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第２章

成長戦略を支えるものづくり人材を育成するための取組

取り組んでいる主な施策は以下のとおりである。

度には 15 校で実施された。また、2014 年度には、ポ
リテクカレッジに「生産電気システム技術科（応用課
程 注 2）」を新設し、省エネルギー化や環境を考慮したシ

より効果的なものづくり訓練に向けて

（1）成 長分野の訓練ニーズを踏まえたものづくり
訓練

ステムや製品の企画・開発から生産工程の改良・改善・
運用・管理等に対応でき、生産技術・生産管理部門のリー
ダーとなり得る現場の中核人材を育成することとしてい
る。

ものづくり訓練といえば、旋盤やフライス盤等を使う

また、離職者に対しては、ポリテクセンター（職業能

技能や、溶接の技能を身につける訓練を思い浮かべる人

力開発促進センター）において、太陽光発電システム等

も多いだろうが、近年では、環境・エネルギー分野等成

住宅の省エネ関連の施工ができる者を養成する「住環境

長分野についても訓練を拡充している。

計画科」等の訓練を実施している。

例えば、高卒者等を対象に、省エネルギー化技術を活

さらに、都道府県立の職業能力開発校においても、例

かした電気機械の設計や制御システムの保守・管理が行

えば、自動車整備科に、ハイブリッド車整備技能を習得

える実践技能者を育成する「電気エネルギー制御科（専

する新カリキュラムを導入するなど、成長分野の訓練を

門課程 注 1）」を、主なポリテクカレッジ（職業能力開発

実施している。

大学校・短期大学校）に 2012 年度に新設し、2013 年

公共職業訓練
国と都道府県では、離職者、在職者及び学卒者に対して公共職業訓練を実施している。
○離職者訓練：離 職者を対象に、職業に必要な技能及び知識を習得させることによって再就職を容易にする
ための訓練
○在職者訓練：在 職中の労働者を対象に、技術革新や産業構造の変化等に対応する高度な技能及び知識を習
得させるための訓練
○学卒者訓練：中 学校又は高等学校卒業生を対象に、職業に必要な技能及び知識を比較的長期間かけて習得
させるための訓練
国による職業訓練は、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のポリテクセンターやポリテクカレッジが、
都道府県による職業訓練は、各都道府県の職業能力開発校がそれぞれ中心となって実施している。電気、機械
等のものづくり分野は、職業訓練を実施する民間教育訓練機関があまり存在せず、特にポリテクセンター・ポ
リテクカレッジや、都道府県の職業能力開発校による職業訓練が重要である。
2012 年度においては、離職者訓練（施設内）は約 4 万人、在職者訓練は約 10 万人、学卒者訓練は約 2 万
人に対して、訓練を実施した。

注１
注２

高卒者等に対する高度な学卒者訓練を実施
専門課程修了者等に対する高度で専門的かつ応用的な学卒者訓練を実施
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成長戦略を支えるものづくり人材の育成のため、現在

公共職業訓練の概要
国及び都道府県は、離職者、在職者、及び学卒者に対する公共職業訓練を実施しています。

＊国及び都道府県の責務：「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を
必要とする者に対する職業訓練の実施」、「事業主、事業主団体等により行われる職業訓練の状況等にかんが
み必要とされる職業訓練の実施」に努めなければならない。（職業能力開発促進法第4条2項）

離職者訓練

在職者訓練

学卒者訓練

（１）対象：ハローワークの求職者
（無料（テキスト代等は実費負担））

（１）対象：在職労働者（有料）

（１）対象：高等学校卒業者等（有料）

（２）訓練期間：概ね3月〜1年

（２）訓練期間：概ね2日〜5日

（２）訓練期間：1年又は2年

（３）主な訓練コース例

（３）主な訓練コース例

（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構実施例）

（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構実施例）

（３）主な訓練コース例
（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構実施例）

○施設内訓練
金属加工科
電気設備科 等
○委託訓練〔都道府県から委託〕
介護サービス科、情報処理科 等

平成２４年度
公共職業訓練 実績
職業者訓練
うち施設内
うち委託
在職者訓練
学卒者訓練
合計
※

・NC旋盤実践技術
・自家用電気工作物の実践施工技術
・バリアフリー住宅の設計実践技術 等

合計
受講者数（人）

就職率
―
151,552
41,730 81.0％
109,822 69.2％
―
103,001
18,561 93.9％
―
273,114
離職者訓練の就職率は訓練終了3ヶ月後の就職状況。

