
令和元年度若年技能者人材育成支援等事業　静岡県技能地域振興コーナー実施状況（令和２年1月現在）

（地域における技能振興事業）

区　分

１．技能五輪全国大会の (1)　技能五輪全国大会の予選の実施     （1）  令和元年度技能五輪全国大会静岡県予選を実施した。（実施予定含む）

    予選の実施等 実施時期：令和2年2月（予定）              競技職種：電気溶接、電工、和裁、西洋料理

・電気溶接職種、電工職種、和裁職種、西洋料理職種の                     （県予選参加案内チラシの配布）

  ４職種について実施します。            発送先：五輪予選開催職種関連事業所270部、高校・専門学校25部

・県予選のＰＲ及び参加選手の募集を行います。            参加申込み締切：令和元年11月22日（金）

第58回技能五輪全国大会静岡県予選

職種 選手数

電気溶接 1

電工 1

和裁 7

西洋料理

(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

・参加選手及び指導員の旅費並びに工具等の運搬費等の援助をします。

工具運搬費の支援

選手 指導者 選手数 選手

35名 10名 15 7

20名  5名 19 13

２．ものづくりの魅力、技能者の
(1)ものづくりマイスター 、ITマスター及びそれ以外の

持つ技能を伝えるための取組 熟練技能者の活用（イベント）

　 ①　イベントの実施（当コーナー主催） ①  イベントの開催

静岡県、静岡市、静岡労働局等及び関係団体 名称： 「ものづくりフェスタ2019inしずおか」

9月21日（土）　10：00～16：00 日時： 令和元年9月21日（土）10：00～16：00

ツインメッセ静岡　南館大展示場 会場： ツインメッセ静岡南館大展示場

・ものづくり体験コーナー　10職種程度 主催： 静岡県地域技能振興コーナー（静岡県職業能力開発協会）

・熟練技能者の実演、展示コーナー等 後援： 静岡労働局、静岡県、静岡県教育委員会、静岡市、静岡市教育委員会等

　技能士の製作作品展示等。            内容：（コーナー）

・ＩＴ関連職種の体験・実演等                 ●   子どもものづくり体験コーナー

約20団体、約200人                 ●   １級技能士による実演・展示

来場者数：延べ約2,500人                 ●   IT関連職種：ロボットプログラミング体験実施

・体験者数1,800人   参加者数等： （一般来場者）来場者数約5,000人、ものづくり体験者数4,287人

（出展者）体験、実演40団体、指導者298名

名称： 清水技術専門校技能祭2019

日時： 令和元年11月24日（日）10：00～16：00

会場： 静岡県立清水技術専門校

主催： 静岡県立清水技術専門校

  参加者数等： 来場者数700人、ものづくりマイスター制度をPR

②　ものづくりマイスター以外の熟練技能者の派遣 ②　要請なし。

      ものづくりマイスターの非登録職種や活動範囲等条件の一致しない職種の実技指導を企業

 等から要請を受けた場合には、県内の熟練技能者等を派遣し、様々な要望に応えられる体制

 を整えます。

(2) 技能競技大会展の実施

中央技能振興センターが行う、技能競技大会展について広く県民に周知し、協会の長年培った 上記(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（イベント）

企業・業界団体との協力体制により、技能競技大会のデモンストレーション、競技課題の製作物 ①  イベントの開催　「ものづくりフェスタ2019inしずおか」　にて実施。

、パネル等の展示の要請があった場合は積極的に協力します。 

開催時期：中央技能振興センターと調整の上、決定。

開催場所：中央技能振興センターと調整の上、決定。

開催規模：集客数100名以上。

(3) 技能士展の実施

中央技能振興センターが行う、技能士展の実施について広く県民に周知し、静岡県技能士会 上記(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（イベント）

