
「令和２年度若年技能者人材育成支援等事業」推進計画 

 

１.地域における技能振興事業の実施について  

 （１） 技能五輪全国大会の予選の実施等 

  ① 技能五輪全国大会の予

選会の実施 

○技能五輪全国大会の出場選手を選出するための

愛媛県予選大会を１職種程度（実施回数１回程

度）実施します。 

○企画した内容は愛媛県職業能力開発協会と協議

のうえ、共同実施いたします。 

○各都道府県職業能力開発協会が独自の選考基準

にて推薦する職種のうち、「西洋料理」の１職種

については、技能検定とは別に予選大会として競

技を行います。 

全国司厨士協会愛媛県本部の専門家を審査員と

して起用し、正確に実施できる体制を整えます。 

技能五輪全国大会を含めた参加選手及び観客の

募集にあたっては、調理関係の業界団体、調理科

を設置している高校・専門学校等へ広く広報を行

います。 

 ・実施予定職種 西洋料理職種 

 ・競技参加予定人数 ５名程度 

 ・実施予定時期 ２０２１年２月頃 

 （１） 技能五輪全国大会の予選の実施等 

  ② 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 

○技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競技大会

へ出場する「愛媛県選手団」のうち中小企業の従

業員や職業訓練機関に所属する学生、教育訓練機

関に所属する生徒等が選手として参加する場合

に、参加選手とその指導者等の参加旅費及び道具

等の運搬費の援助を行い、大会参加を促進しま

す。 

○競技大会の参加に向けて選手育成に努めた結

果、平成３１年度若年者ものづくり競技大会で

は、愛媛県選手団が出場したほとんどの職種で

入賞という快挙を成し遂げており、教育訓練機

関関係者の競技大会参加への関心が非常に高い

ことから、参加者数の増加が見込まれておりま

す。 



 【参加支援計画（案）想定職種数・人数】 

・技能五輪全国大会 ６職種 選手１１名程度 

          （指導者 ９名程度） 

  想定職種：電子機器組立て、冷凍空調技術、洋

裁、日本料理、西洋料理、フラワー装飾 

・若年者ものづくり競技大会 ５職種７名程度 

          （指導者 ７名程度） 

  想定職種：機械製図、旋盤、電子回路組立

て、電気工事、建築大工、ウエブデ

ザイン、グラフィックデザイン、

造園 

 ※若年者ものづくり競技大会については、令

和３年度の自県開催に向けて選手育成に努

めており、その結果として規模別数値以上

の参加者予定数を見込んでおります。 

・選手募集方法 職種別業界団体、ものづくり

マイスター制度活用企業、当

会会員企業、職業訓練機関、

教育訓練機関等への周知 

（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 

 ① 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 

○技能に係る講演、製作実演、ものづくり体験教

室及び作品展示等のイベントを愛媛県下各地

（東予・中予・南予）で広く開催いたします。 

○愛媛県民に「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、

技能尊重機運の高揚を図ります。 

企業、職種別組合、技能士会、経済団体、地域

の行政・教育機関等とも連携し、PRパンフレッ

トの配布、プレスリリース等により、広く周知

した上で下記のイベントを実施します。 

○ものづくりの魅力、技能者の持つ技能を伝える

ための取組みに関して、「地域振興コーディネ

ーター」がイベント等の実施、企画、運営等の

補助業務、熟練技能者等の派遣コーディネート

等を行い、事業を円滑に進めてまいります。 

○周知・広報事業者とプロモーションの効果測定



等について連携して取組みます。 

 

