
第２回 2023年技能五輪国際大会招致委員会 
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場 所：ＪＲゲートタワーカンファレンス 

会議室Ａ１～３ 

（名古屋市中村区名駅 1-1-3JRゲートタワー16F） 

 

議 事 次 第 
 

１ 開会 

２ 委員長（大村秀章愛知県知事）挨拶 

３ 議題 

（1）国際大会招致活動の状況等について 

（2）各部会の検討状況について 

（3）選手強化指針について 

（4）意見交換 

（5）その他 

４ 閉会 
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指針案 

 

参考資料１ 2023年技能五輪国際大会招致委員会設置要綱 

参考資料２ 2023年技能五輪国際大会招致委員会委員名簿 
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参考資料３－２ 機運醸成部会設置要綱 

参考資料３－３ 選手強化部会設置要綱 

参考資料４ 三部会構成委員 

参考資料５ 2023年技能五輪国際大会招致委員会の構成について 



2023年技能五輪国際大会招致活動状況等

＜2018年＞

４月18日 第１回招致委員会

７月２日-８日 英仏独訪問調査

15日 フランスが各国宛招致を意思表示し、協力を依頼するレターを送付

８月１日 ロシア・カザン大会に向けたフラッグ・リレー（於：石川県）

１日-２日 若年者ものづくり競技大会（於：石川県）

６日-10日 台湾域内競技大会（於：台湾等に対し招致活動への協力を要請）

30日-９月４日 ASEAN Skills（於：タイ・バンコク。ASEAN各国等に招致活動への協力を要請）

９月４日 第２回招致委員会

26日-28日 EURO Skills（於：ハンガリー・プダペスト。EURO各国に招致活動への協力を要請）

10月15日-18日 WSI総会（於：オランダ・アムステルダム。招致立候補正式表明）

11月２日-５日 技能五輪全国大会（於：沖縄県。国際大会派遣選手決定。各国エキスパート等招聘予定）

25日-28日 第１回ワールドスキルズ・アジア大会（於：UAE・アブダビ。関係国に招致活動への協力を要請）

12月12日-13日 ロシア・カザン大会に向けた派遣選手等オリエンテーション

＜2019年＞

１月 ワールドスキルズインターナショナル（WSI）にプロポーザルシート提出

２月（調整中） 第３回招致委員会

３月１日-４日 技能グランプリ（於：兵庫県）

18日-20日(予定) WSI検証訪問

５月頃 第４回招致委員会

６月頃 立候補ファイル提出

８月 第45回技能五輪国際大会（於：ロシア・カザン）時のWSI総会で2023年開催国決定

９月頃 第５回招致委員会

予定されている行事等

部会等開催状況

・大会招致部会：5/31、6/18、
7/23、8/16、
10/10

・機運醸成部会：6/12、7/25
・選手強化部会：6/7、7/13
－戦略検討チーム：7/6
・３部会合同会議：8/21

資料１



１

大会招致部会長
福井昌平

資料２

大会招致部会検討資料



１ 大会招致行動計画（案）【大会招致部会】

2018年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月

WSIイベント・
地域大会等

※地域大会は
斜字

13-16：中国国
内大会（上海、
広州）

25-27：香港オ
プトインミーティ
ング

10：台湾域内
大会フォーラム

８/30-９/４：
ASEANスキル
ズ(タイ）

26-28：ユーロ
スキルズ（ハン
ガリー）

14-18：WSI総
会（正式立候
補）

関心の表明
審査用書類の
提出

18-20（予定）
検証訪問受け
入れ

国内技能競技
大会等

1-2：若年者も
のづくり競技大
会（石川）

19-26：CNC選
考会(愛知）

2-5：技能五輪
全国大会(沖縄）

1-4：技能グラ
ンプリ（兵庫）

厚労省が対応
する国際会議・
海外出張等
（WSI関連に限

る。）

23-24： フィリピ
ンPOEA長官来
日（定期協議）

28-30：モンゴ
ル技能実習定
期協議

26-28：APEC
ワークショップ
（韓国）

６－７：G20雇
用大臣会合、
教育・雇用合
同大臣会合（ア
ルゼンチン・マ
ル・デル・プラ
タ）

米国労働省来
日

17-18：OECD
第133回雇用
労働社会問題
委員会（フラン
ス・パリ）

23-24： フィリピ
ンPOEA長官来
日（定期協議）

28-30：モンゴ
ル技能実習定
期協議

26-28：APEC
ワークショップ
（韓国）

WSI加盟国／地域の公式代表や技術代表等を積極的に受け入れ、日本の技術力や競技大会の運営力等をPR

２

【招致決定までに向けた活動方針（第1回招致委員会において提示）】

【活動スケジュール】

国際会議の場やバイ（二国間）会談等において、政務三役等によるハイレベルでの支持要請等を実施
他省庁の政務三役等の出張等の際にも支持要請を実施

WSIのイベントでは、バイ（二国間）会談中心。各国の地域大会では、我が国の招致ブースを設置する
10月以降、担当チーム制によるWSI加盟国／地域への個別訪問を実施。関心事項や招致に対する態度等を詳細に把握・管理する

