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成長戦略を支えるものづくり人材の確保と育成 第２章

2013 年にドイツ（ライプツィヒ）で開催された第 42 回技能五輪国際大会で、日本選手は参加した 40 職
種でそれぞれ健闘し、計５個の金メダルを獲得したが、特に情報ネットワーク施工部門に参加した宇都宮晋平
選手（（株）きんでん）は、我が国ではじめて、全参加選手の最高得点獲得者に与えられる「アルバート・ビ
ダル賞」を獲得する栄誉に浴した。

宇都宮選手は、2011 年、2012 年と２年連続して技能五輪全国大会で優勝した実績を引き下げ、我が国が
2005 年から金メダルを獲得し続けている同種目の日本代表に選出された。

元々、電気工事技術者志望だった宇都宮選手だが、「細やかな作業に特に優れる」適性を会社に見い出され、
1 本のケーブルに 100 本程度も含まれる繊細な光ファイバーを扱う同種目の選手として、全国大会、国際大
会参加に向け鍛錬を重ねた。

国際大会の競技は、光ケーブルの構内配線等５課題について、４日間、17 時間近くにも亘り、配線等技能
そのものに加え、長時間にわたる集中力、体力と精神力の強靱さが求められる。宇都宮選手もこれまでの訓練
と本番での過酷な経験を振り返り「当日の課題変更点の多さに戸惑ったが、厳しい訓練で身に付いた応用力が
発揮でき結果に結びついた。」と、国際大会を勝ち抜いたポイントを語っている。

宇都宮選手は、国際大会での経験と実績を踏まえ「国際大会金メダル獲得の結果に満足せず、これからも日々
精進して行きたい。」と抱負を語っており、今後の生産現場での一層の活躍、また、後輩の全国大会や国際大
会での活躍が期待される。

ドイツ・ライプツィヒ大会について
～技能五輪国際大会で日本選手が全参加者中最高得点を獲得～

また、子供から大人まで国民各層で技能尊重の気運を
醸成し、ものづくり人材の育成の重要性が再認識される
よう、以下の大会等を開催している。

①技能五輪国際大会
青年技能者（満 22 歳以下）が国際的に技能を競うこ

とにより、参加国・地域の職業訓練の振興及び技能水準
の向上を図るとともに、青年技能者の国際交流と親善を
目的とした大会である。1950 年に第１回が開催され、
現在は原則２年に１回開催されており、我が国は 1962

年の第 11 回大会から参加している。
直近では 2013 年 7 月にドイツ・ライプツィヒで第

42 回大会が開催された。日本選手は、40 職種の競技に
参加した結果、「情報ネットワーク施工」「自動車板金」
「電工」「IT ネットワークシステム管理」「プラスティッ
ク金型」の５職種で金メダルを獲得したほか、銀メダル
４個、銅メダル３個、敢闘賞 18 個の成績を収めた。金
メダル獲得数の国・地域別順位は、韓国（12 個）、スイ
ス（９個）、チャイニーズタイペイ（６個）に次ぐ、第
４位であった。

②国際アビリンピック
障害のある人々が職業技能を競い合うことにより、障

害者の職業的自立の意識を喚起するとともに、事業主や
社会一般の理解と認識を深め、さらに国際親善を図るこ

とを目的として開催されている。
第１回国際アビリンピックが 1981 年に東京で開催さ

れて以来、おおむね４年に１度開催されており、直近で
は 2011 年９月に韓国ソウルで第８回が開催された。

写真：競技風景 写真：アルバート・ビダル賞　受賞

写真提供：WorldSkills International
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③技能五輪全国大会
国内の青年技能者が競技職種ごとに技能レベルを競う

ことにより、青年技能者に努力目標を与えるとともに、
技能を身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般
に対して技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重
気運の醸成を図ることを目的として、1963 年から毎年
開催している。

第 51 回技能五輪全国大会は、2013 年 11 月に千葉
県千葉市を主会場として開催し、40 職種 1,127 名の選
手が参加した。

④全国障害者技能競技大会（アビリンピック）
障害のある方々が日頃職場等で培った技能を競う大会

であり、障害者の職業能力の向上を図るとともに、企業
や社会一般の人々に障害者に対する理解と認識を深めて
もらい、その雇用の促進を図ることを目的として開催し
ている。第 34 回大会は、第 51 回技能五輪全国大会と
併せて開催され、318 名の選手が参加して、「コンピュー
タープログラミング」、「電子機器組立」、「木工」等のも
のづくり技能を含む24の種目について競技が行われた。

