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令和４年度若年技能者人材育成支援等委託事業実施状況 

（令和４年４月１日～１１月３０日） 

（山口県地域技能振興コーナー） 

 

【地域における技能振興事業】 

実施要領 実施計画 実 施 状 況 

1 技能五輪全

国大会の予選

の実施等 

（１）技能五輪全国大会の予選の実施 

   大会参加が見込め、予選が必要な

３職種について実施を予定。 

実施職種：電気溶接、西洋料理、

電工  

   参 加 者：電気溶接（５人）、 

西洋料理（３人）、 

電工（３人） 

実施時期：電気溶接、西洋料理、 

電工とも令和５年２月初旬 

 

 

 

 

第６１回技能五輪全国大会の予選 

○電気溶接 

・開催時期等：令和５年２月３日（金）２人（予定） 

〇電工 

・開催時期等：令和５年１月３０日（月）２人（予定） 

〇西洋料理 

・開催時期等：令和５年２月１２日（日）１人（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 

 ① 技能五輪全国大会に中小企業等

から参加する選手等の旅費や選手

の工具運搬費を助成する。 

・第６０回技能五輪全国大会 

令和 4年 11月 4 日(金)～7日(月) 

千葉県（幕張メッセ） 

対象者数(予定)：選手２０人、 

指導者１６人 

（１７職種､１４社･校） 

 ② 若年者ものづくり競技大会に参

加する選手等の旅費や選手の工具

運搬費を助成する。 

・第１７回若年者ものづくり競技大会 

令和４年７月 27 日(水)～28 日(木) 

広島県（広島産業会館） 

対象者数(予定):選手 15 人､ 

指導者 9 人 

（９職種､９校） 

 

 

① 第６０回技能五輪全国大会（一部無観客で実施） 

・開催時期：令和４年１１月４日(金)～７日(月) 

・開催場所：千葉県幕張メッセほか（全１３施設） 

・開催職種：機械製図ほか（全４１職種） 

・対象者等：選手１２人、指導者１１人 

（７職種、９社･校） 

 

 

 

② 第１７回若年者ものづくり競技大会 

・開催時期：令和４年７月２７日(水)～２８日(木) 

・開催場所：広島県（広島産業会館）ほか 

・開催職種：機械製図ほか１５職種 

・参加者等：選手６人、指導者６人 

（５職種、４校） 

 

 

２ 卓越した技

能者（現代の

名工）の表彰

制度の紹介コ

ンテンツの作

成支援 

中央センターの紹介コンテンツ編集

方針に従い、令和４年度本県被表彰者の

取材を行う等、中央センターに積極的に

協力する。 

令和４年度の本県被表彰者３名全員に、中央セン

ターの紹介コンテンツ編集方針に沿って、取材を実

施する予定である。 
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【ものづくりマイスター等の認定、登録に関する事業】 

【ものづくりマイスターの活用に係る事業】 

実施要領 実施計画の内容 実施状況 

１ 若年技能者

の人材育成に

係る相談・援

助等 

個人や企業、学校等から人材育成に関

し、相談や派遣要請等があった場合に

は、具体的な内容や指導ニーズ等を把握

するため、電話等による詳細の聞き取り

やコーディネーターが訪問を行い、人材

育成に係る取組方法、訓練施設・設備等、

実技指導等の相談、援助及びものづくり

マイスター等の派遣のコーディネート

を実施する。 

 

コーディネーターが中小企業や学校等を訪問し、ニー

ズの掘起こしを行うだけでなく、連携会議の構成員であ

る「やまぐち産業振興財団」等とも連携し、ものづくり

マイスターの派遣に結びつく、コーディネ―トを行い、

実績に結び付けている。 

実施要領 実施計画の内容 実施状況 

1 ものづくり

マイスター等

の開拓 

コーディネーター等による企業･業界

団体の訪問により、派遣ニーズを把握

し、ニーズの多い職種（機械加工・電気

溶接）や登録の少ない職種（電気機器組

立て、機械・プラント製図、菓子製造等）

を中心に認定者数の確保に努める。 

また、生産性・品質向上、人材育成、

労働環境改善に向けた助言等ができる

マイスターの把握した上で、このうち、

ＩT 技術にも精通し、ものづくり現場の

環境変化に対応でき、生産性・品質向上

等の指導ができるマイスターの確保に

も努める。 

・ものづくりマイスター ３人以上   

 

ものづくりマイスターの認定状況 

・上半期に新たな認定基準の検討がなされていたた

め、認定手続きを中止していた。 

今後、下半期について、ものづくりマイスター３

人以上の認定に向け取り組む予定である。 

2 ものづくり

マイスター等

に対する研修 

指導技法等講習会の開催（再講習を含

む。） 

認定されたものづくりマイスター等

に対し、実技指導に関する基礎的知識や

手法を伝授するために、指導技法等講習

会を開催する。 

また、過去３年以上活動実績のないも

のづくりマイスターに、引き続き活動す

る意志について確認し、活動の意志があ

る場合には、改めて指導技法等講習を行

うか、最新版のテキストや事例集の情報

提供を行う。 

開催回数：２回 

（オンライン開催についても検討する） 

 

新たな認定者に対する開催（オンライン開催を含

め）を予定している。 
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実施要領 実施計画の内容 実施状況 

