
実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）
１．地域における技能
　　振興事業

ア．技能五輪全国大会の予選
　の実施

　　企業に対して、参加者の
　増加など予選大会の活性化
　が図れるよう気運の醸成を
　行う。

　・日本料理　　選手５人
　　４月中旬予定　　１日
　　※団体で予選会を実施
　　　し、団体推薦とする。

　・造　園　　　選手５人
　　４月中旬予定　　１日

・造園職種の予選会を
　5月17日(火)に実施予
　定だったが、参加者
　無しのため中止。

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
　　大会の参加選手の旅
　費等の支援を行う。

　・第60回技能五輪全国
　　大会(千葉県)

　　４職種　中小企業：５社
　　選手８名　　指導者４名

　・第17回若年技能者ものづ
　　くり競技大会(広島県)

　　選手３名　指導者２名

八幡工業高校　選手１名
　　　　　　指導者１名

旋盤
　敢闘賞：塩貝亮雄

(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。 令和４年度卓越した技能

者(現代の名工)被表彰者

　日本料理
　　森　順一（雄山荘）
　金属手仕上工
　　定常　馨(日伸工業)

　被受賞者２名について
は、紹介コンテンツの取
材協力が得られたので、
取材予定12月～1月に実
施

提出締切：1月27日(金)
　　　　　　　　　必着

【資料１】

令和４年度　若年技能者人材育成支援等事業　実施結果（見込みも含む）の概要

令和４年度１１月末現在

第60回技能五輪全国大会
(千葉県)
　　11/4(金)～11/7(月)
　・機械組立　　３名
　・旋盤　　　　１名
　・フライス盤　１名
　・電工　　　　１名
　・情報ﾈｯﾄﾜｰｸ　１名
　・時計修理　　２名
　　　　選手合計９名
　　　　指導者　５名

　※選手団名簿を参照

・機械組立

　敢闘賞：井上
イノウエ

泰志
ヤスシ

・旋盤

　敢闘賞：谷利
セリ

湧
ユウ

斗
ト

(１)技能五輪全国大会予
　　選の実施等

第17回若年技能者ものづ
くり競技大会(広島県)
　　7/27(水)～7/28(木)
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実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）
２．ものづくりマイス
　　ターの認定、登録
　　に関する業務

関東甲信越・近畿ブロッ
ク会議　　　　10月19日

　・新規大手企業等及び業種
　　団体アプローチ
　　　　　　　　４月中旬～

　・新規大手企業等及び
　　業種団体アプローチ
　　　　　　10月中旬～

　・登録事業所等にマイス
　　ター等増員アプローチ
　　　　　　　　５月中旬～

　・活動を開始するまでに活
　　動条件等の説明を行う。

　・指導技法等講習の受講が
　　必要であることの周知を
　　行う。

　・センターに対して、適切
　　な認定申請を行う。

第１回申請受付11月16日
　認定日　１月初旬予定

第２回申請受付1月23日
　認定日　２月下旬予定

　マイスター制度の新規
認定条件等が決定され、
説明及び共通理解のため
のブロック会議が開催さ
れた。

　技能検定受付期間(前期・後
期)における企業・団体教育担
当者の来訪時には、重点的に
情報収集を行い、対象業種の
企業等に対して、ものづくり
マイスター制度の周知等を行
うとともに、ニーズの多い職
種のマイスターの要望がある
ものの未登録の職種及び認定
辞退者等により不足している
職種について重点的に行う。
　平成29年度から登録を行っ
たＩＴ職種についても、滋賀
県地域情報推進会議を始め関
係機関に積極的に働きかけを
行う。

(１)ものづくりマイス
　　ターの開拓

(３)申請書等の取りまと
　　め

(２)ものづくりマイス
　　ターへの説明

第１回申請者

　・機械加工・機械検査
　　仕上げ　宮村　直

　・菓子製造（洋菓子）
　　　　　　堀川香奈子

　・ITﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ管理
　　業務用ITｿﾌﾄｳｪｱｿﾘｭｰ
　　ｼｮﾝｽﾞ　　浅井晃次

第２回申請者

　・予定なし

　マイスター制度の新規
認定要件の設定を、厚生
労働省と中央技能振興セ
ンターにおいて上半期に
検討され、下半期から新
規認定に基づいた認定を
行うよう指示があり、上
半期については活動を
行っていない。
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実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）