○WSI関連の行事の機会だけでなく、国の外交ルート、民間の経済活動とも連携し、あらゆる機会を活用した支持要請を実施する。
○各加盟国/地域の状況と我が国との関係に即したきめ細やかな支持要請を行うとともに、競合国の動向も踏まえた効果的な支持要

請を実施する。



２ 大会テーマ等の方向性について【大会招致部会】

＜参考＞他国の開催テーマ
・2019年・カザン大会（ロシア）は、「Future」がキーワード
・2021年・上海大会（中国）は、「Youth」がキーワード

■WSI２０２５ビジョン
「技能の力で世界をより良くする」をコンセプトに、経済成長と技能
者個人の成功を目指し、（１）グローバル技能標準の発展、（２）ベ
ストプラクティスの共有、（３）技能の価値向上、に協働して取り組
む。
■日本政府の開催方針
（１）日本をレベルアップする、（２）日本を発信する、（３）日本

を盛り上げる。
■愛知県の開催方針
（１）産業都市・職業訓練先進地としての実績と特色を生かす。
（２）国際的イベントの開催実績を活かし、国際的な「対話と交流の

場」とする。
（３）WSCの「参加体験価値」と「社会的価値」を最大化する。

３

【２０２３技能五輪国際大会 大会テーマの方向性】

【２０２３技能五輪国際大会開催の方向性】

○「WSIビジョン２０２５」と「日本政府立案の開催方針」及び「愛知県立案の開催方針」を統合し、世界にアピールする内容として
整理。開催によるレガシー構築も組み入れる。

（１） WSIビジョン２０２５の実現に貢献する大会とする。
（２）競技大会の新たなスタンダードとレガシーを構築する。
（３）産官学市民協働の力で、日本と愛知を世界の「技能」セ

ンターに構築する。

人・モノ・サービスなどあらゆるものを「つなぐ」大会とし、技能の価値の向上と、発展に貢献する大会を目指して
いくとの観点から今後テーマの検討を進めていく。

2023年・愛知大会（日本）は、「つなぐ」をキーワードに
今後テーマを検討していってはどうか。

技能をつなぐ

未来をつなぐ

世界をつなぐ



３ オランダ・アムステルダム総会における招致意向表明について【大会招致部会】

４

【１ 総会スケジュール】

【２ 2023年国際大会の募集について】

－１ １ ２ ３ ４ ＋１

月日 10月14日（日） 10月15日（月） 10月16日（火） 10月17日（水） 10月18日（木） 10月19日（金）

行事

各国/地域代表到着 総会（本会議）
WSIコンファレン
ス

WSIコンファレン
ス

戦略委員会
競技運営委員会

理事会
総会（本会議）
(2023年大会募集)

理事会
チャンピオントラ
スト会合
全国技能組織
最高責任者会合
各国/地域代表出発

○10月18日（木）の２回目の総会において、WSI事務局が、”Request for Proposal WSC2023“（2023年国際大会の提案に対す
る要求）により、募集を開始する旨説明予定。現時点で招致を考えている国を壇上に招き、短い説明を求める見込み（2016年ナイ
アガラ総会の例による。今回は未確定。）。

【３ 日本の表明内容について】

○2023年の国際大会の募集の際に各国に説明が求められた際には公式代表、政府代表、中央職業能力開発協会理事長が壇上に上がり、
政府代表から次の事項を表明する。

１．日本は2023年国際大会を愛知県において開催できるよう、立候補する。

２．この大会開催の方向性は次の３点。
① WSIビジョン2025の実現に貢献する大会とする。
② コンパクトで持続可能な大会という新しいスタンダードとレガシーを構築する大会とする。
③ 大会をきっかけに国際交流と国際協力を促進する。

３．加盟各国・地域との対話を通じてより良い大会にしたいのでご理解とご支援をお願いしたい。



 

 
 

