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令和元年度若年技能者人材育成支援等事業 実施状況報告 
令和２年 1月末日現在 大分県技能振興コーナー 

 

１．地域における技能振興事業 
 (1)技能五輪全国大会の予選の実施等 

  実 施 計 画 実 施 状 況 

 

ア 技能五輪全国大会の予選の実施 
大分県職業能力開発協会が独自の選考基準にて推薦す

る職種について、技能検定とは別に大分県協会と共催で

予選大会を行います。 

関係する多くの企業や教育訓練機関等に対して、ＨＰ

や案内文書送付等の広報により予選大会の開催を周知す

るとともに参加及び観覧の働きかけを行うなど大会参加

者の増加及び大会の活性化と技能尊重の気運の醸成等を

図ります。 

【実施内容】 

 ・実施予定職種：美容 

・実施予定時期：５月 

 ・参加予定人員：３０人以上 

 ・全国大会への派遣：予選上位２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○美容関係の訓練校や協会等に広く案内して選手を募

集し、予選を実施しました。 

 ・実施職種：美容 

  ・実 施 日：５月２２日(水) 

  ・競技会場：明星国際ビューティカレッジ 

  ・参加人数：３７人 

  ・全国大会への派遣：上位２名を選手として推薦 

 

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 
技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会に若年

技能者が参加する場合、中小企業や教育訓練機関等に所

属する当該参加選手とその指導者の参加旅費と工具等の

運搬費の援助を行い、大会参加を促進します。 

【参加支援】 

①技能五輪全国大会 

・支援対象職種：６職種 

・支援対象者数：選手約８人、指導者約８人 

 

 

 

 

 

 

②若年者ものづくり競技大会 

・支援対象職種：５職種 

・支援対象者数：選手約１０人、指導者約１０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 57 回技能五輪全国大会 

【参加支援】 

・期日：１１月１５日(金)～１８日(月) 

・会場：愛知県国際展示場 

・参加職種：フラワー装飾、美容、洋裁 

・支援対象者：選手５人、指導者４人 

費目 職 種 選手 指導者 

旅費 

フラワー装飾 ２ ２ 

美  容 ２ １ 

洋  裁 １ １ 

【競技参加結果】 

 

        

      

 

 

○第 14 回若年者ものづくり競技大会 

【参加支援】 

・期日：７月３１日(水)～８月１日(木) 

・会場：マリンメッセ福岡 

・参加職種：機械製図(ＣＡＤ)、建築大工 

・支援対象者：選手４人、指導者４人 

 

・期日：７月３０日(火)～７月３１日(水) 

・会場：ポリテクセンター福岡 

・参加競技職種：旋盤、フライス盤 

・支援対象者：選手４人、指導者４人 

費目 職 種 選手 指導者 

旅費 

機械製図(CAD) ３ ３ 

旋盤 １ １ 

フライス盤 ３ ３ 

建築大工 １ １ 

工具 

運搬費 

機械製図(CAD) ２ ― 

旋盤 １ ― 

フライス盤 ３ ― 

建築大工 １ ― 

【競技参加結果】 

職種 賞 人数 

機械製図 

(CAD) 

銅賞 １ 

敢闘賞 １ 

建築大工 敢闘賞 １ 
 

職  種 賞 人数 

フラワー装飾 銅賞 １ 

洋  裁 銅賞 １ 
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１．地域における技能振興事業 
 (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み 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

 

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)イベントの開催 
一般県民に「ものづくり」の意義と、「ものづくり」を

支える産業界での「技能者」の重要性やその「人材育成」

等を積極的にアピールし、技能尊重気運の醸成を図りま

す。 

企業、各種団体、技能士会、関係行政・教育機関等とも

連携し、ＨＰやＰＲパンフレット、報道発表等により広く

周知した上で下記のイベントを実施します。 

①「キッズワーク大分 2019」の開催 
・目的：現在、若者のものづくり離れや技能離れが進み

技能尊重気運の醸成や若年技能者の人材確保・

育成が重要な課題となっています。この背景に

は、子ども達がものづくりに触れる機会が少な

いまま成長していくことも大きな要因となって

いることから、小学生を対象に、職業の疑似体

験を通して、働くことの大切さや意義、仕事の

楽しさを経験し、自分の将来の職業について考

える機会を与えることを目的とします。 

テーマ：「未来のおしごとをみつけよう」 

  ・内容：熟練技能者による製作実演を交えたものづくり

体験で、一人が２職種を体験できる形式で実施

します。IT 関係を含む１８職種（造園・建築

板金・ロープ加工・和裁・建具製作・菓子製

造・建築大工・かわらぶき・左官・鉄筋施工・

印章彫刻・表装・塗装・自動車工・美容師・フ

ラワー装飾・洋調理・プログラミング）が一堂

に会して実施します。 

・開催時期：7 月末の２日間 

・募集児童予定数：２日間で７２０人 

         一人２職種ずつ体験 

・一般集客予定人数：７００人（保護者・一般） 

 

