
石川県地域技能振興コーナー

４月～１１月（実績） １２月～３月（予定）
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（１）技能五輪全国大会予選の実施等

① 技能五輪全国大会予選の実施等

・審査員謝金等、材料費 ・日本料理予選
　　令和元年10月6日(日)
　　会　場　石川県産業展示館3号館
　　参加人数　選手15名　審査員9名
　　上位3名が令和2年度に参加

②

・選手、指導者旅費等 ・第14回若年者ものづくり競技大会 ・令和元年7月31日(水) ～ 8月1日(木)　
　　参加職種　機械製図1名、電子回路組立1名
　　　　　　　　　造園1名
　　支援対象　選手3名、指導者3名
　　開 催 地　 福岡県

・第57回技能五輪全国大会 ・令和元年11月15日(金) ～ 18日(月)　
　　参加職種　配管1名、機械製図1名、建築大工1名
　　　　　　　　　フラワー装飾2名、日本料理3名
　　支援対象　選手8名、指導者8名
　　開 催 地　 愛知県
　　成績結果　金賞1名、銅賞1名、敢闘賞1名（日本料理）

（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
ア

・ＭＥＸ金沢2019 ・MEX金沢2019展示会 ・2019サイエンスフェスタ（3職種）
　　実施日　令和元年5月16日～18日 　　実施日　令和元年12月14日
　　会　場　石川県産業展示館4号館 　　会　場　サイエンスヒルズこまつ
　　内　容　技能検定制度、技能五輪全国大会等の紹介 　　講　師　15人（予定）

　　参加人数　220人（予定）
・第48回金沢ペーパーショウ ・紙器手作り体験教室

　　実施日　令和元年6月15日～16日
　　会　場　石川県産業展示館1号館
　　講　師　石川県紙器工業組合 20名
　　参加人数  95名

・㈱石森木工ほか1会場 ・木工職人によるものづくり体験
　　実施日　令和元年7月29日～8月25日（2日間）
　　会　場　㈱石森木工ほか1会場
　　講　師　石川県建具協同組合 4人
　　参加人数　37人

・夏のミュージアムウィーク2019・ロボットプログラミング体験
　　実施日　令和元年8月11日
　　会　場　石川県立歴史博物館
　　講　師　3名
　　参加人数  14名

・サマフェスキッズランド2019 ・お仕事体験（11職種）
　　実施日　令和元年8月18日
　　会　場　 松任総合運動公園 体育館
　　講　師　 42人
　　参加人数　106人

イ いしかわ技の祭典の開催
・第47回石川の技能まつり ・いしかわ技の祭典（15職種）

会場使用料、会場設営費等 　開催日　令和元年10月6日(日) 　①第1会場
　第1会場　石川県産業展示館3号館 　　　　　　  建築大工、建築塗装、建築板金
　第2会場　ポリテクセンター石川 　　　　   　 建具製作、畳製作、左官、家具製作

　　　　　 　 瓦ぶき、鉄筋組立て、内装仕上げ
　　　　　 　 フラワー装飾
　②第2会場
　　　　　　   精密測定、機械組立仕上げ、電気溶接
　　　　　 　  旋盤加工
　　参加人数　選手100名　審査員45名

　第1会場　フラワー装飾ブース ・技能五輪全国大会金メダリストによる実演
　　フラワー装飾
　　　出演者　猪狩 由生菜 氏
　　　所　属　　(株)花弘（東京都）
　　　経　歴　第56回技能五輪全国大会 金賞
　　　　　　　   第45回技能五輪国際大会出場
　　　　　　　　　（ロシア・カザン大会）

　第1会場　各団体ブース ・職人簡単体験コーナー（8職種）
　小中学生対象 　①タイル張り体験　　　　　　 　　参加人数40名、講師3名

　②組子コースター作り体験　　　参加人数45名、講師4名
　③左官の鏝体験　　　　　　　　　参加人数38名、講師4名
　④鉋削り体験　　　　　　　　　　　参加人数10名、講師4名
　⑤金属板紅葉作り体験　　　　　参加人数49名、講師4名
　⑥金澤貼函作り体験　　　　　　 参加人数50名、講師3名
　⑦ポケットティッシュカバー作り体験　 参加人数39名、講師4名
　⑧和菓子作り体験　　　　　　　 参加人数180名、講師4名
　　　　　　　　　　  　合　計　　　参加人数451名、講師30名

