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佐賀県技能振興コーナー  
令和４年１１月３０日現在  

 
◇令和４年度若年技能者人材育成支援等事業の実施状況 
 
Ⅰ 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 
（１）技能五輪全国大会の佐賀県予選会の実施 

令和５年度の技能五輪全国大会出場選手を選出する県予選会を行う。 

実施計画 進捗及び実施状況 

・競技職種：日本料理 
・参加予定人数：１０名 
・実施時期：１月 

・期日：１月２９日（日） 
・場所：西九州大学佐賀調理製菓専門学校 
・参加人数：１０名（募集中） 

 
（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 

各大会への参加選手・指導者の旅費及び工具等運搬費を支援する。 

実施計画 進捗及び実施状況 

①技能五輪全国大会 
・支援見込：選手８名 

指導者８名予定 

・開催地：千葉県、東京都、大阪府、山形県 
・開催日：11 月 4 日～7 日ほか 
・支援対象職種：旋盤、フライス盤、 

フラワー装飾、造園、日本料理 
・支援対象者：選手７名、指導者６名 

（予定） 

②若年者ものづくり競技大会 
・支援見込：選手８名 

指導者８名予定 

・開催地：広島県、愛知県 
・開催日：7 月 27 日～28 日ほか 
・支援対象職種：フライス盤、電気工事、 

木材加工、建築大工 
・支援対象者：選手 5 名、指導者 5 名 

   ※支援対象者は、中小企業従業員、学生、訓練生である選手とその指導者。 
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【参考】 
①第６０回技能五輪全国大会入賞者 

  電  工   銀 賞  谷  一希 （株）九電工 
   フラワー装飾 敢闘賞  友永 由美 九州スクール・オブ・ビジネス 
   日本料理   敢闘賞  滝  崇磨 西九州大学 
  ②第１７回若年者ものづくり競技大会入賞者 
   建築大工 銅 賞 江口 日夏  佐賀県立産業技術学院 
   電気工事 敢闘賞 小池 健斗       〃 
   木材加工 敢闘賞 諸江 陽代里      〃 
 
 

（３）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 

実施計画 進捗及び実施状況 

中央技能振興センターが示
す編集方針を受け、紹介コンテ
ンツの作成のため、被表彰者へ
の取材を行う。 

 全国で１５０名が決定 
佐賀県関係表彰者なし 
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Ⅱ ものづくりマイスターの認定・登録 
１ ものづくりマイスターの開拓等 

実施計画 進捗及び実施状況 

企業・団体等にものづくりマ
イスター制度の周知を図るとと
もに、ものづくりマイスターの
候補者の情報収集に努める。特
に、企業や学校からの派遣要請
が多い職種に配慮してものづく
りマイスターの開拓を進め、認
定・登録を促進する。 
・認定目標：４名 

〇ものづくりマイスターの認定要件等の見
直し（令和４年１１月１日～） 
・「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類型の１類型
統合（「ものづくりマイスター」に統合） 
・IT分野の認定対象職種の拡充 
・実務経験年数要件及び指導経験年数の取
扱い 
実務経験年数１５年以上 
⇒ １級技能士等資格取得後、 

実務経験５年以上 
（うち指導経験３年以上）   など 

 
○ものづくりマイスターの認定申請 
・令和４年度第２回認定申請受付（１月２３
日まで）に４名申請予定 
 

 

２ ものづくりマイスターに対する研修 

実施計画 進捗及び実施状況 

新たに認定されたものづくり
マイスターに対して、指導方法
や個人情報保護やハラスメント
の防止等の配慮事項について講
習を行う。 
また、中央センター主催の研

修会へのものづくりマイスター
の参加を促進する。 

○マイスター等指導技法講習会 
・マイスター登録時（２月下旬）に実施予定
（３月） 
 
 
○ものづくりマイスター事例発表・意見交換
会（塗装職種）（中央センター主催） 
・８月２４日 1名出席（Zoom会議） 
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Ⅲ ものづくりマイスターの活用に係る業務 
１ 若年技能者の人材育成に係る相談・援助等 

実施計画 進捗及び実施状況 

当コーナーの窓口として、事
業担当のコーディネーター３名
を配置し、ものづくりマイスタ
ー、企業・団体等や職業系高校等
からの情報提供や中小企業等へ
の訪問により情報収集に努め、
ニーズを把握する。 