機運醸成部会検討資料 

 

 
機運醸成部会長 

水野 直樹 

資料３ 



機運醸成戦略（招致決定まで）（案） 

Ⅰ 目標 
次代の担い手を始めとする国民に技能を分かりやすく伝え、技能への興味・関心を高めるとともに、技能五輪国際大会の日本・愛知への招致機運を醸成する。 

 
Ⅱ 基本的考え方 
１ 趣 旨 国際大会の招致活動を応援しようという気持ちを盛り上げるとともに、技能に対する関心を高め、技能尊重機運を醸成し、技能者を目指す若者が大幅に増えることを目指し、さまざまな対象者にあらゆる 

       人材開発関連施策を国際大会招致に関連づけて多彩な周知広報活動を行う。 
２ 対象者 愛知県にとどまらず、日本国民一般を対象とするが、地方自治体、業界団体、個別企業、各種学校といった関係者のみならず、特に次代を担う生徒や保護者を重点的な対象者とする。 

 
Ⅲ 取組方針 
１ 「参加」、「体験」機会の創出と技能への理解促進 

２ 「技能五輪」や技能五輪国際大会招致への「共感」の拡大 

３ 機動的、かつ、国民各層に応じたきめ細かな情報発信（横断的取組） 
 

Ⅳ アクション                                                （「◎」は重点的、ゴシックは部会検討を踏まえ、今年度実施することとしている代表的なもの。） 

取組方針 目   的 アクション 
主たる対象 

想定される具体的取組例 
小中学校 

高校・ 
専門学校 

企業・
団体 

一 般 

「参加」、「体験」機会の

創出と技能への理解

促進 

・高い技能に触れ、技能者への憧れを

形成する 

・次代を担う世代に、ものづくりの楽

しさ、難しさを体感させる 

・技能の価値を認識させる 

① 技能者による実演、技能（職）の 

プロモーション活動 
◎ ◎  ○ 

・熟練技能者等による各種イベント等での実演披露 

・職業講話、漫画、テレビ、YouTube等を通じた各種技能（職）の紹介 

・各種イベント等での熟練技能者と見習工の製品（パネル）を比較展示 

② ものづくり体験、技能大会の実施 ◎ ○  ○ 
・各種競技大会や産業系展示会等でのものづくりイベントの実施 

・各種イベント等を活用したジュニアスキルズの実施 

・別会場での中継やライブストリーミング等の活用による「見える化」 

③ 技能を分かりやすく伝えるツール 

の作成 
◎ ◎ ○ ◎ 

・技能を生かすキャリア情報を伝える小冊子の作成、活用 

・Webページや冊子、各種イベント等で、熟練技能による製品等、身近にある技能の

紹介、展示 

「技能五輪」や技能五輪

国際大会招致への「共

感」の拡大 

・国民各層の興味・関心を高める 

・技能五輪に親近感を感じてもらい、

参加意欲を促す 

・技能五輪国際大会の招致への理解・

共感を促進する 

④ 招致シンボルマークの制定  ◎ ◎ 〇 ・シンボルマークの公募等の実施、シンボルマークの活用 

⑤ 競技や大会出場選手の活躍の紹介 

促進 
◎ ◎  ○ 

・競技のポイントを分かりやすく紹介する実演や動画の作成 

・出場選手※の志望動機等をWebページや冊子等で紹介 

・出場選手※による出場体験紹介 ※特定の選手へのスポットライトも可 

⑥ 国際大会への理解促進 ○ ◎ ○ ○ 
・冊子、動画、各種イベント等を通じた国際大会の紹介 

・Webページ、冊子、各種イベント等を通じた国際大会招致の意義・効果の紹介 

機動的、かつ、国民各

層に応じたきめ細か

な情報発信 

（横断的取組） 

・技能五輪国際大会の日本・愛知への

招致に向けて、国民各層の理解と共

感を得る 

⑦ 多様なチャンネルや媒体を通じた 

情報発信 
○ ○ ○ ○ 

・小中学校への訪問・呼びかけ 

・各都道府県による技能振興事業への盛り込み 

・職業能力開発施設等において周知広報 

・技能検定制度のポータルサイト「技のとびら(中央職業能力開発協会)」等で周知 

・サポーター制度の創設と、Webページ等を通じた招致に賛同する法人・個人への登

録の呼びかけ、拡散、メルマガ等を通じたサポーターへの定期的な情報発信 

・招致委員会のタレント委員（千原ジュニア委員、池澤あやか委員）を通じたSNSに

よる情報発信（情報拡散の働きかけ） 

・漫画等を活用した情報発信、拡散 

・チラシやグッズ等を活用したPR 

・各種イベント等あらゆる機会や手段を活用した情報発信 

・国外に向けての英語版Webページを通じたWSI戦略目標に対応した取組情報発信 

・WSIブランドブックの作成とブランド規定を用いたPRの実施 

・職業訓練指導員を目指す者が増加することを目指す周知広報 

 