令和元年度　事業実施状況等

区　　分

地域における技能振興

・第47回石川の技能まつり
　石川県産業展示館3号館

・協力者(審査員)謝金等、材料費

・会場設営費等

・講師謝金等、材料費

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

熟練技能者等によるものづくり体
験、製作実演等の実施
・協力者謝金等、材料費



４月～１１月（実績） １２月～３月（予定）区　　分

　 第1会場　中央ステージ ・ステージイベント
　①テーマ

　　・令和に受け継がれる「和」の技能　技の実演解説

　②出演者
　　・日本料理解説：榎本 桂次 氏
　　・日本料理実演：竹田 真衣 氏、中野　準 氏
　　・和裁解説：上野 弘喜 氏、浅野 小菊 氏
　　・和裁実演：青木 一八 氏、井表 登喜美 氏
　③技能体験コーナー
　　・花飾り作り体験　　参加人数27名、講師（東亜和裁）2名

　 第1会場　協会ブース ・プログラミング体験コーナー
　　　内　　　容　プログラミング体験
　　　参加人数　32名、講師（金沢工業大学）10名

ウ

・高校 ・小松工業高等学校ほか4校
　　溶接、フラワー装飾　　 　活動日数　計448人日

② 技能競技大会展の実施
・職員旅費 ・中央協会主催による ・石川会場

　　開催日：令和元年9月14日（土）
　　場　 所：金沢駅東もてなしドーム地下広場
　　内　 容：銭丸肇次氏（(株)イスルギ）左官製作実演など

③ 技能士展の実施
・職員旅費 ・中央協会主催による ・技能競技大会展（上記）と同時開催

⑤ 「地域発！いいもの」応援事業の実施
・通信運搬等 ・該当無し

⑥ グッドスキルマーク事業の実施
・通信運搬等 ・認定申請 9事業所 ・申請者

　　①(株)加田設備　（配管）　
　　②(株)竹山紙器　（紙器・段ボール箱製造）
　　③(有)みき紙器　（紙器・段ボール箱製造）
　　④小谷建具店　　（建具製作）
　　⑤御菓子 藤井　 （菓子製造）
　　⑥畳立野　　　　　（畳製作）
　　⑦中島石材店　　（石材施工）
　　⑧松月堂　　　　　（菓子製造）
　　⑨(株)石森木工　（建具製作）
　　⑩吉本畳店　　　 （畳製作）
　　⑪得能製畳工業 （畳製作）

⑦

・通信運搬等
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（１）ものづくりマイスターの開拓

・通信運搬等
● マイスター認定者数（今年度） ・ものづくりマイスター認定登録 ・令和元年度認定登録者数　12名 ・令和元年度認定登録者数　1名（12/12予定）

　　目　標　　　　17名
　　最終見込　　13名

● ＩＴマスター認定者数（今年度） ・ITマスター認定登録 ・令和元年度認定登録者数　1名 　【累計人数】
　　目　標　　　　1名 　ものづくりマイスター認定登録者数　336名　57職種

　　最終見込　　1名 　ITマスター認定登録者数　8名　4職種

・講師謝金等、受講者旅費、会場費 ・ものづくりマイスター、ITマスター ・第1回 ・第2回（予定）
　指導技法等講習会開催 　　日　　　時　令和元年6月22日（土）　13：00～16：00 　　　日　　　時：令和2年2月15日（土）

　　会　　  場　 ポリテクセンター石川 　　　場　　　所：石川県地場産業振興センター
　　受講者数　 ものづくりマイスター13名 　　　受講者数：約10名
　　　　　　　　 　ITマスター　1名

・ものづくりマイスター交流会 ・第1回
　　日　時　令和元年8月24日（土）　13：30～16：30
　　会　場　石川県地場産業振興センター　第8会議室
　　テーマ　高校生等のレベルアップを図るための
　　　　　　　”ものづくりマイスター”としての取り組み方
　　　　　　　（別添資料参照）
　　出席者　機械加工ものづくりマイスター　12名

