
SPBU 第1四半期経営取組み

事業項目 進捗状況 特記事項
（令和元年１２月１６日現在）計画 実績

１．地域における技能振興事業の実施

(1) 技能五輪全国大会の予選の実施等

①技能五輪全国大会予選の実施 1職種 ■西洋料理職種予選会を2月に実施予定

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
（旅費及び工具運搬費の支援）

若年者
7名程度

五輪
11名程度

6名

5名

■若年者ものづくり大会 選手６名（５職種）派遣
３職種で入賞 銀賞１名、敢闘賞２名

■技能五輪全国大会 選手５名（３職種）派遣
（株）濱﨑組 吉村選手が金賞受賞 （左官）

(2) ものづくりの魅力、技能を伝える取
組

①イベント（ものづくり体験）関係 来場者
2,000名

5,391名 ■えひめものづくりフェア2019を9月22日に開催
主催：職業能力開発協会(振興コーナー）、愛媛県
共催：県技能士会
協力団体等：46団体（40業界団体等 学校6校）
※1日開催でしたが大勢の方に来場頂き大盛況

■体験教室参加者 (県下全域18会場）2,124名

②熟練技能者による実技指導 1,000名 852名 ■中小企業や専門高校等に熟練技能者を派遣
し、菓子製造、フラワー装飾などの職種で
技能継承の一貫として延べ852名に実技指導
を実施

1-1.  令和元年度「若年技能者人材育成支援等事業」 項目別取組実績



SPBU 第1四半期経営取組み

事業項目 進捗状況 特記事項
（令和元年１２月１６日現在）目標 実績

(2) ものづくりの魅力、技能を伝える取組
③その他の取組み

－ GS ２件
認定

■厚労省 「グッドスキルマーク」 に愛媛県内で
はタイル張り・調理で初めて認定されました

＊一級技能士が作る製品などに、優れた技能を
駆使した付加価値の高い製品である事を
アピール （下半期は1事業所申請中）

■「地域発、いいもの」応援事業：
西条農業高等学校の取組が事例集に掲載

■卓越した技能者（現代の名工）紹介事業：
県内は対象者1名を取材予定

２．ものづくりマイスター等の認定・登録

①ものづくりマイスター等の開拓・認定

もの10名
IT 1名
テックなし

もの16名
IT 1名
テック1名

■各団体への掘り起こし活動等を推進し、
ものマイ13名を認定し計画を達成。
・ものづくりマイスター16名
・IＴマスター1名（計画1名）
・テックマイスター1名（県内初認定）

②ものづくりマイスター等に対する研修 2回 5回 ■指導者研修を5回実施（受講者17名）
ものマイ対象3回、ITマスター対象2回

３．ものづくりマイスター活用に係る業務

(1)ものづくりマイスター及びITマスター
派遣による実技指導

①中小企業若年技能者への実技指導
（松山刑務所での実技指導含む）

320名 298名 ■新規実技指導対象企業開拓を推進について
継続して事業展開中

■14団体に対して実技指導を実施
（30年度実績比で受講者数は約50人増）

1-2.  令和元度「若年技能者人材育成支援等事業」 項目別進捗状況



SPBU 第1四半期経営取組み
事業項目 進捗状況 特記事項

（令和元年１２月１６日現在）計画 実績

②高等学校等教育機関への実技指導 1,000名 2,464名 ■制度の認知度も定着化、受講者増加
■14校に対して実技指導を実施
（昨年度実績は15校）

３．ものづくりマイスター活用に係る業務

(2)目指せマイスタープロジェクト

①ものづくりマイスター等による魅力発信

a.魅力発信生徒・児童（学校授業） 800名 428名 ■制度の認知度も定着化
今年度初めて特別支援学校へ派遣
3学期の派遣要請もあり

b.魅力発信教師保護者 54名 31名 ■6校で教員、保護者に対して
ものづくり仕事の講話等を実施

c.ITの魅力発信 45名 約120名
（予定）

■ロボットプログラミング教室を小学校
2月に2校で開催予定

②若者（サポステ）に対するものづくり魅力発信 1回程度 1日 ■未就労の若者７名に対して、 もの
づくりマイスターによる講座を開催
（講話及びものづくり体験教室）