Ⅴ 実施主体 主に、厚生労働省、中央職業能力開発協会(JAVADA)、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、愛知県、他省庁、経済団体、その他の団体、学校とする。 
１ 



機運醸成に向けたイベント 

１ これまでの取組 

〇 日本ものづくりワールド（東京）出展【６月 20日～22日】 

  (場所)東京ビックサイト 

   (内容)技能五輪国際大会の紹介（パネル展示、映像放送） 

                

入場者に聞き取り調査を実施（有効回答数 590） 

                             （主な結果） 

・2023 年国際大会招致を知っていた 5.4% 

・技能五輪国際大会を知っていた   50.3% 

（知った理由は職場関係が    41.8%） 

・技能五輪全国大会を知っていた  54.1% 

（知った理由は職場関係が    40.8%） 

 

〇 愛知サマーセミナー2018【７月 14日】 

  (場所)椙山女学園大学 

  (内容)地域市民と学校が結びついた市民参加型セミナーで講座を開催。 

中学生等が参加 

   (感想)・技能五輪は知らなかったが愛知県から多くの優勝者が出ているのは 

誇らしい。やってみたくなった。 

・技能五輪を知れてよかった。競技が細かく区分されていて面白そう。 

     ・技能と技能者の大切さを子どもに伝える機会を継続してほしい。 

 

〇 World Youth Skills Day（WYSD）イベント（名古屋市）【７月 15日】 

  (場所)サカエチカ「クリスタル広場」 

  (内容)①若者に技能五輪職種である「タイル張り」と関係の深いモザイクタイル製

作の体験（約 1,100名が参加）をし、モノづくりに触れて、大会招致機運

を盛り上げた。 

     ②技能五輪や WYSDパネル展示と PRグッズ（うちわ）約 900部配布 

     ③モザイクタイルアーティストと MCによるトークショー（５回実施） 

      （技能五輪国際大会や WYSD、モザイクタイルの魅力等について） 

      

参加者にアンケートを実施（有効回答数 650） 

                  （主な結果） 

                   ・「技能五輪」を聞いたことがあり、内容もよく知っている            

13.7% 

・2023 年国際大会の招致を目指していることを知っていた            

15.4% 

                                   ・良いイベントなので、招致を頑張って欲しい    89.6% 



 

〇 ワールドスキルズ・フラッグリレー（※）における国際大会招致 PR【８月１日】 

  ※2019年８月にロシア連邦・カザンで開催される技能五輪国際大会に向け、大会の

認知度を向上させるため、大会旗が過去の国際大会開催国（20ヶ国）を訪問 

(場所)石川県産業展示会館（若年者ものづくり競技大会会場） 

 (フラッグ・リレーの概要)  

・ワールドスキルズ・カザンによるプレゼンテーション 

・大会旗旗振り等（牧原厚生労働副大臣、田邊中央職業能力開発協会理事長、 

藤田愛知県労政局長、井上招致委員会委員 他） 

・2023年技能五輪国際大会招致活動の紹介や意気込みの PR（愛知県） 

・千原ジュニア委員によるビデオメッセージ 

・池澤あやか委員の音頭による「頑張るぞ」の唱和 

・技能五輪国際大会招致 PRパネルの展示 

      

 

 

 

 

 

 

〇 ものづくり・匠の技の祭典（東京）出展【８月８日～10日】 

  (場所)東京国際フォーラム 

   (内容)主催者の東京都が設置した「技能五輪・アビリンピック」ブースにおい

て、技能五輪国際大会の紹介（パネル展示、映像放送等） 
 

２ 今後の取組（予定）（平成 30年度） 

〇 機運醸成イベント【９月】 

  (場所)愛知県内 

   (内容)小中学生を対象に、ものづくり体験や製作物展示等を実施 
 

〇 関西ものづくりワールド（大阪）出展【10月 3日～5日】 

  (場所)インテックス大阪 

   (内容)技能五輪国際大会の紹介（パネル展示、映像放送）等 
 

〇 技能五輪全国大会【11月 2日～5日】 

  (場所)沖縄県 

   (内容)技能五輪国際大会の紹介（パネル展示、映像放送）等 
 

〇 メッセナゴヤ 2018【11月 7日～10日】 

  (場所)ポートメッセなごや 

   (内容)技能五輪国際大会の紹介（パネル展示、映像放送）等 

２ 



機運醸成に向けたツール等の検討状況 

 