２ ものづくり

マイスター等

の派遣による

指導の実施 

ものづくりマイスター等を中小企業

や工業高校等に派遣し、指導要請を踏ま

え、技能競技大会の競技課題等を使用し

て高度な技能を修得するための実技指

導を実施する。 

派遣回数：１７０回 

(中小企業 70 回､工業高校等 100 回) 

受講者数：１，２００人日 

〇ものづくりマイスター派遣 

・派遣回数 

中小企業    ７９回（今後予定 ３４回） 

 高等学校    ５７回（今後予定 ６７回） 

  計       １３６回（今後予定１０１回） 

・受講者数 

中小企業   １５８人（今後予定 ４２人） 

 高等学校   ６２９人（今後予定４５４人）  

計        ７８７人（今後予定４９６人）  

 

来年度に向け、周知を図っていく。 

３ 若者に対す

る「ものづく

りの魅力」発

信 

サポステから協力要請があった場合、

積極的に実施の検討を行い、可能な限り

協力する。 

実施回数：２回（予定）  

協力要請なし。 

 

４ 熟練技能者

等による派遣

指導及び「も

のづくりの魅

力」発信事業

の実施 

（１）熟練技能者の派遣 

  ものづくりマイスター以外の熟

練技能者を高校等に派遣して、受講

者が技能者として必要な技能を習

得し、技能の向上を図るための実技

指導を行う。 

派遣回数：１０回（予定）   

受講者数：１３０人日（予定） 

職 種：日本料理、西洋料理、 

フラワー装飾、化学分析等 

（２）技能五輪全国大会等のメダリスト

が語る魅力講座 

  技能五輪全国大会等のメダリス

トである若年技能者が、高等学校等

の若年者を対象に、ものづくりの楽

しさ、厳しさ、出場への意気込み等

を語ることにより、ものづくり意識

の醸成や進路及び職業選択の一助

となることを目的に講座を実施す

る。 

    実施回数：７回（予定） 

(1)熟練技能者による実技指導 

・派 遣 職 種：３職種 

（日本料理、西洋料理、フラワー装飾） 

・派 遣 回 数： ２回（今後実施予定 ４回） 

・受 講 者 数：４０人（今後受講予定８８人）  

 

 

 

 

(2) 技能五輪全国大会等のメダリストが語る魅力講座 

〇実施回数：２回        

派遣学校等 実施日 人 講師企業等 職種 

柳井商工高校 11.15 25 UBE ﾏｼﾅﾘｰ(株) 溶接 

防府商工高校 11.21 76 UBE ﾏｼﾅﾘｰ(株) 溶接 

〇今後の予定：１回 

派遣学校等 実施日 人 講師企業等 職種 

田布施農工高校 12.1 21 UBE ﾏｼﾅﾘｰ(株) 溶接 
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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】 

実施要領 実施計画の内容 実施状況 

1 連携会議の

設置 

本事業を効果的かつ円滑に実施する

ため、地方公共団体、経済団体等地域関

係者による連携会議を設置し、年２回開

催する。 

会議は、原則オンラインにより開催す

るものとする。 

【構成メンバー】（委員数：１１名） 

  山口県商工労働部労働政策課 

  山口県教育庁高校教育課 

  山口県教育庁義務教育課 

  山口労働局職業安定部職業安定課 

  （独）高齢・障害・求職者雇用支援

機構 山口支部 

  山口新聞 山口支社 

  山口県経営者協会 

  山口県中小企業団体中央会 

  山口県商工会議所連合会 

  山口県商工会連合会 

  やまぐち産業振興財団 

〇第１回（コロナ禍によりオンライン開催） 

（１）開催日  令和４年６月２１日（火） 

（２）議題 

①令和３年度実施結果報告について 

②令和４年度実施計画について 

 

〇第２回（コロナ禍によりオンライン開催）（予定） 

（１）開催日   令和４年１２月１６日（金） 

（２）議題 

①令和４年度事業実施状況報告について 

②令和５年度に向けた改善事項等について 

 

2 連携会議の

回数 
年２回（６月、１２月） 年２回（６月、１２月（予定）） 

 

【全国斉一的な事業展開】 

実施要領 実施計画の内容  

全国斉一的な事

業展開 

センターとコーナーが密接に連携し、

円滑に全国斉一的な事業展開を図るた

め、全国会議やブロック会議等に出席

し、情報収集、情報交換を積極的に行い、

事業展開がよりスムーズに行えるよう

業務方針の確認、実務ノウハウの向上・

共有等を図る。 

センターと連携を密にするとともに、円滑に全国斉一

的な事業展開を図れるよう、全国会議やブロック会議等

に出席し、情報収集、情報交換を積極的に行い、業務方

針の確認をし、事業展開がよりスムーズに実施できるよ

う努めた。 
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【目標達成のための取組み】 

ア 成果目標 

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

に生かせるとした受講生の割合 
９０％以上 

③ 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 

９０％以上 

 

これまでのアンケート結果を参照し、より満足度の高い指導内容となるよう、マスターや連携会

議の構成団体へフィードバックをしていく。 

  

イ 活動目標 

   ものづくりマイスターの活動数   １，２００人日以上 

   コロナ禍による影響も考慮し、１，２００人日以上を目標とした。 


