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▮ 第70回愛知県職業能力開発促進大会を開催 

▮ 愛知県勢17名が金メダル獲得！ ～第58回技能五輪 

  全国大会～ 

▮ 熟練技能士の全国大会 ～第31回技能グランプリ～ 

▮ 職業訓練振興事業 

  ・タスキをつなぎ絆深める ～駅伝大会～ 

  ・訓練生が腕を競う ～技能コンクール～ 

お知らせ 

技能検定試験 

▮ ４月５日から受付開始 ～令和３年度前期技能検定の 

  受検申請・技能五輪愛知県大会の参加申込～  

▮ 令和２年度後期技能検定合格発表について 
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募  集 

▮ 社員研修・パソコン講習 

▮ 協会会員 募集中 

▮ ご登録情報の変更連絡について 

愛知県から 

▮ 新型コロナウイルス感染症に関する愛知県の 

 支援について 

技能振興コーナー  

▮ 手取り足取り 未来へつなぐ技 ～ものづくりマイ

スター等の派遣事業～ 

▮ ものづくりやロボット制御の楽しさを体感 

主要行事予定(令和３年４月～９月) 
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 豊田市のトヨタスポーツセンターで、各企業の訓練生が参加する毎年恒例の駅伝大会が開かれました。

訓練生たちは、仲間とともに練習を重ね、大会に臨みました。(詳細は、p.４) 
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■ 第70回愛知県職業能力開発促進大会を開催        

令和２年 11月 27日(金)、刈谷市総合文化センターで 711名の参加のもと、第 70回愛

知県職業能力開発促進大会を開催しました。 

今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止（以下、「新型コロナ感染拡大防止」）

の観点から、関係事業所・団体の協力を得て参加人数に制限を設け、規模を縮小して行い

ました。 

大会では、冒頭、主催者を代表して当協

会の加藤宣明会長があいさつに立ち、続い

て来賓の大村秀章愛知県知事、神戸洋美愛

知県議会議長、伊藤正史愛知労働局長、近

藤智展刈谷市副市長から祝辞をいただきま

した。 

 この後、愛知県で開催された第 58 回技能五輪全国大会で優秀な成績を収めた方への表

彰など、愛知県からは知事表彰３部門、当協会からは会長表彰８部門、また、公益社団法

人愛知県技能士会連合会からは会長表彰２部門の合計13部門で、1,577名及び６事業所・

団体が表彰されました。 

◇ 式典における当協会会長表彰等の詳細は、当協会HPをご覧ください。 

   URL http://www.avada.or.jp/information/detail.html?id=196 

 また、当日は同センター内で、下記の事業内職業訓練生部会事業も併せて行いました。 

❐ 事業内職業訓練生体験発表会  

      

 

 

 

 

 

各事業内職業訓練校を代表する訓練生13名が、5分の持ち時間の中で、職業訓練で経験

したこと、感じたこと、学んだことなどを多くの訓練生の前で熱弁しました。 

http://www.avada.or.jp/information/detail.html?id=196
http://www.avada.or.jp/information/detail.html?id=196
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❐ 事業内職業訓練生文化展  

 

 

 

 

 

  

 

   訓練校内の部活動で制作した絵画や書、写真の作品あわせて169点が出品され、訓練生 

たちの日頃の活動の成果が来場者に披露されました。 

 

事業内職業訓練生部会事業の結果は、当協会HPをご覧ください。 

URL http://www.avada.or.jp/project/manufacturing_inheritance/inbusiness_training/ 

■ 愛知県勢17名が金メダル獲得！ ～第58回技能五輪全国大会～   

 第58回技能五輪全国大会が、令和２年11月13日（金）から16日（月）まで、愛知県国 

際展示場(Aichi Sky Expo)(常滑市)をメイン会場に開催され、全国から40職種944名の選手

が参加しました。 

今回は新型コロナ感染拡大防止の観点から、残念ながら無観客での開催となりましたが、競

技や開閉会式の様子は、LIVE配信されました。 

 愛知県からは33職種193名の選手が参加し、入賞者91名という輝かしい成績を収めること 

 

