厚生労働省

若年技能者人材育成支援等事業

この国の「匠」のしるし、あなたの製品に

グッドスキルマーク
の表示を希望する製品等

募集のご案内

令和３年度

グッドスキルマークの表示を希望する製品等
募集のご案内
グッドスキルマークとは、一級技能士等（特級技能士、一級技能士又は単一等級の技能士）が
技能を駆使した製品・建築物・役務の提供に表示するロゴマークです。
一級技能士等が技能を駆使した製品等にグッドスキルマークを表示することにより、直接、
消費者に対して、技能が活きた付加価値の高い製品等であることを広く周知することを目的と
しています。

◎ 対象となる製品等の範囲
以下の 2 つの要件を満たした製品等が、人材育成・意匠に造詣が深い有識者等の審査を経て認定
され、グッドスキルマーク表示の対象となります。
① 技能検定職種の技能を駆使した製品等であること。
② 一級技能士等が製品等の完成までの全工程において一貫して関与し、技能を駆使した製品等であ
ること。
※ 製品等によっては、全工程のうち一部分、一級技能士等が関与していない場合であっても、当該
部分を一級技能士等に相当する者又は責任をもって製品等の完成を担保できる者が関与している
場合に限り、一級技能士等が製品等の完成までの全工程において一貫して関与した製品等である
とすることができる。
※ 一級技能士等が製作に関わった旨の判断が困難な生産工程の一部分に関わる工業製品等の場合、
又はそれに相当するとみなされる場合については対象としない。

◎ 応募方法
グッドスキルマークの表示を希望する技能士や事業主の方は、
「グッドスキルマーク認定申請書」
等に必要事項をご記入のうえ、応募者が所在する地域を管轄する地域技能振興コーナー（巻末参照）
へ郵送にてご提出ください。
詳しくは、技能検定制度等のポータルサイト「技のとびら」を
ご参照ください。

URL ￭ https://waza.mhlw.go.jp/goodskill/  

◎ 申請締切
上半期 令和３年８月 20 日（金）（当日消印有効）
下半期 令和３年 10 月 1 日（金）～ 12 月 10 日（金）（当日消印有効）
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グッドスキルマーク の 使い方
グッドスキルマークの表示
認定されるとグッドスキルマークを製品に
表示することができます。デザインコント
ロールマニュアル（※）をお送りしますので、
マニュアルを元にマークを作成し、製品に表
示してください。
※ マークの作り方や使用方法を明示したもの

申請から表示までの手続き
1 認定申請（地域技能振興コーナーあて）
2 審査委員会の審査
3 認定通知

4 契約書の締結

5 デザインコントロールマニュアルの送付
6 製品タグ等の作成

グッドスキルマークに４種類のバリエーションがありま
す。印刷の推奨カラーはありますが、単色表現であれば、
色は自由に選べます。縦横比率、文字間隔、行間等は指定
があり、また、禁止事項等がありますので、表示に際して
は、必ずデザインコントロールマニュアルをよくご覧の上、
作成してください。

●推奨カラー
ＣＭＹＫ：Ｃ＝ 50％
Ｍ＝ 25％
Ｙ＝ 25％
Ｋ＝ 100％
作成時に、印刷会社等に
お示しください。

グッドスキルマークのバリエーション：造園職種１級の場合

メインロゴマーク

デザインの
趣旨

○ 一流を意味する、「Ⅰ（ファースト）」の組み合わせです。
○ 優れた技能は、努力と鍛錬によって培われた「一流」のコツが集積、
形成されていることを表現しています。
○「ギ能」の価値を「支え」、
「支持し」、
「支援する」マークであることも
示唆しています。
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グッドスキルマーク の 認定製品例
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製 品 名

寝具製品

製 品 名

印鑑

事業所名

トータル寝具ショップ のはら

事業所名

㈲国峰印房

製 品 名

洋菓子

製 品 名

婦人服

事業所名

Patisserie 旬

事業所名

モード・由記

製 品 名

バーベキュー用鉄板セット

製 品 名

宝飾品

事業所名

㈲福島鉄工所

事業所名

カンダエステム㈱

【表示のガイドライン
製品を製造する職種
（大量生産品を除く）

使用可の例】
⚫ 製品の商品タグ
⚫ 製品専用の包装紙、ケース等
⚫ 製品の専用パンフレット、製品パンフレットの該当ページ
⚫ 会社のホームページのうち製品が紹介されているページ
⚫ 製品の保証書や解説書、製作者の紹介書類