全国障害者技能競技大会（アビリンピック）は、障害者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持
つことができるよう、その職業能力の向上を図るとともに、広く障害者に対する社会の理解と認識を深め、そ
の雇用の促進と地位の向上を図ることを目的として開催されている。

2013 年度は、11 月 22 日から 11 月 24 日までの３日間にわたり、千葉県千葉市において第 34 回全国障害
者技能競技大会が開催された。

大会には、技能競技 24 種目に全国から 318 人の選手が参加し、日頃培った技能を競い合うとともに、雇用
拡大が期待される「IT」、「クリーニング」の２職種による技能デモンストレーションが実施された。

また、第 34 回アビリンピックの開催に併せて、障害者の雇用に関わる展示、実演、体験等複合的なイベン
トである「障害者ワークフェア 2013」が同時開催され、盛大な大会となった。

アビリンピックについて

⑤技能グランプリ
特に優れた技能を有する１級技能士等が参加する技能

競技大会であり、技能士の技能の一層の向上を図るとと
もに、その熟練した技能を広く国民に披露することによ
り、その地位の向上と技能の振興を図ることを目的とし
て、1981 年度から実施しており、近年は２年に１度開
催している。直近では、2013 年２月に千葉県千葉市を
主会場として開催した。

⑥若年者ものづくり競技大会
若年者のものづくり技能に対する意識を高め、若年者

を一人前の技能労働者に育成していくためには、技能習
得の目標を付与するとともに、技能を競う場が求められ
る。このため、職業能力開発施設、認定職業訓練校、工
業高校等において技能を習得中の 20 歳以下の者を対象
に毎年「若年者ものづくり競技大会」を開催している。

写真：会場の全景 写真：競技風景
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成長戦略を支えるものづくり人材の確保と育成 第２章

平成 25 年度に第８回を迎えた本大会だが、第１回大会からメカトロニクス職種を始めとして多くの選手を
参加させている岩手県立産業技術短期大学校は、大会へ向けた取組を通じて学生の技能向上や人材育成を図っ
ている。

Ｑ：ものづくりの魅力について教えてください。
Ａ： 世界の人々が欲しがり、愛され、大事に使ってもらえる製品を感性と誇りを持って作り出す仕事は、大

きな生きがいとなるものと思います。
Ｑ：ものづくりに携わるに当たって、最も必要と考えることは何ですか。
Ａ： 進展する産業技術に対応できる柔軟な思考や、新しい価値を創造してゆく意欲を持つことが必要と考え

ます。
Ｑ：若年者ものづくり競技大会について本大会に学生を出場させるようになったきっかけは何ですか。
Ａ： 本県で技能五輪全国大会や若年者ものづくり競技大会が開催されたことがきっかけで、参加への機運が

盛り上がり積極的に出場しています。
Ｑ：本大会に向け、どのような練習（訓練）をどのくらいの期間実施しましたか。
Ａ： 過去の課題の確認や製作、事前に課題が公表されるものは公表後に製作手順等を検討しながら製作の反

復練習、また、非公表のものについては課題を想定した練習を行います。
　　 練習期間は職種によって異なりますが、例えばメカトロニクス職種であれば約 12 カ月間程度、放課後

を中心に練習を行います。
Ｑ：本大会に出場する学生をどのように選定していますか。
Ａ：基本的に、学生に大会の内容を説明した上で参加希望の有無を確認し選定します。
　　希望者が多数いる場合等は、意志や技能・技術レベル等を総合的に判断し選定します。
　　また、出場した先輩から勧誘等をしてもらうこともあります。
Ｑ：本大会に参加することは、学生や学校にとってどのようなメリットがあるとお考えですか。
Ａ： 参加した選手にとっては、大幅に技能・技術の向上が図られるとともに、精一杯の努力をしたことへの

達成感が得られます。また、企業からの評価も得られることから、就職に結びつくこともあります。
　　 学校にとっては、学生の技能・技術レベルを対外的にアピールすることができるとともに、指導員のレ

