
令和４年度 若年技能者人材育成支援等事業

実施状況

大阪府地域技能振興コーナー

実　施　計　画 進　捗　状　況

(ｱ)【美容・理容】
実 施 日：令和4年5月2日
会　　場：グラムール美容専門学校
参加選手：美容3人，理容3人
競技委員：2人，競技補佐：1人

(ｲ)【洋菓子製造】
洋菓子製造の予選については、
西洋料理と同一日に実施を予定しており
ましたが、新型コロナウイルス感染症の
影響により参加希望者が集まらず中止
となりました

(ｳ)【西洋料理】
実 施 日：令和4年5月15日
会　　場：辻学園 調理・製菓専門学校
参加選手：3人
競技委員：3人，競技補佐：1人

(ｴ)【レストランサービス】
実 施 日：令和4年5月16日
会　　場：大阪ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校
参加選手：2人
競技委員：3人，競技補佐：1人

(ｵ)【精密機器組立て】
実 施 日：令和4年6月10日
会　　場：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙｴｸｾﾚﾝｽ㈱
参加選手：1人
競技委員：2人

(ｶ)【造園】
造園職種の予選については、毎年2月に大阪府立
園芸高等学校で実施してましたが、今年度は11
月に中止の連絡がありました

　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を促進する
ため、「大阪府選手」のうち中小企業・教育訓練機関等に所属する参加
選手とその指導者等の旅費と工具等運搬費(選手のみ)の支援を行い、
中小企業等の大会への参加を促進する

大 会 名：第60回技能五輪全国大会
開 催 日：令和4年11月4日～7日
会　　場：千葉 幕張メッセ 他
参 加 者：21職種:57人
支 援 者：選手23人
入 賞 者：金賞　　2職種: 2人
　　　　　銀賞　　3職種: 6人
　　　　　銅賞　　4職種: 6人
　　　　　敢闘賞　5職種: 7人
　　　　　 計　　 8職種:21人
優秀技能選手団賞：厚労省人材開発統括官賞

【支援予定人数】

(ｱ)【技能五輪全国大会(千葉県)】
第3四半期11月4～7日：選手20名程度　指導者10名程度

(ｲ)【若年者ものづくり競技大会(広島県)】
第2四半期 7月27・28日：選手5名程度　指導者3名程度
（各大会の前回参加実績等から類推）

大 会 名：第17回若年者ものづくり
　　　　　競技大会
開 催 日：令和4年7月27日，28日
会　　場：広島県立産業会館 他
参 加 者：4職種:6人
支 援 者：選手6人
入 賞 者：銀賞　　1職種: 1人
　　　　　銅賞　　1職種: 1人
　　　　　敢闘賞　1職種: 1人
　　　　　 計　　 2職種: 3人

 技能尊重の気風を浸透させ、青少年が技能労働職に入職することを促進するた
め、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ためのコ
ンテンツの作成支援を行います。
令和4年度の被表彰者の紹介コンテンツのうち、被表彰者のプロフィール（入職
のきっかけ等）、仕事に対する思い（やりがいや苦労したこと）、これから入
職する若者に伝えたいこと及び写真（作品及び作業風景）について、被表彰者
に対して取材を行い、取材結果をセンターに提出します。

令和4年度の被表彰者13名のうち、取材の承諾を
得られた方については、中央技能振興センター
からのデータ入力シート作成を依頼し、取りま
とめの上、中央技能振興センターへ取次ぎをし
ます

 「地域発！いいもの」応援事業及びグッドスキルマーク事業は、令和４年度新
規認定を行わないため、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、センターに問い合わせるよう伝えま
す。