１ シンボルマークの制定 

（主旨） 

2023年技能五輪国際大会の招致を目指し、オールジャパン体制で招致に取り組

む一環として、全国的に招致機運を盛り上げるため、国民に親しみやすいシンボ

ルマークを制定する。 

（作成方法） 

公募により制定（愛知県内の工業高校を中心に公募を周知） 

※2019年 1月中の制定を目指し準備中 

 

２ PRツールの作成 

（主旨） 

2023年技能五輪国際大会招致に関する認知度の向上、大会招致支持及び期待度

を高めることを通じ、招致機運を高める。 

（作成方針） 

・年間を通じた一貫性のあるプロモーション活動を実施 

・有機的に連携又は組み合わせの上、より効果の高い総合プロモーションを実施 

・一般の方や小中高生が新たに興味を引き起こすような新規性を持った魅力ある

プロモーション活動等を実施 

（PRツールの種類・内容） 

・専用ホームページ（日本語版・英語版） 

・映像コンテンツ（DVD：全体で 3分程度と 30秒程度の短縮版） 

・B2版ポスター、A4版パンフレット、A4版リーフレット 

・PRグッズ 3種（例：ピンバッチ、メモ帳、マグカップ等） 

※今秋以降のイベント等で効果的な PRを目指し準備中 

 

３ サポーター制度導入の検討 

（名  称）2023年技能五輪国際大会招致サポーター（仮称） 

（対  象）企業、団体、個人（誰でも可） 

（サービス）メルマガによる情報発信、サポーター限定イベントの開催等 

（サポーターに期待すること） 

   会員拡大の呼びかけ、招致 PR 

（運用方針） 

   招致委員会委員や関係企業等にサポーターになっていただき、イベント等に

おいて、順次一般に拡大 



 

 

４ ブランドブックの作成 

ブランドブックとは、ブランドの仕様をまとめたもので、ワールドスキルズ・

ジャパンの活動に関する広告媒体（デザイン）の統一性を持たせることにより、

多岐に亘るワールドスキルズ・ジャパンの活動に一貫性を持たせ、国際的な認知

獲得を最適化するための手段・媒体。WSI及び各加盟国・地域はそれぞれ作成す

ることができる。 

（仕様案） 

  ・「桜」をモチーフとしキューブ（立方体、直線）のみで表現 

  ・カラーは主要基本色２色、主要基本色と調和する基本色２～４色 

（スケジュール） 

  ・WSIへ申請（８月）し、イメージ案をもとに WSIのデザイナーがデザインを作成 

（活用例） 

・プレゼン資料、名刺、冊子、ホームページ、動画など 

 

【イメージ案】 

３ 
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選手強化部会検討資料

選手強化部会長
赤松 明

資料4



戦略検討チーム構成員に加え、関連する
職種別分科会分科会長で構成

目的：技能五輪国際大会に出場する選手等の強化策に関する事項
について検討すること。

部会長：赤松明 ものつくり大学学長

2023年技能五輪国際大会招致委員会選手強化部会の構成

目的：2023年技能五輪国際大会の日本・愛知県への招致に向けて、
オールジャパン体制による各種取組を実施すること

委員長：大村秀章 愛知県知事
委員長代行：釡和明 中央職業能力協会会長

招致委員会＜検討事項＞
・国際大会出場選手等の選抜時期の適正化

・国際大会出場選手等の選抜内容（競技課題・
日程等）の改善

・国際大会出場選手等に対する強化訓練の計
画的実施

・エキスパート及び通訳の能力向上に向けた
対応・継続性の確保

・職種別分科会及び職種横断的な戦略検討
チームの運営

・選手を派遣していない職種・新規に追加され
る職種への対応

・その他国際大会出場選手等の強化に関する
事項

目的： 職種別に専門的見地から調査・検討を行うこと

構成員：全国大会競技委員（主査が望ましい）

前回国際大会エキスパート

国際大会出場選手又は指導者経験者

次回国際大会エキスパート

国際大会出場選手所属機関責任者

関係機関、関係業界団体代表者

目的： 企業群が複数の職種にわたり主体的に活動している職種につい
て、選手等の強化策に関し、職種横断的に、専門的見地から調
査・検討する必要性があると考えられる場合に、職種間の調整等
を行うこと