 

(イ)ものづくりマイスター以外の熟練技能者の派遣 
①熟練技能者の派遣による実技指導 

ものづくりマイスター認定対象外職種やものづくりマ

イスターが不在の職種等について、中小企業や業界団体

の若年技能者や工業高校等の生徒等を対象に、熟練技能

者を派遣して実技指導（指導内容、指導方法については

ものづくりマイスターの派遣による実技指導の場合に準

じる）を行い、高度な技能の習得を図ります。 

【指導予定】 

・中小企業、学校：５０件 

・受講者数：１０人／件 

  ・熟練技能者の活動数（延べ日数（人日）） 

     １０人×５０件＝５００人日 

 

②ものづくり体験教室の開催 

   地域の教育機関関係者からの要請に基づき、学校の授

業等に熟練技能者を派遣し、「ものづくりの魅力」を発

信する内容の講座・実演・体験教室を開催します。 

【指導予定】 

 ・学校数：２０校 

 ・受講者数：１５人／校（１校１学年） 

 ・熟練技能者の活動数（延べ日数（人日）） 

    １５人×２０校＝３００人日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○（一社）大分県建設業協会及び大分県建設産業団体

連合会の共催を得て２日間で実施しました。 

・期日：７月２６日(金)～２７日(土) 

・会場：大分イベントホール 

  ・内容：IT を含む１７職種 

（造園・建築板金・ロープ加工・和裁・建

具製作・菓子製造・建築大工・かわらぶ

き・左官・鉄筋施工・表装・塗装・自動

車工・美容師・フラワー装飾・洋調理・

プログラミング） 

  ・募集人数：２日間で６８０人 

  ・応募人数：１,４６９人 

  ・実参加人数：６４４人 

  ・一般集客人数：８００人程度（推定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１月末現在の状況 

・中小企業、学校：延べ４２件 

・ものづくりマイスター認定対象外職種 

（フラワー装飾・室内園芸装飾） 

・ものづくりマイスター不在又は参加できなかった 

職種 

（フライス盤・電気機器組立て・建築配管・電気 

溶接） 

 ・熟練技能者の活動数（延べ日数（人日）） 

５３５人日 

 

○「ＷＡＺＡチャレンジ教室」の一環として実施しま

した。 

・学校数：１３校 

・実施職種（ものづくりマイスター不在又は参加で

きなかった職種） 

  フラワーアレンジメント、洋調理、日本調理、

ミニ造景、銅板工芸、ミニついたて、本立て、

工芸畳、しっくいだんご 

 ・熟練技能者の活動数（延べ日数（人日）） 

２０８人日 
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１．地域における技能振興事業 
 (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み 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

 

イ 技能競技大会展の実施 
ブロックごとのイベントに際しては、中央技能振興セン

ターや幹事県を始め九州各県コーナーと協力して取り組み

ます。 

 

 

 

 

○九州ブロックにおける左記の行事は、中央技能振興

センターの主催で、福岡県・鹿児島県が幹事県とな

り開催されましたが、協力要請等はありませんでし

た。 

・７月３１日、８月１日  福岡県 

・１１月１０日      鹿児島県 

 

ウ 技能士展の実施 
ブロックごとのイベントに際しては、中央技能振興セン

ターや幹事県を始め九州各県コーナーと協力して取り組み

ます。 

 

 

エ 「地域発！いいもの」応援事業の実施 
県内の職業別技能士会や地域別技能士会等に対して、関

係する会議等で「地域発！いいもの」応援事業の内容を説

明するとともに、事業説明文書を送付します。また、ＨＰ

に掲載する等の方法で周知を図ります。該当しそうな事例

が判明した場合は、代表者等を訪問して十分協議の上、応

募書類作成の援助と書類の受付・点検を行います。 

 

 

