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令和４年度若年技能者人材育成支援等事業推進計画 

茨城県技能振興コーナー 

実施要領 実施計画の内容 

１ 地域における技能振興

事業の実施 

（１）技能五輪全国大会の

予選の実施等 

 ア 技能五輪全国大会の

予選の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

若年者のより一層の技能向上を図ることを目的とし、茨城

県職業能力開発協会と共同で以下のとおり予選会を実施す

る。募集時期に県内の企業・教育訓練機関に対して予選会へ

の参加及び観覧に向けた働きかけを行う。 

職  種 募集時期 実施時期 
選手数 

（見込） 

精密機器組立て 4月上旬 6月中旬 10人 

電気溶接 10月上旬 2月中旬 10人 

電工 10月上旬 2月中旬 2人 

プラスチック金型 10月上旬 2月中旬 6人 

合  計 28人 

 

技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会への参加を

促進する為、中小企業・教育訓練機関等に所属する参加選手

と指導員の旅費と工具等の運搬費の援助を行い、中小企業等

に所属する若年技能者の大会参加を促進する。 

大会名 開催日程 場所 選手数 指導員数 

若年者ものづくり

競技大会 

7月 27日･

28日 
広島県 6人 6人 

技能五輪全国大会 11月 4日 

～7日 
千葉県 6人 6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  

 

 

（３）「地域発！いいも

の」応援事業及びグッドス

キルマーク事業の休止に伴

う対応  

 

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

の道に入職することを促進するため、本県における令和 4年

度の卓越した技能者の表彰の被表彰者の技能を紹介するコン

テンツの作成支援を行う。 

 

両事業は令和４年度新規認定を行わないが、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

た際はセンターへの取次ぎを行う。 

  



 

 2 

実施要領 実施計画の内容 

２ ものづくりマイスタ

ーの認定、登録に関する

業務について 

（１）ものづくりマイス

ターの開拓 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに策定される認定要件及び対象分野について理解を深

め、ものづくりマイスター候補者に係る情報収集を行う。本

県では中小企業からの派遣希望が多い機械加工職種(マシニ

ングセンタ作業等)や認定辞退者が多い職種について積極的

に開拓を行う。これには県内の連携企業・団体をはじめとす

る技能検定や各種競技大会関係者、一級技能士を多く輩出し

ている㈱日立製作所をはじめとした県内企業等に対して制度

の周知を行い、定年退職者及び早期退職者などものづくりマ

イスターとして活動が望める方に対して周知活動を行う。 

（２）ものづくりマイスタ

ーへの説明 

 

 指導技法等講習の受講が必要とされるものづくりマイスタ

ー認定者に対して、実技指導に当たる前に受講が必要である

旨、説明をする。 

（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等に係る相談に対応する

とともに、申請書の記入ミスがないか、認定基準を満たして

いるか、証明書等の添付書類に不備がないかを確認する。 

（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

導結果報告の作成方法等の事務、個人情報保護、各種ハラス

メントの防止、若年者・学生との接遇に関する知識付与等も

含めた指導技法講習を該当者の有無に応じて実施する。 

なお、過去 3年間に一度も活動がなかったものづくりマイ

スターに対しては、年度初めの 4月に活動する意思の有無を

文書で確認し、意思が有る場合には、最新の指導技法等に係

る講習を受講してもらうか、最新版のテキストや事例集など

により情報を提供する。 

また、中央技能振興センターが主催する「事例発表・意見

交換会」について、開催職種のものづくりマイスターに対し

て参加勧奨を行う。 

３ ものづくりマイスター

の活用に係る業務について 

（１）若年技能者の人材育

成に係る相談・援助等 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県では中小企業等に対して事業利用に向けた相談を受け

る窓口を設け、技能検定の実技試験等を活用した若年技能者

の人材育成に係る取組みなどを紹介する。また、それ以外の内 

容に関する指導を企業・学校が希望する場合は、事前に設備等

を確認し対応可能であるものづくりマイスターと相談した上

で、効率的かつ効果的な対応が出来るよう体制を整える。 
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実施要領 実施計画の内容 