((ｱ)「えひめものづくりフェア２０２０」の開催 

 ・開催予定時期 ９月２７日（日） 

 ・開催予定場所 愛媛県松山市 

・集客予定人数 ６，０００人程度（目安） 

・小中学生及び一般県民等を対象とした技能イ

ベントを開催することにより、ものづくりへ

の技能尊重機運の醸成を図ります。 

・ものづくり体験教室と製作実演、作品展示等

を組みあわせたイベントとし、職種には情報

技術関連分野を含めたものとして実施いたし

ます。 

職種数 ２０職種程度（建築大工・家具製

作・建具製作・ガラス施工・左官・和裁・紙

加工・畳製造・陶磁器製造・表装・菓子製

造・造園・石材加工・配管・情報技術関連

等） 

・ものづくりマイスター、ＩＴマスター、現代

の名工、全技連マイスター会愛媛県支部、愛

媛マイスター等熟練技能者による作品展示、

専門高校生による技能作品展示等 

 ・小中学生を対象とした「ものづくり体験会」 

  （受講予定者数１，０００人） 

 ・建築大工職種「丸太切り競争」等の一部の職

種において競技方式を取り入れた体験教室を

実施します。 

 ・製作実演（建築大工職種「大型かんな削り」、

フラワー装飾職種「フラワー装飾実演」、調理

職種「氷彫刻実演」、塗装職種「サンドアー

ト」等の実演パフォーマンス等） 

 ・技能士、技能検定制度、技能競技大会等、そ

の他技能尊重機運醸成に係る広報（パネル展

示、映像紹介 等） 

 ・イベントには、児童・生徒の進路選択に影響

力のある保護者等一般住民に多く来場してい

ただき、ものづくりの仕事の魅力を感じてい

ただくものといたします。 



 

(ｲ)愛媛県内各地での「ものづくり体験教室」の開

催 

・県内で行われる市町や経済団体等が開催する産

業振興イベント等に参加し、イベントの趣旨や

地域特性に応じた内容のものづくり体験イベ

ントを実施します。 

・ものづくりに対する興味・関心を高めるため、

身の回りにある製品の製造に携わる人たちの

技能について紹介し、技能尊重機運の醸成を図

るとともに、児童・生徒自らが製品を製作し、

完成することによって、ものづくりの感動を体

感していただくものとします。 

・本事業を７年間受託してきた中で、生で体感す

るプロの技、熟練技能者のものづくりにかける

情熱や仕事に対する姿勢などの魅力が、多くの

参加者に伝わり、年々出展依頼や参加者が増え

ており、技能尊重機運が高まってきておりま

す。 

【愛媛県内各地でのものづくり体験教室の内容】 

 ・小中学生を対象とした「ものづくり体験教室」 

 ・ものづくりマイスター、現代の名工、全技連マ

イスター愛媛支部、愛媛マイスター等熟練技能

者による「製作実演」 

 ・技能士、技能検定制度、技能競技大会等、その

他技能尊重機運醸成に係る広報（ミニパネル展

示等） 

 【体験教室例】 

 ・タイルアート（タイル技能士） 

 ・水引細工（水引金封伝統工芸士） 

 ・フラワーアレンジメント（フラワー装飾技能

士） 

 ・万華鏡づくり（ガラス施工技能士） 

 ・ぴかぴか泥だんご（左官技能士） 

 ・小物ペイント（塗装技能士） 

 ・和菓子細工（菓子製造技能士） 

 ・木工小物（家具技能士） 

 ・ミニ椅子づくり（建築大工技能士） 



 ・ロボットプログラミング体験（情報処理技術者

等） 

【予定会場数、受講者数】 

・会場１５箇所 受講予定者数延べ８００名 

 

(ｳ)ものづくりマイスター、IT マスター以外の熟

練技能者の派遣 

○ものづくりマイスター、IT マスター以外の熟練

技能者を派遣し、実技指導を行います。 

 ・若年技能者に技能検定（２級、３級）レベル

の技能の習得、技能検定の受検意欲の向上を

図るため、中小企業等の若年技能者や専門高

校等の生徒への、実技指導による技能継承を

行います。 

 【実技指導例】 

 ・フラワー装飾職種 

 ・電子回路組立て職種(技能競技大会職種) 