・第１回ものづくりマイ
　スター及び熟練技能者
　交流会

　5月30日(月)14：00～
　会場：滋賀県職業能力
　　　　開発協会於

　事業計画及び新規開発
実技指導における共通理
解と班別交流会

　ものづくりマイスター
の新しい認定基準が示さ
れていなかったため、新
規のマイスター登録に係
る開拓については、11月
以降新規登録者３名

　※２月上旬に開催予定

(４)ものづくりマイス
　　ターに対する研修

　・ものづくりマイスター職
　　種別指導技法研究会

　センターが主催する研究会
に参加して指導技法等情報の
共有を行う。

「ものづくりマイスター
職種別事例発表会・意見
交換会」出席者

・8月24日(水)
　塗装：安藤　氏
　　※WEB会議にて実施

・11月18日(金)
　電気機器組立て
　　　　古谷　氏
　　※WEB会議にて実施

　10月19日(水)に開催さ
れた、関東甲信越ブロッ
ク・近畿ブロック会議に
おいて新しいものづくり
マイスターの認定基準等
が示され、第１回目の認
定日が１月初旬のものに
ついて、２月上旬に開催
する予定。
　なお、第２回目の認定
については２月下旬とな
ることから、次年度の第
１回認定者と併せて開催
する予定とするが、今年
度の認定者については、
現在のところ第１回目で
認定申請する予定。第２
回目の開催は見送ること
とする。

　・ものづくりマイスターに
　　対する指導技法等講習

　　　認定されたものづくり
　　マイスターの指導技法の
　　習得・向上のために行
　　う。
　　　　　　　　　開催２回

　・ものづくりマイスター交
　　流会

　　　センターが主催する会
　　議等に参加したマイス
　　ター等を発表者とし、業
　　種ごとの意見交換会を行
　　う。

・第２回ものづくりマイ
　スター及び熟練技能者
　交流会

　2月3日(金)開催予定
　会場：グリーンホテル
　　　　Yes近江八幡於

　「ものづくりマイス
ター職種別事例発表会・
意見交換会」の出席者の
発表

　・電気機器組立て
　　　　　古谷正治　氏
　　　　　を予定

事業報告及び班別意見交
流会及び情報交換

　・ものづくりマイスターへ
　　の指導技法等の講師に対
　　する研修

　　　センターが主催する講
　　師に対する研修に参加す
　　る。
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実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）
３．ものづくりマイス
　　ターの活用に係る
　　業務

相談・援助・アンケート

ア．過去に実施したアンケー
　ト調査を基にニーズの把握
　と個別訪問の継続実施

　個別訪問の継続を行
い、事業所派遣要請に係
る指導ニーズを把握し、
相談及び効果的な指導を
行った。

・アンケート配布件数
　　　　　　　　 592件

・回収件数　　　 102件

イ．技能検定の実技試験や技
　能競技大会の競技課題等を
　活用した人材育成に関心の
　ある企業等への相談・援助

　基礎的な指導要請や相
談がある場合には、技能
検定の実技試験や技能競
技大会の競技課題等を活
用した人材育成の課題を
ベースとした訓練指導等
を行った。

・制度活用・説明　57件

ウ．公共訓練施設・設備等の
　コーディネート

　　公共職業訓練校等の教育
　訓練機関の施設・設備の借
　用のための連絡調整を行
　い、設備等十分でない中小
　企業の労働者への実技指導
　を行う。

　中小企業等の設備等が
十分でない場合には、公
共職業訓練所及び教育訓
練機関の設備を借用し
て、実技指導を行った。

　①中小企業及び業界団体指
　　導

　・10社×(1社あたり2～3人)
　　×日数20日＝500人日
　・10社×(1社あたり1人程度)
　　×日数10日＝100人日

　②職業高校の実技指導
　・2校×(1校あたり5人)
　　×日数10日＝100人日

　②職業高校等　3校
　　　　　　　計99人日

　　高校負担　　1校
　　　　　　　 65人日

　今後の予定者数
　　　　6校　 383人日
　今年度の受講者数
　　　　　　計482人日
　　　(高校負担を除く)