ベルアップも図られます。
Ｑ：本大会への参加について、学校としての今後の課題や抱負をお聞かせください。
Ａ： 今後も引き続き若年者ものづくり競技大会をはじめ各種競技大会に積極的に参加し、人材育成に活用し

ていきます。

若年者ものづくり競技大会について（大会参加校（岩手県立産業技術短期大学校）へのインタビュー）

さらに、平成 25 年５月に創設した若年技能者人材育
成支援事業において、地域における技能振興に係る取組
の促進を図ることとし、都道府県単位で、地域関係者の
協力を得て、各種講習会等を実施している。

（4）地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーション（愛称：「サポステ」）

では、働くことに悩みを抱えている 15 歳から 39 歳ま
での若者に対し、キャリア・コンサルタント等による専
門的な相談、コミュニケーション訓練等によるステップ
アップ、協力企業への就労体験等により、就労に向けた
支援を行っている。

サポステは、厚生労働省が認定した全国の若者支援の
実績やノウハウのある NPO 法人、株式会社等が実施し
ており、平成26年度は全国160か所に設置されている。

サポステでは、①一人一人に応じた専門的な相談やコ
ミュニケーション訓練、②学校と連携した中退者支援等
を行うとともに、③職場体験等により就労に向けた支援
を実施している（地方自治体と協働し、若者支援のノウ
ハウを有するＮＰＯ法人等が実施している。）。

また、一部のサポステでは、2013 年度から合宿形式
を含む生活面等のサポートと職場実習の訓練を集中的に
実施する若年無業者等集中訓練プログラム事業を実施し
ている。
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香川県丸亀市にあるさぬき若者サポートステーション（以下「さぬきサポステ」という。）では、2009 年
から職場体験をプログラムとして実施しており、さぬきサポステを利用するニートの若者に対して、さまざま
な” 職業に対する気づき “の機会として職場体験の場を用意している。

さぬきサポステを利用していたＡさんは、最初は営業職を希望していたが、様々な業種や職種の職場体験を
通じて、お菓子メーカーでの職場体験にめぐり会った。菓子製造業はそれまで経験したことのない職業だった
が、未経験の職場で仕事をこなせたことが成功体験となり、それ
にやりがいを感じて「ものづくりの世界に進んでみようか」と思
うきっかけとなった。この工場では職場体験場所の提供のみで採
用の予定はなかったが、Ａさんの働きぶりと成長度合いが企業の
担当者から認められ、採用されることになった。まさに未知のも
のづくりへの世界の道を拓いたと言える。

その後、Ａさんは、いくつかの工程を任されるまでになり、今
ではサポステから職場体験に来る後輩の指導も行っているとのこ
とである。

体験が未知なるものづくりへの道を拓く

写真：Ａさん作業風景
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成長戦略を支えるものづくり人材の確保と育成 第２章

（2）女性のものづくり分野への入職促進・定着促進
女性がものづくり分野に就職し、定着できるよう、女

性向けのものづくり分野コースの開発・実施や、職業訓

練受講中の託児サービスの拡充等の女性のライフステー
ジに対応した能力開発支援について検討することとして
いる。

洋裁職種：上中麻見選手（和洋学園専門学校）
●「洋裁」について

Ｑ：「洋裁」の魅力について教えてください。
Ａ： １つ１つのパーツを組み合わせて立体的に仕上がっていき、着る人の事を考えて作る楽しさが魅力です。
Ｑ：「洋裁」において、最も必要と考える技能は何ですか。
Ａ：１つ１つの積み重ねの努力と諦めないことの大切さです。

●技能五輪全国大会について
Ｑ：本大会を目指すようになったきっかけは何ですか。
Ａ：学校の先輩方が出場されているのを知り、自分も挑戦してみたいと思いました。
Ｑ：本大会に向け、どのような練習（訓練）をどのくらいの期間実施しましたか。
Ａ： 課題が決まってからの３ヵ月間、工程の時間を測