構成員：学識経験者
国際大会に選手を出場させて
いる企業又は企業群
（製造業系職種を念頭）

職種横断的な戦略検討チーム職種別分科会（職種ごとに設置）

職種ごとに速やかに立ち上げ

部会後、関係企業
の協力を得つつ速
やかに立ち上げ

取組みやノウハウが選手
の所属によらず継続・継承
されてゆく仕組みの構築を
目指す。

チーム・
ジャパン

戦略検討
チーム・ジャパン

職種別分科会（職種ごとに設置）

製造業系職種については、
国際大会に関心の高い企
業が中心となって職種横断
的に強化を図る。

選手強化部会

招致委員会、選手強化部会の方針等の伝達
分科会長からの意見聴取

分科会長全体会議 拡大戦略検討チーム

チーム・
ジャパン
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職種別分科会の詳細
～チーム・ジャパン～

目的：

国際大会の出場選手等を強化するとともに、選手及びエキスパート等

が開催地で十分に力を発揮できるようにするため、職種別に専門的見

地から調査・検討を行うこと

検討事項：

国際大会出場選手等の選抜時期の適正化

国際大会出場選手等の選抜内容（競技課題・日程等）の改善

国際大会出場選手等に対する強化訓練の計画的実施

エキスパートの能力向上に向けた対応・継続性の確保

その他国際大会出場選手等の強化に関する事項

※職種横断的な戦略検討チームに属する職種別分科会は、同チームの調整を踏まえて

検討を行う。

※選手を出場させていない職種・新規に追加される職種についても職種別分科会の設

置を進める。

構成：

全国大会競技委員（主査が望ましい）

前回国際大会エキスパート

国際大会出場選手又は指導者経験者

次回国際大会エキスパート

国際大会出場選手所属機関責任者

関係機関、関係業界団体代表者

概ね８名以内とするが、職種の事情
を踏まえ検討する。

会務を総理するため分科会長を置く。

分科会長は構成員の互選により定
める。

今後の予定等：

年３回程度を目安に開催する。
分科会の事務は業界団体等が行う。
分科会開催のために必要な経費のうち以下に掲げる経費は、別途定
める規程に基づき、中央協会が支給する。

構成員は強化委員と称する。

職種横断的な戦略検討チームの詳細
～戦略検討チーム・ジャパン～

目的：

職種に対応する業界団体が存在せず、企業群が複数の職種にわたり

主体的に活動している製造業系職種等について、職種横断的に強化

策を検討すべきと考えられる場合に、関係する職種別分科会の調整を

行うとともに、職種に共通する強化策の検討等を行うこと。

検討事項：

戦略検討チームに属する職種別分科会の構成

戦略検討チームに属する職種に共通する強化策

構成：

学識経験者

国際大会に選手を出場させている企業
又は企業群

（製造業系職種を念頭）

※企業又は企業群内のとりまとめが可能な役職の者を構成員とする。

会務を総理するためチーム長を置く。

構成員は強化委員と称する。

対象職種：

ポリメカニクス、製造チームチャレンジ、メカトロニクス、機械製図CAD、

CNC旋盤、CNCフライス盤、溶接、自動車板金、電子機器組立て、

工場電気設備、移動式ロボット、自動車工、車体塗装、ITネットワーク

システム管理、構造物鉄工、プラスチック金型、試作モデル製作、産業

機械組立ての１８職種

今後の予定等：

７月６日に第１回を開催し、職種ごとの担当企業を決定済み。

各職種ごとに職種別分科会を開催し、選手強化策等について検討を行

う。

戦略検討チームでは、関係する職種別分科会の調整を行い、職種に

共通する強化策の検討を行う。

チーム長は構成員の互選により定
める。
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選手強化のために必要と考えられる取組

①選考方法等の適正化
・全国大会と国際大会の課題の一層の整合化を図る。
・選考時期の適正化、選考の２段階化（全国大会で数名に絞り、その後最終選考を行う）、全国大会
以外の場での選考等について検討する。

②選手の能力向上
・選手の強化訓練に要する費用に関する支援の拡充を図る。
・地域大会等への選手派遣、他国の選手を招聘しての国内での合同訓練の充実を図る。
・訓練内容を国際大会により近づけ、応用力を必要とする訓練、不測の事態の発生を想定した訓練を
実施する。
・実際の競技会場で十分に力を発揮できるよう、精神面のトレーニングを行う。