①  イベントの開催　「ものづくりフェスタ2019inしずおか」　にて実施。

開催時期：中央技能振興センターと調整の上、決定。

開催場所：中央技能振興センターと調整の上、決定。

開催規模：集客数100名以上。

(4) 技能五輪全国大会を活用した技能の理解促進 技能五輪全国大会見学バスツアーの実施

 高校生、職業訓練校等に若年技能者が日本一を競う姿を観覧させることにより、技能の重要 　　　　見学先：愛知県国際展示場

性等の理解を促進させるため技能五輪全国大会の見学バスツアーを実施します。  　　見学職種：建築大工、フラワー装飾等

・台　数 中型3台(本県の地理的事情により)　 　　　　　台数：大型バス　3台

・参加者数 90名 　参加団体数：県立浜松工業高等学校等15団体

　　参加人数：103名

(5)「地域発！いいもの」応援事業の実施

和裁

西洋料理

若年者ものづくり競技大会

令和2年1月22日

令和2年2月11日

職種

ものづくり体験

後　　援

開催時期

開催場所

参加者数等

合　　計

大会名

技能五輪全国大会

・実施回数

・参加者数

電気溶接

電工

13

10

令和2年2月22日

参加申請なし

期日 会場

大会名
旅費支援

東海旅客鉄道㈱浜松工場

㈱トーエネック

辻村和服専門学校

実施計画 進捗状況

連合会をはじめ、協会の長年培った企業・業界団体との協力体制により積極的に協力します。

予定者数

5名

5名

5名

第57回技能五輪全国大会

第14回若年者ものづくり競技大会

内　　容

10名

　25名

1日3人　延べ18人

2職種　3回

指導者数



中央技能振興センターが定める募集要項に基づき、当協会の会員事業所（団体）、技能検定 静岡県内の中小企業（代表者・技能育成担当者）に対して、ものづくりマイスター派遣制度の周知と併せて、

関連事業所等に周知します。また、連携会議メンバーである「静岡県経済産業部就業支援局、 「地域発！いいもの」に係る周知を行った。

静岡県経営者協会、静岡労働局、静岡県中小企業団体中央会、他6団体」の関連事業所

等に対して幅広く周知し、申請書類の受付・確認、センターへの応募書類の送付、センターか

ら送られる結果通知について応募者への送付業務を行います。

(6) グットスキルマーク認定の実施

技能検定制度の更なる周知・普及を図るため、募集要項に基づき、当協会の会員事業所、 静岡県内の中小企業（代表者・技能育成担当者）に対して、グッドスキルマークの呼びかけを実施した。