り時間内に仕上げる練習を積み重ねていきまし
た。

Ｑ： 本大会を目指す過程で嬉しかった、または苦労し
たことは何ですか。

Ａ： 嬉しかったのは周りの人に支えてもらったことで
す。苦労したのはアイロンのくせとりが中々上手
にかけられなかったことです。

Ｑ：本大会に参加して有意義だったことは何ですか。
Ａ：他県の方と競えた事です。
Ｑ： 本大会での優勝経験を今後どのようにいかしてい

きたいとお考えですか。
Ａ： どんな物事にも真剣に取り組み、努力していきた

いと思います。

技能五輪について（第51回技能五輪全国大会優勝者インタビュー）

女性技能者育成の支援４
製造業の女性就業者数は、1990 年代半ばをピークに

減少しており、製造業就業者に占める女性比率は 30％
程度であり、全産業の女性比率に比べ 10％以上低く、
その推移も 1990 年代以降低下傾向にある。しかしなが
ら、人口減少社会においては、女性技能者の育成は重要
な課題であり、女性技能者育成に向けた支援が必要であ
る。

（1）女性に対する製造業の魅力の発信
女性を含め広く国民一般にものづくり産業・技能の魅

力を伝えるため、技能競技大会の開催等に取り組むとと
もに、2014 年度から、訓練の女性を対象とした体験入
学や女性訓練受講生による体験談を話してもらう機会を
新たに提供するほか、女性向けのリーフレットを作成
し、配布することとしている。

写真：洋裁職種の課題に取り組む上中選手



228

沖縄ポリテクカレッジ　生産技術科２年　金城　友里恵さん
Ｑ：なぜこの学校を選んだのですか。
Ａ：設備や、勉強する環境が整っていて就職率が高いからです。
Ｑ：現在どのような勉強をしているのですか。
Ａ： 機械加工、機械設計、電気回路組立等、製造現場のあらゆるものに対応できる技術者になるための勉強

をしています。
Ｑ：現在の勉強での楽しみはありますか。
Ａ：自分で設計から加工・調整まで行い、ものが作れることです。
Ｑ：学生生活はどうですか。
Ａ： 学科内は仲がよく、協力し合いながら勉強することが出来ているので、楽しい学生生活を送っています。
Ｑ：将来や今後の目標はありますか。
Ａ：今まで勉強してきたことをいかし、新しい知識を取り入れて信頼される技術者になりたいです。
Ｑ：高校生や入学してくる学生に向けたメッセージをお願いします。
Ａ：他の大学と比べると厳しいかもしれませんが、その分、自分の力になると思うので頑張ってください。

ポリテクカレッジの女子学生の声

キャリア形成支援５
（1）キャリア・コンサルティング

高齢化の進展等に伴い、労働者の職業生涯が長期化す
る一方、企業経営の多様な展開や急激な技術革新等によ
り必要な職業能力が変化し、働く者自らが職業能力設計
を行う傾向がある中で、キャリア形成支援の重要性がよ
り一層高まっている。就職・転職時や、培ってきた知
識・経験を活かしてキャリアの見直しを目指すときな
ど、職業生涯の節目において、キャリア・コンサルティ
ング注３を受ける環境を整備し、キャリア・コンサルティ
ングの活用を一層進めていくことが重要である。

キャリア・コンサルタントについては、一定の要件
を満たす民間機関等による養成講座や能力評価試験の

下、各機関名による資格を付与してきたが、更にレベル
の高いキャリア・コンサルタントの養成を進めるため、
キャリア・コンサルティングを技能検定注４の一職種と
して実施している。2012 年度末で累計約８万１千人の
キャリア・コンサルタントが養成されたところだが、
今後とも専門的なキャリア・コンサルタントの養成に向
け、質と量の両面で充実させていく必要がある。

注３： 個人が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他
の支援

注４：６（１）参照

写真： 若年者ものづくり競技大会（敢闘賞受賞）で
課題に取り組む金城さん（旋盤職種）

写真：インタビューに答える金城さん
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成長戦略を支えるものづくり人材の確保と育成 第２章

・ キャリア・コンサルタントに対して助言・指導機会を提供。

・ 経験交流会の開催及びキャリア・コンサルタントの情報提供体制の整備。

②キャリア・コンサルタントの資質確保

・ ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施を担う者を養
成するため、受講者の知識やスキルに応じた講習を実施。