【専門課程】
生産技術科、電子情報技術科、
電気エネルギー制御科 等
【応用課程】
生産機械システム技術科、
建築施工システム技術科 等

高齢・障害・求職者雇用支援機構
受講者数（人）
就職率
―
30,363
84.9％
30,322
68.3％
41
―
49,555
97.8％
5,903
―
85,821

都道府県
受講者数（人）
121,189
11,408
109,781
53,446
12,658
187,293

就職率
―
73.0％
69.2％
―
92.7％
―

ものづくり企業と職業訓練施設との連携
全国にあるポリテクセンターは、求職者や在職者に対する職業訓練を実施している公共職業訓練施設であ
る。ポリテクセンターでは、適切かつ効果的な訓練を実施するため、地域の事業主団体や企業を訪問してヒア
リング調査を行うなどして、人材育成ニーズ等を把握する取組を行っている。
神奈川県にあるポリテクセンター関東では、ヒアリング調査・事業主からの相談結果等約 400 件の情報を
踏まえて、訓練科・訓練コースの見直しを行っているが、さらに、個別の企業のニーズに応じたオーダーメイ
ド型の能力開発セミナー等を実施している。昨年、実施した例として、県内に拠点を持つ機械工具メーカーで
あるＡ社の要望に応じた設計開発に関するオーダーメイド型セミナーがある。
Ａ社では、設計開発において、多様化する顧客のニーズや新しい規格等に関する知識習得にどう対応してい
くかという問題意識があり、その対応策の一つとして設計に関する能力の強化を検討していた。
そこで、そのような要望に対応可能であったポリテクセンター
関東にセミナーを依頼することとなった。ポリテクセンター関東
では、Ａ社の要望に基づき、複雑な工具の形状について平面図か
ら立体形状をイメージする能力等の養成、新ＪＩＳ規格等の知識
や生産工程を理解した中での図面作成等、現場の課題を解決でき
るカリキュラムを組み、同メーカーの設計開発の社員に対してセ
ミナーを実施した。
セミナーを依頼したＡ社のＭ氏は、「既存のセミナーや職業訓
練のコースにはない、当社の要望に応じた内容になっていたの
で、効果的なセミナーだったと思う。今年もお願いしたいと思っ
ている。」と話している。
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写真：次回訓練ニーズの調査
（奥がポリテクセンター関東指導員）
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（2）訓練分野の効果的な見直し
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開
発総合大学校において、企業の人材ニーズを把握するた
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障害・求職者雇用支援機構の訓練コースのうち、離職
者訓練の 37.0%、在職者訓練の 19.9%、学卒者訓練の
23.5％の訓練カリキュラムの見直しを実施している。
具体的には、近年の環境配慮のニーズ等に応えるた

ターやポリテクカレッジの訓練カリキュラムの見直しを

め、離職者訓練の「工場管理技術科」のカリキュラム内

行っている。

容に、工場設備の効率的な稼働による省エネルギー化や

また、技術革新等に対応した職業訓練を実施するた

エネルギーマネジメントに関する技能・知識を習得する
訓練内容を盛り込む変更を実施した。
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めの調査を実施しており、それを踏まえ、ポリテクセン

