
                          

令和４年度若年技能者人材育成支援等委託事業実施計画 

実施要領 実施計画の内容 

第３ 地域技能振興

コーナー事業 

１事業の実施体制等 

(1) 地域技能振

興コーナーの

設置 

愛知県地域技能振興コーナーは､当団体の事務局管理の下､当団体と

は別に事務所を構え､独立した体制により専ら若年技能者人材育成支

援等事業(以下「本事業」という｡)を運営します｡ 

【事業所所在地】 

愛知県地域技能振興コーナー 

 愛知県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 

(2) 地域技能振

興コーナーの

事業実施体制 

厚生労働省及び中央技能振興センター(以下「センター」という。)

との連携に加え､地域の関係団体とも密接な連携協力をしながら､各種

事業を効果的かつ効率的に進めます。 

職員６名（コーナー長１名､業務担当３名､補助職員２名） 

派遣社員（コーディネーター）３名 

【会計処理】 

「若年技能者人材育成支援等事業特別会計」を設け、区分経理を実施 

【コーディネート】 

派遣に係る相談、派遣先及びものづくりマイスター（以下「マイス

ター」という。）との調整、指導状況の現認及び結果の取りまとめに

ついては、製造業での営業経験があり、ものづくり等の業界に幅広い

人脈を持つ人材派遣の「コーディネーター」が専任で担当 

【その他】 

・全国技能振興コーナー職員が一堂に会する全国会議や地域ブロッ

ク会議への出席及び講師養成研修への参加等により､厚生労働省､

センター等と円滑かつ的確に連携 

・事業遂行に伴い生じた疑義については､コーナー長の統括の下､各

担当者が要件を整理した上でセンターの事務分担に基づき問い合

わせ等を行い､結果を記録･共有 

・厚生労働省及びセンターからの指示･情報提供について､職員及び

派遣社員の全員に共有 

２ 地域における技

能振興事業の実施 

(1) 技能五輪全

国大会の予選

の実施等 

ア 技能五輪

全国大会の

予選の実施 

予選は､当団体の技能検定部門との総合調整の下に実施します｡ 

実施職種は、技能五輪全国大会に継続的な参加実績のある「試作モ

デル製作」始め３職種を予定します｡なお､当該３職種は､２級技能検

定実技試験の課題を使用した予選を行っていません。 

これらの予選実施に向けて､競技職種に係る業界団体､事業所､高等

学校等に対して予選会参加への働きかけや競技参観への周知を行い､

予選会の活性化及び技能尊重機運の醸成を図ります｡ 

実施に当っては､当団体の技能検定担当部門や関係技能士会との協

議の下､独自の選考基準を設けて予選競技を行います｡具体的には､競

技委員に当該競技職種の技能検定委員や技能五輪全国大会の競技委員

等の経験者を選任し､競技委員の知見に基づく予選にふさわしい課題､

選考基準等を定めて競技を実施します｡また､開催時期についても､生



徒､学生､専門学校生等の出場機会を考慮し調整します｡ 

また、造園職種では、雨や雪などの天候を考慮した設営に配慮して

競技を実施します。 

【予定】 

開催時期：令和４年７月頃及び令和５年２月頃 

予選職種：３職種 21 人（試作モデル製作：10 人､造園：６人､洋菓子製造：５人）  

【参加選手募集方法】 

・技能五輪全国大会出場予定企業、教育機関への資料配布、個別訪問 

・参加者拡大のための当団体 Web サイト、メルマガでの告知 

【観客募集方法】 

当団体 Web サイト、メルマガでの告知に加え、参加団体の媒体を最

大限に活用した広報 

イ 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 

技能五輪全国大会及び若年者ものづくり競技大会の参加促進のた

め､中小企業､工業高校等に所属する参加選手と指導者の旅費及び工具

等運搬費に係る支援を行います｡支援制度は､当団体の Web サイト等で

告知するとともに､参加予定の企業･学校に対して当団体の競技大会担

当部門と連携し漏れなく周知します。 

ものづくり産業の集積の高い本県では、企業及び学校が技能レベル

の向上を期して選手の育成に注力していることを踏まえ、予算の範囲

で最大限の支援に努めます。 

【予定】 

技能五輪全国大会：60 人程度（選手 35 人、随行指導者 25 人） 

若年者ものづくり競技大会：60 人程度（選手 35 人、随行指導者 25 人） 

(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 

 令和４年度の卓越した技能者の被表彰者を紹介するコンテンツの作

成に当たり､センターが示す編集方針に沿って被表彰者を取材し､結果

をセンターに提出します。 

(3) ｢地域発！い

いもの｣応援事

業及びｸﾞｯﾄﾞｽｷ

