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令和３年度奈良県地域振興コーナー事業推進計画案 

                    （令和 2年 12月 21日現在） 

令和３年度若年技能者人材育成支援等事業 

（地域における技能振興事業） 

区 分 事 項 

①  技能五輪全国大会の予

選の実施等 

 ア 技能五輪全国大会の予選の実施 

造園職種   令和３年度予選 令和３年５月 ２０名        

日本料理職種 令和３年度予選 令和３年５月  ８名        

美容職種   令和４年度予選 令和４年２月 ２０名        

和裁職種   令和４年度予選 令和４年１月  ５名 

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 

若年者ものづくり競技大会 愛媛県（８月４日～８月５日） 

ﾛﾎﾞｯﾄｿﾌﾄ組込み・造園職種 選手５名（２ﾁｰﾑ×２名・１名）、

指導者３名 

技能五輪全国大会 東京都（１２月１７日～１２月２０日） 

 美容・造園・和裁・日本料理・フラワー装飾職種 選手８名、

指導者７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 

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）イベントの実施 

・ものづくり体験コーナー 

 技能に係る講演、製作実演(ステージ・ブース)、ものづく

り体験教室及び作品展示等の実施 

日  程：令和３年１１月 

会  場：橿原公苑 

   集客予定人数：３０００名（予定） 

   実施する内容：ステージにおける製作実演１団体、 

ブースにおける製作実演３団体、ブー

スにおけるものづくり体験教室の実施

１３職種（IT関連を含む） 

ならびに県内工業高校４校各科 

 ・地方公共団体及び各種学校でのものづくり体験教室の実施 

   開催時期：１０月 

   回  数：年１回 

   集客予定人数：３００名（予定） 

     実施する内容：ものづくり体験教室の実施５職種 

（IT関連を含む） 
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区 分 事 項 

（ｲ）ものづくりマイスター以外の熟練技能者の派遣 

  若年技能者等に対する実技指導の実施 

  企業・団体 

   企業・団体数：１社 

   回数：１回（３時間） 

   熟練技能者等活動数：１回 

   受講者目標数：延べ４０名 

   職種：フラワー装飾等 

  高等学校 

   学校数：延べ６校（機械工学科、フードデザイン科等） 

   回数：５６回（各回３時間） 

   熟練技能者等活動数：５６回 

   受講者目標数：延べ７４０名 

   職種：溶接、鍛造、フラワー装飾、日本料理等 

 

イ 技のアーカイブ作成 

ものづくりマイスター、熟練技能者の実演動画を作成し、 

  ホームページ上で公開する。【継続事業】（３カ所撮影） 

 

ウ 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、センター、幹事県を

始め、会場設営を含むことについてセンターと協力して取り

組む。 

 

エ 技能士展の実施 

    ブロックごとのイベントに際しては、センター、幹事県を

始め、会場設営を含むことについてセンターと協力し、また

技能士会と連携を図りながら取り組む。 

 

オ 技能五輪全国大会を活用した技能の理解促進 

   技能五輪全国大会の観覧を希望する高校生以上の対象者 

について、バスによる移動手段を手配する。 

   バス台数：２台 

   観覧人数：３０名程度 ２回 

  

カ 「地域発！いいもの」応援事業の実施 

会員企業、団体、各種学校訪問時あるいは技能を伝えるイベ
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区 分 事 項 

ント開催時に各団体に広報して認識して頂くとともに、県内ロ

ーカルニュース・新聞紙上に目を配り「地域発！いいもの」に

該当するような事例が有れば応募して頂くよう勧奨する。 

  

キ グッドスキルマーク事業の実施 

業界団体、各種学校訪問時あるいは技能を伝えるイベント開

催時にグッドスキルマークのロゴ表示により一般消費者に対

して優れた技能を駆使した付加価値の高い製品であることを

各団体に紹介し周知する。また、製造・建設系業界団体の総会

等において技能検定と共にこのような制度のあることを広報

させてもらい、応募して頂くよう勧奨する。 

 

ク 卓越した技能者（現在の名工）の表彰制度の紹介コンテンツ

の作成支援 

  卓越した技能者のプロフィール、仕事に対する思い、若者に

伝えたいこと等を、センターが示す編集方針に沿って取材を

行い、取材結果をセンターに提出する。 

 

（ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務） 

区 分 事 項 

① ものづくりマイスター

等の開拓・説明・申請書類

等のとりまとめ 

 