○実施要項に基づき該当する事例を募集しましたが、

応募に至っておりません。 

 

 

オ グッドスキルマーク事業の実施 
県内の職業別技能士会や地域別技能士会等に対して、関

係する会議等でグッドスキルマーク事業の内容を説明する

とともに、事業説明文書を送付します。また、ＨＰに掲載

する等の方法で周知を図ります。該当しそうな事例が判明

した場合は、代表者等を訪問して十分協議の上、応募書類

作成の援助と書類の受付・点検を行います。 

 

 

 ○表装製品について１件の申請を受付け、中央技能振

興センターに提出しました。 

※３月末までに結果が判明する予定 

○平成３０年度に認定されたグッドスキルマーク製品

等の取材対応を行いました。 

  ・取材日：８月２４日 

  ・認定製品：家具（髙野家具製作所） 

 

 

カ 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 
  技能尊重の気運を浸透させ、青少年が技能者の道に入職

することを促進するため、大分県における平成３０年度の

卓越した技能者の表彰の被表彰者の技能を紹介するための

コンテンツの作成支援を行います。被表彰者のプロフィー

ル、仕事に対する思い、これから入職する若者に伝えたい

こと及び写真等について、中央技能振興センターが示す編

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

センターに提出します。 

 

 

○該当者３名への取材を実施しました。 

 ・伊藤静子（フラワー装飾師） 

   日時：６月４日（火）１０：００～ 

   場所：フラワーショップいとう 

 ・井上泰志（機械修理工） 

   日時：６月１９日（水）１３：００～ 

   場所：日本製鉄(株)大分製鉄所 

 ・西郷里公典（機械検査工） 

   日時：６月１９日（水）１４：００～ 

   場所：日本製鉄(株)大分製鉄所 

※取材結果の取扱について中央技能振興センター

からの指示待ちの状況です。 
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２．ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務 
 (1)ものづくりマイスター等の開拓 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

 HP、中央技能振興センターや大分県技能振興コーナー発

行のリーフレット、ものづくりマイスター事業を紹介する各

種冊子等を活用した広報により、ものづくりマイスター制度

の更なる周知に努め、該当者からの申請を促進します。 

 企業・業界団体の訪問等により、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（以下「ものづくりマイス

ター等」という。）の候補者に係る情報収集等（掘り起こし）

を行います。 

 申請者の負担を軽減できるよう書類作成におけるアドバ

イス、申請書類の内容確認等の援助を積極的に行います。 

【重点的に掘り起こしを行う職種】 

 ・ものづくりマイスター 

   電気溶接、電工、電気機器組立て、電子機器組立て 

 ・IT マスター：グラフィックデザイン 

 ・テックマイスター 

【訪問計画】 

・関連する企業、専門学校や大学等の高等教育訓練機関、

行政機関等をリストアップして、担当者１名が各月２～

３件以上訪問します。 

  

○新規申請者（１～４回）は下記（２）のとおりです。 

○第５回の申請者は２名（建築大工職種）です。 

(2)申請書類の取りまとめ 

  

申請書類作成におけるアドバイス、申請書類の内容確認等

の援助を行い、取りまとめて認定機関への取次等を行いま

す。 

【認定数】（目標） 

 ・ものづくりマイスター １５人以上 

 ・IT マスター        １人以上 

 ・テックマイスター        １人以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１～４回の申請は円滑に行うことができ、申請者は全

員認定されました。 

・ものづくりマイスター認定者（１～４回） 

認定職種 人数 認定職種 人数 

鉄工 

建築板金 

仕上げ 

建築大工 

 １ 

 ５ 

 １ 

 １ 

左官 

畳製作 

塗装 

 １ 

 １ 

 １ 

合 計 １１ 

    過去の累積  認定職種：４６職種／１１１職種 

認定実人数：２４９人 

認定延べ人数：２７７人 

・ITマスターの新規認定者はいません。 

  過去の累積  認定実人数：２人 

認定延べ人数：６人 

・テックマイスターの新規認定者はいません。 

○第５回の申請結果は、２月中に判明する予定です。 

(3) ものづくりマイスター等への説明 

 認定を受けたものづくりマイスター等には、指導技法の習

得・向上のため、実技指導等を始める前に、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

認定通知連絡とともに周知します。 

また、過去３年間に活動実績のないものづくりマイスター

等には、活動の意志を確認するとともに指導技法等講習の再

受講を勧める又は最新版のテキストや事例集等の情報提供

を行うなどにより活動の意欲を喚起します。 

○新規認定者及び過年度認定者で未受講者に対して、指

導技法等講習の案内を継続して行っています。 

 

