
実 施 日：7 月 28 日～8 月 1 日（福岡県）
支援実績：12 名（選手 6 名、指導者 6 名）

選手
旅費
1名

職種名
フライス盤
旋盤

1名

1名

－

木材加工

1名

1名

－

電子回路組立て

1名

1名

－

自動車整備

1名

1名

－

機械製図（CAD）

1名

1名

－

金賞
銀賞
敢闘賞

1

指導者 工具等
旅費
運搬費
1名
－

木材加工
機械製図(CAD)
旋盤
電子回路組立て
フライス盤
自動車整備

長崎工業高校
長崎工業高校
島原工業高校
長崎工業高校
島原工業高校
長崎工業高校

区分
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

実施計画
実施状況
ア ものづくりマイスター、ＩＴマスター （ア）イベント
及びそれ以外の熟練技能者の活用
「長崎県の技の祭典！技能まつり」開催
（ア）イベント
・開催日：11 月 4 日（月）
「長崎県の技の祭典！技能まつり」
（仮称）
・場 所：長崎市浜町ベルナード観光通り
の開催
・出展協力団体：18 団体 16 ブース
県民に「ものづくり」のすばらしさを理
・内 容：ものづくりマイスター及び熟練技能
解していただくため、県内の熟練技能者及
者によるステージイベント、各ブー
びＩＴ技術者等による「ものづくり体験」、
スでの熟練技能者等による製作実
「製作実演」
、
「ステージイベント」、
「パネ
演の実施・作品の展示、ものづくり
ル・作品等の展示」を行う。また、このこ
体験
とにより県民に対して、広く「ものづくり」 ・参加者：小中学生等 2,037 人
への親しみ、意欲を喚起し、技能の重要性
・来場者：小中学生を中心として
や必要性の理解促進を図るとともに、職業
約 15,000 人
意識の形成、後継者育成等にも寄与し、県
・作成物：ポスター900 枚、
内産業の活性化を図ることを目的とする。
リーフレット 7,500 枚
・規模：出展団体２０団体程度
（新聞への掲載・ラジオでの紹介、新聞折り込
・時期：令和元年１１月予定
みイベント情報誌への掲載や記者クラブ等へ
・会場：長崎市浜町「ベルナード観光通り」 の案内、アーケード内吊り下げ看板によるイベ
予定
ントの案内）
・集客人数：小中学生を中心とした一般県
民対象、約１万人
・ものづくり体験参加者：約１，５００人
（イ）地域での体験教室の実施
離島を含む県内各地の地域の小学校、公
民館等などで年間を通し、地域関係者と連
携協力し創意工夫を凝らして地域産業の
特性を活かした「ものづくり体験」を実施
する。
・規模：公民館４回、ミニイベント３回、
小中学校５校
・対象：小中学生の親子を中心に年間参加
者３１０人以上

（イ）地域での体験教室の実施
・開催回数：公民館等 3 回、ミニイベント 3 回、
小中学校 4 校（フラワー装飾、菓子製造）
（諫早市 1、佐々町 2、雲仙市１、長与町 1、長崎
市 1、東彼杵町 1、佐世保市 2、壱岐市 1）
・内容：熟練技能者等による製作実演及びもの
づくり体験
（体験参加者：494 人
小中学生 327 人、教師 6 人、保護者 161 人）
●３月末見込み 体験参加者：695 人

（ウ）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９回実施
（延べ９０名を予定）
５人×６回＝３０人日
２０人×３回＝６０人日
・対象職種：フラワー装飾、園芸装飾など

（ウ）ものづくりマイスター以外の熟練技能者の
派遣
・規模：年間 10 回、受講者延べ 64 人、3 校
・内容：フラワー装飾職種
技能検定課題等を使用して、熟練技能者による
実技指導を行った。
●３月末見込み
年間 13 回、受講者延べ 85 人、3 校
・内容：フラワー装飾職種

イ

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。またセン
ターからの要請に応じて技能競技大会展
参加企業と連携を図り、協力していく。
・中央センターと協議し実施
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センターからの要請なし

区分

実施計画
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。またセンターか
らの要請に応じて関係団体等と連携を図
り、協力していく。
・中央センターと協議し実施

