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令和４年度 若年技能者人材育成支援等事業の実施計画 

福岡県技能振興コーナー 

  日本のお家芸でもある”ものづくり”の基盤が、若年者のものづくり離れや製造現場

の海外移転等により、人材面を中心に急速に弱体化している。ものづくり産業が競争力

を維持し、発展を遂げていくためには、産業の基盤となる技能者の育成が不可欠。 

  このため、これまでの業務等を通じて蓄積したノウハウや企業・業界団体・教育機関

とのつながりを活用し、若年技能者の人材育成及び技能を尊重する社会づくりを推進す

る。 

１. 地域における技能振興事業 

区分 事項 

1.技能五輪全国大会予選

の実施等 

(1) 技能五輪全国大会の予選の実施 

  技能五輪「電気溶接」「電工」職種の２職種について、後

期技能検定と同時期に予選を実施します。周知については、

技能検定受検案内に記載し、技能検定受検企業及び団体に

対し広報する。 

【実施職種】２職種 

【参 加 者】３名 

「電気溶接」１名、「電工」２名 

 (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 

  技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会参加者の

うち、中小企業の従業員、学生及びそれらの指導者の旅費

を援助します。また、工具等の運搬費を援助する。 

① 第１７回若年者ものづくり競技大会（広島県）   

【選 手】 ８名     

【指導者】 ６名 

② 第６０回技能五輪全国大会（千葉県） 

【選 手】１６名     

【指導者】１０名 

2．卓越した技能者の表彰

制度の紹介コンテンツの

作成支援 

社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、青少年が技能労働

者として入職することを促進するため、中央技能振興センタ

ーが作成する、令和４年度の卓越した技能者（現代の名工）

表彰の被表彰者を紹介するためのコンテンツの作成支援を行

う。 

3．「地域発！いいもの」応

援事業及びグッドスキル

令和４年度は、「地域発！いいもの」認定制度及び「グッド

スキルマーク」の新規認定を休止することとなった。 



 

2 

 

区分 事項 

マーク事業の休止に伴う

対応 

従って、両事業のいずれかの認定を受けた事業者から認定

内容の変更、廃止等の相談を受けた場合は、中央技能振興セ

ンターに問い合わせるよう説明する。 

4.その他 ものづくり体験等を実施するイベントの実施  

※令和４年度は、本事業休止につき、令和３年度の実績のみ 

表記 

２. ものづくりマイスターの認定・登録に関する業務 

区分 事項 

1.ものづくりマイスター

等の開拓 

令和３年度までは、「ものづくりマイスター」、「ＩＴマスタ

ー」及び「テックマイスター」の３類型を設けていたところ

であるが、令和４年度より、これらを「ものづくりマイスタ

ー」の１類型に統合されることとなった。 

これを受け、中央技能センターにて、新しい「ものづくり

マイスター」の認定要件、対象分野が定められることになっ

た。 

具体的な認定要件・対象分野については、有識者からなる

検討会の議論を経て、令和４年上半期までに定めることとな

った。 

したがって、令和４年度の企業・業界等への訪問は、新し

いものづくりマイスターの認定基準策定後（下半期以降）か

ら実施する予定。 

2.ものづくりマイスター

への説明 

 

新たに認定を受けたものづくりマイスターには、実技指導

等に当たる前に、中央技能振興センターが定める免除基準に

該当する場合を除き、指導技法等講習を受講する必要がある

旨を説明する。 

また、以前から認定登録している者が当該年度に初めて実

技指導等を開始する直前に、技能振興コーナーの指示に基づ

いて活動する際の条件等については文書により通知し説明を

行う。 

3.申請書類の取りまとめ ものづくりマイスターの認定申請を行う者に対して申請書

類の確認を行うなど円滑な事務処理の実施を支援し、申請書

類を取りまとめて中央技能振興センターに提出する。 

4.ものづくりマイスター

に対する研修 

新たに認定されたものづくりマイスターに対して、実技指

導の結果報告の作成方法等を含む指導技法等講習を実施す
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区分 事項 

る。指導技法等講習の実施に当たっては、中央技能振興セン

ターが作成したカリキュラム及び教材を活用し、指導技法に

バラツキが出ないよう配慮して実施する。 

【実施頻度】 

下半期（※）に 1 回程度（通年は年２回程度） 

※新ものづくりマイスター認定要件策定後、実施する。 

【実施時期】 

マイスターの認定件数に応じて調整。 

中央技能振興センター主催で実施する指導技法講習の講師

養成研修について、積極的に推薦する。 

３. ものづくりマイスターの活用にかかる業務 

区 分 事 項 

1.若年技能者の人材育成

に係る相談・援助等 

技能振興コーナーにおいて、技能競技大会の競技課題や過

去の技能検定試験問題等を活用した若年者の人材育成に係る

取組方法・訓練施設・設備等のコーディネート、実技指導等

の相談・援助及びものづくりマイスター派遣のコーディネー

ト等を行う。 

※ものづくりマイスターの派遣にあたっては、新型コロナウ 

イルスの感染対策を十分に講じて、関係者の安全に十分配

慮して慎重に実施する。 

2. ものづくりマイスタ

ーの派遣による指導の

実施 

企業や工業高校等からの若年技能者に対する実技指導の要

請を受けた場合は、要請者の要望を的確に把握し、最適なも

のづくりマイスターを派遣し、技能競技大会の競技課題また

は過去の技能検定試験問題を基にした実技指導を行うととも

に、材料費等の支援を行う。 

コーディネートにあたっては、一部のマイスターに偏るこ

とがないよう留意し、これまで未活動であったマイスターに

ついても活動の機会を与えるよう配慮する。 

また、ものづくりマイスターの記録した指導記録を活用し

派遣依頼元の担当者へ到達度の評価や今後の課題について伝

えることにより、企業や教育機関における、若年技能者の技

能向上訓練の継続した取組を促す。 

（目標）ものづくりマイスター達成目標 

1. ものづくりマイスター派遣者数     284 人日 

2. ものづくりマイスター受講者数   1,200 人日 
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区 分 事 項 