建築系職種

⚫ 施工する際に氏名が記載された看板等
⚫ 施工例の専用パンフレット、施工例のパンフレットの該当ページ等
⚫ 施工例が紹介されているホームページ等
⚫ 製品の品質保証書や解説書、製作者の紹介書類等

サービス等の
役務提供職種

⚫ サービスを提供する際に提示する書類等
⚫ 記載されている専用パンフレット、広告の該当ページ等
⚫ 認定者のサービスが紹介されているホームページ等
⚫ 調理職種における献立等

※ 製品の使用可、不可の詳細は表示のホームページに掲載されているガイドラインをご覧ください。
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グッドスキルマークは
１級技能士等が製作した製品に
ついているマークです！
グッドスキルマークは１級技能士等が技能を駆使し
た製品にのみ表示することができるマークです。
人 材 育 成・ 意 匠 に 造 詣 が 深 い 有 識 者 等 の 審 査 を
経て、マークの表示が認められます。

全国で 270 を超える製品が
認定されています。
「技のとびら」をご覧ください！

１級技能士等がその技能を駆使した
付加価値の高い製品等であることを
示すためのマークです！
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グッドスキルマークの製品一覧は、技能検定のポータルサ
イト「技のとびら」に掲載されています。平成 29 年度か
ら開始され、令和２年度までに全国で 270 を超える製品
等が認定されています。

グッドスキルマークは、１級技能士等が技能を駆使し
て製作した製品に表示されています。「技能士」は、
働くうえで身につける等の技能の習得レベルを評価す
る国家検定制度である技能検定に合格した方が名乗る
ことができる名称です。

技能検定職種 130 職種に対応した
様々な製品が認定されています！

洋菓子、和菓子、パン、そうめん等の食べ物、和服、
ドレス等の着る物、家具、建具、畳等のインテリア製
品等、様々な分野の製品が認定されています。

技能検定
とは

技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国と
して証明する国家検定制度」です。
技能検定は昭和 34 年に実施されて以来、令和 2 年 7 月現在 130 職種に
ついて実施されています。技能検定の合格者は令和元年度までに 734 万
人を超え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
試験に合格すると合格証書が交付され、
「技能士」
と名乗ることができます。

お問い合わせ先
中央技能振興センター（中央職業能力開発協会） グッドスキルマーク事務局

TEL：03-6758-2905、2912

【技のとびら】
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認定申請先一覧
認定申請は ､ 各都道府県にある地域技能振興コーナーにお申し込みください。
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番号