ウ

実施状況
センターからの要請なし

エ 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。

エ

センターからの連絡まち

オ 「地域発！いいもの」応援事業の実施
について
事業募集要領に基づき、県、市町村、商
工会、商工会議所、団体会員及び関係団
体へ文書による周知協力依頼と情報収集
を行う。特に商工会及び商工会議所等の
地域における活動の情報収集を積極的に
行い、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と
ともに、応募に係る書類等の作成支援を
実施する。
また、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。

オ「地域発！いいもの」応援事業の実施について
地域連携会議での各関係機関への事業案内を
行うとともに情報収集についての協力依頼を行
った。特に商工会連合会及び中小企業団体中央会
等へ出向き、地域における活動の情報収集を行っ
た。
また、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、制度の説明を行い、応募に係る書類等の作
成支援を実施した。
・申請提出事業所 ２件
（そうめんプロジェクト）
（高校生・大学生と中小企業の交流企画行事
「スマコマながさき小型モビリティコンテス
ト」による後進若年技能者育成への取組）

カ グッドスキルマーク事業の実施につ
いて
事業募集要領に基づき、県、市町村、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、問い合わせのあった団体等
へも継続して事業の周知・助言等を行うほ
か、実技指導及び体験授業実施の際にも、
ものづくりマイスター等の指導者へも積
極的に制度の説明を行い、認知度を拡充す
る。
また、木工製品や長崎県の特産品である
素麺等の職種の組合等への積極的なアプ
ローチを行い、応募書類にかかる申請の案
内を行う。

カ
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グッドスキルマーク事業の実施について

ものづくりマイスターなどを中心として案内
文書の配布などの呼びかけを行った。
また、問い合わせのあった団体等へも継続して
事業の周知・助言等を行うほか、実技指導及び体
験授業実施の際にも、ものづくりマイスター等の
指導者へも積極的に制度の説明を行い、認知度を
拡充した。

・申請提出事業所 ４件
（職種：製麺１件・畳製作３件）

（２）ものづくりマイスターの認定、登録に関する業務
区分
実施計画
①ものづく 当県においては、離島も多く、各地域で不
りマイスタ 足しているものづくりマイスター（特に機
ーの開拓
械加工・プラント製図・機械検査など）
、
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）に努める。
また、技能士大会等でのパンフレット配
布、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・確保に努
める。
なお、認定にかかる申請書類について
は、充分な確認を行いセンターへ提出する
など円滑な事務処理に努める。
・ものづくりマイスター認定数：８名
・テックマイスター認定数：２名
・ＩＴマスター認定数：２名
・企業・業界団体への訪問活動数：４８日
（月４回程度）

実施状況
ものづくりマイスターの認定登録は、企業学
校等から指導の希望が見込まれる職種の掘り起
こしに努めた。また IT マスターについては、情
報技術系の専門学校への制度の案内など中心に
活動し、IT マスター候補の掘り起こしを行い確
保に努めた。
・ものづくりマイスター認定者数：5 名
（造園 2 名、畳製作 1 名、配管 1 名、機械加工
1 名）
●３月末見込み９名
（造園１名・畳製作１名・建築大工１名・
機械加工１名 追加予定）
・テックマイスター認定数：なし
●３月末見込み 1 名（機械プラント製図）
・IT マスター認定者数：1 名
（オフィスソリューション 1 名）
●３月末見込み 1 名
訪問活動 ８件

②②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、 (1)ものづくりマイスター、ＩＴマスターに対す
ＩＴマスター等に対しては、センターが作
る指導技法等講習会の実施
成する資料などを基に、実技指導の結果報
新たに認定されたものづくりマイスター、Ｉ
告の作成方法等も含む、指導技法の習得・ Ｔマスター等に対して指導技法等講習会を以下
向上のための講習会（指導技法講習会）を のとおり開催した。
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。また、過去３
開催
開催日
受講者数
年間に活動実績のないものづくりマイス
ものづくりマイスター
6 月 29 日
3名
ター等に対してはものづくりマイスター
ＩＴマスター
9 月 17 日
1名
として活動する意志の確認を行い、活動の
2 月 22 日
意志があるものづくりマイスターについ
ものづくりマイスター
9名
予定
ては、最新版のテキストや事例集等による
計（予定）
13 名
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、１５人程度を想定
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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
実施計画
① 若 年 技 ア コーナーにおける相談・援助について
能者の人
コーナーの相談窓口にコーディネータ
材育成に
ーを配置し、若年技能者の人材育成に係
係る、相
るコーディネート等を行う。
談・援助に
また、ものづくりマイスター、テック
ついて
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（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。
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