・中央技能振興センター主催研修会 ・ものづくりマイスター職種別事例発表・意見交換会 ・ITマスター指導技法等講習講師向け講習会
　　日　　　時：令和元年11月6日（水）13：30～16：30 　　　日　　　時：令和元年12月6日（金）13：30～16：30

　　場　　　所：フクラシア八重洲（東京都） 　　　場　　　所：AP東京八重洲（東京都）
　　対象職種：菓子製造職種 　　　対 象 者：ITマスター等
　　参加者数：1名 　　　参加者数：1名

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

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

（２）ものづくりマイスター等に対する
　　　研修

・出演者等謝金等、材料費

・講師謝金等、材料費

ものづくりマイスターの認定、登録に関する業務



４月～１１月（実績） １２月～３月（予定）区　　分
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・通信運搬等 ・「出前ものづくり講座」募集 ・出前講座、事業所見学同時募集
　　実施日　平成31年4月10日（水）
　　募集先　石川県内小中学校　283校
　　　　　　　（小学校199校、中学校82校、小中学校2校）

・「ものづくりマイスターが働く職 　　実施日　平成31年4月10日（水） ・令和2年度分職場体験実習受入先募集（2月予定）

　場での職場体験実習」募集

・職員旅費等 ・業務調査（県外） ・他県技能振興コーナー業務調査（意見交換等）
　　訪問先：愛知県職業能力開発協会 技能振興コーナー
　  日　 時：令和元年11月22日（金）
　　職員2名

・マイスター等謝金、旅費、材料費等 ・企業・業界団体等 ・（株）板尾鉄工所ほか42件　　活動数 1,090人日 ・企業・業界団体等18件　活動数　180人日

● ものづくりマイスター活動数 ・工業高校等 ・県立工業高校ほか22件　　　 活動数 2,190人日 ・工業高校等18件　        活動数　780人日
　目　標　 　　 　 3,600人日
　3月末見込み　 4,240人日 　　　　　　　　　             活動数　小計 3,280人日 　　　　　　　　　　　　活動数　小計 960人日

・活動数3月末見込み　　　合計 4,240人日

・マイスター等謝金、旅費、材料費等 ・出前ものづくり講座 ・珠洲市立緑丘中学校ほか33校　　活動数　1,862人日 ・金沢市立馬場小学校ほか14校　　活動数　877人日

　　小中学校を対象に実施
● ものづくりマイスター活動数

　目　標　 　　 　 2,400人日 ・事業所見学（バス借上げによる） ・かほく市立大海小学校ほか6校　　　活動数　274人日
　3月末見込み　 3,100人日 　　小中学校を対象に実施

・職場体験実習 ・金沢市立野田中学校ほか5校12件　　活動数　87人日
　　中学校（2年生）を対象に実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動数　小計　2,223人日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動数　小計　877人日

・活動数3月末見込み　　　合計 3,100人日

● ITマスター活動数
　目　標　 　　 　 97人日 ・ＩＴの魅力発信講座の実施 ・金沢市立夕日寺小学校ほか1校
　3月末見込み　 72人日 　　小学校を対象に実施 　　ロボットプログラミング講座　活動数　計72人日

・活動数3月末見込み　合計 72人日
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・会場費等
・第1回連携会議　令和元年 5月10日(金) ・第2回連携会議　令和元年12月10日(火)

5

・職員旅費等
・全国会議
　　日時：平成31年4月24日（水）　13：30～17：00
　　場所：TKP西新宿カンファレンスセンター（東京都）
　　職員2名出席

・ブロック会議
　　日時：令和元年11月21日（木）　13：30～17：00
　　場所：AP名古屋名駅（名古屋市）
　　職員2名出席

（１）若年技能者の人材育成に係る
　　相談・援助

　　募集先　実習生が受入れ事業所に通える範囲の
　　　　　　　 中学校　46校

ものづくりマイスターの活用に係る
業務

（２）ものづくりマイスター等の派遣
 　　による指導

・「ものづくりマイスターが働く
　事業所見学」募集

（３）「目指せマイスター」プロジェクト

連携会議

全国斉一的な事業展開


