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第17回若年者ものづくり競技大会開催計画 

 

令和４年４月８日 

大会会長 

                         中央職業能力開発協会 理事長 宮野 甚一 

       

 

１ 目的 

企業等に就業しておらず、職業能力開発施設、工業高等学校等において、技能を習得中の原則20

歳以下の若年者を対象として「若年者ものづくり競技大会」（以下「大会」という。）を開催し、若

年者に目標を付与し、技能を向上させることにより若年者の就業促進を図り、併せて若年技能者の

裾野の拡大を図ることを目的とする。 

 

２ 主催 

    厚生労働省及び中央職業能力開発協会（以下「中央協会」という。） 

 

３ 後援（依頼予定） 

  文部科学省、経済産業省、国土交通省、広島県、ＮＨＫ、都道府県職業能力開発協会、独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、公益財団法人産業教育振興中央会、職業能力開発総合大学

校、公益社団法人全国工業高等学校長協会、全国農業高等学校長協会、一般社団法人全国高等学校

ＰＴＡ連合会、一般社団法人全国技能士会連合会、全国専修学校各種学校総連合会、全国中小企業

団体中央会、株式会社日刊工業新聞社、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、日本

労働組合総連合会 

 

４ 協賛 

大会の実施に当たり、企業等に対し競技用材料、役務等に関する各種協賛を依頼する予定。 

 

５ 協力 

大会の実施に携わる運営委員、競技委員等の大会役員について、後援組織、業界団体、企業等に

対し当該大会役員への就任に係る協力を依頼する予定。 

 

６ 日程 

   令和４年７月27日（水）～７月28日（木） 

  （一部職種については、競技を先行して実施する予定。） 

 

７月27日（水） 競技会場下見等 

開会式（競技職種ごとに競技会場にて実施） 

 

７月28日（木） 職種別競技 

採点及び技術委員会 

 

７月29日（金） 成績発表（厚生労働省及び中央協会のホームページにおいて発表予定。） 

 

７ 競技職種 

次の15職種について実施を予定。 
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［１］ メカトロニクス ［２］ 機械製図(CAD) ［３］ 旋盤 

［４］ フライス盤 ［５］ 電子回路組立て ［６］ 電気工事 

［７］ 木材加工 ［８］ 建築大工 ［９］ 自動車整備 

［10］ ITネットワーク 

システム管理  

［11］ ウェブデザイン ［12］ 業務用ITソフトウェア・ 

ソリューションズ 

［13］ グラフィックデザイン ［14］ ロボットソフト組込み ［15］ 造園 

 

８ 競技会場（予定）[注1、注2] 

・広島県立広島産業会館 

・広島市中小企業会館 

・広島職業能力開発促進センター［ポリテクセンター広島］ 

・中部職業能力開発促進センター［ポリテクセンター中部］ 

・マツダ株式会社トレーニングセンター鯛尾 

[注１] 参加選手数の増減等の理由により変更となる場合がある。 

[注２] 各競技会場の所在地及び実施する競技職種は、別紙のとおり（予定）。 

 

９ 大会参加資格（共通） 

大会への参加資格は、次に掲げる要件をすべて満たす者に与えるものとする。ただし、「10 大

会参加資格（個別）」に定める一部の競技職種については、当該規定に定める要件も併せて満たす

ことを要する。 

（１）都道府県職業能力開発協会（以下「都道府県協会」という。）、公益社団法人全国工業高等学

校長協会（以下「全工協会」という。）又は競技職種に係る業界団体等から大会会長に対して

推薦された者であること。 

なお、各競技職種への選手の推薦については、別表「若年者ものづくり競技大会への参加選

手推薦について」を参照のこと。 

（２）参加申込申請時及び大会開催時に日本国内の職業能力開発施設、工業高等学校等において技

能を習得中の者であること。 

（３）企業等へ就業していない学生、訓練生であること。なお、次の者は参加を認めない。 

①企業等への就業経験者（競技職種に係わる職種に限る。） 

②大会開催時に就業していることが見込まれる者 

（４）平成14[2002]年４月２日以降に生まれた者であること。 

   ただし、「業務用ITソフトウェア・ソリューションズ」職種及び「グラフィックデザイン」

職種の２職種については、平成13[2001]年４月２日から平成14［2002］年４月１日までに生ま

れた者の参加を妨げない。 

（５）当該競技職種に対する参加にふさわしい技能を習得していると認められる者であること。 

（６）校長等の所属長が、大会出場について了承した者であること。 

 