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

ーの開拓について、通年で幅広い職種のものづくりマイス

ター、ITマスター及びテックマイスターの認定を行う。 

・ニーズが有るにもかかわらずものづくりマイスターが不足

している職種については、技能検定受検企業リストから、

マイスターが不足している職種の合格者を多く輩出して

いる企業を訪問し、社員や退職された熟練技能者に対しマ

イスター制度への登録を勧奨していただくよう理解と協

力を求める。 

・IT マスターについては情報処理技術者がいると思われる

企業を訪問し、社員や退職社員に登録への勧奨をして頂く

よう理解と協力を求める。 

・テックマイスターについては、既存のものづくりマイスタ

ーの方でこのような経験や能力をもっておられる方をこ

れまでの依頼内容から洗い出し登録して頂くよう勧奨す

る。また、ものづくりマイスターを多く輩出している企業
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区 分 事 項 

に新たに該当する方がおられるか問い合わせて協力を求

める。 

・企業、業界団体への訪問等の頻度については、担当者１名

が毎月４日程度訪問する。また、ものづくりマイスター等

の開拓以外でも、企業・業界団体訪問時には、マイスター

制度への理解、協力を求める。 

   ものづくりマイスター認定数：１２名 

   ITマスター認定数：１名 

 

② ものづくりマイスター

等に対する研修 

 

開催時期：１０月、２月 

   実施頻度：年２回 

   参加者延べ人数：２０名 

      未受講者に対しては、開催毎に呼びかけをする。また、

未受講者が出席しやすい曜日で開催日程を考え実施する。 

      また、過去３年間に一度も活動実績がないものづくりマイ

スターに対しては、リストアップを実施のうえ、所属企業・

本人に対して電話、訪問の上、引き続き活動する意志がある

か否かを確認し、活動の意志がある場合は最新の指導技法等

に係る講習を行う。 

 

 

（ものづくりマイスター等の活用に係る業務） 

区 分 事 項 

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 

   ものづくりマイスター及び IT マスターの効果的な派遣に向

けた、要請のあった企業、学校等からより具体的なニーズを引

き出すための相談・援助の体制について 

   企業については、技能検定２級、３級の課題を示しながら取

得をめざした講習を提案する。 

   また、生産性・品質向上、人材育成方法の指導、労働安全衛

生法を含む労働環境の改善に向けた助言を実技以外の指導と

して提案していきたいと考えている。 

    学校については、技能検定３級の課題を学校カリキュラムの

中でもしくは選択授業、クラブ活動で取り入れてもらえないか

より具体的に呈示し、併せて技能検定の受検勧奨もおこなう。 

IT マスターの学校への派遣のため、教育関係機関等への働き

かけなどの程度： 
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区 分 事 項 

     IT マスターの派遣ニーズがあると思われる情報工学科等を

中心にその存在をアピールし学校側のニーズと照らし合わせ

ながら広報を重点的に実施する。 

 

② ものづくりマイスター

等の派遣による指導の実

施 

ア 中小企業・業界団体に対する実技指導 

   中小企業に対して、技能についてのニーズを聞き実技指導

の実施に向け訪問、連絡を重ねていく。業界団体、組合を

通じて広報を行い重点的に実施する。IT マスター、テック

マイスターに係る指導内容について、問題点や課題を収集、

分析し、改善に向けた実技指導につなげていく。 

また、業界団体、組合を通じてのその成果を広報して頂き広

げていく。 

            

 中小企業・業界団体に対する実技指導  ７０日  

      企業・業界団体数：１０社  ５００人日（目標） 

   職種：機械加工、工場板金、塗装、畳製作、表装、印刷、 

菓子製造等 

 

イ 工業高校等学校に対する実技指導 

   技能五輪全国大会の競技課題又は技能検定試験の実技課題

を用いた実技指導を重点的に実施する。 

 

工業高校等学校に対する実技指導 １００日              

工業高校等学校数：６校（２５科）８００人日（目標） 

   職種：機械加工、工場板金、鋳造、建築大工、建具製作、

畳製作、電気機器組立て、パン製造、菓子製造等

の技能検定課題を用いて実施する。 

 

 指導内容等 

   ものづくりマイスター、IT マスター及びテックマイス

ターが記録した実技指導の記録を用い、企業担当者、学校

担当者に、技能レベルの到達度の評価、今後の課題、実技

指導の上でマイスターがほめていた点などを伝える。特

に、企業の実技指導はどの技能が足らないのかなどがわか

り、今後の実技指導を考慮される上で参考になる。   

③ 「目指せマイスター」プ

ロジェクト 

ア 「ものづくりの魅力」発信 

      県教育委員会を通じて募集を行う等、県教員委員会と連携
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区 分 事 項 