①ジョブ・カード講習の実施

○ 「キャリア・コンサルティング」とは…
適性や経験等に即した職業選択や自己啓発を支援する相談をいい、個人やグループに対する相談支援だけでなく、企業の職業能

力開発制度や学校のキャリア教育プログラムの設計・運用・評価等までを含むもの。

○ 「キャリア・コンサルタント」とは…
キャリア・コンサルティングを担う人材であり、キャリア・コンサルティング技能士（１級・２級）、標準レベルキャリア・コンサルタント及

び登録キャリア・コンサルタントから構成され、平成14年度から24年度末までに約８万１千人が養成されている。

キャリア・コンサルティングについて

キャリア・コンサルティング普及促進事業

・ キャリア・コンサルタントの能力基準や役割、あり方等に関する専門的調
査研究を行い、報告書を取りまとめ。

④キャリア・コンサルティングに関する調査研究

・大学等のキャリア教育やその支援に携わる者を対象に、実践的なキャリア
教育をサポート・推進するための専門性を備えた人材の養成のための講習
を実施。

キャリア教育専門人材養成事業

・ 若年労働者を対象に、インターネットを通じて無料でキャリア・コンサルティ

ングを受けることができる機会を整備。

・ 大学等におけるキャリア教育のためのプログラムを開発するとともに、プロ
グラム実施に必要な教材を開発。

③キャリアチェンジのためのツール標準化・キャリア・コン
サルティング技法の開発及び普及

キャリア相談メール事業（平成26年度新規）

キャリア教育プログラム開発事業（平成26年度新規）

若年労働者等キャリアアップ支援・相談事業
（平成26年度新規）

・ 中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コンサルティングに
従事するキャリア・コンサルタントへの研修の実施。

②職業能力開発の支援のためのキャリア・コンサルタント向
け研修の実施

・ 中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コンサルティングに
従事するキャリア・コンサルタントに、必要なスキルを身に付けさせるため
の研修プログラムの開発。

① 職業能力開発の支援のためのキャリア・コンサルタント
向け研修プログラムの開発

・ 適切な教育訓練の選択を行うことができるよう、キャリア・コンサルティン
グを実施。
・ 即戦力となるキャリア・コンサルタントの養成の促進。

③ 中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コ
ンサルティング等の実施

（2）ジョブ・カード制度の活用
ジョブ・カード制度は、フリーター等能力を高めて正

社員になりたくても能力を高める機会に恵まれないため
正社員になれない者を安定的な雇用へ導く制度として創
設された。本制度の企業実習と座学を組み合わせた実践
的な職業訓練には、①企業が訓練生と雇用契約を結んで
行われる「雇用型訓練」と、②民間教育訓練機関等への
委託により行われる「委託型訓練」がある。訓練生は、
「雇用型訓練」では訓練実施企業から賃金を得ることが
でき、「委託型訓練」では雇用保険の受給対象となる場
合には雇用保険を受給できるなど、訓練を受けやすくす
る仕組みが設けられている。

また、現在は、公共職業訓練や求職者支援訓練でも、
ジョブ・カードの交付は必須化されており、訓練生のキャ
リア・コンサルティングや職業能力評価等に役立てられ
ている。

ジョブ・カード制度は、①一定の知識等を有するキャ
リア・コンサルタントによるジョブ・カードを活用した
キャリア・コンサルティングの実施、②企業における実
習と教育訓練機関等における座学とを組み合わせた訓練
を含む実践的な職業訓練（職業能力形成プログラム）の
受講機会の提供、③ジョブ・カードを活用したキャリア・
コンサルティングにより整理された職務経歴等のほか訓
練修了後の職業能力評価の情報を取りまとめた「ジョ
ブ・カード」の就職活動等における活用を促進すること
により、求職者と求人企業とのマッチングや実践的な職
業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を促進
することを目的とした制度である。

2008 年の制度創設から 2014 年 2 月末現在のジョブ・
カードの交付者数は約 105 万人となっており、今後も
社会の幅広い層に対して普及促進を図っていくことが重
要である。
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福岡県の八祥産業（株）は、鉄道車両部品の設計や製作、取り付け、修理のほか、車両のリフォームや観光
列車の備品製作を手掛ける会社である。技術力の維持・向上や、設備の稼働率を上げるために社員の増員を検
討していたところ、ジョブ・カードを活用した有期実習型訓練のことを知り、取り組むこととした。