 

○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、活動の意思を確認するとともに最新版の

テキストや事例集等の情報提供を行うなどにより活動

の意欲を喚起する予定です。 

 

(4) ものづくりマイスター等に対する研修 

 
指導技法等講習を以下のとおり実施します。 

【開催時期】第２四半期と第４四半期（２回） 

【講習内容】 

 ・ものづくりマイスター制度の趣旨及び実技指導やものづ

くりの魅力発信等の事業の重要性 

 ・実技指導の結果報告を含む「指導技法等」 

 ・個人情報保護、ハラスメント等の防止 

 ・若年者・学生との接遇等の知識 

 ・実技指導派遣依頼元の意見等 

 

また、ものづくりマイスター等の職種別事例発表・意見交

換会の開催案内やものづくりマイスター等に関する情報を

適宜提供し、資質向上を図ります。 

 ○指導技法等講習の実施状況 

 

 回数 開催日 受講者数 

１ ９月２７日  ５ 

２ ２月２１日（予定） ― 

 

 

 

 

 

 

 ○ものづくりマイスター職種別事例発表・意見交換会に

派遣しました。 

  ・期 日：１１月５日(火) 

  ・会 場：フクラシア八重洲 

  ・参加者：建具製作１名 
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３．ものづくりマイスター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・援助等 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

ア 相談・援助活動の実施 
①ものづくりマイスター等の認定、登録に関する相談・援

助 

申請者の負担を軽減できるよう書類作成におけるアド

バイス、申請書類の内容確認等の援助を行います。 

 ②ものづくりマイスター等の効果的な派遣に向けた相談 

 ・援助 

企業や高校からの要請があった場合には、実技指導等

を希望する職種やその具体的な指導内容を確認して、最

適なものづくりマイスター等を派遣できるよう調整しま

す。また、適当な実施場所を希望する場合は、当コーナー

が斡旋します。 

実技指導の現場にできるだけ出向き、要請者や受講者

からの意見やものづくりマイスター等からの活動報告を

直接聞いたり、実技指導のアンケート調査や活動報告書

の内容を確認して、より効果的な実技指導になるよう要

請者やものづくりマイスター等に助言します。 

③ITマスターの学校への派遣のための相談・援助 

  「IT の魅力発信」は、これまで小学校におけるロボッ

トプログラミングの要請だけです。IT マスターの勤務や

ロボットのレンタルの都合上、講座の回数を大幅に増や

すことは難しい状況です。そこで、IT マスターにロボッ

トプログラミング以外の講座を実施することを依頼する

とともに、年度当初に県教育委員会を通じて各教育事務

所単位で実施希望校を選抜して申し込んでもらうことと

します。 

 

 

 ○ものづくりマイスターの認定書類の内容確認を確実に

行い、申請者全員の認定に至りました。 

 

 

○中小企業や職種団体、工業高校等からの実技指導に係

る問い合わせ等に対してはできるだけ迅速に対応し、

依頼者の希望に沿うコーディネートに努めました。 

 

 ○実技指導の現場にはできるだけ（最低１回）視察に出

向くようにして、要請者や受講者の意見を聞くととも

に、アンケートの回答内容も確認しました。 

また、ものづくりマイスター等から提出された活動報

告書の記載内容によっては、要請者や受講者に伝達し

て改善を求めました。 

 

 

 ○ロボットプログラミングの講座については、豊後大野 

市、津久見市、竹田市及び由布市の教育委員会を通じ 

て事業説明を行いました。その結果、各教育委員会か 

ら推薦された６小学校から申込みがありました。 

 

イ 技能振興制度のＰＲ事業の実施 
技能振興制度を案内する記事のＨＰ掲載やリーフレッ

トの作成、大分県協会広報誌への掲載等により、技能振興

制度のＰＲに努めます。 

企業及び業界団体から派遣申請があった場合には、事業

主に対して雇用安定等各種給付金の受給予定について確

認します。 

３級技能検定の資格付与について、企業や業界団体、教

育機関関係者等に案内します。 

 ○事業内容の広報 

  ・中小企業や職種団体等には機会あるごとに事業内容

の案内と積極的な活用を依頼しました。 

  ・工業高校等には大分県高等学校教育研究会工業部会

の総会で事業内容の案内を行いました。 

 ○ＨＰ掲載・更新 

  ・適宜内容を更新し、できるだけ新しい情報を提供し

ました。 

 ○パンフレットの内容を一部改訂して 1,000 部印刷する

予定です。(２月) 