 を取りながら実施する。 

 （ｱ）学校の授業等への講師派遣（児童・生徒を対象） 

  小中学校に対し、ものづくりマイスターによる全体講演、製

作実演及び希望職種に分かれてのものづくり体験教室を実施。

小学校は、５・６年生、中学校では、１・２年生を中心に実施

する。 

  (1) 小中学校等への派遣日数 １５日 

    ものづくりマイスター派遣者数：３０名（１５日×２名） 

    受講者数：４８０名 

 

   (2) 効果的にものづくりの魅力を伝えるための取組 

ものづくりマイスターによる全体講演および製作実演

を実施。その後あらかじめ調査した希望職種（１職種２

０人前後）に分かれてのものづくり体験教室を実施。小

学校は、５・６年生、中学校では、１・２年生を中心に

実施する。 

 

    職種：和裁（エコ箸袋製作）、建築板金（銅板ネームプレ

ート製作）、菓子製造（ケーキ製作）、表装（障子・

襖の実習）、広告美術仕上げ（ゆめミラー製作）、 

ガラス施工（万華鏡製作）、建具製作（フォトスタ

ンド製作）、塗装（ウェルカムボード製作）、造園（箱

庭製作）、工場板金（自動車車体整備の実習）、 

印章彫刻（印鑑製作）、タイル張り（タイル張り 

小物ケース製作） 

    

（ｲ）ものづくりマイスターによる講義を伴う児童・生徒を対象

とした事業所等見学の実施 

   小中学校に対し、バスを使用し事業所等を見学する。 

     学校数：３校 

    講師：ものづくりマイスター３名 

    受講者数：１２０名 

 

（ｳ）学校の教師、児童・生徒の保護者等を対象とした「ものづ

くりの魅力」講座等への講師派遣 

   ・上記（ｱ）・（ｲ）を実施する学校の教師を対象に事前にも

のづくりマイスターによる製作実演やものづくり体験
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区 分 事 項 

と講義を実施する。 

       学校数：５校、回数：５回（各校 1時間） 

        ものづくりマイスター派遣者数：５名 

    受講者数：３０名 

    職種：ものづくりマイスターによる全体講演・製作実演、

ものづくり体験教室を行う職種を体験して頂く。 

 

   ・また、（ｱ）を実施する学校の保護者を対象に参加をよび

かける。 

    学校数：５校 

    受講者数：３０名 

 

イ 「ITの魅力」発信 

    学校の授業等への講師派遣（児童・生徒を対象）の１職種と

して派遣する。小中学校等において学校にあるパソコンを利

用して身近な素材で講義と実習を織り交ぜた講習や授業を

展開する。 

    学校数：２校［ア(ｱ)との同時開催］ 

   ITマスター派遣者数：４名 

  受講者数：４０名 

 

ウ その他、若者に対する「ものづくりの魅力」発信 

      地域若者サポートステーションからの要請に応じて製作

実演及びものづくり体験を実施する。 

    対象者： 地域若者サポートステーション事業の支援対

象者 

    実施回数：２回 

    講師：ものづくりマイスター２名 

    受講者数：２０名（目標） 

 

エ 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 

 ものづくりマイスターへ職場体験実習の実施を依頼し行う。 

  対象者：小中学生及び工業高校等の生徒及び若年求職者 

  ものづくりマイスター活動日数：延べ６０日（２０名×３日） 

受講者数：延べ１２０人日（受講者２名×６０日） 
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（地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営） 

区 分 事 項 

連携会議の設置・運営 連携会議を設置し、奈良県技能振興コーナーが事務局となり運営 

構成員：奈良県中小企業団体中央会 

一般社団法人奈良経済産業協会 

奈良県商工会議所連合会 

奈良県商工会連合会 

日本労働組合総連合会・奈良県連合会 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構奈良支部

奈良県産業・観光・雇用振興部雇用政策課 

奈良県教育委員会事務局学校教育課 

奈良県工業教育研究会 

奈良労働局職業安定部訓練室 

奈良県技能士会連合会   

 開催回数：２回  

 第１回目：令和３年６月中旬：本年度の推進計画の決定 

 第２回目：令和３年１２月中旬：本年度の実施状況等を踏まえ

た事業の総括 
 