有期実習型訓練の実施に当たっては、訓練カリキュラムの策定が難しいことや、社員が指導に不慣れである
こと等の課題が生じたが、指導方法の検討や担当業務の組み替えなど、社長をはじめ全社員によるサポート体
制を構築することによって、実践的な訓練を実施した。

その結果として、訓練受講者の職業能力が高まり即戦力となる人材
の育成につながった。

訓練の実施により、訓練生は「実務の前に教育してもらえたので、
仕事の目的を理解して取り組むことができた。」、「仕事に対する心構
えができた。」と感じている。

また、事業主も「訓練を通じて即戦力として活躍するレベルに育っ
てくれた。」、「採用時に求職者から提出されたジョブ・カードは、従
来の履歴書に比べて情報量が多いので面接時に役立った。」、「面接だ
けでなく訓練期間中に本人の適性を判断できたので、雇用のミスマッ
チを防ぐことができた。」と感じている。

有期実習型訓練を活用した即戦力となる人材の育成

Job Card
ジョブ・カード制度について

他
の
企
業
で
就
職

職業能力の評価

職務経歴・学歴・訓練歴等を整理

職業意識やキャリア形成上の課題の明
確化

「これまでの経験をもとに自分の長所を
説明できるようになった」

「実現可能なやりたい仕事の内容を説明
できるようになった」

学生

（大学等）
学習歴・インターンシップ・アルバイ
ト歴等を整理

キャリア意識の醸成、職業意識の明確化

訓練せずに就職

職業訓練の実施

○雇用型訓練
企業が正社員経験に恵まれない者を雇用
して訓練実施

○日本版デュアルシステム
都道府県が民間教育訓練機関に委託
して訓練実施

○公共職業訓練（離職者訓練、学卒者訓練）
主に雇用保険受給者が対象

○求職者支援訓練
雇用保険を受給できない者が対象

（訓練実施企業、訓練実施機関）

訓練修了後に職業能力評価を
行い、その結果をジョブ・
カードに記入

訓
練
実
施
企
業
で
就
職「ジョブ・カード作成で自分の不足

しているスキルが明らかになった」
「訓練を受けている会社に就職しな
くても、訓練実績として他社の求職
活動に活かせるので安心」

求職者

OJT＋Off-JTによる実践的職業訓練
職務経歴などを記入したジョブ･カードの交付

約１０5万人(H2６.2)

キャリア・コンサルティングの実施

訓練修了者

学生用ジョブ・
カードを活用

ジョブ・カード
評価シート
を活用ジョブ・カード

履歴シート、職務
経歴シート、キャ
リアシートを活用

制度の目的

① 一定の知識等を有するキャリア・コンサルタントによるジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施
② 企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練（職業能力形成プログラム）の受講機会の提供
③ ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングにより整理された職務経歴等のほか訓練修了後の職業能力評価の情報を取りまとめた「ジョブ・
カード」の就職活動等における活用

を促進することにより、求職者と求人企業とのマッチングや実践的な職業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を促進することを目的とした制度

ジョブ・カード制度は

・ 有期実習型訓練
・ 実践型人材養成システム
・ 若者チャレンジ訓練

写真：シートメタルの加工組立作業
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成長戦略を支えるものづくり人材の確保と育成 第２章

社会的に通用する能力評価制度の構築６
働く者の能力開発や評価をより的確に行っていくため

には、企業が求める職務や人材像を能力要件として具体
的に示すとともに、労働者も企業が示す能力要件に照ら
して不足している職業能力の開発向上を図ることができ
るような、双方をつなぐ「共通言語」が求められている。

（1）技能検定制度
技能検定は、労働者が有する技能を一定の基準に基づ

き検定し公証する制度であり、ものづくり労働者を始め
とする労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労
働者の社会的地位の向上に重要な役割を果たしている。

技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種ごと
に、厚生労働省令で定める等級に区分して実技試験及び