(2)ものづくりマイスター等の派遣による指導の実施 

 

 

 

 

ア ものづくりマイスター等の派遣対象及び指導内容 

 等 
訓練指導のニーズに応じた実技指導が行えるように最

適なものづくりマイスター等を選定して派遣します。 

また、実技指導の実施場所と対象職種のものづくりマイ

スター等の住所を勘案しながら、実技指導の未経験者にも

積極的に声掛けを行い、活動率の向上を図ります。 

 ①中小企業や業界団体等への派遣計画 
    中小企業・業界団体（事業主団体等により設立された

認定職業訓練校を含む。）等からの要請に対して、関係者

と連携しながらコーディネートを行い、最適のものづく

りマイスター等を派遣します。 

 【指導内容】 

  ・技能競技大会競技課題・技能検定試験問題をベースに

した実技指導（指導レベルは技能検定２～３級程度） 

  ・実技に係る知識及び作業環境の整備についての助言 

  ・その他中小企業や団体等が独自に行う技能向上に向け

た実技指導 

  ・生産性・品質向上、人材育成方法、労働安全衛生法を

含む労働環境の改善に向けた助言等 
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３．ものづくりマイスター等の活用に係る業務 
 (2)ものづくりマイスター等の派遣による指導の実施 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

【派遣増加の方策】 

 ・中小企業に対しては、大分県中小企業団体中央会の協

力を得て本制度の更なる周知を呼び掛けて、実技指導

件数の増加を図ります。 

 ・実技指導の実績のない業界団体に対しては、実技指導

の積極的な活用を計画するよう、年間を通じて適宜依

頼します。 

【ものづくりマイスターの活動数】（目標） 

  ・派遣件数：延べ５０件 

  ・派遣期間：４日間 

  ・受講者数：４人／件 

  ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

   ４人×５０件×４日＝８００人日以上（※ａ） 

②工業高校等学校（公共職業能力開発施設を除く）

への派遣計画 
   工業高校等からの要請に対して、関係者と連携しなが

らコーディネートを行い、最適のものづくりマイスター

等を派遣します。 

【指導内容】 

  ・技能競技大会競技課題・技能検定試験問題をベース

にした実技指導（指導レベルは技能検定３級程度） 

    機械系（機械加工・機械保全・電気溶接 等） 

    電気系（電気機器組立て・電子機器組立て 等） 

    建築系（建築大工・建築配管 等） 

  ・実技に係る知識及び作業環境の整備についての助言 

 【派遣増加の方策】 

  ・大分県教育委員会や大分県高等学校教育研究会工業

部会の協力を得て、関係校に対して実技指導の積極

的な活用を計画するよう、年間を通じて適宜依頼し

ます。 

【ものづくりマイスターの活動数】(目標) 

  ・派遣件数：延べ５０件 

  ・派遣期間：４日間 

  ・受講者数：５人／件 

  ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

    ５人×５０件×４日＝１０００人日以上（※ｂ） 

③中小企業・業界団体、工業高校等への ITマスター

の派遣計画 
   IT リテラシーの強化や IT 人材の育成に向けて、情報

技術を有効に活用できる能力を付与するため、必要に応

じて相談・援助を行うとともに、ニーズに応じた実技指

導を行います。 

【ITマスターの活動数】（目標） 

  ・派遣件数：２件 

  ・派遣期間：１日 

  ・受講者数：１０人／件 

  ・IT マスターの活動数（延べ日数（人日）） 

    １０人×２件×１日＝２０人日以上（※ｃ） 

④実技指導の記録、評価等 
受講者が少人数の場合には個々に、多人数の場合には

グループ毎に評価の場を設け、ものづくりマイスター等

が評価します。 

   ものづくりマイスター等は指導内容、技能レベルの向

上の度合い等の成果、今後の課題等を記録するとともに

その内容を受講生に伝え訓練の充実を図ります。 

   ものづくりマイスター等の活動報告や指導記録を基

に、ものづくりマイスター等や実技指導要請者との協議

を行い、次の指導の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１月末現在の状況 

  ・派遣件数：４８件 

  ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数(人日)） 

５６２人日（※ａ’） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１月末現在の状況 

  ・派遣件数：４９件 

  ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数(人日)） 

５０９人日（※ｂ’） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実技指導の要請はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