特に問い合わせはありません

事　業　項　目

１．地域における技能振興事業

(1) 技能五輪全国大会の予選の実施等

① 技能五輪全国大会の予選
　 の実施 　多くの企業、教育訓練機関に対して、技能五輪全国大会予選の参加

に向けた働きかけを行うことにより、参加者の増加など予選大会の
活性化や技能尊重の気運の醸成等を図るため、以下のとおり予選大会
を実施する
　各都道府県職業能力開発協会が独自の選考基準にて推薦する職種
のうち、「美容」「洋菓子製造」「西洋料理」「造園」「ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ」
の５職種については、技能検定とは別に予選大会として競技を行う

【予選参加人数（目標）】
(ｱ)【美容】　　　　　第1四半期4月下旬：5名程度
(ｲ)【洋菓子製造】　　第1四半期5月中旬：2名程度
(ｳ)【西洋料理】　　　第1四半期5月下旬：5名程度
(ｴ)【ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ】　　第1四半期5月下旬：4名程度
(ｵ)【精密機器組立て】第1四半期6月中旬：3名程度
(ｶ)【造園】　　　　　第4四半期2月中旬：6名程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　6職種25名程度

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

(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

(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
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実　施　計　画 進　捗　状　況事　業　項　目

　企業・業界団体を月4回以上の訪問等により、ものづくりマイスター候補者に
係る情報収集等を行います。
　目標とするものづくりマイスターの認定件数及び活動件数を踏まえて、地域
のニーズ、登録されているものづくりマイスターの職種や人数を勘案し、大阪
府で不足している職種について開拓を行います。
　大阪府では、企業、職業高校から機械加工と電気関連のものづくりマイス
ターによる実技指導の依頼が多いことから、関連のある企業の退職予定者等の
情報収集に努めます。
　特に、長期間の派遣指導が行えるものづくりマイスターの確保が必要なこと
から、企業等に対して熟練技能者の退職時の広報、非常勤の熟練技能者等への
広報依頼、ものづくりマイスターの要件を満たしている者が多いと考えられる
企業や技能士会連合会、及び当協会が実施する職業訓練指導員講習受講者への
広報等を行います。
　なお、過去3年間に一度も活動実績のないものづくりマイスターに対して、活
動意思の確認を行い、意思がある場合は最新の指導技法等に係る講習（最新版
のテキストや事例集等）の情報提供を行います。意思のない場合は登録解除の
手続きを行います。
登録解除を行った場合は、解除数を補える分の新規登録を目指します。

【ものづくりマイスターの認定者数】　5人

本年度11月末(第1回認定)まで
　・ものづくりマイスター
　　申請なし
　　累計 57職種/認定実人数　 368人
　　　　　　 　 認定延べ人数 428人
　・ものづくりマイスター(＋ＤＸ)
　　申請なし
　　累計       認定実人数   2人
  　 　　 　 認定延べ人数   2人
　・ものづくりマイスター(ＩＴ部門)
　　申請なし
　　累計 4職種/認定実人数   9人
　　　　　 　認定延べ人数  18人

今後の申請予定(第2回認定)
　・ものづくりマイスター
　　第2回審査会に3人6職種申請予定
　・ものづくりマイスター(＋ＤＸ)及び
　　ものづくりマイスター(ＩＴ部門)
　　申請なし

　新たに認定を受けたものづくりマイスターには、実技指導の開始前に指導技
法等講習を受講する必要がある旨を免除基準に該当する者は除いて周知します

下記(4)の研修を実施します

　ものづくりマイスターの認定申請書の受理業務を行い、申請書類を取りまと
めて中央技能振興センターに提出します

現在、申請受付件数6職種

　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書の
作成方法等事務を含む指導技法等講習を2回実施します
　また、必要に応じ個人情報保護、ハラスメントの防止、若年者・学生との接
遇についての知識付与や実技指導の派遣先の意見等を踏まえた講習内容で実施
します
　地域若者サポートステーションでのものづくりの魅力発信を実施する場合
は、この施設の利用者は配慮を必要とする場合があるため、派遣対象者に平成
27年度の成果物（指導技法ガイドブック等）を活用して派遣前に研修を実施し
ます