施している。例えば、2013 年度に実施した（独）高齢・

ＰＤＣＡサイクルの活用による訓練カリキュラムの見直し
ポリテクセンター京都の工場管理技術科は、製造業の生産工場の管理技術（生産管理、品質管理、原価管理）
と電気設備工事や制御系統の保全技術を中心に習得することにより、工場の管理運営の効率化を図れる技能者
の育成を目指す訓練科である。
平成 22 年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」が改正され、一定量のエネルギーを
消費する工場等は、エネルギーの使用の合理化に関する規制の対象となることから、ものづくり企業の工場に
おける省エネ技術に関する訓練ニーズが高まることが見込まれる。
このような状況を踏まえ、工場管理技術科では、平成 25 年度から高圧受変電設備に関するカリキュラムか
らエネルギーマネジメントや省エネルギーケーススタディ等、省エネルギーと生産コストの低減に関するカリ
キュラムに内容の変更を行った。
事業主からは、「既存設備を省エネ設備に更新することにより生まれる利益等の収支を戦略的に計画し、効
率的なエネルギー利用を提案できる人材が期待される」との声があり、就職率についても平成 25 年 12 月末
時点で 86.7％と良好な結果となっている。
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訓練メニューの見直し等

効果的な職業訓練の実施、公共職業能力開発施設等

・企業等のニーズに応えた訓練コースの設定、ＰＤＣＡサイクルによる訓練コースの見直しの実施。
訓練コースの見直し事例

実施内容
技術革新等に対応した
職業訓練を実施するため、
ＰＤＣＡサイクルにより、
訓練コース（離職者訓練、
在職者訓練）の見直しを実施

（離職者訓練）
○ポリテクセンター京都の例
製造業においては、近年、生産効率の向上に加え、環境への配慮
が要求されていることから「工場設備の省エネルギー化」に対応で
きる人材へのニーズが高まっている。
このため、工場設備の効率的な稼働による省エネルギー化やエネ
ルギーマネジメントに関する技能・知識を習得する訓練内容を盛り
込み、 「工場管理技術科」のカリキュラム内容を変更。

（在職者訓練）
○高度ポリテクセンターの例
グローバル化が進展する中、各種制御機器についても海外の様々な
地域に応じた規格（UL規格、DIN規格等）への適用が必要となって
おり、そういった制御機器の設計ができる人材育成ニーズが高まって
いる。
このため、海外規格・仕様に対応した制御盤設計の技術を習得する
ための訓練コース「海外仕様制御盤設計技術」を新設。

「機構版教育訓練ガイドライン」に基づくPDCAサイクル
教育訓練ガイドラインとは、ＰＤＣＡサイクルによる訓練の質保証の取組及び仕組を体系化・明文化し、指針として策定したもの
｢人材育成と非公式教育サービス｣分野の国際規格(ＩＳＯ29990)に規定されてい
る要求事項に対応。（ISO29990の策定に当たって、我が国唯一の教育訓練に関
する質の保証システムとして貢献）
問題点（足りない技術・技能部分等）を踏まえて、追加・
変更すべきニーズの把握とカリキュラムコースの修正

Ｃheckの主な取組
①離職者訓練受講者の習得度測定
【普通旋盤作業における能力評価項目】
作業手順･時間、適切な切削条件の設定、
図面通りの加工（寸法）･測定、安全衛生･作業態度
（課題例）
汎用旋盤を使った三重立方体(ﾄﾘﾌﾟﾙｷｭｰﾌﾞ)の製作

加工の様子

P

・ｱﾝｹｰﾄ調査、ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査によるニーズ把握
・生涯職業能力開発体系（仕事の体系と訓練の体系）を用いたニーズの分析
・カリキュラムモデルをベースとしてニーズに応じたコース設定