・調理職種 等 

【熟練技能者活動数（人日）】 

・受講予定者数延べ８００名 

（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 

② 技能競技大会展の実施 ○国が行う技能競技大会について紹介する展覧会

を、センター・ブロック幹事県コーナーと密に

連携をとり、協力して実施します。 

 ・令和３年度第１６回若年者ものづくり競技大

会の自県開催に向けて機運醸成を図って参りま

す。 

・愛媛県内の技能五輪出場経験者等の講師派遣依

頼があった場合は、派遣協力いたします。 

③ 技能士展の実施 ○国が行う技能士制度について紹介する展覧会

を、センター・ブロック幹事県コーナーと密に

連携をとり、協力して実施します。 

 ・愛媛県技能士会所属技能士等の講師派遣依頼

があった場合は、技能士会とも連携して派遣協

力いたします。 

④ 技能五輪全国大会を活

用した技能の理解促進 

（該当なし） 



  

⑤ 「地域発！いいもの」

応援事業の実施 

○技能振興コーナーホームページ、スタッフの巡回

等による広報や、業界団体、職種別技能士会・学

校等へリーフレット案内（年２回程度）等を行い

広く募集を行います。 

・県内で画期的な人材育成等の取組みを行って

いる企業・団体・学校等へ応募を促します。 

 ・応募書類の受付・チェック、中央技能振興セ

ンターとの連絡調整業務を行います。 

  

⑥ グッドスキルマーク事  

業の実施 

○技能振興コーナーホームページ、スタッフの巡回

等による広報や、職種別技能士会等へリーフレッ

ト案内（年２回程度）等を行い広く募集を行いま

す。 

・製品等を全工程において製造している一級技

能士等を中心に応募を促します。 

 ・応募書類の受付・チェック、中央技能振興セ

ンターとの連絡調整業務を行います。 

（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 

⑦ 卓越した技能者（現代の

名工）の表彰制度の紹

介コンテンツ作成支援 

○中央技能振興センターからの指示により、愛媛県

内の平成３１年度及び令和元年度被受賞者に対

して取材を行い、取材結果をセンターに提出いた

します。 

 ・この取材結果等を通じて、技能尊重機運の醸成

や青少年へ技能職入職促進につなげて参ります。 

 

  