実施状況
コーナーにおける相談・援助について
相談窓口を設置し、企業・団体・学校等からの相
談に応じて、ものづくりマイスター派遣のコーディ
ネートを行った。また、ものづくりマイスター及び
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、企業、業界団体、教
育機関等へ訪問活動を行った。
ア

・中小企業、業界団体等への訪問件数
延べ 59 件
（企業 54 社・団体等 5 団体）
・教育関係機関等への訪問件数
延べ 9 校
・その他マイスター等 ３件
計 71 件

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。

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

イ

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（１６社）×５日
間＝８０日
マイスター派遣人数：８０日×１．
１人＝８８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 ４名程度
マイスターの活動数：派遣日数８０日
×４名＝３２０人日
・工業・農業高校等
（ア）派遣日数：延べ２０校×３日間＝６
０日
マイスター派遣人数：６０日×１．４
５人＝８７人
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中小企業、業界団体、工業高校等からの要請を受
けて、ものづくりマイスター、ＩＴマスターを派遣
し実技指導を行った。

指導の内容等について

対象者
① ものづくりマ
イスター派遣
企業及び業界
団体
② ものづくりマ
イスター派遣
工業・農業高
校等

延べ
受講者
数

92 日

222 人日

271 人日

15 日

236 人日

744 人日

458 人日

1015 人日

4日

98 人日

98 人日

なし

なし

なし

ものづくりマイス
ター派遣合計

③ ＩＴマスター
派遣
工業高校
④ テックマイス
ター派遣

●３月末
見込み
受講者数

延べ
日数

区分

実施計画
（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：派遣日数６０日
×１６名＝９６０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２社×２日間＝４日
ＩＴマスター派遣人数：４日×1 人＝４
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４日×３
名＝１２人日

・工業・農業高校等
（ア）派遣日数：延べ２校×２日間＝４日
ＩＴマスター派遣人数：４日×1 人＝４
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 ５名程度
ＩＴマスターの活動数：派遣日数４日×５
名＝２０人日

【テックマイスター指導対象】
・中小企業等及び工業高校等
（ア） 派遣日数：約２社（校）×２日×1
名＝４日
テックマイスター派遣人数：４日×1
人＝４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 ５名
程度
テックマイスターの活動数：派遣日数４日
×５名＝２０人日
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実施状況
以下５頁のとおり

区分
③「目指せ
マイス
ター」プ
ロジェ
クトに
ついて

実施計画
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。

実施状況

（ア）小中学校等の授業等への講師派遣
（ア）小中学校等の授業等への講師派遣
・学校数１０校
・規 模：6 校（小学校 4 校、中学校 2 校）
小学校５校×受講者数５０名＝２５０名
延べ参加者数 422 人（うち離島 1 回）
中学校５校×受講者数７０名＝３５０名
・職種数：9 職種（和裁・建築大工・石材施工・
・ものづくりマイスターの活動数：６００
広告美術仕上げ・陶磁器製造・畳製作・建築板
人日
金・左官・造園）
（マイスター職種以外の体験受講者も含
●３月末見込み
む）
13 校：延べ参加者数 1146 人
・ものづくりマイスターの派遣人数：６０
（小学校 5 校・中学校 8 校、上記に追加職種：配
名
管）
（イ）ものづくりマイスターが働く事業所 （イ）ものづくりマイスターが働く事業所等での見
等での見学会の実施
学会の実施
・小学校２校×受講者４０名＝８０名
・規 模：1 校（小学校）
、参加者数 24 人
・ものづくりマイスターの活動数：８０人
・職種数：1 職種（陶磁器）
日
●３月末見込み
・ものづくりマイスターの派遣人数：２名
2 校（小学校）
、延べ参加者数 70 人
（ウ）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：１０校×受講者
３名＝３０名
・保護者への講座／学校数：３校×受講者
４０名＝１２０名
・ものづくりマイスターの活動数：１５０
人日
・ものづくりマイスターの派遣人数：１０
名