絵画の部 特選作品 

http://www.avada.or.jp/project/manufacturing_inheritance/inbusiness_training/
http://www.avada.or.jp/project/manufacturing_inheritance/inbusiness_training/
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ができました。 

また、愛知県選手団としては、第 43 回大会から 16 年連続で最優秀技能選手団賞を獲得し

ました。 

 大会の様子は当協会HPをご覧ください。 

URL http://www.avada.or.jp/kentei/webpic/gorin58aichi/ 

 

▼ 愛知県選手成績 

金賞 銀賞 銅賞 敢闘賞 合計 

15職種 

17名 

16職種 

22名 

14職種 

18名 

14職種 

34名 

27職種 

91名 

 
 

■ 熟練技能士の全国大会 ～第 31回技能グランプリ～   

２年に１度、熟練技能者が技の日本一を競う技能グランプリが、愛知県国際展示場(Aichi Sky 

Expo)(常滑市)始め４会場で開催されました。 

31回目を迎える今大会は令和３年２月19日（金）から22日（月）まで開かれ、各都道府

県から選抜された特級、１級、単一等級の技能士28職種344名が参加し、愛知県からは15

職種26名が参加しました。 

 技能五輪全国大会と同様に、新型コロナ感染拡大防止のため無観客での開催となりましたが、

愛知県からは、金賞２人、銀賞３人、銅賞１人、敢闘賞３人が入賞を果たし、愛知県選手団と

しては優秀技能選手団賞（４大会連続）を獲得しました。 

 金賞、銀賞、銅賞を受賞した６人の選手は、３月１８日（木）に、大村愛知県知事を表敬訪

問する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （建築大工） （かわらぶき） 

http://www.avada.or.jp/kentei/webpic/gorin58aichi/
http://www.avada.or.jp/kentei/webpic/gorin58aichi/
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■ 職業訓練振興事業 

❐タスキをつなぎ絆深める ～駅伝大会～  

今年度は、新型コロナ感染拡大防止のため多くの活

動が中止となる中、令和２年12月11日(金)、トヨタ

スポーツセンター(豊田市)で、職業訓練生の身体や精

神の健全な育成を図ることなどを目的とした駅伝大

会が開催され、12 社 15 チーム 135 名の訓練生が参

加しました。 

7人の走者が 1本のタスキをつなぎ、34.46キロのコースを走るこの大会。応援者の人数を

制限するなどの対策を講じた上での開催となりましたが、冬晴れの下、活気あふれる大会とな

り、アイシン・エィ・ダブリュＡチームが優勝を飾りました。 

 

 

❐訓練生が腕を競う ～技能コンクール～  

令和３年２月14日(日)に、第46回訓練生技能コンクー

ルを開催しました。 

技能コンクールは、県内の中小企業に所属する職業訓練

生が、訓練の課程において習得した、課題図を作図する技

能を競い合うものです。 

毎年、愛知県職業訓練会館(名古屋市西区)で開催してい

ますが、今年度はコロナ禍で３密を防ぐため、職業訓練会

館を始め各団体が持つ職業訓練校合わせて６つの会場で、

分散して開催しました。 

10団体から多くの訓練生が参加し、建築科・板金科・左

官科など８科目の競技でこれまでの訓練で培ってきた技

能を競いました。 

最優秀者には知事賞が、優秀者には協会長賞が授与されました。 

駅伝大会及び技能コンクールの結果は、当協会HPをご覧ください。 

URL http://www.avada.or.jp/project/manufacturing_inheritance/inbusiness_training/ 

 

http://www.avada.or.jp/project/manufacturing_inheritance/inbusiness_training/
http://www.avada.or.jp/project/manufacturing_inheritance/inbusiness_training/
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令和３年３月２日(火)の愛知県の実施公示に従い、次のとおり技能検定の受検申請及び技能