lan

ニーズ把握の主な取組

◆訓練ニーズの把握、
カリキュラム･
コース設定

A

ct

◆カリキュラム、
コースの修正

るヒアリング等の実施）

③在職者訓練の品質保証に向けた取組
（訓練カルテ方式の活用）
④訓練実施に係る業務プロセスの点検

D

o

継続的な改善

C

完成品

②離職者訓練の改善・見直しのためのフォロー
アップ調査（修了者の就職先事業所へ訪問によ

○事業所に対するヒアリング 調査

◆効果的な訓練
の実施

○求人・求職状況の調査
○事業所数、従業者数等地域
の基礎データの調査
○都道府県及び職業安定機
関に対するヒアリング調査

・カリキュラムのポイントを押さえた指導
・受講者の習得状況に応じた訓練を実施（補習等）
・キャリア・コンサルティングの実施

heck

◆効果の評価と
問題点の把握

全国の職業能力開発施
設の指導員等が事業所
等を訪問し、企業が求め
る人材や職業能力に関す
るヒアリング調査を実施

・受講者の訓練習得度の把握
・訓練受講者の就職先（あるいは、受講者を派遣した事業主）
に対する訓練効果と問題点の把握
・「業務プロセスの点検表」を作成し、活用

ＰＤＣＡサイクル活用による訓練メニューの見直し

（3）各地域での効果的な訓練の実施

曜、日曜、夜間等幅広く設定している。在職者訓練は、

ポリテクセンター・ポリテクカレッジによる職業訓練

あらかじめ訓練コースが設定されているレディメイド型

は、職業能力開発総合大学校を中心に、全国レベルで訓

訓練に加え、各企業の訓練ニーズに即して設定するオー

練水準の維持・向上が図られているが、各地域の訓練

ダーメイド型の訓練も実施している。

ニーズに応じた訓練となるよう、ポリテクセンター・ポ

また、全国のポリテクセンター・ポリテクカレッジ

リテクカレッジごとに訓練内容をアレンジして実施して

や、都道府県の職業能力開発校の訓練指導員を対象に、

いる。

毎年度、専門分野における先端的な技術・技能や民間教

なお、各都道府県においては、都道府県労働局の参集

育訓練機関への援助のノウハウの習得等を可能とするた

の下、労使団体、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構、

めの訓練を職業能力開発総合大学校においてスキルアッ

都道府県、民間教育訓練関係団体等により構成される地

プ訓練として実施している。スキルアップ訓練について

域訓練協議会を開催し、地域における求人ニーズを踏ま

は、2012 年度から段階的に対象人員を拡大するととも

えた職業訓練実施計画を策定している。

に、職業能力開発総合大学校の教員が全国８ブロックに

ポリテクセンターやポリテクカレッジでは、企業内で

出向いて各地域でスキルアップ訓練を実施する出前型訓

の職業訓練の実施が困難である各地域の中小企業等の在

練を実施している。これにより、全国どの地域でも専門

職者に対して、各企業のニーズに応じた職業訓練を実施

分野における先端的な技術・技能等を身につけた職業訓

している。在職者が訓練を受けやすいよう、比較的短期

練指導員による職業訓練を受けることができる体制と

間（2 日～ 5 日間）の日程で、平日の昼間を中心に、土

なっている。
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在職者訓練を実施した企業の感想
プラスチック成形の各種金型を製作している黒田化学（株）小
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矢部工場では、従業員の技能・技術のスキルアップを効果的・効
率的に行うため、ポリテクセンター富山の在職者訓練を活用して
いる。
「プラスチック成形部分に様々な応用が利くようになり、いろい
ろな製品を生み出せるようになった。また、ラインのメンテナン
スもしやすくなった。製品によっては外注に頼まざるを得なかっ
たものが、工場内で加工・製作できるようになり、製品コストの
削減にもなっている。」と話す。会社では、訓練を受講した本人

写真：フライス盤加工の訓練風景

による伝達研修を行うことで、他の従業員の技能・技術のスキル
アップも図っている。

２

民間で実施する職業訓練の向上に向けて

（1）民間企業自らが実施する職業訓練

が多くなることから、職業能力開発に取り組む中小企業
を支援することは重要である。
そこで、中小企業の企業内における労働者のキャリア

厚生労働省「能力開発基本調査」（2013 年度）によ

形成の効果的な促進のため、職業訓練等を段階的かつ体

ると、人材育成に関して問題点があると回答した事業所

系的に実施する事業主に対して助成する「キャリア形成

は、全体の約７割（70.7％）となっており、製造業では、

促進助成金」を設けている。2013 年度から、成長分野

全体よりも高い 75％程度（74.9%）となっている。人

での人材育成や熟練技能を承継するための訓練等に重点

材育成に関する問題点としては、「指導する人材が不足

的に助成している。

している」、
「人材育成を行う時間がない」等に加え、
「育

また、2013 年度からは、非正規雇用の労働者の企業

成を行うための金銭的余裕がない」がある。企業規模、

内のキャリアアップを促進するための「キャリアアップ

事業所規模が小さいほど、人材育成に関する問題点とし

助成金」を新たに創設し、このうち人材育成コースにお

て「育成を行うための金銭的余裕がない」とする事業所

いて企業内での人材育成の支援を強化している。
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訓練コース「フライス盤精密加工技術」を受講したＡさんは、