【今後の予定】
指導技法等講習
中央技能振興センター研修会修了者を講師とし
て、個人情報保護、各種ハラスメント(セクハ
ラ・パワハラ等)、指導技法等のポイントについ
て新規認定者等に講習を実施します

　相談窓口において、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
した若年技能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・援助並びにものづくりマイスターの派遣のコーディ
ネート等を行います。
　ものづくりマイスターや実技指導実施企業から紹介を受けた中小企業や職業
高校等を地域技能振興コーナー職員やものづくりマイスターが訪問し、人材育
成の取組方法や訓練施設・設備等のコーディネート、指導内容のニーズ把握等
について、相談・援助を行います。このために2名のコーディネータを配置しま
す。

本年度11月末までのコーディネータ活動実績

相談件数　 29件(内 訪問27件、来所2件)
利用者属性 企業 23件、学校 6件
相談内容　 実技指導関係 29件

　【本年度11月末までの活動数】

中小企業・業界団体　　　　  782人日
職業高校等　　　　　　　　　220人日
公共施設・民間施設　　　　　360人日
地域若者サポートステーション　0人日
　　　　　　　　　　　 計 1,362人日①

　【12月以降の予定】
中小企業・業界団体　　　　　227人日
職業高校等　　　　　　　　　489人日
公共施設・民間施設　　　　　 72人日
地域若者サポートステーション 20人日
　　　　　　　　　　　 計   808人日②

　　　　　　　　  ①＋②　2,170人日

【指導対象(目標)】
　・受講者数：2名/社
　・期　　間：3時間/日 20日間
　・企 業 数：中小企業等 20社（新規）

【延べ日数(人日)】
　ものづくりマイスターの活動数
　　2名×20日×20社 800人日

【本年度11月末までの活動数】
　        16社/646人日(ものﾏｲ)
　         1社/136人日(ＩＴ部門)
     小　計    782人日

【12月以降の予定】
　         5社/137人日(ものﾏｲ)継続分
　         1社/ 90人日(ＩＴ部門)
　　 小　計    227人日
　
　   計 18社/1,009人日

【活動目標】
　受講者数：5名
　期　　間：3時間/日×10日間
　校　　数： 3校（新規）

【延べ日数（人日）】
　ものづくりマイスター等の活動数
　5名×10日×3校　 150人日

【本年度11月末までの活動数】
　         2校/208人日(ものﾏｲ)
　         1校/ 12人日(ＩＴ部門)
【12月以降の予定】
　         8校/489人日(ものﾏｲ)

　   計 11校/  709人日

【公共施設：活動目標】
　教 室 数：5教室
　受講者数：8名/教室
　回　　数：2回/日
　日　　数：1日
　件　　数：4件
【延べ日数（人日）】
　ものづくりマイスター等の活動数
　5教室×8名×2回×4件　 320人日

実 施 日：令和4年12月2日
実施場所：寝屋川市立第７中学校
職　　種：印章彫刻　他11職種
体験者数：126人

　   計  　1件/126人日

(ｱ) 中小企業・業界団体

　　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て実技指導
　を行います

(ｲ) 職業高校等

　　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て実技指導
　を行います

(ｳ) 公民館・集会所等の公共施設又は
ショッピングモール等民間施設のイベン
トエリア等

　公共施設や民間施設を活用して、小中
学生から保護者等幅広い年齢層にものづ
くり教室を実施し、ものづくり体験の機
会を提供します

(3) 申請書類等の取りまとめ

　

実技指導について相談・要請のあった企業・教育訓練機関等に
ものづくりマイスターを派遣し、指導計画等の事前調整をしたのち
実技指導を行う

【ものづくりマイスターの活動数】
　中小企業・業界団体     　 　　　　　　800人日
　職業高校等　　　　　　　　　　　　　　150人日
　公共施設・民間施設のイベントエリア等　800人日
　地域若者サポートステーション　　　　　 20人日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1,770人日