○実技指導後に提出する活動報告書に到達度評価に基づ

く指導後の技能レベルの向上の度合いとその後の課題

等が明確になるようにしました。 

 

○実技指導の視察や活動報告の記載内容を基に、実技指

導要請者や受講者に改善を求める必要があると認めら

れた場合は、適宜協議を行いました。 
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３．ものづくりマイスター等の活用に係る業務 
 (3)「目指せマイスター」プロジェクト 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

 

ア 「ものづくりの魅力」発信 
  若者のものづくりに関する理解を深めるとともに、将

来、若者自らがものづくり現場での就業等を実現できる

よう、また、教師や保護者等がものづくり現場での就業

等を支援しやすいよう、ものづくりマイスターを活用し

た以下の事業を行います。 

①小学校の教師・保護者(ＰＴＡ)を対象とした「も 

のづくりの魅力」講座へのものづくりマイスター

の派遣計画 
   地域の教育機関関係者からの要請に基づき、教師や

保護者等がものづくり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、下記②を実施する前に

その内容をものづくりマイスターが説明するものとし

て実施します。 

【ものづくりマイスターの活動数】 

・学校数：２０校 

・受講者数：教師・保護者 ５人以上 

・ものづくりマイスター派遣人数：４人／校 

・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

    ５人×２０校×４人＝４００人日以上（※ｄ） 

②小学生(高学年)を対象とした学校の授業等での 

「ものづくりの魅力」講座(ＷＡＺＡチャレンジ

教室)へのものづくりマイスターの派遣計画 
地域の教育機関関係者からの要請に基づき、学校の

授業等にものづくりマイスターを派遣し、「ものづくり

の魅力」を発信する内容の体験教室(「ＷＡＺＡチャレ

ンジ教室」)を開催します。 

なお、この際できるだけ保護者(ＰＴＡ)の参加も要

請します。 

【ものづくりマイスターの活動数】 

 ・学校数：２０校 

 ・受講者数：３５人／校（１校１学年） 

 ・ものづくりマイスター派遣人数：４人／校 

・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

    ３５人×２０校＝７００人日以上（※ｅ） 

③小中学校の児童・生徒を対象にしたものづくりマ 

イスターが働く事業所・訓練施設等の見学の実施 

計画 
地域の教育機関関係者からの要請に基づき、ものづく

りマイスターが働く現場(事業所)においてものづくりマ

イスターの講義等を併せた見学会を実施します。 

【ものづくりマイスターの活動数】 

  ・学校数：４校 

  ・受講者数：４０人／校(１校１学年) 

・バス借上げ：４台 

・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

    ４０人×４校＝１６０人日以上（※ｆ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１月末現在の状況 

・学校数：１９校 

 ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数(人日)） 

３０４人日（※ｄ’） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○１月末現在の状況 

・学校数：２０校 

  ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数(人日)） 

７０５人日（※ｅ’） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１月末現在の状況 

・学校数：１０校 

  ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数(人日)） 

２８３人日（※ｆ’） 

 

 

イ 「ITの魅力」発信 

①小中学校の児童生徒を対象にした「ITの魅力発信」

への ITマスターの派遣計画 
地域の教育機関関係者からの要請に基づき、学校の授

業等に IT マスターを派遣し、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、規定の教材を用いた講義を実施します。 

【ITマスターの活動数】 

  ・学校数：４校 

  ・受講者数：３０人／校 

・ITマスターの活動数（延べ日数（人日）） 

    ３０人×４校＝１２０人日以上（※ｇ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１月末現在の状況 

・学校数：６校 

  ・IT マスターの活動数（延べ日数（人日）） 

１４２人日（※ｇ’） 
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３．ものづくりマイスター等の活用に係る業務 
 (3)目指せマイスタープロジェクト 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

 

ウ その他、若者に対する「ものづくりの魅力」発信 
地域サポートステーションからの協力要請があった場

合には、サポステの支援対象者に対してものづくりマイ

スター等を派遣し、ものづくり体験等を行います。 

 

 

 ○要請はありませんでした。 

 