③マイスターの働く現場での職場体験 1回程度
（2日間）

1回
2日間

■中学生６名がマイスターが働く
職場を実体験

1-3.  平成３０年度「若年技能者人材育成支援等事業」 項目別取組進捗状況



1．（1）-②技能競技大会取組

平成29年実績 平成30年実績 令和元年実績

7月30日～8月4日　　　 7月29日～8月2日　　　 ７月３1日～8月１日　　　

愛知県 石川県 福岡県

6名 7名 6名

5職種 5職種 5職種

・旋盤・電子回路組立て

・電気工事・建築大工

・グラフィックデザイン

・旋盤・電子回路組立て

・電気工事・建築大工

・グラフィックデザイン

・造園

・旋盤・電子回路組立て

・建築大工

・グラフィックデザイン

・造園

11月24日～27日　　　 11月1日～５日　　　 11月15日～18日　　　

栃木県 沖縄県 愛知県

7名 7名 5名

4職種 ３職種 ３職種

・電子機器組立て・日本料理

・西洋料理　　・冷凍空調技術

・電子機器組立て

・冷凍空調技術

・洋裁

・電子機器組立て

・左官

・冷凍空調技術

若年者ものづくり競技大会

技能五輪全国大会

若年者ものづくり競技大会及び技能五輪全国大会への参加支援に取り組み１１選手
（若年者ものづくり競技大会6名、技能五輪5名）を派遣し愛媛の技術力をアピールしました
■若年者ものづくり競技大会 選手6名（5職種）派遣

※ 3職種で入賞 銀賞： ・電子機器組立て （松山工業高等学校 友近選手）

敢闘賞： ・グラフィックデザイン （河原デザイン・アート専門学校 伊藤選手）

・旋盤 （松山工業高等学校 山之内選手）

■技能五輪全国大会 選手5名（3職種）派遣
※ １職種で入賞 金賞： ・左官 （株式会社 濱﨑組 吉村選手）

愛媛県選手としては１８年ぶりの快挙！ 左官職種では女性初！

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

電子回路組立て

（令和元年１２月１６日現在）



1．（2）-① イベント（ものづくり体験）関係

開催日時 ：令和元年9月22日（日曜日）
開催場所 ：アイテムえひめ 大展示場
主催 ：職業能力開発協会（技能振興コーナー）、愛媛県
共催 ：愛媛県技能士会
協力団体等：４６団体

イベント会場などで、熟練技能者による
製作実演やものづくり体験教室を開催

”えひめものづくりフェア２０１９ ”を
アイテムえひめにて開催

来場者 ：5,391名 体験教室参加者1,403名
（想定 2,000名） (ｺｰﾅｰ1,237名、県166名）
想定来場者を大幅に上回る、沢山の方に来場頂きました