（２）ものづくりマイスタ

ーの派遣による指導の

実施 

 派遣先の新規開拓に向けて、年度初めの４～６月に重点的

に事業の周知・広報活動を行い、７月以降に順次ものづくり

マイスターの派遣が出来るよう計画する。 

 ① 中小企業に対する実技指導  

 これまで派遣実績があった中小企業が所属する市町村商工

会の工業部会や近隣の企業に対して、派遣好事例を含めた事

業を周知し派遣先の新規開拓を行う。指導内容は技能検定の

過去の課題を使用したものを中心に、若年技能者の技能向上

に繋がる指導を行う。 

 ② 業界団体に対する実技指導  

 技能検定などで協力体制にある業界団体に事業内容を説明

し、構成員の技能向上を図る機会の創出や所属企業に対する

事業の利用促進を図る。指導内容は技能検定に関するものだ

けでなく、技能の伝承など幅広い内容に対応する。 

 ③ 工業高校等学校に対する実技指導  

 これまで派遣実績がない学校及び専門学科に対して、事業

紹介を行うと共に、製造業や建設業への就職内定者がいる学

校や情報技術分野に力を入れている商業系学科などに対し

て、過去の派遣好事例を含めた事業の紹介を行い、利用促進

を図る。指導内容は技能検定の過去の課題を使用した実技指

導や入職予定の職種に関して理解を深められるような内容に

対応する。 

 ④ 公共施設又は民間施設等での指導  

 小中学生を含む不特定多数を対象にものづくりへの興味を

得られる内容で派遣計画を立案し、ものづくり産業への理解

を深める機会の創出を図る。 

※ものづくりマイスター 派遣目標 

派遣先 派遣数 日数 派遣者数 活動数 

①中小企業 15社 20日 300人日 600人日 

②業界団体 5団体 4日 20人日 200人日 

③工業高校等学校 8校 10日 240人日 800人日 

④公共施設等 10所 1日 50人日 400人日 

合計 610人日 2,000人日 
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実施要領 実施計画の内容 

（３）若者に対する「もの

づくりの魅力」発信  

 

 

サポステ事業の支援対象者は様々な要因を抱えている若者

が多く､配慮が必要であるため、サポステと連携を図るととも

に、支援対象者の状況説明を受け、ものづくりマイスターの有

効活用が見込まれる場合には、積極的な検討・協力等を行う。 

（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  

 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、業界団体や技能士会に所属する若年技能者の他、高校生へ

の技能向上を図るため、熟練技能者の派遣が可能であること

を周知し、活用に向けて調整を図る。公共施設等においては、

ものづくりマイスターと同様に小中学生を含む不特定多数を

対象にものづくりへの興味を得られる内容で派遣計画を立案

し、ものづくり産業への理解を深める機会の創出を図る。 

派遣先 派遣数 日数 派遣者数 活動数 

①業界団体 1団体 5日 5人日 25人日 

②工業高校等学校 1校 5日 5人日 25人日 

③公共施設等 5所 1日 15人日 60人日 

合計 25人日 110人日 

 
 

４ 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 

（１）連携会議の設置 

 

 

 

本事業の効果的な実施、さらに関係者の取り組みによる相

乗効果を図ることを目的に連携会議を設置し、次の団体の代

表者を委員として委嘱し、相互協力を図る。 

・一般社団法人茨城県経営者協会  

・茨城県中小企業団体中央会 

・公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 

・茨城県商工会議所連合会 

・茨城県商工会連合会 

・茨城県技能士会連合会 

・独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構茨城支部 

・茨城県産業戦略部労働政策課 

・茨城県教育庁学校教育部高校教育課 

・茨城県職業能力開発協会 
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実施要領 実施計画の内容 

（２）連携会議の開催回数 地域の産業特性や就業構造等を踏まえた技能振興の取組み

を検討し、推進計画の策定等を行う。 

 第 1回目 ・開催時期：年度当初（令和 4年 6月頃） 

・当該年度の推進計画の決定 

 第 2回目 ・開催時期：年末（令和 4年 12月頃） 

・当年度の事業実施状況及び次年度に向けた改

善事項等の報告 

５ コーナーの活動目標数 

（１）成果目標 

 

以下のとおり、目標を設定し業務を遂行する。 

項目・目標値 内容 

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 ％ 

利用者にアンケート

を実施し、満足度を確認

する。 

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

満足度 ９０ ％ 

受講者にアンケート

を実施し、今後に生かせ

るかを確認する。 

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 ％ 

ものづくりマイスタ

ー派遣を利用した企業・

業界団体の担当者に対

して、人材育成に活用す

る契機となったかをア

ンケートで確認する。 
 

（２）活動目標 以下のとおり、活動目標を設定し、業務を遂行する。 

項目・目標値 内容 

① ものづくりマイスター

派遣指導の活動数 

 ２，０００人日以上  

 

 適切なスケジュールの策

定を行い、県内の中小企業

等に対し広く事業の周知を

図る。 

② ものづくりマイスター

新規認定数   ４人  

 適切な候補者の開拓を行

う。 
 