(1) ものづくりマイスター開拓（新認定基準策定後の下半期に実施）

(2) ものづくりマイスター等
　　への説明

(4) ものづくりマイスター等に
　　 対する研修

３.ものづくりマイスター等の活用に係る業務

若年技能者の人材育成に係る
相談・援助

(2) ものづくりマイスター等の派遣による指導の実施

２.ものづくりマイスター等の認定、登録に関する業務

(1) 若年技能者の人材育成に係る相談・援助等

2/4



実　施　計　画 進　捗　状　況事　業　項　目

【本年度11月末までの活動数】
　         4件/360人日

【12月以降の予定】
　         1件/ 72人日

　   計  　5件/432人日

実 施 日：令和4年 8月17日
実施場所：アリオ八尾
職　　種：印章彫刻　他2職種
体験者数：72人

実 施 日：令和4年10月9日
実施場所：ららぽーとエキスポシティ
職　　種：タイル張り　他9職種
体験者数：168人

実 施 日：令和4年10月15日
実施場所：イオンモール堺鉄砲町
職　　種：印章彫刻　他2職種
体験者数：72人

実 施 日：令和4年 10月16日
実施場所：イオンモール堺鉄砲町
職　　種：内装仕上げ　他1職種
体験者数：48人

【12月以降の予定】
実施予定：令和5年2月23日
実施場所：イオンモール堺北花田
職　　種：建築板金　他2職種
体験者数：72人

　地域若者サポートステーション事業の支援対象者であるニートの若者等に対
して「ものづくりの魅力発信」として、ものづくり体験を実施します。地域若
者サポートステーションの支援対象者は様々な要因を抱えている若者が多いた
め、事前に支援対象者の状況を把握するなど、指導にあたっては、十分に配慮
しながら実施します。

【活動目標】
　受講者数：10名
　期　　間：3時間/日×1日
　件　　数：2件（新規）
【延べ日数（人日）】
　ものづくりマイスター等の活動数
　10名×1日×2件　 20人日

【今後の予定】
大阪府地域若者サポートステーションで
IT関連の講座を定員20人、2月実施予定

＜熟練技能者の派遣先＞ ①職業高校等
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て実技指導を行いま
す。

【活動目標】
　受講者数：5名
　期　　間：3時間/日×10日間
　校　　数： 1校（新規）
【延べ日数（人日）】
　熟練技能者等の活動数
　5名×10日×1校　 50人日

【今後の予定】
フラワー装飾の関連学科のある専門学校4校、フ
ラワーショップ1件と実技指導の実施に向け調整
中

実 施 日：令和4年 8月17日
実施場所：アリオ八尾
職　　種：フラワー装飾
体験者数：36人

実 施 日：令和4年 10月9日
実施場所：ららぽーとエキスポシティ
職　　種：フラワー装飾　他2職種
体験者数：72人

実 施 日：令和4年 10月16日
実施場所：イオンモール堺鉄砲町
職　　種：着付け
体験者数：24人

実 施 日：令和4年 10月15日
実施場所：イオンモール堺鉄砲町
職　　種：家具製作
体験者数：24人

実 施 日：令和4年12月2日
実施場所：寝屋川市立第７中学校
職　　種：調理　他1職種
体験者数：24人

【12月以降の予定】
実施予定：令和5年2月23日
実施場所：イオンモール堺北花田
職　　種：家具製作
体験者数：24人

第1回
開催日：令和4年5月19日
会　場：エル・おおさか本館
議　題：令和3年度若年技能者人材育成支援
　　　　等事業事業結果について
　　　　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

(1) 連携会議の設置・運営

　大阪府、経済団体、労働局等を委員とした地域技能振興コーナー主催の連携会
議を設置し、年度当初と年末の2回会議を開催します。
　年度当初に実施計画を踏まえたものづくりマイスターの派遣や技能振興の取組
み、事業実施にあたっての連携、協力の在り方について意見交換を行い、方針を
決定します。
　年末には、当年度の事業実施状況を報告し、次年度に向けた改善事項等を報告
し、計画策定への意見を徴収します。
　会議実施後、すみやかに取りまとめを行い、センターに報告します。