キャリア形成促進助成金

平成26年度予算額

219億円

制度概要
職業訓練などを実施する事業主等に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進
※
※
※

事業主にあっては、事業内職業能力開発計画・年間職業能力開発計画を作成するとともに、職業能力開発推進者を選任することが必要
事業主団体等にあっては、訓練実施計画を作成することが必要
１コースあたり２０時間以上（海外で実施する訓練の場合は30時間以上）の訓練が対象
助成内容

助成額

❶ 政策課題対応型訓練
①成長分野等人材育成コース

健康・環境などの成長分野等での人材育成のための訓練

②グローバル人材育成コース

海外関連業務に従事する人材育成のための訓練(海外の大学院、
大学、教育訓練施設などで実施する訓練も含む)

③育休中・復職後等能力
アップコース

大企業・
中小企業

【平成２６年１０月１日新設予定】
④中長期的キャリア形成コース

育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練
中長期的なキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が
指定する専門実践教育訓練

⑤若年人材育成コース

採用後５年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練

⑥熟練技能育成・承継コース

熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練

⑦認定実習併用職業訓練コース

中小企業

⑧自発的職業能力開発コース

❷ 一般型訓練

※
※
※
※

賃金助成：1h当たり800円
経費助成：１/２

※⑦については企業における実
習の助成あり(1h当たり600円)

厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
労働者の自発的な能力開発に対する支援

中小企業
事業主
団体等

❸ 団体等実施型訓練

賃金助成：1h当たり800円
(400円)
経費助成：１/２ (1/3)
※( )額は大企業の額

政策課題対応型訓練以外の訓練

賃金助成：1h当たり400円
経費助成：１/３

事業主団体などが構成事業主の雇用する労働者を対象に行う、若
年労働者への訓練や熟練技能の育成・承継のための訓練

経費助成：１/２

経費助成の１人１コースの支給限度額は、➊①～④は15万円～50万円（大企業は10万円～30万円）、➊⑤～⑧及び➋は7万円～20万円
1事業主の年間の支給限度額は、500万円（認定職業訓練又は➊⑦の場合は1,000万円）、1事業主団体等の年間の支給限度額は500万円
助成の対象となる訓練等の受講回数は、１労働者につき、１年度３コースまで
東日本大震災に伴う被災地の事業主については、助成率の特例あり（中小企業：賃金800円(1h)・経費1/2 大企業：賃金400円(1h)・経費1/3）

キャリアアップ助成金について（平成26年度予算：159億円）
○有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(※１)の企業内のキャリアアップを促進するため、これ
(※１)正規雇用の労働者以外の無期雇用労働者を含む。
らの取組を実施した事業主に対して包括的に助成。
【本助成金の活用に当たって】
「有期契約労働者等（※２）のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、
労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成することが必要。
（※２）短時間労働者及び派遣労働者を含む。

助成内容

正規雇用等
転換
（注）

人材育成

有期契約労働者等を正規雇用等に転換または直接雇用
（以下「転換等」）した場合に助成

有期契約労働者等に
・一般職業訓練（OFF-JT） 又は
・有期実習型訓練（「ジョブ・カード」を 活用した
OFF-JT+OJTを組み合わせた３～６か月の職業
訓練）
を行った場合に助成

助成額

（ ）額は大企業の額（短時間正社員は大規模事業主）

※下線部分は、平成26年３月１日から平成28年３月31日まで支給額を拡充または要件を緩和

①有期→正規：１人当たり50万円（40万円）
②有期→無期：１人当たり20万円（15万円）
③無期→正規：１人当たり30万円（25万円）
※１年度１事業所当たり①～③合わせて15人まで（②は10人まで）
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、１人当たり①10万円、②③5万円を加算
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、１人当たり10万円（大企業も同額）加算

