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令和４年度若年技能者人材育成支援等事業進捗状況 

 

１ 地域における技能振興事業の実施 

 （1）技能五輪全国大会等の予選の実施等 

   ① 予選会の実施         開催計画   １職種程度（実施回数１回程度） 

   第 61回技能五輪全国大会の愛媛県予選大会を開催する予定としております。 

実施項目 実施計画 実施予定 

1 実施職種 「西洋料理」職種 「西洋料理」職種 

2 実施内容 

 

○開催時期  2月 

○競技職種  西洋料理 

○参加人数  3名程度 

新型コロナの感染拡大状況から実

施は難しい。 

 

   ② 技能五輪全国大会への参加支援の実施 

   参加者に対して、参加旅費及び道具等運搬費について援助を行う予定です。 

実施項目 実施計画 実施予定 

 技能五輪全国大会 

 (1) 派遣人数 

13名 

(選手 8名、指導者 5名) 

12人 

（選手 8人、指導者 4人） 

 (2) 実施時期 令和 4年 11月 4日～11月 7

日 

令和 4年 11月 4日～11月 7

日 

 (3) 実施場所 千葉県 千葉県 

 

   ③ 若年者ものづくり競技大会への参加支援の実施 

   参加者に対して、参加旅費及び道具等運搬費について援助を行いました。 

実施項目 実施計画 実施予定 

 若年者ものづくり競技大会 

 (1) 派遣人数 

10名 

(選手 5名、指導者 5名) 

10人 

（選手 5人、指導者 5人） 

 (2) 実施時期 令和 4年 7月 27日～7月 28

日 

令和 4年 7月 27日～7月 28

日 

 (3) 実施場所 広島県 広島県 

 

 第 60回技能五輪全国大会において、 

タイル張り職種の山本優太選手が金賞を受賞 

しました。 

 おめでとうございます。 

 

 

実績数は１１月３０日現在の数字です 

資料№１ 
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（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 ものづくりマイスター、ＩＴマスター及びそれ以外の熟練技能者の活用 

  （ア）東予ものづくり祭り 

2022年 11月 20日（日）イオンモール新居浜を会場として 3職種のものづくり体験を行い、

103名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストーンアート               表装 

 

  （イ）「えひめものづくりフェア 2022」 

2022年 12月 18日（日）エミフル松前を会場として、2職種で参加者 20名程度の技能イベ

ントを実施予定です。 

 

 （ウ）愛媛県内各地での「ものづくり体験教室」の開催 

地域の特性に応じた内容のものづくり体験イベントを実施 

27 会場において 474 人が参加し、ものづくりの感動を体験していただきました。 

 

 

 

 

 

 

                   

 

       塗装                 陶磁器製造 
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 (エ) ものづくりマイスター、ＩＴマスターそれ以外の熟練技能者の派遣 

  熟練技能者による実技指導 

   中小企業の若年技能者や専門高校の生徒に対して、技能検定試験の実技課題レベルの

技能の習得、技能検定受検意欲の向上を図るため、熟練技能者を派遣し技能継承を行

いました。 

実施項目 実施計画 実施結果 

1 実施団体数 中小企業・専門高校等 中小企業    0社 

専門高校   1校 

2 受講者数 
10人 

中小企業    0人 

専門高校   21人 

 

 

 

 

 

 

                   

 

フラワー装飾 

     

 ② 「地域発！いいもの」応援事業の実施 

  地域における技能振興や技能尊重の気運を高めるため、また、地域の活性化を図ること

を目的に、「技能振興」、「技能者育成」等に資する特色ある取組や制度を選定する事業です。 

今年度は募集を中止しております。 

 

 ③ グッドスキルマーク事業の実施 

  グッドスキルマークとは、技能検定制度での特級技能士、一級技能士または単一等級の

技能士（以下、一級技能士等）が製作した製品等であることを示すためのマークです。こ

の取組は、グッドスキルマークの表示を認めることにより、直接、国内外の消費者に対し

て、優れた技能によって製作された付加価値の高い製品であることをアピールし、ものづ

くり日本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的としています。 

  今年度は募集を中止しております。 

 

 ④ 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作成支援 

  中央技能振興センターからの指示により、令和４年度被受賞者（愛媛県は宇野保夫氏）

に対して取材を行いました。取材結果をセンターに提出する予定です。 
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２ ものづくりマイスター等の認定、登録及び活用に関する業務等について 

  （１）ものづくりマイスター等の認定要件及び対象分野 

（２）ものづくりマイスター等の開拓 

   （３）ものづくりマイスター等への説明 

  （４）申請書類の取りまとめ 

   今年度は、ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターをものづくりマイ

スターに統合する計画のため、前期の募集を停止しておりました。 

10月以降に募集を再開し、1名から申請書が提出されております。 

 

実施項目 設定目標 認定結果（予定含む） 

1 ものづくりマイスター認定者数 2人以上 第１回  0人 

第２回  2人 

（計 2名） 

ものづくりマイスターについては、制度の変更がありましたので、問い合わせがあっても

申請書の提出がない事例がありますが、第 2 回目の申請案件もありますので、申請書の配付

及び説明を行っています。 

 