エ ものづくりマイスターの働く職場での職場体験実 

 習 
中学生を対象に、ものづくりマイスター（一人親方や

自営の事業主）の働く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実施します。 

【ものづくりマイスターの活動数】 

  ・事業所：１ヶ所 

  ・期 間：２日間 

  ・実習生：３人以上 

・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

    ３人×２日＝６人日以上（※ｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

○次のとおり実施しました。 

・受け入れ事業所：(有)河野左官工業 

         河野靖男マイスター 

  ・期 間：３日間（９月３日(火)～５日(木)） 

  ・実習生：２人 

 ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数(人日)） 

                 ６人日（※ｈ’） 
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４．地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営 
 (1)連携会議の設置 

 実 施 計 画 実 施 状 況 

 大分県・経済団体・労働局等をメンバーとした地域技能振 

興コーナー主催の連携会議を設置し、構成委員の意見を取り

入れ、推進計画や実施計画の策定、地域の産業特性や就業構

造を踏まえた技能振興の取組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実施します。 

【連携会議構成】 

 ・大分県中小企業団体中央会 

 ・（一社）大分県技能士会連合会 

 ・大分労働局職業安定部訓練室 

 ・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構大分支部 

  大分職業能力開発促進センター 

 ・大分県教育庁高校教育課 

 ・大分県教育庁義務教育課 

 ・大分県高等学校教育研究会工業部会 

 ・大分県商工労働部雇用労働政策課 

 ・大分県職業能力開発協会 

 ・大分県技能振興コーナー 

  

○各関係機関のご理解とご協力により計画どおり連 

携会議を設置しました。 

 

 

(2)連携会議の開催回数 

  

【第１回連携会議 ５月】 

 ・令和元年度 事業概要と実施実施上の連携・協力につい

てについて 

 ・令和元年度 事業の実施計画と進捗状況について 

 

【第２回連携会議 １月】 

 ・令和元年度 事業の進捗状況と事業実施上の課題等につ

いて 

 ・令和２年度 事業の推進計画について 

 

 ○第１回連携会議を実施しました。 

・６月２８日(金) １５：００～ 

  ・令和元年度 事業概要と実施実施上の連携・協力

について 

  ・令和元年度 事業の実施計画と進捗状況につい 

   て 

 ○第２回連携会議を実施しました。 

・１月３１日(金) １５：００～ 

・令和元年度 事業の進捗状況と事業実施上の課

題等について 

  ・令和２年度 事業の推進計画について 

５．全国斉一的な事業展開  

 

 

ア 全国会議やブロック会議等への参加 

中央技能振興センターが主催する全国会議や九州ブロック

会議等に参加するとともに、適宜連絡を取るなど密接な連携

を図りながら、厚生労働省や中央技能振興センターから本事

業の円滑な業務指導に関する指導や助言を仰ぎ、全国斉一的

な事業展開ができるように対応します。 

・全国会議（４月 ２日間 東京都内）２名参加 

 

・九州ブロック会議（第３四半期 ２日間 福岡県） 

２名参加 

・センターとの連絡調整（年１回 各１日 東京都内） 

２名参加 

 

 

 

 

 

 

○全国会議に参加しました。 

  ・４月２４日(水) 東京都内 ２名参加 

 ○九州ブロック会議に参加しました。 

  ・１２月６日(金) 福岡市内 ２名参加 

○センターとの連絡調整に係る会議は現在まであり

ません。 

６．成果目標と活動目標 

  
ア 成果目標 
 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 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

に活かせるとした受講生の割合 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 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 ９０％以上 

 ⑤地域における技能振興事業の参加者の満足度 ９０％以

上 

 

イ 活動目標 

 ・ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

 ３,２０６人日 (※ａ～ｈの合計) 

 

 

①企業・業界団体又は教育訓練機関の満足度 

【１００％】 

 ②内容を理解し、今後に活かせるとした受講生の割合 

【１００％】 

 ③授業等への講師派遣を利用した学校の満足度 

・ＷＡＺＡチャレンジ教室、事業所等見学、「ITの

魅力」発信                     【 ９８％ 】 

 ④人材育成に活用する契機となった割合 

       【 ８７％ 】 

 ⑤地域における技能振興事業の参加者の満足度 

・キッズワー2019、熟練技能者の派遣による実技指

導                             【１００％】 

 

 ○ものづくりマイスターの活動数（延べ日数（人日）） 

２,５１２人日 (※ａ’～ｈ’の合計) 

【達成率７８％】 

 

 