２．ものづくりマイスター等の認定、登録及び活用に関する業務等について  

（１）ものづくりマイスター等の認定要件及び対象分野 

ものづくりマイスター等

の認定要件及び対象分野 

○ものづくりマイスター、ＩＴマスター及びテッ

クマイスターの各認定要件、指導対象分野にあ

った方の申請書を認定委員会に提出したしま

す。 

（２）ものづくりマイスター等の開拓 

 ものづくりマイスター

等の開拓 

○ものづくりマイスター、ＩＴマスター及びテッ

クマイスターの確保に向け、対象業種の企業等

に対し、「ものづくりコーディネーター」が電話

や訪問等により、ものづくりマイスター制度等

の周知・広報を行います。 

・企業・業界団体への訪問頻度（担当者２人程

度配置し、担当者が月４日程度訪問活動を行

う。１日当たりの平均訪問数３社程度） 

○愛媛県内で機械検査職種、菓子製造職種等の派

遣ニーズの多い職種や、機械・プラント製図職

種等の認定者数が少ない職種を中心にものづく

りマイスター候補者の掘り起こしを行い、地域

に不足している職種の解消を図ります。具体的

には、機械検査職種は金型製造メーカー等、菓

子製造職種は業界団体や製菓系専門学校等へア

プローチを行い、ものづくりマイスターの掘り

起こしを行います。 

○ＩＴマスターは、ＩＴ系業界団体や情報系専門

学校等を訪問し、ＩＴマスターの掘り起こしを

行います。 

（３）ものづくりマイスター等への説明 

 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、ＩＴマスタ

ー及びテックマイスターのうち、講習免除となら

ないマイスター等に対し、指導技法等講習を受講

する必要がある旨を周知します。 

○ＩＴマスターは、学校に派遣する前に、教材利用

に関するマニュアルを配布するとともに、講義の

進め方等について説明を行います。 

○マイスター等認定証の交付時と、登録済のマイ

スター等で初めて実技指導等を開始するマイス



ターに対して、活動条件等について、文書によ

り通知し、説明を行います。 

○過去３年間に活動実績がないものづくりマイス

ターには、引き続き活動する意思があるか否か

を確認の上、継続の意思がある場合には最新版

のテキストや事例集等を提供し、以後のものづ

くりマイスター活動の稼働に繋げてまいりま

す。 

（４）申請書類等の取りまとめ 

   申請書類等の取りまとめ ○ものづくりマイスター、ＩＴマスター及びテック

マイスターの認定申請を行う者に対して、申請書

類作成の説明や確認など事務処理の支援を行い

ます。 

○生産性・品質向上、人材育成方法等の指導、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及びＩＴ

技術を活用した生産性・品質向上の指導を実施

するものづくりマイスターの対象者の把握に努

め、対象となりうる場合には、記載事項の確認

作業を行います。 

○申請書類は点検・確認を行い、コーナーがとり

まとめてセンターに提出します。 

  



（５）ものづくりマイスター等に対する研修 

 ものづくりマイスター等

に対する研修 

○ものづくりマイスター、ＩＴマスター及びテッ

クマイスターの技術指導の質の向上が図られる

よう、新たに認定されたものづくりマイスター

等に対し、実技指導の結果報告の作成方法等を

含む指導技法等講習を実施します。その際、個

人情報保護、セクシュアルハラスメント・パワ

ーハラスメントの防止、若年者・学生との接遇

といった面の知識付与等も行います。 

○指導技法講習の実施に当たっては、センターの

準備する教材等を活用し、ものづくりマイスタ

ー等の指導技能が全国的に均一化にできるよう

に実施します。 

○こうした指導技法等講習については、一定数のも

のづくりマイスター等が認定されるごとに、適

宜、実施していくこととします。 

・開催予定頻度 年３回程度（７月頃、１月頃、 

２月頃） 

○コーナー職員に対しては、ＩＴマスターの講義の

実施に係る「e-ラーニング教材」の活用方法につ

いて周知を図ります。 

○地域サポートステーションへものづくりマイス

ター等を派遣する場合には、この施設を利用す

る者は配慮を必要とする場合があるため、派遣

対象者に対し派遣前に研修を行います。 

○指導技法等講習の講師候補者を中央技能振興セ

ンターに推薦し、講師養成研修の受講を推奨い

たします。 

 

  