 （５）ものづくりマイスター等に対する研修 

   今年度は、申請書の受付時期が遅かったので、認定者がいないため実施しておりませ

ん。 

 

３．ものづくりマイスター等の派遣等について 

（１） 若年技能者の人材育成に係る相談・援助 

  ものづくり体験教室の実施にかかるコーディネート活動を中心として、技能者育成の相

談等の対応も行いました。 

 （２） ものづくりマイスターの派遣による実技指導の実施 

   ものづくりマイスターの派遣にあたっては、要請先やマイスターに対して指導方法・

内容等のコーディネートを行った上で、実技指導を行いました。 

【ものづくりマイスター】 

実施項目 実施計画 実施結果 

1 中小企業等への派遣 

 (1) 実施回数 

 

14社程度 

 

1社（団体） 

 (2) 受講者数 400人日以上 20人 

 (3) 派遣対象職種 技能検定及び技能五輪全国

大会の競技職種のうち、建

設業及び製造業に該当する

職種（111職種） 

機械・プラント製図職種 
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2 専門高校への派遣 

 (1) 実施回数  

 

6校（学科）程度 

 

5校（学科） 

 (2) 受講者数 200人日以上 84人 

 (3) 派遣対象職種 技能検定及び技能五輪全国

大会の競技職種のうち、建

設業及び製造業に該当する

職種（111職種） 

冷凍空気調和機器施工、鉄筋施工、

機械保全、菓子製造 

 

 

 

 

 

 

 

 

     冷凍空調調和機器施工             菓子製造 

 

 

 

【ＩＴマスター】 

実施項目 実施計画 実施結果 

1 中小企業等・教育機関への派遣 

 (1) 実施回数 

 

 

１校 

 

 (2) 受講者数 1人日以上 44人(予定含む) 

 (3) 派遣対象職種 IT関連職種 グラフィックデザイン 

 

【テックマイスター】 

  令和４年度は派遣要請がありませんでした。 

 

 

  （３）「目指せマイスター」プロジェクト 

   ① 「ものづくりの魅力」発信 

   令和 4 年度は中止 

 

② 「ＩＴの魅力」発信 

令和４年度は中止 
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    ③ その他、サポステ魅力発信 

    ニートの若者等に対する就労支援に取り組んでいる地域若者サポートステーション

に事業の広報を行った結果、今年度においても実施要請がありましたので、その支

援対象者へものづくりマイスターを派遣し、ものづくり体験等を行いました。 

実施項目 実施計画 実施結果 

1 サポステへの派遣 2回程度 1回(11月 15日)  6人 

 実施場所：新居浜市立女性総合センター 

 

 

        和裁    

 

④ ものづくりマイスター職種別事例発表・意見交換会について 

電気機器組立て職種のものづくりマイスターの方々に向け、効果的な実技指導の在

り方等に関し意見交換を行うための事例発表・意見交換会が開催され愛媛県のもの

づくりマイスター松原 弘明氏が事例発表を行いました。 

実施項目 実施計画 実施結果 

1 ものづくりマイスター職

種別事例発表・意見交換会

（電気機器組立て職種） 

1回程度 1回（11月 18日） 10人 

実施場所：中央技能振興センター（Web会議方式） 

 

（４）地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営 

(1) 連携会議の設置 

(2) 連携会議の開催回数 

  連携会議を開催し、愛媛県の産業特性、就業構造等を踏まえた、本事業の推進計画、進

捗状況の管理を行いました。 
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令和４年度は事業内容の変更がありましたので、状況を見極めた後に実施しました。 

実施項目 実施計画 実施結果 

1 開催時期 

 （開催回数） 

令和 4年 5月又は 6月、令和 4年

12月（年 2回） 

第 1回目:令和 4年 7月 19日 

第 2回目:令和 4年 1月実施予定 

 計 2回 

2 構成メンバー 愛媛県経済労働部産業雇用局労

政雇用課、愛媛県教育委員会指

導部義務教育課、愛媛県教育委

員会指導部高校教育課、愛媛労

働局、独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構愛媛支部愛

媛職業能力開発促進センター、

日本労働組合総連合会愛媛県連

合会、愛媛県商工会議所連合会、

愛媛県商工会連合会、愛媛県中

小企業団体中央会、愛媛県経営

者協会、一般社団法人愛媛県専

修学校各種学校連合会、愛媛県

技能士会 

愛媛県経済労働部産業雇用局労政

雇用課、愛媛県教育委員会指導部

義務教育課、愛媛県教育委員会指

導部高校教育課、愛媛労働局、 

独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構愛媛支部愛媛職業能

力開発促進センター、日本労働組

合総連合会愛媛県連合会、愛媛県

商工会議所連合会、愛媛県商工会

連合会、愛媛県中小企業団体中央

会、愛媛県経営者協会、一般社団

法人愛媛県専修学校各種学校連合

会、愛媛県技能士会 

3 内容 

 (1) 第 1回目 

当該年度の推進計画の提示 令和４年度「若年技能者人材育成

支援等事業」推進計画について 

 (2) 第 2回目 当該年度の事業実施報告等 ① 令和４年度「若年技能者人材

育成支援等事業」進捗状況に

ついて 

 

 

 

 


