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平成２８年度の事業概要及び推進計画

新潟県技能振興コーナー

事業概要 推進計画

Ⅰ 地域における技能振興等に係る事業

１ 技能五輪全国大会予選の実施及び技能五輪全国大会等参加選手等への援
助
(1) 平成２８年度又は２９年度の技能五輪全国大会の予選を実施する。 ・第５４回技能五輪全国大会の予選の実施

平成 28年度 第 54回全国大会 10月 21日（金）～ 10月 24日（月） ・職種の選定・参加者募集 ４～５月
山形県 ・予選の実施 ４～６月

平成 29年度 第 55回全国大会 栃木県 日程は未定
・第５５回技能五輪全国大会の予選の実施
・職種の選定・参加者募集 １２月
・予選の実施 １～２月

(2) 技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競技大会参加選手等への援助を行 ・技能五輪全国大会参加選手の確定 ９月
う。 ・若年者ものづくり競技大会参加選手の確定
・若年者ものづくり競技大会 開催日程・場所は未定 ６月
・参加選手の旅費宿泊費・道具運搬費及び指導者の旅費宿泊費を助成 ・大会終了後、助成金を支払う。

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) 大規模な啓発イベントの実施

「にいがた技のにぎわいフェスタ２０１６」の開催
・主催 実行委員会・新潟県技能振興コーナー ・実行委員会との連携を図るため、実行委員会に参加する。
・実行委員会は県・３市、当協会・新潟県技能士会連合会の６者で構成 ・県、長岡市及び協会（技能振興コーナー）で企画会議を設置し、
・２８年度の開催地は長岡市 開催日は９月頃を予定 事業内容、広報等の検討を行う。
・参加団体に謝金、材料費等を助成
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事業概要 推進計画

(2) 全技連マイスターにいがた会による作品展示・製作実演・ものづくり体
験（主催は技能振興コーナー） ・全技連マイスターにいがた会に要請 ４月
・「全技連マイスター」とは、全技連（全国技能士会連合会）から認定された ・全技連マイスターにいがた会との第１回協議 ５月下旬
１級技能士等で技能振興・後継者育成に熱心な技能士 ・「にいがた会」、委託業者との打合せ 随時実施

・Ｈ２５～２７は、「新潟ふるさと村」で１０月に開催 ・１０月頃開催予定

(3) 熟練技能者の派遣による企業、高校等での実技指導の実施
・次の実技指導の依頼があった場合は、熟練技能者を派遣して実技指導を実施 【企業】
する。 ・ものづくりマイスターの認定が間に合わない場合等には、熟練
・ものづくりマイスターの認定を受けた者がいない職種 技能者で対応する。速やかに認定申請を行う。
・ものづくりマイスターの認定を受けた者の確保ができなかった場合
・ものづくりマイスターの認定対象外の職種（料理等）の場合 【高校等】

・ものづくりマイスター認定対象外の職種（日本料理・園芸装飾
・フラワー装飾）については、熟練技能者で対応する。

・前年度の実績のある高校に働きかける。

(4) 技能の魅力、技能者の役割等を伝える小中学校等での授業への派遣

・ものづくりマイスターが確保できなかった場合、ものづくりマイスターの認 ・学校等への案内・依頼文書 ４月
定対象外の職種（料理・理容・漆器等）の場合等に実施する。 ・前年度の実績のある学校と協議 ５月～

・「にいがたの名工」、全技連マイスター等の熟練技能士を派遣する。

(5) ものづくり現場の見学ツアー
・バスを借り上げて実施（１回１～２工場） ・事業の案内・周知 ４月
・講師謝金、バス借上げ料を委託事業で負担 ・見学できる工場等については数社確保済み。更に、見学可能な

工場等を増やしていく。
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(6) 県民へのものづくり啓発事業
・県内の技能士の団体である新潟県技能士会連合会等と連携して、技能検定制 ・技能検定制度の普及及び技能士の地位向上等を図るため、バス
度の普及、技能士の処遇改善・地位向上に向けた活動を行う。 の車内放送を実施する。 １路線・通年

・その他、具体的な活動について、新潟県技能士会連合会等と協
議しながら、効果的な内容で実施する。

(7) その他の事業
・上記の事業に該当しないものについて関係者から依頼があった場合は、国と ・依頼があった都度、国と協議を行い実施する。
協議を行って実施する。
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Ⅱ ものづくりマイスターの認定、登録に関する事業

１ ものづくりマイスターの開拓
・２５～２７年度において、３４職種延べ１６０人（実人数：１４５人）認定 ・ものづくりマイスター募集の周知 ４～５月
済み。２８年度の目標として、１５～２０人程度の増員 ・認定基準を満たし、今後派遣を依頼する予定者については、個

別に依頼する。
・必要な申請者が不足する場合は、個別に企業等を訪問するなど
により、必要数の確保・掘り起こしを行う。

２ ものづくりマイスターへの説明
・指導技法等講習受講の必要性等の説明 随時実施
・活動する際の謝金、材料費、旅費等の条件の説明

３ ものづくりマイスターの申請等の取りまとめ
・申請は当協会を経由して行うことになっている。 ・随時、申請の記載方法等の助言・指導を行う。
・申請書の記載方法等の指導を行うこととしている。

４ ものづくりマイスターに対する指導技法等の講習
・指導技法等の講師養成研修は、中央技能振興センターが実施する。 ・講師の有資格者（３人）及びこれに準ずる者により、随時実施
・上記の講師養成研修を受けた者が、ものづくりマイスターに対する講習会の する。
講師となる。
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事業概要 推進計画