４.地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営

【民間施設：活動目標】
　教 室 数：5教室
　受講者数：8名/教室
　回　　数：3回/日
　日　　数：1日
　件　　数：4件

【延べ日数（人日）】
　ものづくりマイスター等の活動数
　5教室×8名×3回×4件　 480人日

②公民館・集会所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
リア等公共施設や民間施設を活用して、小中学生から保護者等幅広い年齢層にも
のづくり教室を実施し、ものづくり体験の機会を提供します。

【公共施設：活動目標】
　教 室 数：2教室
　受講者数：8名/教室
　期　　間：2回/日
　日　　数：1日
　件　　数：4件

【延べ日数（人日）】
　熟練技能者等の活動数
　2教室×8名×2回×4件　 128人日

(3) 若者に対する「ものづくりの魅力」発信

(4) 熟練技能者による派遣指導の実施
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実　施　計　画 進　捗　状　況事　業　項　目

第2回
開催日：令和4年12月23日
会　場：建設交流館
議　題：令和4年度若年技能者人材育成支援
　　　　等事業事業実施状況及び次年度に
　　　　向けた改善事項等について

【全国会議】
　開 催 日：令和4年4月26日
　開催方法：Web会議
　内　　容：令和4年度 事業実施に係る
　　　　　　留意事項等(厚生労働省)
　　　　　　令和4年度 事業実施に関する
　　　　　　情報提供(中央技能振興ｾﾝﾀｰ)

【コーナー職員会議】
　開 催 日：令和4年10月19日
　開催方法：Web会議
　内　　容：令和4年度事業の説明
　　　　　　　新ものづくりマイスター制
　　　　　　　度について
　　　　　　令和4年度の地域技能振興コー
　　　　　　ナー事業について(意見交換等)
※関東甲信越ブロックとの合同会議

【ものづくりマイスターの活動数】
　中小企業・業界団体     　 　　　　　　800人日
　職業高校等　　　　　　　　　　　　　　150人日
　公共施設・民間施設のイベントエリア等　800人日
　地域若者サポートステーション　　　　　 20人日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1,770人日

【ものづくりマイスターの認定者数】　5人

【ものづくりマイスターの活動数】
中小企業・業界団体　　　　1,009人日
職業高校等　　　　　　　　　709人日
公共施設・民間施設　　　　　432人日
地域若者サポートステーション 20人日
　　　　　　　　　　　 計 2,170人日

【ものづくりマイスターの認定者数】6人

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

現在集計中です

(1) 全国会議等の開催によるセンターとコーナー間の連携の強化等

５.全国斉一的な事業展開

　大阪府、経済団体、労働局等を委員とした地域技能振興コーナー主催の連携会
議を設置し、年度当初と年末の2回会議を開催します。
　年度当初に実施計画を踏まえたものづくりマイスターの派遣や技能振興の取組
み、事業実施にあたっての連携、協力の在り方について意見交換を行い、方針を
決定します。
　年末には、当年度の事業実施状況を報告し、次年度に向けた改善事項等を報告
し、計画策定への意見を徴収します。
　会議実施後、すみやかに取りまとめを行い、センターに報告します。

(2) 成果目標

中央技能振興コーナーとは、実施要領等の見直しに伴う、運用に関する各種ド
キュメントの見直しを行なうとともに、センターが主催する都道府県コーナー職
員が一堂に会する全国会議やブロック会議の開催などにより、本事業の円滑な業
務指導の実施、業務調整等を図り全国斉一的な事業展開ができるよう対応しま
す。
また、当コーナーが実施する振興事業等のスケジュールを把握し、全体スケ
ジュールを報告するとともに、実施状況について取りまとめ報告を行います。

６.成果目標

(1) 活動目標
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