③体制の強化
・選手強化部会、職種横断的な戦略検討チーム、職種別分科会を設け、オールジャパンの体制で継
続的な選手強化を図る。
・選手強化部会、職種横断的な戦略検討チームが職種別分科会の活動をフォローアップし、効果的な
訓練が実施されるよう支援する。

④エキスパート等スタッフ力の向上
・エキスパートの継続性を確保し、他国のエキスパートとの人間関係を強化する。
・エキスパートを地域大会等に派遣し、又は海外のエキスパートを国内に招聘する。
・開催地の風土に影響される課題が設定される職種について、専門家による現地調査を実施する。

⑤支援の重点化
・実績、将来性等を総合的に評価し、中長期的にメダルを狙える職種を選定し、重点的に支援を実施
する。

4



 

1 

 

資料５ 

平成 30年９月４日 

技能五輪国際大会に出場する選手の競技力強化に関する指針案 

 

第１ 指針策定の背景 

 技能五輪国際大会（以下「国際大会」という。）は、原則22歳以下の青年技能

者を対象に、技能競技を通じ、参加国・地域（以下「地域等」という。）の職業

訓練の振興及び技能水準の向上を図るとともに、国際交流と親善を目的に隔年

で開催される幅広い職種を対象とする唯一の世界レベルの技能競技大会である。 

日本選手団は、1962年から参加しており、過去の国際大会における金メダル獲

得数の国・地域別順位では、上位に位置していたが、第44回国際大会（2017年10

月）では、参加以来最も低い順位となった。他方、近年特に中国、ブラジル、ロ

シア等新興国の台頭が顕著であり、日本がこれまで強みとしてきた「ものづくり」

関係職種を含め、メダル獲得数を伸ばすことが困難な状況となってきている。 

我が国の成績低迷について、課題として考えられることは、 

① 技能五輪全国大会（以下「全国大会」という。）等において、選抜された選

手らの訓練期間が短いことにより、国際大会に対する十分な対策を講じるこ

とが困難な場合があること、 

② 国際大会の選抜をする全国大会等の競技課題が国際大会に合致した内容と

なっていないこと、 

③ 選手の育成強化が所属元企業や各業界等の自主的な努力（負担）に依存して

おり、国による支援が不十分であること、等である。 

 この点、新興国においては、早期に国際大会出場候補者を選出し、トレーニン

グセンターにおいて集中的に強化訓練を実施した上で選手を選抜する等、選手

強化に国を挙げて取り組んでいる。 

今般、こうした状況を踏まえ、国際大会に出場する選手の競技力向上等を図る

ため、以下のとおり指針を策定することとしたので、企業、業界団体等におい

ては、本指針に基づき競技力向上に取り組むとともに、国においては、企業、

業界団体等の取組に対する支援に努めることとする。  
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第２ 対応の方向性 

１ 選抜時期等の適正化 

  現在、国際大会に出場する選手の選抜・育成は、国際大会前年の全国大会

等で優勝した者等を１人（職種によっては１チーム（２人～３人）。以下同

じ。）選抜し、国際大会に出場する選手として育成をしているが、国際大会

に出場する選手の訓練期間を十分確保するとともに、より国際大会に適した

選手を選抜するため、選抜時期及び方法については、以下を基本としつつ、

職種ごとに最適化を図る。 

・２年前の全国大会等において複数名の国際大会出場選手の候補者を選抜

し、訓練を経て最終選抜を行い、国際大会に出場する選手１人を選抜する。 

２ 選抜内容の改善 

  現在、国際大会に出場する選手の多くは、全国大会で選抜されているが、

競技課題の内容、競技日数等国際大会と全国大会等に乖離が見られる点があ

ることから、技能水準が高いだけでなく国際大会に適応した選手を選抜する

ため、全国大会等における競技課題の水準及び傾向並びに競技日数等につい

て、国際大会との合致を促進する。 

３ 強化訓練の計画的実施による選手の競技力強化 

  国際大会に出場する選手の強化訓練については、その実施内容や方向性を

所属元企業や各業界等に依存しているが、包括的・戦略的な選手強化を実現

するため、以下の方向性に基づいた効果的・効率的な強化訓練の実施を促進

する。 

 （１）国際大会の競技水準への適応 

    国際大会に対応した強化訓練を実施するために、評価基準、競技課題

及び選手の強化策に精通した人材の確保等を行うとともに、できる限り

国際大会において実際に使用される使用機材・練習材料等を手配し、技

能水準の効率的な向上を図る。 

 （２）環境変化・アクシデント等への対応等 

    国際大会では、日本国内の大会とは異なる状況が生じ得ることを踏ま

え、海外における強化訓練や技能競技大会への参加等を通じ、臨機応変

な対応力を涵養する。また、併せて精神面を強化する訓練を実施する。 
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  なお、過去の実績や将来的な人材育成のための取組を評価して選定された