当日取材 ：愛媛新聞、毎日新聞、テレビ愛媛、愛媛朝日放送、

愛媛CATV、建通新聞 等

各イベント会場で受講希望者が多く、体験できない
人も出るほどの盛況ぶり

オープニングセレモニー

ものづくり体験風景ステージ催し風景
えひめ・まつやま産業まつり
小物ペイント・万華鏡製作体験

高等技術専門校
宇和島建築士会 木工カレンダー

上高柳公園
タイル張り職種 タイルアート

作品展示風景

会場内風景

対象年度 30年度実績 令和元年度計画 12月までの実績

開催会場 17会場 20会場 18会場

体験参加者数 1,394名 1,800名 2,124名

実施計画・実績

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

（令和元年１２月１６日現在）



1．(2)-② ものづくりマイスター等以外の熟練技能者による実技指導

■中小企業の若年技能者や専門高校や生徒への技能継承を図るために、熟練技能者
を派遣し、延べ852名に実技指導を実施しました。

目的 ⇒技能検定試験の実技課題等レベルの技能を習得（マイスター職種以外）
⇒技能競技大会課題を活用した指導（電子回路組立て職種）
⇒基礎的な技能の取得を図る 等

電子回路組立て職種の実技指導

指導対象

実施団体 延べ受講者数 実施団体 延べ受講者数 実施団体 延べ受講者数

中小企業 2社 27名 - - 2社 25名

専門高校 11校 913名 - - 13校 827名

計 13団体 940名 10団体 800名 14団体 852名

平成30年度実績 令和元年度計画 12月までの実績

フラワー装飾職種の実技指導

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

（令和元年１２月１６日現在）



1．（2）-③ 技能競技大会等・地域技能振興事業 1

優れた製品を輝かせる『匠』のしるしである、「グッドスキルマーク」表示許可が

県内では初めて厚労省で認定されました （２職種）

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

下半期は1事業所（菓子製造）が申請中

（全国初）

（令和元年１２月１６日現在）



2 ものづくりマイスター等の認定・登録

■ものづくりマイスター及びITマスター登録申請（認定）は目標人数を達成

　30年度実績 令和元年度目標 申請（認定）状況 　目標達成率

18名 10名 16名 160%

認定職種 10職種

塗装 冷凍空気調和器施工

樹脂接着剤注入施工 機械検査

菓子製造 鉄筋施工

パン製造 型枠施工

電子機器組立て かわらぶき

４名 1名 1名 100%

認定職種 1職種

グラフィックデザイン

※ITマスター全5職種す

べてカバー

■ものづくりマイスター・ITマスターに対する指導技法等講習会を実施

取組内容 ⇒ テックマイスターを愛媛県で初めて認定

⇒ 実技指導や魅力発信講座にニーズのある職種を中心に掘り起こしを展開

⇒ ITマスターについては、５職種すべて認定登録される

取組内容 ⇒ 新規認定者を中心に、マイスター活動前に講習会受講を必須条件として管理

実施項目
指導技法等講習会 回 第一回 第二回 第三回 第一回 第二回

実施日 7月3日 7月5日 11月18日 11月18日 11月18日
受講人数 5名 3名 6名 2名 1名

職種

冷凍空気調和機器施工
機械検査
菓子製造
パン製造

塗装
樹脂接着剤注入施工
菓子製造
冷凍空気調和機器施工

鉄筋施工
型枠施工

ITﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ管
理
ｵﾌｨｽソフトｳｴｱ・ｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ

ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ

実施結果（ものづくりマイスター） 実施結果（ITマスター）

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

（令和元年１２月１６日現在）



３．(1)-1 ものづくりマイスター等による実技指導

■

実施項目 平成30年度実績 令和元年度計画 12月までの実績

１．中小企業への派遣

実施回数 14団体 10団体（追加目標14社） 14団体

受講者数 240名 320名 298名

派遣対象職種

造園、機械加工、金属プレ
ス加工、電気機器組立て、
鉄筋施工、ガラス施工、プラ
ント製図

技能検定及び技能五輪全国
大会の競技職種のうち、建設
業及び製造業に該当する職
種

電工、電子機器組立て、冷凍空
気調和機器施工（今年度新規
職種）

２．専門高校への派遣

実施回数 １２校 15校 14校

受講者数 1,928名 1,000名 2,464名

派遣対象職種

造園、機械検査、機械保
全、電子機器組立て、電気
機器組立て、婦人子供服製
造、和裁、パン製造、建築大
工、かわらぶき、左官、鉄筋
施工、家具製作、型枠施
工、機械・プラント製図