五輪愛知県大会の参加申込の受付を実施します。 

なお、令和２年度後期試験に引き続き、新型コロナ感染拡大防止のため、厚生労働省のガイ

ドラインに沿って実施することになります。技能検定受検案内の１ページ「新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止のための対策等」をご覧いただき、ご理解の上、申請くださいますよ

うお願いします。 

また、試験に関する最新情報は、随時当協会HPに掲載しますのでご確認ください。 

◇ 申請書類の配布 令和３年３月２日(火)から４月16日(金)まで 

◇ 受検申請受付  令和3年４月５日(月)から４月16日(金)まで(土、日曜日を除く) 

◇ 申請方法    郵送またはメール(個人申請者のみ)  

※郵送による申請は、４月16日(金)必着です。 

※原則として窓口での受付は行いません。 

【問合せ先】技能検定課 定期試験担当 電話052-524-2034 

                       

令和２年度後期技能検定の合格発表は次のとおりです。 

◇ 合格発表日 令和３年３月19日(金) 

◇ 合格発表方法 

① 愛知県労働局産業人材育成課のホームページ（https://www.pref.aichi.jp/jinzai）に 

合格者の受検番号が1か月間掲載されます。 

② 合格者には、受検申請申込時のとりまとめ事業所・団体を通して合格通知書をお送り

します。(事業所・団体を通さず、直接個人で申請された方には、お申し込みいただい

た住所へお送りします。) 

 

４月５日から受付開始 

令和２年度後期技能検定合格発表について 

～令和３年度前期技能検定の受検申請・技能五輪愛知県大会の参加申込～ 

http://www.avada.or.jp/images/project/ability_evaluation/examination/r03_zenki_annai.pdf
https://www.pref.aichi.jp/jinzai
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【技能検定に関するご案内】 

URL http://www.avada.or.jp/project/ability_evaluation/examination/ 

【問合せ先】技能検定課 定期試験担当 電話052-524-2034 

 

 

 

                

 当協会では、①ＴＷＩ監督者訓練、②社員研修（階層別・機能別訓練）、③オーダーメイド

講習、④パソコン講習、⑤職業訓練指導員講習(48時間講習)の５つのカテゴリーで、様々なニ

ーズに合わせた研修・講習を展開しています。 

現在、令和３年度の受講者を募集しています。先着順に承りますの

で、お早めにお申し込みください。 

詳細は、当協会ＨＰをご覧ください。 

ＵＲＬ http://www.avada.or.jp/project/training/ 

なお、新型コロナ感染防止対策として、例年よりも定員数を減らす

ことによる「密」の回避、会館入口及び各講習室への消毒用アルコー

ルの常備、講師席前には飛沫防止用ビニールシートの設置など、安心

して研修や講習を受講していただけるよう取り組んでいます。 

【問合せ先】企画業務課 企画・能力開発担当 電話052-524-2032 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

社員研修・パソコン講習 

 研修・講習パンフレットの表紙デザインは、平成24年度から名古屋市立工芸 

高等学校デザイン科の皆さんにご協力いただいています。 

  

(３年生)の作品です。デザインについて廣下さんは、「人それぞれ目指しているも 

のは違うので、具体的にではなく抽象的に向上心や成長を表現しました」と話し 

ていました。 

 目標に向かって、スキルアップ、ステップアップしませんか？ 

 編集こぼれ話 

http://www.avada.or.jp/project/training/
http://www.avada.or.jp/project/training/
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  愛知県職業能力開発協会は、「働く人々の職業能力の開発を促進する」ことを目的として、

昭和５４年４月に職業能力開発促進法に基づき、設立された法人です。 

 当協会の目的（職業訓練や職業能力検定、その他職業能力の開発及び向上の促進を図ること）

に賛同される企業・団体の皆様にご加入いただけます。 

 なお、当協会にご加入いただくと下記の特典があります。 

  