ﾙﾏｰｸ事業の休

止に伴う対応 

休止となった両事業に関し､認定事業者等から相談を受けた場合は

一次受付し､可能な範囲で情報提供等を行うとともに、内容に応じて

センターを紹介します。 

３ マイスターの認

定、登録に関する

業務等について 

(1) マイスター

の開拓 

マイスターの開拓は、派遣ニーズに応じ、不足している職種や人数

の状況を踏まえて、企業・業界団体等への訪問等により登録解除数を

超える数の新規登録者の掘り起こしを行います。また､過去３年間に

活動実績のない者等を対象に､活動継続の意思確認を行い､その結果に

基づき登録解除の手続きを行います｡ 

新規開拓は、次のターゲットに向けて行います。 

・長期間にわたる安定的な派遣が可能である退職予定者や非常勤の

熟練技能者（主として熟練技能の継承） 



・指導技法、IT 活用・DX 対応などに関する最新の知見を併せ持つ

主要企業等の現役技能者（熟練技能の継承及び変化への対応能力

の向上） 

開拓は、当団体の有する関係性を最大限に活用し、次のとおり行い

ます。 

・既存のマイスターからの候補者情報の収集 

・関係企業等への周知依頼､組織的な協力誘引､候補者情報収集 

・技能士会連合会､商工会議所､事業主団体等への周知及び協力依頼 

・候補者情報に基づく企業及び大学等教育機関への個別訪問 

・現代の名工のうちマイスター登録していない者への勧誘 

開拓に当たっては､製造業等における営業経験が経験豊富で､ものづ

くり等の業界に幅広い人脈を持つ人材派遣の｢コーディネーター｣を最

大限活用します。 

また、Web サイトやリーフレット等の広報媒体を有効利用すること

により、マイスター制度の一層の周知を図ります。 

なお､本県では､これまでマイスター登録がない職種での派遣要請は

なかったものの､派遣ニーズの広がりが見られる中で、引き続き登録

数の僅少な職種における開拓に努めます。 

【訪問頻度】 

６名が毎月２日程度（可能な場合は対面に代えオンライン実施） 

【時期】 

令和４年度下半期 

【広報手段】 

 ・関係団体等へのチラシ配布､当団体のメルマガ､Web サイト等 

 ・地域における技能振興等に係る周知・広報業務との連携 

(2) マイスター

への説明 

認定を受けたものづくりマイスターに対し､実技指導等の前に指導

技法等講習を受講する必要がある旨を周知します(センターの免除基

準に該当する場合を除く｡)｡ 

(3) 申請書類等

の取りまとめ 

ものづくりマイスターの認定申請書を受理し、申請書類を取りまと

めてセンターに提出します。 

(4) マイスター

に対する研修 

センターの指導技法等講習の実施に関する支援を活用し、マイス 

ターによる指導技能が全国的に均一化できるよう努めます｡ 

併せて､個人情報保護､セクシュアルハラスメント･パワーハラスメ

ントの防止､若年者･学生との接遇といった面の知識付与や実技指導派

遣依頼元の意見等を踏まえた講習を行います。 

なお、過去３年間に一度も活動実績のないマイスターに対し、最新

の指導技法等の講習を行います。 

【予定】 

実施回数：２回以上 

受講人数：10人程度以上 

４ マイスターの活

用に係る業務につ

いて 

若年技能者の人材育成に係る企業や教育機関からの相談に、電話、

メール、Web フォーム（24 時間利用可）等で対応します。派遣先の人

材育成方針を踏まえ、指導ニーズを明確化し、目的や施設･設備に応



(1) 若年技能者

の人材育成に

係る相談・援

助等 

じた最適なコーディネートを行います。 

具体的には､派遣のねらい､被指導者のレベル､派遣先の設備･環境等

を丁寧にヒアリングし､案件に応じた最適な能力･経験を有するマイス

ターを選任の上､派遣先との３者による事前打合せを行うことで､効果

的な指導内容となるよう調整します｡ 

併せて､担当マイスターの知見や類似事例における実績を踏まえて､

派遣先での人材育成効果が期待できる付加提案（IT 活用・DX 対応の

事例紹介、安全衛生・品質管理・業務改善・指導技法の講義等）を積

極的に行います。 

【実施体制】 

コーディネーター（専任３名）及び職員（１名）が対応 

【相談方法】 

 電話､メール､Web(当団体の Web ページ内フォーム)､オンライン会議 

【広報手段】 

 ・関係団体等へのチラシ配布､当団体のメルマガ､Web サイト等 

 ・地域における技能振興等に係る周知・広報業務との連携 

(2) マイスター

の派遣による

指導の実施 

令和４年度は､新規企業及び教育機関を開拓し､別添のスケジュール

【資料４】により適時的確な実施に努めます｡ 

派遣先の新規開拓については、年度当初の４月に募集し、５月頃に

派遣先を一次選定し、派遣計画を編成します。その後、予算の状況に

応じて随時募集し、派遣計画を修正します。開拓に当たっては、当団