３．ものづくりマイスター等の派遣等について 

（１） 若年技能者の人材育成に係る相談・援助等 

   コーナーにおける相談・

援助等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○企業、学校等へ、技能検定の実技試験や技能競技

大会の課題等を活用した、若年技能者の人材育成

に係る取組方法・訓練施設・設備等のコーディネ

ート、実技指導等の相談・援助及びものづくりマ

イスター等の派遣のコーディネート等を行いま

す。 

○基礎的な作業に係る技能講習会や、技能競技大会

の競技課題等を活用した人材育成に関心のある

企業等に対して、競技課題や技能検定課題を活用

した人材育成の取組マニュアル、事例集について

説明するとともに、ものづくりマイスター等が、

企業、教育訓練機関が訓練計画を作成するに際し

て、アドバイス等の援助を行います。 

・企業、教育訓練機関への訪問頻度（実技指導担

当者１人程度配置し、月３日程度訪問活動を行い

ます。 

・中小企業向けＩＴ系担当者と教育訓練機関向け

ＩＴ系担当者を各１人程度配置し、計月４日程度

訪問活動を行います。（１日当たりの平均訪問数

２社（校）程度） 

○ものづくりマイスター等の派遣要請のあった企

業、学校等から希望する指導内容、実技指導後の

技能習得目標レベル等を記録し、コーナーのスタ

ッフ月次会議にて情報共有を行い、要請先からの

ニーズを把握して相談・援助活動に活かしてまい

ります。 

○企業及び業界団体からものづくりマイスター等

の派遣要請のあった場合は、雇用安定等各種給付

金の受給予定について確認するとともに、技能検

定３級の資格付与についても積極的に案内を行

い、技能検定の受検契機に繋げてまいります。 

・企業、教育訓練機関への訪問頻度（実技指導担当

者１人程度配置し、月３日程度訪問活動を行う。 



 中小企業向けＩＴ系担当者と教育訓練機関向けＩ

Ｔ系担当者を各１人程度配置し、月２日程度訪問

活動を行う。（１日当たりの平均訪問数２社（校）

程度） 

 ○ＩＴマスターの派遣について、連携会議のメンバ

ーである愛媛県教育委員会を通じて県内市町教

育委員会とも連携し、市町の小中学校へ訪問を含

めた働きかけを行います。また、年度当初に県下

全小中学校（約４５０校）へリーフレット等での

活用案内（広報）を行います。 

 ・教育訓練機関への訪問頻度（ＩＴ系担当者１人

／月１日程度、１日当たりの平均訪問数２校程

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 ものづくりマイスター、

ＩＴマスター及びテッ

クマイスターの派遣対

象等 

 ② 指導対象年齢 

 ③ 指導内容 

 ④ 指導記録 

○実技指導の実施にあたっては、派遣先に最適なも

のづくりマイスター等を選定し、技能検定の実技

課題や技能競技大会の競技課題等を用いた訓練

指導を行います。また、ものづくりマイスター等

の指導後には、実技指導を行った受講生につい

て、実施した実技指導の内容、目標とする技能レ

ベルへの到達度の評価、必要に応じて今後の課題

等を記録することとします。また、当該評価等の

内容を受講生に対して効果的に伝えることによ

り、受講生の感想を記録するとともに、当該受講

生の更なる訓練の促進を図ります。 

○指導対象年齢は主に１５歳から３５歳未満の若

年層といたします。 

○企業、職種別組合・団体等への実技指導 

 ・技能検定取り組み企業や職種別組合・団体等に

対して広報を行い、事業の周知を図ります。 

・実技指導において必要な機械加工等の設備は、

中小企業においては自社で確保できない場合も

多いため、公共職業訓練校とのネットワーク等を

活用し、設備等のコーディネートを行います。 

・経営支援機関、金融機関等へ制度広報に努めた

結果、新規導入企業の開拓と企業の人材育成に関



する好事例に繋がったため、今後とも経営支援機

関への広報に引き続き取り組んでまいります。 

【ものづくりマイスターの活動数等】 

・企業、業界団体等への派遣数 １４社程度 

・受講予定者数 延べ２１５人日以上 

【ＩＴマスターの活動数等】 

・企業、業界団体等への派遣数 １社程度 

・受講予定者数 １人日以上 

 