  ・新年度の社員研修・パソコン講習パンフレットの優先送付 

 ・当協会が行う社員研修・パソコン講習の受講料の割引き（約15～20％） 

 ・技能検定受検案内・申請書の送料無料 

 ・技能検定の試験問題集等、書籍価格の割引き（5％） 

 ・技能検定の試験問題コピーサービスの送料無料 

 ・当協会の広報誌「Ｔ＆Ｔ」の送付 

 ・当協会の事業や能力開発・人材育成に役立つ各種情報を掲載したメールマガジン配信 

 ・技能検定試験における成績優秀合格者への表彰を始めとした当協会会長表彰(※) (事業  

   所等からの申請が必要) 

 ・愛知県優秀技能者表彰や中央職業能力開発協会会長表彰などへの推薦(※) 

 ・当協会後援名義の使用(※) など 

  (※)当協会の基準・要領に基づいて実施します。 

 

    

    事業主会員・団体会員 ともに 15,000円（基本会費10,000円を含む）から 

   ※会費は、従業員数（事業主会員の場合）又は、所属事業所数（団体会員の場合） 

    を基に算定します。 

    また、皆様のお知り合いで、まだ会員になっていらっしゃらない事業所・団体が 

ありましたら、ぜひご紹介ください。 

    ご加入の詳細は当協会ＨＰをご覧ください。URL http://www.avada.or.jp/member/  

   【問合せ先】企画業務課 総務・経理担当 電話052-524-2040 

 

 

会  費 

会員特典 

協会会員 募集中 

 

http://www.avada.or.jp/member/
http://www.avada.or.jp/member/
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 当方からお送りする重要なお知らせや各種事業に関する資料などを会員の皆様へ正しく  

お届けするために、ご登録いただいているご住所、電話番号、ご担当者様の氏名、メールア

ドレスなどが変更になった場合は、下記の連絡先へ速やかにご連絡ください。 

 お手数をおかけいたしますが、円滑な情報提供を行うためにご協力をお願いいたします。 

 なお、メルマガの配信先も変更・追加が行えますので、ご希望の方はご連絡ください。 

【連絡先】企画業務課 総務・経理担当  Ｅメール kaihou@avada.or.jp ＦＡＸ 052-524-2036 

 

  

 

                              

愛知県では、新型コロナウイルスによる事業への影響でお困りの中小・小規模企業へ支援

を行っています。 

 経営・労働に関する相談窓口の設置、金融支援や経営・技術の専門家の派遣など、各種支援

を行っていますので、ご活用ください。詳細は、愛知県ＨＰをご覧ください。 

URL https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/coronavirus20200203.html 

【問合せ先】愛知県経済産業局産業政策課 広報・企画調整グループ 電話052-954-6330 

 

❐ 手取り足取り 未来へつなぐ技 ～ものづくりマイスター等の派遣事業～  

 愛知県技能振興コーナーでは、厚生労働省の認定を受けた高度な技能と長年の実務経験を有

する「ものづくりマイスター」、情報技術関連の優れた技能を持つ「ＩＴマスター」、そして、

ＩＴを活用した課題発見から改善の提案・実施までを通じて、生産性向上を目的とした人材の

育成支援が行える「テックマイスター」を中小企業や工業高校などに派遣し、若年技能者の育

成やものづくりの技能継承を支援しています。 

 

会員登録情報の変更連絡について  

新型コロナウイルス感染症に関する愛知県の支援について 

mailto:kaihou@avada.or.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/coronavirus20200203.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/coronavirus20200203.html
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企業や工業高校などからの要望に沿う適任のマイスター等を当コーナーが選定・派遣し、派

遣されたマイスター等が、次代のものづくり産業を担う若者たちに懇切丁寧に指導します。 

受講者たちは、機械、道具の適切な使い方や施工方法など基礎的なことから積極的に学び、

スキルアップのため、会社への貢献のために技能を習得しています。 

 マイスターの熟練の手さばき、知識、情熱に触れることで、若手技能者が自ら進んで作業を

行えるようになりました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 実技指導では受講者と一定の距離を保つことが難しいため、マイスター等と受講者の双方が

