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平成平成平成平成 28282828 年度若年技能者人材育成支援等事業委託事業推進年度若年技能者人材育成支援等事業委託事業推進年度若年技能者人材育成支援等事業委託事業推進年度若年技能者人材育成支援等事業委託事業推進計画計画計画計画 

 

                          島根県職業能力開発協会 

                                                                           

（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

予選の実施等 

 

(1) 技能五輪全国大会の予選の実施 

全国大会参加が見込める職種について島根県予選を実施

します。 

 ・開催時期 ：１２月から２月の間 

 ・実施職種 ：２職種（美容・日本料理） 

 ・参加予定数：美容    ６名 

 日本料理 １４名 

 

(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 

①技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競技大会に参

加する選手の旅費や工具運搬費を支援します。 

 ・対象者数：選手１５名 

②技能五輪及び若年者ものづくり競技大会に参加する選

手のコーチに対し旅費を支援します。 

 ・対象者数：指導者１５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 

 

①技能の重要性・必要性への理解促進②高度な技能を持

つ者の活用促進③技能伝承の促進の３つの項目について

実施します。 

 

◆ものづくり体験イベント『しまね技能フェスティバル』

等を開催します。 

現代の名工の実演、伝統技能の実演、ものづくり体験、

職種紹介（技能のデモンストレーシｮン）等を内容とし島

根県の技能振興を図ります。 

 開催時期 平成２８年１１月上旬の１日 

 入場者数 一般県民２５００人以上 

 上記に加え、地域のものづくり体験イベントに参加す

るなど多くのものづくり体験等の場を提供します。 
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◆ものづくり出前講習 

マイスター派遣に該当しない職種において、小中学校

等へ技能士等熟練技能者の講師を派遣し製作実演等を行

い、技能の魅力、技能者の社会での役割などについて学

びます。 

◆熟練技能者等の派遣など 

若年技能者のスキル向上に資するため①若年技能者等

を対象に技能五輪全国大会メダリスト等の講演・実演や

②技能向上を目的に技能検定課題等を活用した講習や③

地域（業界）団体等に対し技能講習などに、技能士等熟

練技能者を派遣します。 

 

 

（ものづくりマイスターの認定、登録に関する業務） 

区 分 事 項 

1. ものづくりマイス

ターの開拓 

企業・業界団体の訪問等により、ものづくりマイスタ

ー候補者に係る情報収集を行う。特に要望の多いものづ

くりマイスター職種を各地域に配置出来るよう掘り起こ

しを行います。また、マイスターのいない職種の減少に

努めます。 

2. ものづくりマイス

ターへの説明 

認定を受けたマイスターには、実技指導等にあたる前

に、センターが定める免除基準に該当する場合を除き、

指導技法等講習を受講する旨周知する。また、当該年度

に初めて実技指導等を開始する前には、コーナーの指示

に基づいて活動する際の条件等について、文書等により

通知説明する。 

3. 申請書類の取りま

とめ 

認定申請を行う者に対し、申請書類の確認を行うなど、

円滑な事務処理の実施を支援し、申請書類はコーナーが

とりまとめてセンターに提出します。 

4. ものづくりマイス

ターに対する研修 

新たに認定されたものづくりマイスター（講習免除を

除く）を対象に、指導技法講習（個人情報保護・ハラス

メント・実技指導の結果報告書作成方法等）を開催する

ほか、ものづくりマイスターの相互啓発を兼ねた指導研

修会等を開催し指導技法のレベル向上に努めます。 

 ・技法研修会 ４回程度 

 ・ものづくりマイスター会議又は研修会 ２回程度 
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（ものづくりマイスターの活用に係る業務） 

区 分 事 項 

1. 若年技能者の人材育

成に係る相談・援助 

コーナーの窓口においては、技能検定の実技試験等の

課題を活用した若年技能者の人材育成に係る取り組み方

法等のコーディネート、ものづくりマイスターの派遣の

コーディネート等を行う。 

2. ものづくりマイスタ

ーの派遣による指導の

実施 

ものづくりマイスターを中小企業や工業高校等に派遣

し、高度な技能を習得するための実技指導を実施します。 

          最長２０日間 

①建設業及び製造業の中小企業や団体に対する若年技能

者の実技指導 

 ｱ．中小企業 ２０社以上（１日～２０日程度） 

 ｲ．団体    ５団体程度（１日～３日程度） 

②工業高校生徒や訓練施設の訓練生に対し、実技指導 

  ｱ．高等学校 ７校（４日程度／１～３職種） 

 ｲ．訓練施設 ３校（４日程度／３職種） 

3. 「目指せマイスター」

プロジェクト 

((((1111)))) 「ものづくりの魅力」の発信「ものづくりの魅力」の発信「ものづくりの魅力」の発信「ものづくりの魅力」の発信 

◆各学校の「ものづくり体験」の実施前に、教師等を対

象に「ものづくりの魅力」講座を開催。 

((((2222))))    若者に対する「ものづくりの魅力」の発信若者に対する「ものづくりの魅力」の発信若者に対する「ものづくりの魅力」の発信若者に対する「ものづくりの魅力」の発信 