ものづくりマイスター、静岡県技能士会連合会に周知します。 印章彫刻職種1件認定。

また、連携会議メンバーである「静岡県経済産業部就業支援局、静岡県経営者協会、静岡

労働局、静岡県中小企業団体中央会、他6団体」の関連事業所等に対して幅広く周知し、

申請書類の受付・確認を行い、取りまとめのうえセンターへの応募書類を送付するとともに、セ

ンターから送られる結果通知について応募者への送付業務を行います。

(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の作成支援

昨年度、現代の名工受賞者のプロフィール（入職のきっかけ等）、仕事に対する思い（やりがいや 取材要請なし。

苦労したこと）、これから入職する若者に伝えたいこと及び写真（作品及び作業風景）について、

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ます。

（ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務）

区　分

１．ものづくりマイスター等 ・企業訪問、PRパンフレットの送付等により周知に努めます。  （1） ものづくりマイスター派遣制度のﾘｰﾌﾚｯﾄ配布

    の開拓 ・該当者がいない職種を重点的に開拓するよう努めます。 配布先： 当協会会員、技能士会連合会会員、技能検定関連事業所、技能検定合格者伝達式

  特に、派遣依頼があっても該当者がいない電子・電気機器 組立て職種等を重点的 に開拓 （東部・中部・西部）、検定員会議、その他訪問及び各種会議、講習会等で配布

するよう努めます。 配布部数： 900部

・企業等に対して熟練技能者の退職時の広報、非常勤の熟練技能者等への広報活動を積極 配布時期： 令和元年5月～令和元年11月

  的に行います。  （2） コーディネーターによる企業訪問

・経営者協会や中小企業団体中央会等の会議で、協力依頼します。 委嘱者： 1名

・企業訪問を専門的に行うコーディネーター1名を配置し、月5日10社を訪問目標として、情報を 委嘱期間： 令和元年10月1日～令和2年2月29日

  直接発信し制度の活用に繋がるように努めます。 活動内容：

  活動成果： 今年度はコーディネーターに対しての業務の概要説明にとどまった。来年度より活動を開始する予定

２．ものづくりマイスター等への ・認定されたものづくりマイスター等で、センターが定める指導

    説明   技法免除基準に該当する者以外の者に対して、指導技法講習を受講する必要がある旨の周知 １・ものづくりマイスター認定申請及び認定結果

  を行うと共に活動条件等についても説明します。 年度目標 21名認定

・初めて実技指導を開始するマイスター等に対して活動方法等に ついて説明します。 6月 9名申請

8月 6名申請

 10月 2名申請

３．申請書類の取りまとめ ・円滑な事務処理等により申請書類をとりまとめ、センターに提出 12月 11名申請

   します。 合計 28名申請

２・ ITマスター認定申請及び認定結果

年度目標 1名認定

３・テックマイスター認定申請及び認定結果

年度目標 なし

４．ものづくりマイスター等 職業訓練指導員免許を取得していない者を対象に指導技法等

    に対する研修 講習会を実施します。 　ものづくりマイスター、ITマスターに認定された者のうち、職業訓練指導員免許を取得していない方を対象に指導技法

講習会を実施した。

回数 期日 受講者

第1回 7月12日(金） 3名

第2回 9月11日(水） 3名

第3回 2月19日(水） 4名

講師及び内容

　　　　　指導技法：指導者の役割と望ましい態度、実技指導教材の作り方、OJTによる指導の進め方。

　　　　　個人情報保護、ハラスメント：若年者・学生との接遇、個人情報の保護、セクハラ・パワハラの防止。

　　　　　ITマスターの指導心得：指導者の役割と望ましい態度、実技指導教材の作り方、指導の進め方。

（ものづくりマイスター等の活用に係る業務）

区　分

１．若年技能者の人材 ・相談窓口において、人材育成に係る取組方法を指南します。 ・訓練施設・設備等のコーディネートの実施

   育成に係る相談・援助 ・訓練施設・設備等のコーディネートを実施します。          依頼元： 静岡県立吉原工業高等学校

・ものづくりマイスター等の派遣について相談・援助を実施します。          借用施設： 静岡県立沼津技術専門校

         借用日： 令和元年12月21日（土）、12月22日（日）、令和2年1月18日（土）、19日（日）

         訓練内容： 工場板金

（主な内容）

(1) 技能競技大会（技能五輪国際大会、技能五輪全国大会、

     若年者ものづくり競技大会等）の競技課題をベースとした実技指導

(2) 技能検定試験問題（2.3級相当）を使用した実技指導

(3) 県教育委員会、各市町教育委員会や小中学校に対し、「目 指せものづくりマイター」

   プロジェクトの活用説明

9名認定

6名認定

1名認定

１0名認定

26名

学校法人静岡理工科大学の御紹介により、浜松情報専門学校及び沼津情報ビジ
ネス専門学校に伺い、ITマスターへの登録申請と活動への協力を依頼した。

会場内　容

・指導者の役割と望ましい態度、実技指導教材の作り方等

・若年者・学生との接遇、個人情報の保護、セクハラ・パワハラの防止。

1名認定

静岡県職業能力開発協会

静岡県職業能力開発協会

静岡県職業能力開発協会

実施計画 進捗状況

実施計画 進捗状況

0名申請

毎月10社以上を訪問し、ものづくりマイスター派遣制度の説明、 従業員のマイスター登録依頼。



【ものづくりマイスター等の活用に係る訪問企業等数】 ・ものづくりマイスター等の活用に係る訪問企業等数

人員 総訪問数 人員 総訪問数

2名 80社(校) 3名 118社(校)

1名 100社(校) 1名 0社(校)

180社(校) 計 118社(校)