10  大会参加資格（個別） 

次に掲げる競技職種は、「９  大会参加資格（共通）」（１）から（６）までに規定する要件に

加え、それぞれの競技職種ごとの要件をすべて満たすことを要する。 

（１）「メカトロニクス」職種、「自動車整備」職種及び「ロボットソフト組込み」職種 

大会を第60回技能五輪全国大会（以下「全国大会」という。）への参加者（チーム）選考会

と位置付けることとする。全国大会へ参加を希望する者（チーム）で、「９  大会参加資格（共

通）」（４）を満たさない者は、全国大会における当該職種への参加に係る年齢要件[注1]を満たす

こと。ただし、この場合にあっては、大会の表彰対象外とする。 

 [注1]全国大会の参加に係る年齢要件 
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○「メカトロニクス」職種：平成10[1998]年１月１日以降に生まれた者 

○「自動車整備」職種及び「ロボットソフト組込み」職種：平成11[1999]年１月１日以降に生

まれた者 

 （２）「ウェブデザイン」職種 

    特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する選考会において、特に優

秀な成績を収めた者であること。 

    実施主体：特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 

   

（照会先） 

特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会（技能検定｢ウェブデザイン｣職種実

施運営機関） 

新宿事務所  

住 所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-1 第３歯朶ビル ２階 

連絡先：TEL：03-6304-0378 FAX：03-6304-0379 Mail：info@netskill.jp 

 

11 参加選手数等 

（１）各競技職種における競技実施に必要な選手の数は、参加申請締切時点において、原則として  

７人（競技職種によっては７チーム）以上とする。 

（２）大会への参加選手数については、競技用設備、競技会場等を勘案し、参加選手数に上限を設

けることとし、参加希望者数がこの上限を超えた場合は、中央協会において参加選手数を調整

することとする。 

（３）同一施設等（職業能力開発施設、工業高等学校等）からの参加は、原則として、同一職種に

ついて１名（チーム）とする（施設等内で選手を選抜すること）。 

（４）出場者を１校１名までとした場合に大会許容人数を超えた場合は、各都道府県１名までとす

る。都道府県１名までとした場合、全工協会の推薦がある職種は、その選手を優先することと

し、推薦がない職種は、中央協会から指定する人数を都道府県協会が選考するものとする（ウ

ェブデザイン職種を除く）。 

 

12 参加費 

選手一人当たり一定額の参加費を中央協会において徴収する。 

 

13  表彰 

成績優秀な者に対して、次のとおり表彰を行う。 

（１）各競技職種において最も優秀な成績を収めた者、それに準ずる成績を収めた者、さらにそれ

に準ずる成績を収めた者及び左記の成績に準ずる成績を収めた者に対して、主催者賞として賞状

並びに金賞、銀賞、銅賞及び敢闘賞の各メダルを授与する。 

（２）各競技職種の金賞受賞者に対し、厚生労働大臣賞として、楯を授与する。 

（３）上記（１）及び（２）に掲げるもののほか、大会の目的に合致する範囲において、特別賞を

別に設けることがある。 

 

14  大会までのスケジュール（予定） 

４月下旬    参加者募集 

５月下旬    参加者申込み締切り 

６月上旬以降（随時）   競技課題の公表 

（課題が当日公表となる場合など競技職種によって異なる。） 

６月上旬    参加者確定・参加者の公表 
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７月27日（水）～７月28日（木） 大会の実施（一部の職種については日程が異なる。） 

 

15 大会開催に影響する事態が発生した際の対応等 

（１）大会開催に影響を及ぼし得る事態が発生した場合、日程変更や大会開催の可否等について、当

協会ホームページにてお知らせする予定。また、大会が開催された際も、競技を安全に実施でき

ないと判断した場合、やむを得ず競技を中止する場合がある。 

（２）競技の中止等いかなる場合も、参加費の受領後の返金はしない。 

（３）新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を含めて、競技における安全衛生の確保等の観点

から、参加者には別途対策を依頼する場合がある。参加者はその指示に従うものとし、従わない

場合には、競技への参加を断ることがある。 

 