○高等学校等教育訓練機関への実技指導 

 ・高校生への実技指導につきましては、学校のシ

ラバス等をもとに、受講可能な職種や指導内容等

の情報提供を行い、事業の周知を図ります。 

  また、未活動のマイスターがいる職種と学校の

シラバスとの内容とがマッチした場合は、学校に

対してマイスター派遣導入を働きかけます。 

 ・技能検定３級の受検資格付与を希望する者に対

しては、その「確認書」のチェックを行い、安全

に作業できるか否かを判定いたします。 

 ・令和元年度の取組みにおいて、高等教育訓練機

関である高等専門学校へマイスターの派遣を行

った実績を踏まえ、今後更なる若手技能者各層へ

の技能継承を広げてまいります。 

 【ものづくりマイスターの活動数等】 

・専門高校等への派遣校数 １５校（学科）程度 

・受講予定者数延べ１，１２５名以上 

【ＩＴマスターの活動数等】 

・専門高校等への派遣校数 １校程度 

・受講予定者数 １人日以上 

（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 

○児童・生徒のものづくりに関する理解を深め、将

来、若者自らがものづくり産業への就業等を実

現できるよう、また、教師や保護者等がものづく

り産業への就業等を希望する学生を支援しやす

いよう、教育機関関係者、児童・生徒、その保護

者等に対して「ものづくりの魅力」発信を行い、

技能の魅力、重要性、技能者の役割等の情報を提



供することにより、ものづくりに関する理解促

進を図ります。 

(ｱ)小中学校等の授業等にものづくりマイスター

を派遣し、児童・生徒に対して「ものづくりの魅

力」を発信します。 

 ・技能や仕事に関する講話 

 ・製作実演による高度な技能の披露 

 ・ものづくり体験や職人体験 

・連携会議のメンバーである愛媛県教育委員会

を通じて県内市町教育委員会とも連携し、開催

市町の小中学校へ働きかけを行います。また、県

下全小中学校（約４５０校）へリーフレット配布

等での活用案内を行います。 

(ｲ）児童・生徒を対象とした、ものづくりマイスタ

ーによる講義をともなう事業所等見学を実施し

ます。 

(ｳ)児童・生徒に対する「ものづくりの魅力」発信

の講義等の実施にあたっては、ものづくりに関

する理解を促進していくため、当該学校の教師

を対象とした「ものづくりの魅力」講座等を実施

します。また、児童・生徒の進路決定にあたって

は、その保護者の与える影響は大きく、ものづく

り産業における人材確保に資するため、児童・生

徒の保護者を対象にした「ものづくりの魅力」講

座等を実施します。 

 ・技能の魅力、重要性、技能者の役割等に関する

講話 

 ・児童や生徒に体験させる内容の説明 

 ・派遣校（回）数 １０校（回）程度 

 【ものづくりマイスターの派遣人日】 

 ・２４人日以上 

 【ものづくりマイスターの活動数】 

・受講予定者数延べ８８１人日以上 

 ② 「ＩＴの魅力」発信 ○児童・生徒の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の魅力」発信を行

い、ＩＴに関する理解促進を図ります。 

・小中学校等の授業等にＩＴマスターを派遣し、



児童・生徒に対して「ＩＴの魅力」を発信します。 

・ＩＴの魅力が児童生徒に伝わるよう、講義形式

又は情報関連技術の実技体験など講習課題に応

じた内容で実施いたします。 

・「ＩＴの魅力」発信については、ＩＴマスターと

の調整や、対応機器との調達等のコーディネート

が必要なことから、ＩＴの専門家をコーディネー

ターとして起用し、講座の円滑な運営に努めま

す。 

 【ＩＴマスターの派遣内容】 

 ・派遣校（回）数 １校（回）程度 

 ・受講予定者数延べ３０人日以上 

 ・プログラミング等の実技体験 

  ③ その他、若者に対する

「ものづくりの魅力」

発信 

○ニートの若者等に対する就労支援に取り組んで

いる地域若者サポートステーションから要請が

あった場合は、その支援対象者へものづくりマ

イスターを派遣し、ものづくり体験等を行いま

す。 

 ・派遣回数 ２回程度 

 ・講師 若者接遇等の講習を受けたものづくり 

マイスター 

 ・派遣先 東予地域若者サポートステーション  

  ④ ものづくりマイスター

の働く職場での職場体

験実習の実施要請等 

○児童・生徒・学生・求職者を対象に、ものづく

りマイスターの働く職場での職場体験実習を実

施します。実施にあたっては、地域の学校、ハ

ローワーク、サポステ等へ参加に係る広報を行

います。 

 ・受入事業所 １箇所程度 

 ・講師 自営業のものづくりマイスター等 

 ・実施回数 １回程度 

  



４ 組織の実施体制・目標管理 

（１）愛媛県技能振興コーナーの設置について 

 

本会事務局内に地域技能振興コーナーを設置し、「若年技能者人材育成支援等事業

特別会計」を設けて経理処理を行います。 

また、本会内に地域技能振興コーナー事務室を設置して実施いたします。 

本事業の実施は、以下の事務室で行います。 

 