安心して実技指導に取り組めるよう、マイスター等がマスクやフェイスシールドを装着したり、

受講者との間にシールド板を立てたりするなど、感染防止に細心の注意を払いながら実施して

います。また、一部の職種ではオンラインでの指導を行うなど、新しい指導方法の形を取り入

れています。 

 

 

畳製作 機械加工(普通旋盤) 

 これまで旋盤を使った加工は外注していた 

事業所では、若手社員が実技指導を受けて旋盤 

の機械を使えるようになったことで、内製率が 

上がったというところもあります。 

 現在は機械で畳が製作される一方で、昔ながら

の手縫い製法の畳の注文もあります。 

 しかしながら、手縫い製法を知らない若手技能

者もいるため、マイスターの実技指導が伝統の技

を受け継ぐ場になっています。 
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今年度の実技指導の実施結果 

  ◇ ものづくりマイスターによる指導   

  指 導 先   (株)森鉄工所始め65社(13職種)、愛知県立起工業高校始め24校(18職種） 

  指導職種  機械加工、畳製作、電気溶接、建築大工、鉄工、左官、菓子製造など 

  指導延べ日数   1,116日   

◇ ＩＴマスターによる指導 

  指 導 先  (株)光和マイクロプロジェクト始め２社(１職種)、愛知県立愛知総合工科 

               高校１校(２職種)   

  指導職種  ＩＴネットワークシステム管理、業務用ＩＴソフトウェアソリューションズ 

  指導延べ日数  32日 

【問合せ先】愛知県技能振興コーナー 電話 052-524-2075 

 

 

❐ ものづくりやロボット制御の楽しさを体感  

 当コーナーでは、県内各地の小・中学校で「ものづくり体験会」や「プログラミング体験

会」を開催しています。 

 「ものづくり体験会」は、ものづくりマイスター及び熟練技能者が、ものづくりに触れる

機会の少ない子どもたちに、ものをつくる楽しさを伝え、ものづくりへの興味・関心を高め

てもらおうと指導にあたっています。また、「プログラミング体験会」は、与えられた課題

をクリアしていくことを通して、ＩＴへの興味を深めるとともに、論理的に考える力や問題

を解決する力を子どもたちに育んでもらうことを目的に行っています。 

 今年度は、新型コロナウイルスの影響で両体験会の開催が懸念されましたが、学校行事が

軒並み中止となる中、当コーナーの体験会は校内で実施できる行事ということで例年より申

し込みが増加しました。中でも、中学校からは、キャリア教育につながる「ものづくり体験

会」の申し込みが多くありました。 

 

 

 

 

 

 「ものづくり体験会」では、漆喰を壁に塗る体験(左官)や座布団づくり(寝具製作)、ミニ掛

け軸づくり(表装)など、普段の生活ではなかなか経験できない技能や仕事を体験することが

できます。 

ものづくり体験会 
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  参加した子どもたちは、「かんなで木を削るのは難しかった。(建築大工)」「ケーキをき

れいに飾り付けるマイスターの技がすばらしかった。(洋菓子製造)」、「瓦があんなに重い

とは知らなかった。(かわらぶき)」など、体験会を通して、ものづくりの楽しさや難しさ、

マイスターの優れた技能を知り、そして新たな知識を得ていました。 

  

 

 

 

「プログラミング体験会」では、子どもたちは、ブロックを組み立てて作ったロボットや

扇風機などをタブレット端末やパソコン上でプログラミングして動かすという一連の流れを

ＩＴマスターに教わりながら体験しました。 

プログラミングの仕方は、タブレット端末やパソコンへの文字入力ではなく、指示のマー

クが描かれたアイコンをマウス操作などで簡単に画面上に並べるタイプのため、キーボード

入力が苦手な子どもたちでも楽しく学ぶことができました。 

  指導したＩＴマスターは、「プログラミングは失敗しても何度でもやり直せるので、自分

でよく考えてチャレンジすることが大切。そうすることで考える力・やる気が高められると 

思う。」と話していました。 

プログラミング体験会 
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今年度の「ものづくり体験会」「プログラミング体験会」の実施結果 