OFF-JT《１人当たり》
賃金助成：１ｈ当たり800円（500円）
経費助成：訓練時間数が
100時間未満

10万円(7万円)

100時間以上200時間未満

20万円(15万円) 30万円(20万円)※

15万円(10万円)※

200時間以上

30万円(20万円) 50万円(30万円)※

※ 中長期的なキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を
受講する場合（平成26年10月1日施行予定）

OJT《１人当たり》
実施助成：１ｈ当たり700円（700円）
処遇改善

すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを
改定し、２％以上増額させた場合に助成

健康管理

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制
度」を新たに規定し、４人以上実施した場合に助成

短時間
正社員

労働者を短時間正社員に転換・新規雇入れした場合に
助成

パート労働
時間延長

有期契約労働者等の週所定労働時間を２５時間未満か
ら３０時間以上に延長した場合に助成

１人当たり１万円（0.75万円）
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、１事業所当たり20万円（15万円）上乗せ

１事業所当たり40万円（30万円）
１人当たり20万円（15万円）
ただし、有期契約労働者等から転換した場合、１人当たり30万円（25万円）
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、１人当たり10万円加算

１人当たり10万円（7.5万円）

（注）①「正規雇用等」とは、「正規雇用または無期雇用」をいう。②派遣労働者の場合、派遣元事業主で転換または派遣先の事業所で直接雇用される場合に助成。
③無期雇用への転換等は、通算雇用期間３年未満の有期契約労働者からの転換等であって、基本給の５％以上を増額した場合に限る。
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計画的人材育成システムで表面処理技術のプロを育成
半導体、次世代エネルギー、環境技術といった先端技術に、表面処理技術は必要不可欠なものとなっている。

第２節

従業員数約 300 人のめっき加工業、（株）三ツ矢には、高度な表面処理技術を必要とする顧客企業から、常に
未知のテーマが突きつけられる。
三ツ矢には、多様化、高度化してきている顧客の要請、そして加速する技術開発スピードに対応し、的確な
このため、三ツ矢は表面処理技術のプロとしてキャリアアッ
プしていくための「キャリアマトリックス」を作成し、従業員
にこれに基づく個別のキャリア計画を立てさせ、段階的研修や
技能資格認定制度を整備して、計画的に人材育成を行う体制を
作った。管理監督者への昇進にも研修の受講を組み込んだ。
ここで活用したのが「キャリア形成促進助成金」。従業員に
職業訓練を行い、計画的に人材育成している企業に、その経費
や訓練期間中の賃金を助成する制度である。
この取組により、現在、三ツ矢は１級・２級のめっき技能士
を多数有している。さらに、技術開発部員を大学院の研究室で
学ばせ、理論的基礎の上に、顧客の未来志向のテーマにも、新
しい発想で対応できる中核人材を着々と育成している。