16 その他 

（１）大会の募集要項については、別に定める。 

（２）競技課題（公表分に限る。）、競技職種別参加選手等については、中央協会ホームページ

（https://www.javada.or.jp/）に順次掲載予定である。 

（３）「メカトロニクス」職種、「自動車整備」職種、「ウェブデザイン」職種及び「ロボットソ

フト組込み」職種については、大会において、全国大会への参加選手の選考を行うこととする。 

（４）「メカトロニクス」職種及び「ロボットソフト組込み」職種については、１チームにつき１

名の審査員（チーム所属の指導員等）を大会に派遣し、審査等に無償で協力することとする。 

（５）「ウェブデザイン」職種については、全国大会へ参加を希望する者で、「９ 大会参加資格

（共通）」（４）を満たさない者は、特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が

行う選考会に参加することとする。 

（照会先） 

特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会（技能検定｢ウェブデザイン｣職種実

施運営機関） 

新宿事務所  

住 所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-1 第３歯朶ビル ２階 

連絡先：TEL：03-6304-0378 FAX：03-6304-0379 Mail：info@netskill.jp 

（６）「旋盤」職種については、大会を全国大会への参加選手の選考会とは位置付けず、別途「技

能五輪全国大会旋盤二次予選会」を実施して全国大会の参加選手を選考する。 

（７）「ITネットワークシステム管理」職種については、大会を全国大会への参加選手の選考会と

は位置付けず、大会と同時期に別途「技能五輪全国大会選考会」を実施して全国大会の参加選

手を選考する。 

    なお、参加選手の技能レベルを考慮し、大会への参加者と全国大会への参加者とを区分する

こととし、全国大会への参加を希望する者は、大会への参加を認めないこととする。 

 

－以上－ 
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別 紙 

 

第 17回若年者ものづくり競技大会 競技職種及び競技会場（予定） 

 

競技職種 競技会場 

メカトロニクス 

機械製図（CAD） 

電子回路組立て 

電気工事 

木材加工 

建築大工 

ITネットワークシステム管理 

ウェブデザイン 

業務用 IT ソフトウェア・ソリュー

ションズ 

グラフィックデザイン 

ロボットソフト組込み 

造園 

広島県立広島産業会館 

広島県広島市南区比治山本町12-18 

 

 

及び 

 

広島市中小企業会館 

 広島県広島市西区商工センター1-14-1 

 

 

旋盤 広島職業能力開発促進センター［ポリテ

クセンター広島］ 

広島県広島市中区光南5-2-65 

 

フライス盤 中部職業能力開発促進センター［ポリテ

クセンター中部］ 

愛知県小牧市下末1636-2 

 

自動車整備 

 

マツダ株式会社トレーニングセンター鯛

尾 

 広島県安芸郡坂町鯛尾2-6-7 

 

15職種 ５会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別　表

若年者ものづくり競技大会への参加選手推薦について

都道府県協会 全工協会 業界団体

1 メカトロニクス         ○

2 機械製図(CAD)         ○

3 旋盤         ○※１ ○※１

4 フライス盤         ○

5 電子回路組立て         ○※１ ○※１

6 電気工事         ○※１ ○※１

7 木材加工         ○

8 建築大工         ○※１ ○※１

9 自動車整備         ○※１ ○※１

10 ＩＴネットワークシステム管理         ○

11 ウェブデザイン ○※２

12 業務用ITソフトウェア・ソリューションズ         ○

13 グラフィックデザイン         ○

14 ロボットソフト組込み         ○

15 造園 ○

※１

※２

競技職種

高等学校所属の選手については、全工協会による推薦のみ。都道府県協会からの推薦はない。
（ただし、全工協会から開催県（広島県）の高等学校所属の選手の推薦がなかった場合には、今
大会に限り広島県職業能力開発協会からの推薦は可とする。）

特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会による推薦のみ。