・愛媛県技能振興コーナー 

〒７９１－１１０１ 

愛媛県松山市久米窪田町３３７番地１  テクノプラザ愛媛２０２号室 

  ＴＥＬ：０８９－９６１－４０７７  ＦＡＸ：０８９－９６１－４０７８ 

 

コーナー運営にあたっては、愛媛県地域の利用者等の相談窓口となる他、ものづ

くりマイスター制度の運営、地域振興事業の実施及び連携会議の開催を主業務とし

て行います。また、地域レベルの広報については中央技能振興センターからの指

示・連携のもと事業を展開いたします。 

事業運営にあたっては、厚生労働省、中央技能振興センターと連携して、事業推

進に取り組んで参ります。 

  



（２）愛媛県技能振興コーナーの事業実施体制ついて 

【事務局体制及の牽制体制は下図のとおり】 

愛媛県職業能力開発協会専務理事・事務局長 （１名） 

コーナー業務実施間接責任者 

 

 愛媛県職業能力開発協会次長 （１名） 

 コーナー業務実施間接責任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長 （１名） 

（業務の内容）コーナー事務責任者：コーナー長業務代理（センター及び地域の業界団体等

との連絡調整等）、事業の進捗状況等の事務統括、実技指導・体験教室・イベント等の企画

立案・運営管理、各種申請書・報告書等書類管理、連携会議等会議の主催会議の運営 等 

 

事務員 （１名） 

（業務の内容）コーナー事務担当者：庶務（書類作成・整理等）、経理業務等事務全般補助、

地域の業界団体等との連絡調整補助、事業の進捗状況管理事務補助、コーナーホームページ

更新・管理、連携会議等の主催会議の運営に関する事務 等 

 

愛媛県技能振興コーナー長 （１名） 

（業務の内容）コーナー業務実施責任者：センターとの連絡調整、事業の進捗状況全体管理

及び実績把握、地域の業界団体・企業・学校等との連絡調整、スタッフの業務管理、連携会

議等会議の主催、事業の企画・立案 等 

 

コーディネーター （４名程度） 

（業務の内容等）ものづくりマイスターの開拓・説明、ものづくりマイスターによる実技指

導・魅力発信講座、地域振興事業等のコーディネート等 （月数日間の活動） 

（本業務に活かせる経験）製造業メーカー、銀行ＯＢ等がおり、ものづくりや人材育成に経

験豊富なキャリアがあり、実務やアドバイス能力に秀でている。 



 

（３）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 ○国、地方公共団体、地元経済団体、労働組合組織

等の関係者による連携会議を設置し、地域の有識

者との連携を深め、事業運営がより効果的となる

よう運営します。 

○愛媛県の産業特性、就業構造等を踏まえた技能振

興の取り組みや事業実施にあたっての連携・協力

の在り方の方針決定や、進捗状況、事業実施状況

報告等を行います。 

○会議運営以外に、ものづくりマイスター制度や地

域における技能振興に係る広報活動を連携して

実施いたします。 

 【会議の構成団体】 

 ・愛媛県経済労働部産業雇用局労政雇用課 

 ・愛媛県教育委員会指導部義務教育課 

 ・愛媛県教育委員会指導部高校教育課 

 ・愛媛労働局 

 ・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

愛媛支部 愛媛職業能力開発促進センター 

 ・日本労働組合総連合会愛媛県連合会 

 ・愛媛県商工会議所連合会 

 ・愛媛県商工会連合会 

 ・愛媛県中小企業団体中央会 

 ・愛媛県経営者協会 

 ・一般社団法人愛媛県専修学校各種学校連合会 

 ・愛媛県技能士会       等 

（２） 連携会議の開催回数 ○第１回目は年度当初（５月）に開催し、事業内容

等を盛り込んだ推進計画を策定します。推進計画

が決定次第、委託元及び中央技能振興センターへ

報告します。 

○第２回目は年末（１２月）に開催し、令和２年

度の事業実施状況及び令和３年度に向けた改善

事項等の報告を行い、結果を取りまとめます。 

 