技能検定及び技能五輪全国
大会の競技職種のうち、建設
業及び製造業に該当する職
種

菓子製造職種のマイスター認定
により、今年度よりものづくりマイ
スター職種として実施

フライス盤加工の実技指導

機械検査の実技指導

左官作業の実技指導

■中小企業の若年技能者や専門高校の生徒への技能継承を図るために、ものづくり
マイスターを派遣し、要請先の要望も反映し現場での実技指導を実施しました。

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

建築大工の実技指導

（令和元年１２月１６日現在）



３．(１)-2 ものづくりマイスター等による実技指導（ITマスター）

■
■ 愛媛県立宇和島東高等学校にITマスター（オフィスソフトウェア・ソリューション職種）

を派遣し、プログラム開発の基礎的な作業の実技講習を実施しました。

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

☆ ICT実技指導要請内容
①パソコンや授業支援環境を活用したプログラム開発の基礎的な作業の実技講習
② ITマスターの実務体験談を聞かせて欲しい

☆ 講習内容 （於 宇和島東高校 ビジネス実習室）

① Javaプログラミング基礎実習１ 科目 「プログラミング」

② システム開発の導入指導 科目 「ビジネス情報管理」

③ Javaプログラミング基礎実習2 科目 「プログラミング」

④ 開発作品への指導助言 科目 「プログラミング」

（令和元年１２月１６日現在）



3．（2）-1-① ものづくりマイスター等による魅力発信講座

「目指せマイスター」プロジェクトの推進

実施項目 平成30年度実績 令和元年度計画 12月までの実績

１．教育機関への派遣（ものづくりマイスター）

実施校数 12校 10校 6校

児童・生徒 914名 800名 428名

教師・保護者等 56名 54名 31名

IT魅力 120名 45名 （2月予定）

合計 1,090人 920名 459名

児童・生徒やその保護者等に対する「ものづくりの魅力」を発信取組を推進中。

【今年度新規に取り組んだ内容】

■ 中学校では異業種（５職種）同時ものづくり体験教室を開催しました（計143名が体験）
（陶磁器製造（砥部焼）、パン製造、塗装（サンドアート）、和裁（小物入れ）、家具製作（写真プレート）
各教室毎に約30名が体験）

教師への講習会
◆塗装施工職種

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

絵付け体験（小学校）
◆陶磁器製造職種

５職種のものづくり体験教室を同一中学校で同日開催
◆パン製造、和裁、家具製作、陶磁器製造、塗装 各職種

（令和元年１２月１６日現在）



３．（2）-② 若者に対するものづくり魅力発信

未就労の若者に対する就労支援に取組む、地域若者サポートステーションを応援
するため、ものづくりマイスターを派遣し“ものづくり体験教室”を実施。

開催日時 ： 令和元年 ７月１２日（金）

開催場所 ： 新居浜市市民文化センター ３F 第３中会議室
参加者 ： 若者サポートステーション支援対象者 ７名

講師 ： 田中 喜与志ものづくりマイスター（電子機器組立て職種）

講座内容 ： ① マイスター講話（田中氏）

（例） マイスター自身の経歴やマイスターになった職種（電子機器組立て）の思いを、
電子機器組立ての種類やその役割等を実例を交えて参加者に分かりやすく
説明し、やりがいのある仕事であるという事を受講者に説いた

② ものづくり体験教室（田中氏）

キットを利用した電子機器組立ての模擬体験を実施。

若者サポートステーションにて、ものづくりマイスターによる講座を実施しました。

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

（令和元年１２月１６日現在）



３.（2）-③ ものづくりマイスター等の働く現場での職場体験

開催日時 ： 第一回 令和元年8月12日（月） 第二回 令和元年8月14日（水）

開催場所 ： 今治市 近藤石材店

参加者 ： 今治市立大西中学校 ３年生 ６名

講師 ： 近藤国仁ものづくりマイスター（石材施工職種）

体験内容 ： 大島石の歴史や高い評価を得ている理由等の説明を受けた後
石材店の各設備の用途やパソコンでのデザイン、レーザーカッターでの
削り作業等石材施工の流れ等を分かりやすく説明していただいた後、
創作文字のパソコン作業入力やレーザーカッターでの削り、仕上げの
文字色付け作業等、大島石を用いたプレート作りを体験しました。

今治市の重要産業の一つとなっている、国内のみならず海外でも評価が高い、

大島で採掘される大島石を使って造形物等を造る、石材施工職場を訪問させて

いただき職場体験実習を実施。

（令和元年度「若年者人材育成支援等事業」 実施結果）

（令和元年１２月１６日現在）



４. 連携会議

○国、地方公共団体、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、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、進捗状況等の審議を行います。

○第１回目は年度当初（5/22）に開催し、事業内容等を盛り込んだ実施計画を報告
○第２回目は12月頃開催（12/20）し、今年度の実施状況を審議し中央技能振興センターへ報告

・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

連携会議の設置

会議の構成団体

連携会議の開催

「若年者人材育成支援等事業」

（令和元年１２月１６日現在）