（注記） 

ものづくりマイスター派遣計画について 

今年度から「ものづくりマイスターの派遣指導において、

２年連続して指導を受ける派遣対象先から謝金等を徴収す

ることとしたこと」に伴い、前年度の派遣実績先からの派

遣依頼は、一部の条件を充たした工業高校等以外は、派遣

依頼は見込めないことから、新規先の開拓に注力した以下

の取組みを行う。 

１.中小企業・業界団体等 

（1）新規先開拓 

前年度の派遣実績先以外の対象先を開拓する。関係団

体、技能検定受検先等の関係先への周知、情報収集・ニ

ーズの聞取り、見込先選定、電話・訪問等個別に対応す

る。 

（2）既存先深耕    

過去の派遣実績先（＝前年度派遣実績先を除く）のニ

ーズ掘り起こしを行う。併せて、前年度実績先には、令

和４年度のマイスター事業の変更点（２年連続派遣先に

対して費用負担を求めることに変更）について丁寧な説

明を行う。 

２.工業高等学校等 

（1）新規先開拓   

前年度の派遣実績先以外の対象先を開拓する。 

（2）既存先深耕  

① 前年度の派遣実績先のうち、専攻科が異なる需要の掘

り起こし 

前年度派遣実績先であっても、「前年度と専攻科が異

なる場合に限り、同一学校であっても連続派遣可能と

する」との規定により、前年度実績先の潜在需要の掘

り起こしを行う。 

② 過去の派遣実績先のニーズ掘り起こし 

令和２年度以前の派遣実績先の情報収集に努め、潜

在需要の掘り起こしを行う。 

３．令和４年度から新たな派遣先として追加された「公民館・

集会施設等の公共施設又はショッピングモール等民間施

設のイベントエリア等」への派遣について 

（1）不特定多数の者に対して指導等を行う場合、対象年齢は

柔軟に対応可能である点に留意して取り組む。 

（2）参加者が重複することがないよう配慮して取り組む。 
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区 分 事 項 

※ものづくりマイスターの派遣にあたっては、新型コロナウ

イルスの感染対策を十分に講じて、関係者の安全に十分配

慮して慎重に実施する。 

3. 若者に対する「ものづ

くりの魅力」の発信 

地域若者サポートステーション事業の支援対象者に対する

「ものづくりの魅力」発信の実施の要請を受け、サポステの支

援対象者を対象としたものづくりマイスターによる「ものづく

り体験」等を実施する。 

4. 熟練技能者の派遣によ

る指導の実施及び「もの

づくりの魅力」の発信事

業の実施 

ものづくりマイスターの対象分野に該当しない職種につい

て企業等から実技指導の要請を受けた場合、熟練技能者を派

遣して実技指導を行う。 

 

４. 地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営 

区 分 事 項 

1. 連携会議の設置 

 

 

 

福岡労働局、福岡県職業能力開発課、福岡県教育委員会、

高齢・障害・求職者雇用支援機構、福岡県工業高等学校長協

会、福岡県中小企業団体中央会、（一社）福岡県建設専門工事

業団体連合会及び（一社）福岡県技能士会連合会をメンバー

とした受託者主催の連携会議を設置する。 

年度当初においては、コーナーで実施する事業内容等を盛

り込んだ推進計画を厚生労働省との契約に基づき策定し決定

する。 

年末においては、令和４年度の事業実施状況等を連携会議

に報告し取りまとめる。 

2. 連携会議の開催回数 年間２回 (６月、１２月) 開催します。 

５. 全国斉一的な事業展開 

区 分 事 項 

1．会議の出席 中央技能振興センター等が主催する全国会議等に出席する。 

６. 諸経費 

区 分 事 項 

1. 本事業遂行に必要な諸

費用 

ﾊﾟｿｺﾝリース料・事務用備品レンタル料、郵便料金等の経費 
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７. 管理費 

区 分 事 項 

1. 本事業遂行に必要な管

理費用 

事務所使用料負担金、電気・水道代負担金 

※令和３年度までは諸経費に計上していたが、仕様変更に伴

い一部の費用を管理費に計上 

８. その他 

区 分 事 項 

1. 地域に対するサービス

提供方法 

福岡県福岡市東区千早 5 丁目 3－1 福岡県職業能力開発協

会内に福岡県技能振興コーナーを設置する。 

９. 目標  

１．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

とした受講者の割合 

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 

２．活動目標 

  ものづくりマイスターの活動数 

【達成目標】 受講者延べ人日 
 

１，２００人日以上 

（注）上記の実施計画は、本委託事業の契約内容に基づき作成。 

  新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、個々の事業を延期または中止する可能性 

がある。 