 ◇ 「ものづくり体験会」    

  実施会場  名古屋市立北山中学校始め39校 

  体験職種  建築板金、機械検査(からくり)、和裁、寝具製作、家具製作(革細工)、                

        石材加工、菓子製造(洋菓子、和菓子)、建築大工、かわらぶき、 

          左官、畳製作、表装、フラワーアレンジメント 

◇  「プログラミング体験会」   

   実施会場  名古屋市立高見小学校始め12校  

【問合せ先】愛知県技能振興コーナー 電話 052-524-2075 

 

 

 

 

 

 

月 日 行 事 

４月 ５日(月)～16日(金) 前期 技能検定申請受付 

６月 14日(月) 令和３年度通常総会 

７月 
１日(木)、２日(金) 事業内職業訓練生体育大会(事業所部会事業) 

11日(日) 前期 技能検定学科試験 

８月 

22日(日)、29日(日) 前期 技能検定学科試験 

27日(金) 
前期 技能検定合格発表 

(金属熱処理を除く３級職種) 

９月 
４日(土) 

事業内職業訓練生ソフトボール大会 

(共同訓練部会事業) 

５日(日) 前期 技能検定学科試験 

令和３年 

 

 「ものづくり体験会」で和菓子製造を体験した中学生が、ものづくりマイスター 

の優れた技能と作品を目にして、「卒業したら弟子にしてください。」と指導に当 

たったマイスターにお願いしていました。 

進路を考える多感な時期に、体験会を通して技能を身に付けたいという気持ちが 

芽生えたのではないでしょうか。 

 ものづくりマイスターも私たち職員も、技能を尊重する機運の醸成という目的を 

果たせたのではと感じた一幕でした。 

 

 

 編集こぼれ話 
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愛知県職業能力開発協会広報誌 「 Ｔ ＆ Ｔ 」 

<第 157 号 令和３年３月発行> 

      愛知県職業能力開発協会  

        企画業務課、技能検定課 

        〒451-0035 名古屋市西区浅間二丁目３番１４号 (愛知県職業訓練会館内） 

        ■ 地下鉄   鶴舞線浅間町駅下車、４番出口から西へ徒歩約３分 
        ■ 市バス   押切町下車、東へ徒歩約３分  

        ■ タクシー  名古屋駅から約１０分 

       愛知県技能振興コーナー  

       〒451-0062 名古屋市西区花の木一丁目４－４ メゾン花の木２階２０１号室 

        ■ 地下鉄   鶴舞線浅間町駅下車、４番出口から西へ徒歩６分 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＵＲＬ  http://www.avada.or.jp 

電話 

（ダイヤルイン） 

企画業務課 （総務・経理担当） (０５２) ５２４－２０４０ 

（企画・能力開発担当） 
各種研修・講習、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ

技能評価試験に関すること 

(０５２) ５２４－２０３２ 

職業訓練会館に関すること (０５２) ５２２－８４４１ 

技能検定課  （定期試験担当） 
前期・後期実施の技能検定試験

に関すること 

(０５２) ５２４－２０３４ 

（随時試験担当） 
外国人技能実習生の技能検定

試験に関すること 

(０５２) ５２４－２０３９ 

技能振興コーナー (０５２) ５２４－２０７５ 

ＦＡＸ 企画業務課 (０５２) ５２４－２０３６ 

技能検定課 (０５２) ３２５－５７８８ 

技能振興コーナー (０５２) ３２５－５０７０ 

■ 愛知県職業能力開発協会広報誌「Ｔ＆Ｔ」についての改善要望、提案など、お気づきの点がありまし

たら、お気軽に企画業務課 総務担当へご連絡ください。 
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