 

  



（４）アウトカム目標（成果目標） 

（ア） 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％以上を目指します。 

・企業・業界団体や教育訓練機関担当者へ、実技指

導の技能力向上の効果を検証するなどし、利用満

足度を高めます。 

（イ） 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 

９０％以上を目指します。 

・訓練生へ、実技指導の技能力向上の効果をものづ

くりマイスターから随時フィートバックし、資料

化するなど技能力向上の「見える化」を図ります。 

（ウ） 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％以上を目指します。 

・ものづくりマイスターによる講話等で「技能の素

晴らしさ」を伝え、社会学習の一環としての側面

でも、学校関係者の満足度を高めていきます。 

（エ） 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％以上を目指します。 

・ものづくりマイスターを派遣した企業等に対し、

人材育成コーディネーター等が、技能競技大会や

技能検定による人材育成好事例について紹介す

るなど、企業担当者等へ技能検定の受検勧奨等を

行い、技能者育成の意欲を高めます。 

（オ） 地域における技能振興

事業の参加者の満足度 

９０％以上を目指します。 

・イベントや実技指導を通じて、ものづくりマイス

ター等以外の熟練技能者が、「技能の奥深さ」な

どを参加者に伝えるなどし、指導満足度向上を図

ります。 

（５）アウトプット目標（活動目標） 

 ア 中央技能振興センターが

運用するポータルサイ

トのアクセス数 

（該当なし） 

  



（６）ものづくりマイスターの活動数について活動目標達成のための取組 

   ものづくりマイスターの

活動数 

   （E ランク） 

２，１３４人日以上を目指します。 

○中小企業、職種別組合、教育訓練機関等へ周知し、

制度活用促進を図り、ものづくりマイスターによ

る技能伝承を効果的・効率的に実施いたします。 

○業界団体等に人脈と資質を兼ね備えた「人材育成

コーディネーター」を起用し、未活動職種・マイ

スターの実技指導等派遣ニーズのマッティング

を行い、未活動マイスター率の減少を図ります。 

○本会では７年間当事業受託して参りましたが、そ

の実績では、若年者へのものづくりマイスター制

度の受講者数が年々拡大しております。更なる企

業等の派遣ニーズや要請に対応するため、生産性

向上、労働環境の改善等の指導も行えるものづく

りマイスターの派遣要請があれば対応いたしま

す。 

  



 

（７）ものづくりマイスターの活動数に係る目標をより高く達成するための取組み 

及び中央技能振興センターとの密接な連携について 

   ものづくりマイスターの

活動数に係る目標を高

く達成するための取組

み及び中央技能振興セ

ンターとの連携がより

緊密なものとなるため

の取組みについて 

【目標をより高くするための取組み】 

○ものづくりマイスターの活動数に係る目標をよ

り高く達成するための取組みとしては、ものづく

りに関する経験・知識が豊富な製造業メーカーＯ

Ｂ等をコーディネーターに起用し、派遣先企業の

新規開拓、指導内容調整等のコーディネートを行

います。また、ものづくりマイスター制度の活用

事例など、積極的な広報活動を行います。このよ

うな取組みにより、派遣先の開拓に繋げていき、

ものづくりマイスターの活動数増加を図ります。 

【全国斉一的な事業展開の担保】 

○中央技能振興センターとの連携がより緊密なも

のとなるための取組みとして、全国及びブロック

職員会議・ものづくりマイスター職種別好事例発

表・意見交換会等全国単位で行う会議・研修会へ

の出席、実施状況の報告を定期的に行います。 

技能競技大会展・技能士展、地域発！いいもの応

援、グッドスキルマーク等の中央センターの主管

事業について、募集活動・申請支援等の面でも積

極的に事業展開いたします。 

○事業の実施状況等について、厚生労働省、中央技

能振興センター及び各都道府県コーナーとの業

務連絡調整等を定期的に行い、緊急に対応するも

のも含め、全国斉一的な事業展開ができるように

事業を実施いたします。 

 