体の関係性を最大限に活用し、関係団体、企業、教育訓練機関等に積

極的な働きかけを行います。 

なお、派遣に係るデータはすべてエクセル等で管理し、重複等を排

除します。 

併せて､県内で開催されるイベントにブース出展し､不特定多数の者

に対するものづくり体験の機会を設けるとともに､家庭で手軽にもの

づくり体験ができる子供向けの動画をマイスターの出演の下に制作

し､YouTube で配信します。 

【広報手段】 

・関係団体へのチラシ配布､当団体のメルマガ､Web サイト等 

・地域における技能振興等に係る周知・広報業務との連携 

【申込方法】 

 電話、メール、Web（当団体の Web ページ内フォーム）により一次

受付（本申請は、別途所定の様式にて受理） 

【目標値】  

１ アウトカム目標（成果目標） 

(1) 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) 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) 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 

２ アウトプット目標（活動目標） 

マイスター派遣指導活動数 延べ 1,900 人日以上 

（内訳） 

実技指導 企業   40 回程度以上 延べ 600 人日以上 

教育機関 10 回程度以上 延べ 150 人日以上 

イベント １回 ５職種 延べ 500 人日以上 

Web 配信 １職種以上 650 視聴回数以上 

(3) 若者に対す

る「ものづく

りの魅力」発

信 

地域若者サポートステーション(以下「サポステ」という｡)から要

請があった場合には､マイスターを派遣し､支援対象者にものづくり体

験等を行います。 

派遣に先立ち、サポステの支援対象者の状況に配慮し、平成27年度

に開発されたマニュアル等を活用してマイスターに対し事前説明を行

います。併せて、サポステからマイスターに対して支援対象者の状況

説明を行っていただきます。 

また、派遣の際には、サポステの立ち会いを求めます。 

【予定】 

ものづくり体験等 ２回以上 

(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 

 熟練技能者等による派遣指導は、マイスター派遣に準じ、新規企

業・教育機関を開拓して実施します。 

｢ものづくりの魅力｣発信については､新規の教育機関等を対象に､熟

練技能者等によるものづくり体験会等を実施します｡内容については､

ものづくりの魅力発信や技能尊重機運の醸成に最大の効果が上がるよ

う､受講者の年齢や知識レベルに応じ､体験を通じてものづくりのすば

らしさが実感できる職種､内容､製作品(持ち帰り､家庭等で利用できる

ものの製作など)とします。 

熟練技能者等の派遣に係る相談や募集、申し込みについては、マイ

スター派遣と合わせて計画的に実施します。 

派遣する者については､技能士会等と調整の上､技能面や指導面での

適任の者を選定し､派遣先の目的や環境に応じて最適な内容となるよ

うコーディネーター及び職員が調整します。 

【広報手段】 

 ・関係団体等へのチラシ配布､当団体のメルマガ､Web サイト等 

 ・地域における技能振興等に係る周知・広報業務との連携 

【申込方法（一次受付）】 

 電話、メール、Web（当団体の Web ページ内フォーム） 

【予定】 

 実技指導２回以上 延べ 20 人日以上 

ものづくりの魅力発信（体験会等）２回以上 延べ 20 人日以上 

５ 地方公共団体、

経済団体等との連

携会議の設置・運

営について 

平成 25 年度の本事業受託以来の強固なネットワークを活用し､学識

経験者､行政機関､労働団体､経済団体､教育機関､技能振興団体の関係

者を構成員とした連携会議を設置・運営します。 

当該会議において、地域の産業特性や就業構造を踏まえたマイス 



 

(1) 連携会議の設

  置 

ター制度の活用及び地域技能振興事業の取組、事業実施に当たっての

連携・協力のあり方や方針決定等に係る協議、事業実績に係る評価等

を適切な時期に実施します。 

(2) 連携会議の

開催回数 

【予定】 

 ・開催回数：年２回（年度当初、年末） 

 ・議  題：第１回・前年度事業実施結果について 

・事業実施計画について等 

       第２回・事業実施状況について 

・次年度に向けた改善事項等について等 

【開催方法】 

 原則としてオンラインによる。 

第４ 全国斉一的な

事業展開の担保 

センター主催の全国会議及び地域ブロック会議への出席、事業スケ

ジュール及び実施状況の報告その他の調整を厚生労働省及びセンター

と的確に行い、全国斉一的な事業展開に努めます。 