Ⅲ ものづくりマイスターの活用に係る事業

１ 若年技能者の人材育成に係る相談等
○若年技能者 ・随時実施する。
・原則として、３０歳未満の者
・概ね技能検定２級以下と思われる３０歳以上の者を対象としても良い。

２ ものづくりマイスターの企業・高校等への派遣による実技指導の実施

【企業】 【企業】
・企業については、技能検定、人材育成相談等で収集した情報により、個別に ・派遣希望の企業との調整 ４月以降随時実施
訪問してニーズの掘り起こしを行う。 ・個別の企業訪問 ４月以降随時実施

・その他、技能検定受検事業所を訪問してニーズの掘り起こしを行う。 ・技能検定受検事業所については、前期検定の職種を優先して、
・対象企業は中小企業（大企業については、派遣費用等は企業負担） 個別訪問を実施する。
＊機械系のものづくりマイスターは、大企業のＯＢ職員等の協力が必要 ・前年度以上の実績を目指す。

【高校等】 【高校等】
・高校については、２５～２７年度の実績により高校と調整 ・工業高校、農業高校等への案内文書 ４月発送
・未実施の高校については、個別訪問によりニーズを把握 ・県立高等学校長協会工業部会の４月開催の会合において、説明、

協力依頼を行う。 ４月
・前期技能検定に合わせた実技指導の実施 ４～８月を重点
・後期技能検定に合わせた実技指導の実施 １１～２月を重点
・２７年度未実施の高校には、個別訪問して実技指導の活用を働
きかける。

・前年度以上の実績を目指す。
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３ 地域の教育機関関係者・学生生徒等に対する「ものづくりの魅力」の発
信

(1) 若者の技能離れ、ものづくり人材の不足に対応していくためには、教育機
関関係者、学生生徒、保護者等に対して「ものづくりの魅力」発信を行い、
ものづくりに関する理解促進等が不可欠である。
このため、「目指せマイスター」プロジェクトとして、工業高校等の生徒

に対する実技指導に加えて、次の取組等を推進する。
対象者は、小中学校等の学生生徒（工業高校等の生徒は除く。）、その教師

及びその保護者とする。

① 学校の授業等への講師派遣 ・小中校への案内文書 ４月に発送
・学校の授業に「ものづくりマイスター」を派遣し、「ものづくりの魅力」 ・２５～２７年度に実施した学校に意向を確認する。
を発信する。 ・未実施の学校については、随時、案内等を行う。
・講義の時間を確保した上で、「ものづくり体験教室」等を合わせて実施す
るなどの工夫も可能

② 「ものづくりマイスター」による講義を伴う学生生徒を対象とした事業所、 ・①と同様、学校の意向を聞きながら、実施に向けて働きかける。
訓練施設等の見学
・事業所・訓練施設等見学と「ものづくりマイスター」による講義（講義及
び製作実演とすることも可能）の組み合わせとする。

③ 学校の教師を対象とした「ものづくりの魅力」講座等への講師派遣 ・①の「ものづくり体験教室」等を実施する学校に、意向を確認
・①の授業等に講師派遣を実施する学校において、教師の理解を深めてもら しながら実施する。
うため、「ものづくりの魅力」講座等を実施する。

④ 学生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 ・①の「ものづくり体験教室」等を実施する学校を中心として、
・学生生徒の進路決定に当たっては、保護者の与える影響は大きいことから、 学校の意向を聞きながら実施する。
保護者に対する「ものづくりの魅力」の講座等を実施する。

・上記①の学校の授業に参加する形でもよい。
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(2) 若者に対する「ものづくりの魅力」発信

① 地域若者サポートステーション事業の支援対象者に対する「ものづくりの魅 ・県内のサポートステーションの意向を聞きながら、随時実施す
力」発信 る。
・県内の地域若者サポートステーションに「ものづくりマイスター」を派遣
して、支援対象者に就労支援等に資する講話、実技指導等を行う。

(3)「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
・一人親方や自ら事業を営んでいる「ものづくりマイスター」に対して、職 ・該当する「ものづくりマイスター」に意向を確認し、実施可能
場体験実習の期間中に、参加する実習生に対して、当該職場ならではの「も な場合は積極的に支援する。随時実施
のづくり体験」の実施を含む職場体験実習の検討を依頼する。

・職場体験実習の期間は２日以上
・対象者は、学生生徒（工業高校等の学生も可）
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Ⅳ 地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営

①設置目的
連 ・関係機関と連携して、事業を円滑かつ効果的に実施するため ・「連携会議」設置要領の制定 ４月
携 ・委員の就任の依頼 ４月
会 ②構成員 ・第１回の連携会議を５月に開催
議 ・労働局、県（教育委員会を含む。）、労使団体、経済団体等 ・第２回の連携会議を１２月に開催
の
開 ③審議事項
催 ・実施計画の策定

・地域の産業特性や就業構造等を踏まえた技能振興の取組や事業実施に当たっ
ての連携・協力の在り方の検討

・進捗管理
・翌年度の推進計画の策定

④開催回数
・年２回
・今年度は、５月、１２月に開催予定
・１２月開催は義務づけされている。

①当協会内に「新潟県技能振興コーナー」を設けて、事業を実施する。 ・設置要領を制定する。 ４月
推 ・嘱託職員の採用（再任） ４月
進 ②コーナ－長、次長、技能振興担当課長及び係長を配置する。
体
制 ③嘱託職員として、チーフ・コーディネーター及びコーディネーターを配置する。