２．ものづくりマイスターの ・技能競技大会の競技課題又は技能検定試験問題の一部の技能に関した訓練指導

派遣による指導の実施   

①  中小企業に所属する若年者に対する指導を行います。

②工業高校・職業訓練校等の学生に対する指導を行います。

    また、工業高等学校の教師に対する指導については、技能 検定の受験を予定する者に対

   して実施します。

③企業、業界団体等から実技以外の生産性・品質向上、人材育成法の指導、労働安全

    衛生法を含む労働環境の改善に向け人材の育成にものづくりマイスター等を派遣します。 ・中小企業及び工業高校・職業訓練校等の学生等に対する訓練指導

    《派遣活動状況》

【実施目標】 派遣人日 受講者数

１．中小企業・教育機関数　：　延べ　 　　246校　 260 人日 425 人日

２．受講者数　　　　　　　：　延べ　　　3,233人日 455 人日 2,496 人日

３．マイスター派遣人員　　：　延べ　　　　618人　 715 人日 2,921 人日

３．「目指せマイスター」 (1)　「ものづくりの魅力」発信

     プロジェクト ① 学校の授業等への「ものづくりマイスター」を講師派遣します。

【実施目標】 ・学校の授業等へのものづくりマイスター派遣

１．教育訓練機関数　　　　：　延べ　 　　162校　 《派遣活動状況》

２．受講者数　　　　　　　：　延べ　　2,155人日 派遣人日 受講人日

３．マイスター派遣人員　　：　延べ　　　412人　 344 人日 2,494 人日

②  学生生徒等を対象とした事業所見学会を開催します。

【実施目標】

１．教育訓練機関数　　　　：　延べ　　 　　2校　 ・学生生徒等を対象とした事業所見学会

２．受講者数　　　　　　　：　延べ　　　 200人日 派遣人日 受講人日

３．マイスター派遣人員　　：　延べ　　　　 2人 5 人日 187 人日

③  学校の教師等を対象とした「ものづくりの魅力」講座等を開催します。

・学校の教師、保護者等を対象に講座等を開催します。

【実施目標】

１．教育訓練機関数　　　　：　延べ　 　　61校　 ・学校の教師、保護者等を対象に講座等を開催します。

２．受講者数　　　　　　　：　延べ　　　200人日 派遣人日 受講人日

３．マイスター派遣人員　　：　延べ　　　 72人　 98 人日 209 人日

(1)　「ITの魅力」発信

① 学校の授業等への「ITマスター」を講師派遣します。

【実施目標】

１．教育訓練機関数　　　　：　延べ　　  　8校　 ・学校の授業等へのITマスター派遣

２．受講者数　　　　　　　：　延べ　　　240人日 派遣人日 受講人日

３．ＩＴマスター派遣人員　：　延べ　　　　16人　 21 人日 316 人日

(2)　若者に対する「ものづくりの魅力」の発信

・地域若者サポートステーションと連携を図り、就労に向けた  実習訓練等にマイスターの

派遣を行います。

【実施目標】

１．教育訓練機関数　　　　：　延べ　　  　1校　 ・地域若者サポートステーションへのものづくりマイスター派遣

２．受講者数　　　　　　　：　延べ　　　 30人日 派遣人日 受講人日

３．マイスター派遣人員　　：　延べ　　　　5人　 5 人日 33 人日

(3)　ものづくりマイスターの働く職場での職場体験実習

・ものづくりマイスター所属企業等の協力を得て職場体験実習を実施します。

【実施目標】

１．教育訓練機関数　　　　：　延べ　　  　3校　 ・ものづくりマイスター所属企業等への職場体験実習

２．受講者数　　　　　　　：　延べ　　　  15人日 派遣人日 受講人日

３．マイスター等派遣人員　：　延べ　　　　9人　 16 人日 58 人日

（地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営）

区　分

１．連携会議の設置 静岡県経済産業部就業支援局、静岡県教育委員会、静岡県経営者協会、静岡労働局、日 　　委員： 静岡県経済産業部就業支援局 静岡県教育委員会

本労働組合総連合会 静岡県連合会、静岡県技能士会連合会、独立行政法人高齢・障害・ 日本経団連一般社団法人静岡県経営者協会 静岡労働局

求職者雇用支援機構静岡職業訓練支援センター、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用 日本労働組合総連合会静岡県連合会 一般社団法人静岡県技能士会連合会

支援機構 浜松職業能力開発短期大学校、静岡県中小企業団体中央会、静岡県工業高等 静岡職業能力開発促進センター 浜松職業能力開発短期大学校

学校校長会、静岡県職業能力開発協会をメンバーとする連携会議を設置し、本県の産業特性、 静岡県中小企業団体中央会 静岡県工業高等学校校長会

就業構造等を踏まえた本事業の推進計画、進捗状況の管理などを行います。 静岡県職業能力開発協会

  （1） 第1回連携会議

開催日：令和元年6月6日（木）　　15：00～16：30

２．連携会議の開催回数 年2回開催します。 会場：男女共同参画センター　あざれあ 第2会議室

議題

現在集計

現在集計

現在集計

現在集計

現在集計

企業・業界団体　集計

１人当たりの活動目標

月2日×2社(校)×10ヶ月

月5日×2社(校)×10ヶ月

コーナー職員

コーディネーター

現在集計

学校　（体験・魅力）  集計

現在集計

第1回 5月 事業計画の説明等

進捗状況実施計画

コーナー職員

コーディネーター



① 平成30年度若年技能者人材育成支援等事業実施結果報告について（実績報告）

② 令和元年度若年技能者人材育成支援等事業計画について（計画説明）

  （2） 第2回連携会議

開催日：令和2年2月17（月）　　15：00～16：30　

会場：男女共同参画センター　あざれあ 第2会議室

議題

① 令和元年度 若年技能者人材育成支援等事業 状況報告（経過状況報告）

② 令和2年度　事業推進計画（案）（計画概要提案）

第2回 12月 事業の進捗状況の報告等