 
 過去に派遣実績のある企業等へ聞き取り
を行い、情報収集に努めた。 
 

 
２ ものづくりマイスターの派遣による指導の実施等 

実施計画 進捗及び実施状況 

企業及び学校での実技指導 
中小企業や学校等からの要請

に対し、ものづくりマイスター
を派遣し、技能向上に向けた実
技指導を行う。 
・企業及び学校 

派遣回数 延べ３０回 
受講者数 延べ５００人 

・企業・学校等数 延べ３０件 
・受講者数 延べ２７５人 
・マイスター派遣人数 延べ６４人 
 
○今年度末の見込み 
・企業・団体等数 のべ４２件 
・受講者数 のべ７１０名 
・マイスター等派遣人数 のべ１２８名 
 

公共施設等でのものづくり体験
教室 
・派遣回数 延べ３回 
・受講者数 延べ１４００人 
 

・派遣回数 延べ３回 
・受講者数 延べ７３８人 
・マイスター派遣人数 ４４人 
 
(6/12)大坪コミュニティセンターほか 
   上絵付け 
(10/2)モラージュ佐賀 
   木工工作、ろくろ・下絵付け、苔玉、

ティッシュケース・ふくさ 
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(11/13)さがものづくり技能フェスタ
2022（県立産業技術学院） 
本棚、コケ玉、万華鏡、たたみコ 
ースター、ポケットティッシュケ
ース、ティッシュケースカバー、消
しゴムはんこ・篆刻、オルゴールご
ま、木材工作 

（9/18）ゆめタウン武雄 
 台風接近のため中止 

 
○今年度末の見込み 
・派遣回数 延べ６回 
・受講者数 延べ１０１８人 
・マイスター派遣人数 ５６人 
（2/18）フレスポ鳥栖 ほか 
 

若者に対する「ものづくりの魅
力」の発信 
若者サポートステーション

から要請があった場合、その支
援対象者にマイスター等によ
るものづくり体験指導を行う。 
・派遣回数  １回 
・受講者数 １０人 
 

 
・派遣回数 延べ ２回 
・受講者数 延べ２２人 
・マイスター派遣人数 延べ４人 
・内容 
  ろくろ・下絵付け 
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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 
実施計画 進捗及び実施状況 

ものづくりマイスター以外
の職種について、企業・団体等
や職業系高校からの要請に応
じて、熟練技能者を派遣し実技
指導を行う。 
・企業及び学校 
 派遣回数 延べ２０回 
 受講者数 延べ１００人 
・公共施設等 
派遣回数 延べ３回 
受講者数 延べ１００人 

〇企業及び学校 
派遣回数 延べ ２回 
受講者数 延べ３２人 
派遣人数 延べ ４人 
内容 室内園芸装飾 

 
〇公共施設等 

派遣回数  １回 
受講者数 １６人 
派遣人数  ５人 

(11/13)さがものづくり技能フェスタ
2022（県立産業技術学院） 

  内容 
   ものづくり体験（銅板レリーフ） 
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Ⅳ 地方公共団体、経済団体等との連携会議の設置・運営 
地方公共団体、労働局、労使団体、教育機関関係者等をメンバーとした連携会議

（委員会）を設置し、実施計画（当該年度）の策定をはじめ、事業の実施状況報告、
事業実施にあたっての連携・協力の在り方の検討など、若年技能者人材育成支援等
事業の効率的・効果的推進に努める。 

実施計画 進捗及び実施状況 

関係団体、教育機関、行政の代
表者を委員とする「さがものづ
くり産学官連携会議」を設置・運
営する。 
 委員会を年 2回開催する。 
・第 1回  ５月 
・第 2回 １２月 

・第 1回委員会 ５月１１日 
 会場：アバンセ 
 内容：前年度事業結果報告と今年度事業推

進計画 
 
・第２回委員会 １２月１４日 
 会場：グランデはがくれ 
 内容：今年度事業実施状況報告と次年度に

向けた課題と改善事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「さがものづくり産学官連携会議委員会」 
〇産業・経済・報道・・・佐賀県工業連合会、一般社団法人佐賀県建設業協会、
佐賀県造園協同組合、佐賀県経営者協会、佐賀県中小企業団体中央会、佐賀
県技能士会連合会、佐賀建設労働組合、株式会社戸上電機製作所、東亜工機
株式会社、株式会社佐賀新聞 

〇教育・訓練・・・国立大学法人佐賀大学大学院、佐賀県高等学校教育研究会
工業部会、佐賀県高等学校教育研究会農業部会、佐賀県小中学校校長会、佐
賀県専修学校各種学校連合会、独立行政法人高齢•障害•求職者雇用支援機
構佐賀支部佐賀職業能力開発促進センター、佐賀県立産業技術学院 

〇行政・・・佐賀県産業労働部産業人材課、佐賀県産業労働部ものづくり産業
課、佐賀県教育庁学校教育課、佐賀労働局職業安定部訓練室 
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Ⅴ 成果目標及び活動目標 

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 

11月末時点 

１００％ 

(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

生かせるとした訓練生の割合 

９０％以上 

11月末時点 

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 

９０％以上 

11月末時点 

１００％ 

２ 活動目標 
ものづくりマイスターの活動

数（のべ受講者数） 

１，９１０人日

以上 

11月末時点 

１，０３５人 

 

（今年度末 

見込み） 

１，７５０人 
※成果目標は、受講者（参加者）アンケート集計結果による。 
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