ア．中小企業及び職業高校等
に対して、技能競技大会の競
技課題を基にして、長期・短
期の実技指導を行う。

(１)若年技能者の人材育
　　成に係る相談・援助
　　等

　①新規開拓　20社
　　　　　(テック含む)
　　　　　　計569人日

　　企業負担　11社
　　　　　　　220人日

　今後の予定者数
　　　　3社　 288人日
　今年度の受講者数
　　　　　　計857人日
　　　(企業負担を除く)

　企業負担　1社
　　　　　　　100人日

(２)ものづくりマイス
　　ターの派遣による指
　　導の実施
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実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）
小規模イベント
「ものづくり体験教室」

第１回　6月25日(土)
　豊郷町立豊日中学校
　【午前の部】
　　建築板金
　　和菓子
　　造　園
　【午後の部】
　　鋳　造
　　洋菓子
　　畳製作

第２回　8月2日(火)
　野洲市立中主中学校
　【午前の部】
　　宮大工
　　鋳　造
　　畳製作
　　婦人子供服
　【午後の部】
　　和菓子
　　建築板金
　　造　園
　　仕上げ

第３回　8月26日(金)
　長浜市立びわ中学校
　【午前の部】
　　建築板金
　　和菓子
　　造　園
　　畳製作

第４回　11月26日(土)
　彦根市立高宮小学校
　【午前の部】
　　建築大工
　　和菓子
　　造　園
　【午後の部】
　　建築板金
　　鋳　造
　　畳製作

　③小・中学校や教師、高校
　　生等広く県民を対象に
　　「ものづくりの魅力」を
　　発信する機会として、
　　「ものづくり体験教室」
　　の小規模イベントを行
　　う。

　【開催期間】
　　7月～11月に毎月1日2回
　　5団体×10人×2回×5日
　　　　　　　　＝500人日

第１回　6月25日(土)
　豊郷町立豊日中学校

　【午前の部】　計43名
　　建築板金　16名
　　和菓子　　14名
　　造　園　　13名

　【午後の部】　計43名
　　鋳　造　　13名
　　洋菓子　　16名
　　畳製作　　14名
　　　　　　総合計86名

第２回　8月2日(火)
　野洲市立中主中学校

　【午前の部】　計53名
　　宮大工　　14名
　　鋳　造　　15名
　　畳製作　　15名
　　婦人子供服 9名

　【午後の部】　計56名
　　和菓子　　17名
　　建築板金　14名
　　造　園　　15名
　　仕上げ　　10名
　　　　　総合計109名

第３回　8月26日(金)
　長浜市立びわ中学校

　【午前の部】　計67名
　　建築板金　　17名
　　和菓子　　　17名
　　造　園　　　17名
　　畳製作　　　16名
　　　　　　総合計67名

第４回　11月26日(土)
　彦根市立高宮小学校

　【午前の部】　計45名
　　建築大工　　14名
　　和菓子　　　15名
　　造　園　　　16名

　【午後の部】　計46名
　　建築板金　　16名
　　鋳　造　　　16名
　　畳製作　　　14名
　　　　　　総合計91名
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実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）

2月12日(日)開催予定
　募集人数は110名とし
ているが、参加者の人数
は未定

第５回　12月3日(土)
　大津市立仰木中学校
　【午前の部】　計92名程度
　　建築大工　　　20名
　　かわらぶき　　12名
　　建具製作　　　20名
　　鋳　造　　　　20名
　　フラワー装飾　20名

　【午後の部】　計91名程度
　　建築板金　　　20名
　　婦人子供服　　11名
　　造　園　　　　20名
　　塗　装　　　　20名
　　畳製作　　　　20名

　　　　　総合計183名予定

　以上の計画予定で、ものづ
くりマイスター等が９名以上
の派遣規模については、厚生
労働省へ事前承認が必要とな
り、事前承認の許可が出た後
実施する予定。

(３)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

第５回　12月3日(土)
　大津市立仰木中学校

　【午前の部】23名程度
　　建築大工　　　7名
　　鋳　造　　　　7名
　　フラワー装飾　9名

　【午後の部】 9名程度
　　婦人子供服 9名
　
　　受講者予定数32名

　　左記の予定で厚生労
　　働省に事前承認済み
　　で体験教室の希望者
　　を募集したが、応募
　　者が大変少なく、止
　　む無く上記のような
　　規模を縮小して開催
　　せざるを得なくな
　　った。