学科試験により行っており、合格者は「技能士」と称す
ることができる。

技能検定の職種は、2014 年４月１日現在、128 職種
であり、製造業における中心的な検定職種（機械保全職
種、電子機器組立て職種等）については、特に工業高校
生の受検が過去５年間で急増している。2013 年４月１
日からは、エントリーレベルの３級の受験資格を緩和し
たところであり、今後とも、技能検定の受検勧奨等を通
じた普及拡大を図っていくことにより技能習得に取り組
む若年者が増えることが期待されている。

本制度は 1959 年度から実施され、2012 年度には
全国で約 75 万人の受検申請があり、約 28 万人が合格
している。技能検定制度開始からの累計では、延べ約
519 万人が技能士となっている。

大田区にある三益工業（株）は、昭和 41 年創業以来、従業員 50 名で新幹線車両や航空宇宙機器等に搭載
される重要部品の加工から組立、整備まで幅広く手がけている。特に、ステンレス・チタン・インコネル等に
代表される難削材部品の複雑形状精密加工に対しては多くの顧客から高い評価・信頼を得ている。

会社がここに至るまでには、日々変化する時代のニーズに対応すべく、人材育成プログラムによる技術・技
能の修練に会社を挙げて取り組んできたことにある。

代表取締役の中西社長は「当初、業務上で検査員としての資格が必要なため、社員にその前提となる機械検
査の技能士を取得してもらいました。その様子を見て他の様々な業務の人たちにとっても資格があると自信に
なると考え、若い社員には技能検定を受検するよう促してきました。」と話す。

最初は受けては落ち、なかなか１回では合格できなかった社員も、実技試験のポイントやコツを学習しなが
ら、合格者が徐々に増えてきた。中西社長は「社員が技能検定を受検することは、自ら意欲的に学科や実技を
勉強することによりその社員の能力向上につながり、また、現場の仕事においてもいかされており、仕事を安
心して任せられるようになりました。」と胸をはる。今では特級、１級、２級技能士が多くいる企業であると
ＰＲし、顧客からの信頼を得ている。

製造部の川村さんは前職も含めると 20 年以上の機械加工の経験を持つベテラン。平成 22 年に１級技能検
定に合格した。川村さんは、「会社から勧められて技能検定の取得を目指しました。合格することで、今まで培っ
てきた知識や技能が正しかったのだと裏付けされたので、自信を持って業務に従事し、後輩の指導を行うこと
ができるようになりました。また、共通の専門用語や呼び方を正しく身につけることができたので、日常業務
においても、打ち合わせ等がスムーズに出来るようになりました。」と合格の喜びを語る。今後は、正しい技
能を後輩へ技能伝承し、指導育成に努めていくとともに、他社ではできない付加価値のある製品を作りたいと
意欲を示している。

妥協なきものづくりへのあくなき挑戦

写真：NC 旋盤による加工作業 写真：１級技能検定に合格した川村さん
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経営情報システム経営戦略 国際事業営業・
マーケティング・広告