（2）事業主団体等が実施する認定職業訓練

写真：新規案件解決のため多様なアプローチを
検討する技術スタッフ

る補助要件を満たせば、国及び都道府県からその訓練経

事業主や事業主団体等の行う職業訓練のうち、教科、

費等の一部につき補助金を受けることができる。また、

訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に

認定職業訓練の修了者は、技能検定を受検する場合又は

適合して行われているものは、申請により訓練基準に適

職業訓練指導員の免許を取得する場合に、有利に取り扱

合している旨の都道府県知事の認定を受けることができ

われる。

る。この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練という。

認定職業訓練の平成 24 年度の訓練生数は約 24 万人

認定を受けることの主なメリットとして、中小企業事

程度となっており、金属・機械加工関係等のものづくり

業主等が認定職業訓練を行う場合、国や都道府県が定め

分野でも認定職業訓練は多く実施されている。

彫刻技術・技能の継承
富山県の井波地区には、200 年の伝統を誇る伝統工芸「井波彫刻」がある。仕上げまでに 200 本以上のノミ、
彫刻刀を使う高度な技術を要するもので、彫刻産業として、全
国一の規模を誇っている。
その技術・技能の継承のため、昭和 22 年に、各都道府県知
事が認定する認定職業訓練校「井波彫刻工芸高等職業訓練校」
が創設され、優秀な技能者を養成している。
これまで卒業生を 500 名以上輩出しており、伝統ある井波
彫刻の発展、技術・技能の継承に寄与している。住宅事情の変
化等に対応するため、新製品の開発や需要の全国への開拓等に
も取り組み、カリキュラムについても伝統を継承しつつ見直し
を行いながら、全国から集まる生徒に訓練を行っている。

写真：彫刻実習風景
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提案力を持つ技術者、営業担当者を育成する必要があった。

（3）訓練の質の向上に向けて

の向上のため、同ガイドラインの普及・定着に向けて、

2012 年 度 は、 公 共 職 業 訓 練 と 求 職 者 支 援 訓 練 の う

講習会等を実施している。ものづくり訓練を実施してい

ち、約８割を民間教育訓練機関が担っており、民間教育

る民間教育訓練機関は少ないものの、企業内での訓練

訓練機関の訓練の質の向上は喫緊の課題である。厚生労

や、認定職業訓練でも同ガイドラインが活用されること

働省では、2011 年 12 月に「民間教育訓練機関におけ

が望まれる。

る職業訓練サービスガイドライン」を策定し、訓練の質

３

若者のものづくり離れへの対応

（1）ポリテクカレッジを始めとする学卒者訓練

開発や生産工程の構築・改善・運用・管理等に対応でき
る生産現場のリーダーを育成し、ものづくり産業へ送り
出している。

全国のポリテクカレッジや都道府県の職業能力開発校

また、ポリテクカレッジでは、若年者に対する実践的

では、中学校卒業者や高等学校卒業者等に対し、ものづ

な技術教育を充実させるため、工業高校等との間で、

くり訓練などの学卒者訓練を実施している。例えば、ポ

職業訓練指導員の派遣や、教育訓練の実施などの連携を

リテクカレッジでは、高等学校卒業者等を対象に、機械

行っている。

加工や機械制御の専門的技術・技能を習得する「生産技

2012 年度のポリテクカレッジの訓練生は約 6 千人、

術科」等において、高度な知識と技能・技術を兼ね備え

都道府県の職業能力開発校の訓練生（学卒者訓練）は約

た実践技術者を育成し、さらにその修了生等を対象とし

1 万 3 千人である。

た「生産機械システム技術科」等において、製品の企画・
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ポリテクカレッジと工業高校との連携
近畿ポリテクカレッジでは、工業高校に職業訓練指導員を派遣し、生徒 43 名に対して、ノギス等の実際の

第２節

測定機器を用いて、ものづくりに求められる精度について体験実習を実施することにより、日本のものづくり
における技術のすばらしさを紹介した。
ポリテクカレッジ滋賀では、工業高校と連携し、技能検定「シーケンス制御作業」を受検する生徒 26 名に
せた。
中国ポリテクカレッジでは、岡山県高等学校工業教育協会電気系部会と連携し、工業高校７校の電気系教員
14 名に対し、高校生ものづくりコンテストに参加する学生を指導する教員の技術向上を目的として、電子回
路分野の指導方法に関する研修を実施した。