都道府県コーナー名

郵便番号

所在地

電話番号

1

北海道技能振興コーナー

003-0005 札幌市白石区東札幌 5 条 1 丁目 1-2

2

青森県技能振興コーナー

030-0122 青森市大字野尻字今田 43-1 青森県立青森高等技術専門校内 青森県職業能力開発協会内 017-738-5561

3

岩手県技能振興コーナー

028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅 10-3-1

北海道立職業能力開発支援センター内
岩手県立産業技術短期大学校内

011-825-2387
019-613-4622

4

宮城県技能振興コーナー

981-0916 仙台市青葉区青葉町 16-1

5

秋田県技能振興コーナー

010-1601 秋田市向浜 1-2-1 秋田県立秋田技術専門校 職業訓練センター内 秋田県職業能力開発協会内 018-874-7135

022-727-5380

6

山形県技能振興コーナー

990-2473 山形市松栄 2-2-1

023-645-3131

7

福島県技能振興コーナー

960-8043 福島市中町 8-2

8

茨城県技能振興コーナー

310-0005 水戸市水府町 864-4

福島県自治会館 5F

9

栃木県技能振興コーナー

福島県職業能力開発協会内

茨城県職業人材育成センター内

024-522-3677
029-221-8647

320-0032 宇都宮市昭和 1-3-10（県庁舎西別館）

028-612-3830

10 群馬県地域技能振興コーナー

372-0801 伊勢崎市宮子町 1211-1

0270-23-7761

11 埼玉県地域技能振興コーナー

330-0074 さいたま市浦和区北浦和 5-6-5

埼玉県浦和合同庁舎 5F

048-814-0011

12 千葉県技能振興コーナー

261-0026 千葉市美浜区幕張西 4-1-10

043-296-7860

13 東京都技能振興コーナー

101-8527 千代田区内神田 1-1-5

03-6631-6056

東京都産業労働局神田庁舎 5 階

14 神奈川県技能振興コーナー

231-0026 横浜市中区寿町 1-4

15 新潟県技能振興コーナー

950-0965 新潟市中央区新光町 15-2

16 富山県技能振興コーナー

930-0094 富山市安住町 7-18

17 石川県技能振興コーナー

920-0862 金沢市芳斉 1-15-15

石川県職業能力開発プラザ 3F

076-254-6487

18 福井県地域技能振興コーナー

910-0003 福井市松本 3-16-10

福井県職員会館ビル内

0776-27-6360

かながわ労働プラザ 6F

045-633-5403

新潟県公社総合ビル 4F

025-283-2155

安住町第一生命ビル 3F

19 山梨県技能振興コーナー

400-0055 甲府市大津町 2130-2

20 長野県技能振興コーナー

380-0836 長野市大字南長野南県町 688-2

076-432-8870

055-243-4916
長野県婦人会館 3F

026-234-9080

21 岐阜県技能振興コーナー

509-0109 各務原市テクノプラザ 1-18 岐阜県人材開発支援センター内

058-379-0521

22 静岡県地域技能振興コーナー

424-0881 静岡市清水区楠 160

054-344-0202

23 愛知県技能振興コーナー

451-0062 名古屋市西区花の木 1 丁目 4 番 4 号

24 三重県技能振興コーナー

514-0006 津市広明町 112-5

25 滋賀県技能振興コーナー

520-0865 大津市南郷 5 丁目 2-14

メゾン花の木 2 階 201 号室

第 3 いけだビル 4F （一社）三重県技能士会内 三重県技能振興コーナー

052-524-2075
059-225-1817
077-537-1213

26 京都府技能振興コーナー

612-8416 京都市伏見区竹田流池町 121-3

27 大阪府地域技能振興コーナー

550-0011 大阪市西区阿波座 2-1-1

京都府立京都高等技術専門校内

28 兵庫県技能振興コーナー

650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28

29 奈良県技能振興コーナー

630-8213 奈良市登大路町 38-1

30 和歌山県技能振興コーナー

640-8272 和歌山市砂山南 3 丁目 3 番 38 号

大阪本町西第一ビルディング 6F
兵庫県中央労働センター 3F

奈良県中小企業会館 2F

31 鳥取県技能振興コーナー

680-0845 鳥取市富安 2 丁目 159

32 島根県技能振興コーナー

690-0048 松江市西嫁島 1-4-5

33 岡山県技能振興コーナー

700-0824 岡山市北区内山下 2-3-10

075-642-5075
06-4394-7833
078-599-9134
0742-24-4127

和歌山技能センター内

久本ビル 5F

073-499-6484
0857-30-0708

SP ビル 2F

0852-61-0051
086-225-1580

34 広島県技能振興コーナー

730-0052 広島市中区千田町 3-7-47

35 山口県地域技能振興コーナー

753-0051 山口市旭通り二丁目 9-19

083-922-8646
088-662-1974

36 徳島県技能振興コーナー

770-8006 徳島市新浜町 1-1-7

37 香川県地域技能振興コーナー

761-8031 高松市郷東町 587-1

38 愛媛県技能振興コーナー

791-1101 松山市久米窪田町 487-2

広島県情報プラザ 5F

082-245-4020

地域職業訓練センター内（香川県職業能力開発協会内）
愛媛県産業技術研究所

管理棟 2F

087-882-2910
089-961-4077

39 高知県技能振興コーナー

781-5101 高知市布師田 3992-4

高知県立地域職業訓練センター内

088-846-2303

40 福岡県技能振興コーナー

813-0044 福岡市東区千早 5-3-1

福岡人材開発センター 2F

092-681-2110

41 佐賀県技能振興コーナー

840-0814 佐賀市成章町 1-15

42 長崎県技能振興コーナー

851-2127 西彼杵郡長与町高田郷 547-21

43 熊本県技能振興コーナー

861-2202 上益城郡益城町田原 2081-10

0952-24-6667
技能・技術向上支援センター内
電子応用機械技術研究所内

44 大分県技能振興コーナー

870-1141 大分市大字下宗方字古川 1035-1

45 宮崎県技能振興コーナー

889-2155 宮崎市学園木花台西 2-4-3 宮崎県技能検定センター内

大分職業訓練センター内

095-883-1671
096-289-5015
097-542-6441
0985-58-1570

46 鹿児島県技能振興コーナー

892-0836 鹿児島市錦江町 9-14

099-226-3240

47 沖縄県技能振興コーナー

900-0036 那覇市西 3-14-1

098-894-3231