◆学校への派遣（特別支援学級等含む） 

小・中・高校等２０校以上にﾏｲｽﾀｰを派遣 

  （保護者の参加も働きかける） 

◆マイスターの職場見学等 

小・中・高校等の生徒等をﾏｲｽﾀｰの職場で仕事について

講演等含め見学 

◆島根県生活科学部等県内高等学校部活動の全体研修会

等へマイスターを派遣 

((((3333))))    ものづくりマイスターの働く職場での職場体験ものづくりマイスターの働く職場での職場体験ものづくりマイスターの働く職場での職場体験ものづくりマイスターの働く職場での職場体験 

◆高校生等の仕事体験 

高校生等の生徒を 2 日～5 日間程度仕事の体験に派遣 

((((4444))))    若者に対する「ものづくりの魅力」発信若者に対する「ものづくりの魅力」発信若者に対する「ものづくりの魅力」発信若者に対する「ものづくりの魅力」発信 

 サポステからの要請を受け、様々な要因で未就労にな

っている若者に対して、ものづくりマイスターを活用し

た必要な支援策を検討し実施する。 
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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 

1. 連携会議の設置 地方公共団体、労働局、経営団体等をメンバーとした

連携会議を設置します。 

 連携会議は、推進計画（翌年度の都道府県技能振興コ

ーナーの事業概要）や実施計画（当年度の事業実施内容）

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

検討及び事業の進捗管理を実施します。 

連携会議メンバー 

●経済団体 

島根県商工会議所連合会事務局長、島根県商工会連合

会事務局長、島根県中小企業団体中央会事務局長、（一

社）島根県経営者協会専務理事 

●公共訓練施設 

（独法）高齢・障害・求職者支援機構島根職業能力開

発促進センター所長、同島根職業能力開発短期大学校校

長、島根県立東部高等技術校校長、島根県立西部高等技

術校校長 

●教育関係者 

島根県教育庁教育指導課長、島根県高等学校工業教育

研究会会長、島根県中学校校長会会長、島根県小学校校

長会会長 

●技能士団体 

島根県技能士会連合会会長 

●公共団体 

島根労働局職業安定部地方訓練受講者支援室室長、島

根県商工労働部雇用政策課課長 

2. 連携会議の開催回数 ・会議開催 年２回 

       ６月 ： 年度計画 

      １２月 ： 進捗状況及び次年度推進計画 

 

（その他） 

区 分 事 項 

1. 地域に対するサービ

ス提供方法 

島根県職業能力開発協会にコーナーを設置。 

 松江市西嫁島１－４－５ 

 ＳＰビル２階 
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2. 事務所の体制 

島根県技能振興コーナー実施体制島根県技能振興コーナー実施体制島根県技能振興コーナー実施体制島根県技能振興コーナー実施体制    

業業業業    務務務務    実実実実    施施施施    体体体体    制制制制    

全体責任全体責任全体責任全体責任    

会長、専務理事    

 

島根県技能振興コーナー（３名）島根県技能振興コーナー（３名）島根県技能振興コーナー（３名）島根県技能振興コーナー（３名）    

 

事事事事 
 

 
 

 
 

 
 

業業業業 
 

 
 

 
 

 
 

実実実実 
 

 
 

 
 

 
 

施施施施 
 

 
 

 
 

 
 

体体体体 
 

 
 

 
 

 
 

制制制制    

 

総括担当総括担当総括担当総括担当 
予算、技能振興事業（五輪予選、イベ

ント等）マイスター事業補助 

 総括担当者(事務局長) (1/2)    

 

課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐    （（（（1/21/21/21/2 人）人）人）人）    

出納担当、地域の技能（熟練技能者の派遣等） 

 

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    （（（（1111 人）人）人）人）    

マイスターの派遣事業全般、技能振興事業補助 

 

事務職員事務職員事務職員事務職員    （（（（1111 人）人）人）人）    

会計処理、各種報告、連携会議、各担当の補助等 

 

 

事事事事    

業業業業    

ササササ    

ポポポポ    

ーーーー    

トトトト    

体体体体    

制制制制    

 

サポート統括担当サポート統括担当サポート統括担当サポート統括担当 

 事務局長    

 

普及広報業務サポート担当普及広報業務サポート担当普及広報業務サポート担当普及広報業務サポート担当     

 技能振興課    

 

会計及び出納業務サポート担当会計及び出納業務サポート担当会計及び出納業務サポート担当会計及び出納業務サポート担当    

 能力開発課    

 

 

（成果目標） 

区 分 事 項 

 (1) ものづくりマイ

スターの実技指導を利

用した企業・業界団体又

は教育訓練機関の満足

度 

９０％以上 

 (2) ものづくりマイ

スターの実技指導の内

容を理解し、今後に生か

せるとした訓練生の割

合 

９０％以上 
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 (3) ものづくりマイ

スターの授業等への講

師派遣を使用した学校

の満足度 

９０％以上 

 (4) ものづくりマイ

スターを活用した企業

又は業界団体が技能検

定又は技能競技大会を

人材育成に活用する契

機となった割合 

８０％以上 

 (5) 地域における技

能振興事業の参加者の

満足度 

９０％以上 

 

（活動目標） 

区 分 事 項 

 (1) ものづくりマイ

スターの認定者数 

１０人以上 

 (2) ものづくりマイ

スターの活動数 

１３００人日以上 

 

 (3) ものづくりマイ

スターの実技指導件数 

企業及び業界団体２５件 

工業高校等２７件 

 

 