（ウ）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
・規 模：6 校（小学校 4 校、中学校 2 校）
・教師数：延べ 23 人、保護者数：延べ 117 人
・職種については（ア）と同様
●３月末見込み
13 校（小学校 5 校、中学校 8 校）
教師数：延べ 32 人、保護者数：延べ 119 人
・職種については（ア）と同様

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：２校
小学校１校×受講者数２０名＝２０名
中学校１校×受講者数２０名＝２０名
・ＩＴマスターの活動数：４０人日
・ＩＴマスターの派遣人数：４名

イ

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。

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への講師派遣
・要請なし
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「ＩＴの魅力」発信について
・規 模：1 校（小学校）
、参加者数 21 人
・職種：ロボットソフト組込
「プログラマーになろう！」体験授業
●３月末見込み
2 校（小学校）、延べ参加者数 61 人
職種：ロボットソフト組込
「プログラマーになろう！」体験授業

区分

実施計画
エ ものづくりマイスターの働く
現場での職場体験実習の実施
小中学校等の児童・生徒を対象
に、ものづくりマイスターの働く
職場において、職場体験実習を実
施する。
・学校数：５校×２名×３日間
・受講者数：約３０名
・ものづくりマイスターの活動
数：３０人日
・ものづくりマイスターの派遣人
数：１５名

実施状況
エ ものづくりマイスターの働く現場での職場体験
実習の実施
・実績なし
●３月末見込み 予定なし

（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
実施計画
実施状況
① 連 携 会 議 本事業をより効果的に推進するた ・地域連携会議
の設置
め、地方公共団体、経済団体等を
開催回数：2 回
メンバーとした「地域連携会議」 ・構成委員：13 団体
を設置する。
長崎労働局、高齢･障害･求職者雇用支援機構長崎
支部、長崎県雇用労働政策課、長崎県教育庁義務
教育課、長崎県教育庁高校教育課、長崎県立長崎
高等技術専門校、長崎県立佐世保高等技術専門校、
長崎県産業振興財団、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、
長崎県中小建設業協会、長崎県技能士会連合会
②運営につ
いて

構成団体：13 団体（予定）
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：３０年度事業実績
報告、３１年度の実施にあたって
の連携協力の在り方の方針、事業
推進計画を策定し決定。
・第２回議題：３１年度事業実施
状況等の報告

・開催日及び議題
【第 1 回】参加者：11 名
開催日：5 月 15 日
議 題：①平成 30 年度実績報告
②令和元年度実施計画
③意見交換
【第 2 回】参加者：12 名
開催日：12 月 13 日
議 題：①令和元年度実施状況報告
（見込）
②意見交換

（５）全国斉一的な事業展開
１．全国会議 センターとコーナーが密接に連携 ① 全国会議
の 開 催 等 し、円滑に全国斉一的な事業展開
・開催日：4 月 24 日
に よ る セ を図るため、全国会議やブロック
・会 場：東京都
ンター・コ 会議等の参加により、事業方針の
・出 席：2 名
ー ナ ー 間 確認・徹底、実務ノウハウの向上・
の 連 携 の 共有等を図る。
② 九州ブロック会議
強化等
・全国会議、九州ブロック会議等
・開催日：12 月 6 日
への参加
・会 場：福岡県
・出 席：2 名
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（６）活動目標及び成果目標

目標数

11 月末
実績

３月末
見込み

8人

5人

9人

2,140 人日

1,046 人日

2,382 人日

208 P

185.25 P

288.75 P

13 事業所

11 事業所

13 事業所

⑤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
又は教育訓機関の満足度（％）

95％

100％

－

⑥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
せるとした訓練生の割合（％）

95％

100％

－

⑦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（％）

95％

100％

－

⑧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（％）

95％

100％

－

⑨地域における技能振興事業の参加者の満足度（％）

95％

99.6％

－

⑩ＩＴマスター認定数（人）

1人

1人

１人

⑪ＩＴマスター活動数（人）

93 人日

119 人日

159 人日

項

目

①ものづくりマイスター認定数（人）

②ものづくりマイスター活動数（人日）

③ものづくりマイスター派遣人数（ポイント）

④ものづくりマイスター派遣人数先企業・団体数（事業所）
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