　ものづくりマイスター等以
外の熟練技能者の派遣(学校へ
の熟練技能者の派遣)

　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、職業高校の授業等へ熟
練技能者等を講師として派遣
する。

追加イベントとして、大津市立打出中学校で開催予定
【午前の部】建築大工、鋳造、建具製作、フラワー
【午後の部】建築板金、畳製作、造園、婦人子供服
　　募集予定者数　１1０名程度

第５回の小規模イベント
「ものづくり体験教室」
については、5月10日に
厚生労働省への事前承認
申請を提出。

その後、5月17日に厚生
労働省より、事前承認の
許可を得、実施可能と
なった。

　・職業高校
　　フラワー装飾他
　　5校(1校あたり4人)20人
　　×日数5日＝100人日

職業高校
　12月～2月予定
　フラワー装飾
　3校(1校あたり5人)15人
　日数6日　　計90人日
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実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）
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

・第１回　5月18日(水)
　　　　　出席者：10名
技能振興コーナー： 4名
　　　　　　　計：14名

　第１回は新型コロナ感
染症拡大防止等により、
WBE会議にて開催

・第２回は本日
　　　　　12月9日(金)
　滋賀県職業能力開発協
会於

　行政関係機関、経営者団体
及び労働組合組織等の関係者
による連携会議を設置し、本
事業の推進計画を樹立し効果
的方策の検討や進捗状況の管
理を行う。

【連携会議の構成】
　・日本労働組合総連合会
　　連合滋賀

　・滋賀労働局安定部

　・(独)高齢・障害・求職者
　　雇用支援機構滋賀支部
　　滋賀職業能力開発促進
　　センター

　・滋賀県商工会議所連合会

　・滋賀県商工会連合会

　・滋賀県中小企業団体中央
　　会

　・滋賀県高等学校等教育研
　　究会工業教育研究部会

　・滋賀県商工観光労働部

　・滋賀県教育委員会

　・滋賀県技能士会

　・制度活用事業主(2企業)

　・学識経験者(大学校元教
　　授)

２回開催

・第１回は、５月にマイス
　ター等の派遣や技能振興の
　取組、事業実施に当たって
　の連携・協力の在り方の方
　針決定(推進計画の決定)

・第２回は、１２月に事業実
　施状況等の報告
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実施要領 実施計画内容 実施結果(１１月末現在) 見込み（備考）
５．全国斉一的な事業
　　展開

(１)全国会議の開催等に
　　よるセンター・コー

６．目標
(１)成果目標

②１００％

③６６.７％

(２)活動目標

７．その他

(１)地域に対するサービ
　　スの提供方法

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
　　　　　　　１００％

②ものづくりマイスター
　の実技指導の内容を今
　後に生かせるとした訓
　練生の割合
　　　　　　　１００％

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　　８０％

企業負担のアンケートを
含んだ満足度

①１００％

滋賀県職業能力開発協会にコーナーを設置
（〒520-0865　滋賀県大津市南郷５丁目２－１４）

②新規認定ものづくりマイス
　ター数

　　　　　　　　　３人以上

企業負担は除く実質の派
遣受講者実数

　　　総合計1021人日

企業負担は除く実質の予
定者数

受講者総合計
　　　　　　1,724人日

新規認定申請者
Ｉ　Ｔ：浅井晃次
仕上げ：宮村　直
洋菓子：堀川香奈子
　　　　　　３名申請中

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
　後に活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

①ものづくりマイスター派遣
　指導の活動数

　　　　１,２００人日以上

※追加イベントについて
　は、受講者が未定のた
　め受講者総合計数に入
　れていない

・関東甲信越ブロック、
　近畿ブロック会議
　10月19日(水)
　WEB会議
　出席者　西田室長
　　　　　角・清・安田
　　　　　　　4名参加

　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の開催等
により、業務方針確認・徹
底、実務ノウハウの向上・共
有等を図る。

・全国会議
　4月26日(火)
　WEB会議
　出席者　西田室長
　　　　　角・清・安田
　　　　　　　4名参加
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