写真：シーケンス制御作業の技術講習を受講する高校生

（2）若年者への技能継承
若者のものづくり離れが見られる中、ものづくり分野

写真：体験授業の風景

盛り込まれた課題（技能競技大会の競技課題、技能検定
の実技課題）を用いている。

において長年培われた技能の継承が重要である。この

また、技能継承を効果的に推進するためには、ものづ

ため、2013 年度から、ものづくり分野で優れた技能、

くり産業・技能の魅力を伝えるとともに、ものづくりに

豊富な経験等を有する熟練技能者を「ものづくりマイス

関する理解を深めることが必要であり、2014 年度から

ター」として認定し、若年技能者等に対する実技指導を

「目指せマイスター」プロジェクトとして、若年技能者

行っている（「ものづくりマイスター」制度）。実技指導

に対する実技指導のほか、ものづくりマイスターを小中

は、若年技能者の人材育成を行う企業、業界団体、教育

学校等にも派遣し、学校の授業等で講義（製作実演を含

訓練機関にものづくりマイスターを派遣して実施してい

む。）及びものづくり体験を重点的に実施することとし

る。この実技指導は、職種に必要な様々な技能の要素が

ている。

ものづくりマイスター制度の実例
～㈱中村電機製作所における実技指導（旋盤作業）～
㈱中村電機製作所会長は、自社のある工業団地内でものづくりマイスターによる実技指導が行われているこ
とを知り、佐賀県技能振興コーナーに相談を行った。
その結果、実技指導の計画として、旋盤職種のものづくりマイ
スターを含め、当該事業所の若年技能者２人を対象とし、汎用旋
盤作業の基本から応用までを指導する計画を作成した。当該指導
により、技能検定試験２級レベルまで技能向上を図るものとし、
実技指導は約６ヶ月間で 20 回と計画した。このため、実技指導
の課題は、過去の普通旋盤作業技能検定２級課題を使用すること
とした。
ものづくりマイスターからは今回の指導に関して、「実技のほ

写真：指導風景
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対して、技能検定の受検に必要な技術の講習会を４日間にわたって開催し、工業高校の生徒の技術力を向上さ

か、研修初日にはものづくり職人の機械に対する心構えとして、自分たちが使う機械はモノではなく、生活
の糧となり手足となるツールであることから教えた。仕事始めの点検から作業終了の清掃に至るまで、自分
の体と同じようにウォームアップから始まり、クールダウンに終
わって明日に備える旨の指導を実施した。また、仕事に向き合う
姿勢として、一つ一つに問題意識を持たせながら、次に何をしな
ければいけないかを考えさせることを意識して実技指導に当たっ
た。」とのコメントがあった。
また、指導の成果に関しては、「計画から若干の遅れはあるも
のの、着実に課題を身に付けていると思う。２名とも真面目に一
生懸命に取り組んでおり、その技術習得意欲は強く、感心してい
る。」と語った。

写真：指導風景

（3）ものづくりの魅力を発信

て、卓越した技能者（現代の名工）を表彰している。被

若年者が進んでものづくり技能者を目指すような環境

表彰者は、次のすべての要件を満たす者のうちから厚生

を整備するために、ものづくり技能者の社会的評価の向

労働大臣が技能者表彰審査委員の意見を聴いて決定して

上を図ることや、子供から大人までの国民各層におい

いる。

て、社会経済におけるものづくり技能の重要性について

＜要件＞

広く認識する社会を形成することが重要である。

①きわめて優れた技能を有する者

広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技

②現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者

能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年

③技 能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に

がその適性に応じて誇りと希望を持って技能労働者と
なってその職業に精進する気運を高めることを目的とし

寄与した者
④他の技能者の模範と認められる者

2013 年度の現代の名工の紹介
～極細ワイヤから微細な介在物を指先で感知する卓越した技能により、線材製品の高品質維持に大きく貢献～
佐原 進 氏（６４歳）中間製品検査工

新日鐵住金（株）君津製鐵所

佐原氏は鉄鋼を細く針金状にした線材製品の品質調査、解析業務に 45 年間従事し、特に、人間の髪の毛よ
りも細いスチールコード（タイヤ補強用コード）の品質調査に関する技能に秀でており、指先の微妙な感覚で
異常を見抜く。この卓越した技能により、線材製品の品質改善や新製品の開発に大きく貢献してきた。
今回の受賞について、「今回このような賞をいただいたのは、自分ひとりの力ではなく、先輩、同僚等会社
のみんなのおかげだと思っています。しかし、今のやり方が完璧だとは思っていません。まだまだ私自身も発
展途上。よりよい方法をさらに追求し、線材製品の品質向上に努めていきたいと思っています。」と語ってお
り、今後の一層の活躍が期待される。

写真：作業風景
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写真：スチールコードの拡大写真