人事・人材開発・
労務管理

企業法務・総務・
広報

経理・財務管理 ロジスティクス生産管理

業種横断的な事務系職種（20年６月改訂）

パン
製造業
　18年２月
　完成

軽金属製品
製造業
　19年３月
　完成

鍛造業

　19年10月
　完成

金属プレス
加工業
　20年３月
　完成

石油精製業

　20年12月
　完成

ねじ製造業

　24年５月
　完成

電気機械
器具製造業
 16年６月
 完成

プラスチック
製品製造業
 16年９月
 完成

フルード
パワー業
 16年10月
 完成

ファインセラミックス
製品製造業
　17年３月
　完成

自動車
製造業
　17年８月
　完成

光学機器
製造業
　17年９月
　完成

ロジスティックス
分野
 17年５月
 完成

マテリアル・
ハンドリング業
 21年７月
 完成

鉄筋工事業

 16年10月
 完成

防水工事業

 17年５月
 完成

左官工事業

 17年12月
 完成

造園工事業

 17年12月
 完成

総合工事業

 18年４月
 完成

電気通信
工事業
 20年８月
 完成

広告業

　17年９月
　完成

フィットネス
産業
　18年２月
　完成

ホテル業

　16年９月
　完成

市場調査業

　17年７月
　完成

外食産業

　17年７月
　完成

旅館業

 22年12月
 完成

施設介護業

 22年12月
 完成

添乗
サービス業
24年５月
完成

クリーニング業

 19年３月
 完成

ボウリング場業

 19年３月
 完成

写真館業

 19年３月
 完成

産業廃棄物
処理業
20年３月
完成

ビルメンテ
ナンス業
 21年２月
 完成

在宅介護業

 19年３月
 完成

スーパー
マーケット業
 16年12月
 完成

卸売業

 19年10月
 完成

ＤＩＹ業

 20年２月
 完成

コンビニエンス
ストア業
 20年３月
 完成

専門店業

 20年８月
 完成

印刷業

 16年９月
 完成

アパレル業

 17年３月
 完成

エンジニア
リング業
 17年12月
 完成

自動販売機製造
・管理運営業
 20年２月
 完成

イベント産業

 20年12月
 完成

プラント
メンテナンス業
 23年５月
 完成

ウェブ・コンテンツ
制作業（モバイル）
 23年５月
 完成

百貨店業

　25年５月
　完成

クレジット
カード業
　20年２月
　完成

屋外広告業

 24年５月
 完成

建設業関係
（７業種）

製造業関係
（12業種）

運輸業関係
（２業種）

卸売・小売
業関係
（６業種）

金融・保険
業関係
（１業種）

サービス業
関係

（14業種）

その他
（８業種）

型枠工事業

 16年10月
 完成

職業能力評価基準

○ 職業能力評価基準は、サービス産業の増加など産業構造の変化や労働移動の増加の下で、職業能力が適切に評価される
社会基盤づくりとして、平成14年から国と業界団体と連携の下で策定に着手。

○ 技能検定制度がカバーしていない分野を含めた幅広い業種・職種を対象に、各企業において、この基準をカスタマイズの
上、能力開発指針、職能要件書及び採用選考時の基準などに活用することを想定。

１．概要

○ 仕事をこなすために必要な「知識」や「技術・技能」に加えて、どのように行動すべきかといった「職務遂行能力」を、担当者か
ら組織・部門の責任者まで４つのレベルに設定し、整理・体系化。

○ 平成20年度からは、ジョブ・カード制度で使用する「モデル評価シート」に成果を活用するとともに、平成22年度からは、人材
育成のための活用ツールとして「キャリアマップ」及び「職業能力評価シート」を作成。

２．内容

○ 業種横断的な経理・人事等の事務系９職種、電気機械器具製造業、ホテル業など50業種で完成。（平成25年度現在）

３．実績

（業種ごとの策定状況）

（2）職業能力評価基準
職業能力評価基準は、職業能力を客観的に評価する能

力評価のいわば「ものさし」となるよう、業界団体との
連携の下、詳細な企業調査による職務分析に基づき、仕
事をこなすために必要な職業能力や知識に関し、担当者
から組織や部門の責任者に必要とされる能力水準までレ

ベルごとに整理し体系化したものである。
業種横断的な経理・人事等の事務系９職種のほか、電

気機械器具製造業、自動車製造業、金属プレス加工業等
製造業・建設業を含む業種別に策定しており、2014 年
３月 31 日現在、50 業種が完成している。

厚生労働省では、技能検定制度・技能士の周知、普及することを目的とした、「技能検定制度・技能士に係
るロゴマーク」（以下「ロゴマーク」という。）を公募により決定した。　　

技能検定制度は働く上で身に付けるべき、又は必要とされる技能の程度を国として証明するもので、現在、
機械加工やファイナンシャル・プランニング等 128 職種について実施しており、これに合格した者だけが「技
能士」を名乗ることができる。

ロゴマークは、技能士が合格した等級に応じて用いるマークと、技能検定制度に関わる企業・団体・個人等
誰でも使用できるマークがあり、いずれも無料で使用できる。

ロゴマークの周知については、厚生労働省、中央技能振興センター等のホームペー
ジや印刷物に掲載する等様々な機会を通じて行っていくこととしている。

また、今後とも、本ロゴマークの普及促進の取組等により、技能検定制度・技能士
の周知・普及を図っていくこととしている。

※　ロゴマークの取得方法
　技能検定制度等に関するポータルサイト「技のとびら」からダウンロードできる。
　　〔ホームページ〕http://www.waza.javada.or.jp（又は「技のとびら」で検索）

技能検定制度・技能士に係るロゴマークを決定

【ロゴマーク】