重点強化職種及び中小企業等から選手を輩出する職種については、このよう

な強化訓練の実施を更に重点的に促進する。 

４ 選手を支えるスタッフ力の向上 

  国際大会の職種運営に関与するエキスパートについて、我が国は選手所属

企業の指導員が就任する場合等継続性に課題があり、国際大会における職種

管理チーム（以下「SMT」という。）を含めた他国エキスパートとの関係が希

薄になりやすい現状があるほか、選手の指導者を兼務することにより、指導

に忙殺され、成績向上のために最重要とされる各種情報の収集、ルール形成

への関与が十分に行えず、戦略的な訓練の実施や大会本番でのパフォーマン

スに支障を来している。 

また、通訳についても、通訳抽選制の導入を一因として、選手等と接する

時間が減少したこと等により、職種に関する専門知識不足・選手等とのコミ

ュニケーション障害等の課題が生じている。 

こうした状況を改善し、選手が十分に実力を発揮できるようにするため、

選手を支えるスタッフについて、以下に重点を置いた人選を促進する。 

なお、スタッフ個々人が十分に力を発揮できるよう、職種ごとの団体にお

いて、組織体制を整備することに十分留意する。 

 （１）エキスパート 

ア 能力について 

・選手の能力向上を体現できる高い技能レベル及び指導力 

・他国のエキスパートと意思疎通を図ることのできるコミュニケーシ

ョン力 

・競技課題の傾向等に関する情報収集力 

・国際大会期間中の指導及び審査における適応力 

   イ 意思・行動について 

・積極的、論理的に意見交換できること 

・SMTに積極的に関与し、さらに、SMTメンバーに就任する意思を有す

ること 

・中長期的にエキスパートを務める意思を有すること 
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（２）通訳 

ア 能力について 

・競技職種に精通し、専門用語等を適切に翻訳できる英語力 

・選手及びエキスパート等競技関係者との円滑な意思疎通ができるコ

ミュニケーション能力 

・国際大会の競技における適応力 

  イ 意思・行動について 

・自主的に競技職種の専門知識を涵養できる積極性 

（３）指導員 

  ア 能力について 

・選手を指導することのできる技能レベル及び指導力 

・収集した情報を分析できる情報分析力 

イ 意思・行動について 

・選手の指導や情報分析への積極性 

なお、海外エキスパートの招聘、継続的な研修の実施、海外での実地調査・

研究等により、人材の確保・能力向上に資する取組の実施を促進する。 

５ 若手技能人材の裾野拡大・技能尊重機運の醸成 

現在、国際大会の成績優秀者による講演等により国際大会を目指す選手の

早期発現や若手技能人材の裾野拡大に資する取組を行っているが、さらに効

果的に行うため、各職種における技能の重要性、職業の魅力、キャリアの可

能性等を国民各層（小学校、中学校及び高等学校を含む。）に発信する取組

を促進する。 



2023 年技能五輪国際大会招致委員会設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 2023 年技能五輪国際大会の日本・愛知県への招致に向けて、オール

ジャパン体制による各種取組を実施するため、2023 年技能五輪国際大会招

致委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。 

（１）2023 年技能五輪国際大会の招致に関すること 

（２）国内の招致機運・技能尊重機運の醸成に関すること 

（３）技能五輪国際大会に出場する選手等の強化策に関すること 

（４）その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること 

 

（組 織） 

第３条 委員会は、別紙に掲げる者をもって構成する。  

２ 委員会に、次の役員を置く。 

（１）委員長   １名 

（２）委員長代行 １名 

（３）副委員長  ４名 

３ 委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 委員長代行及び副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。 

 

（役員の職務） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長代行は、委員長を補佐する。 

３ 副委員長は、委員長及び委員長代行を補佐する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長に指名された者がその職務

を代理する。 

 

（役員の任期） 

第５条 役員の任期は、委員会の解散の日までとする。 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務を処理するため、中央職業能力開発協会に事務局を置く。 
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（部 会） 

第７条 第１条の目的を達成するために必要な事項について検討を行うため、

委員会に次に掲げる部会を設置する。 

（１）大会招致部会 

（２）機運醸成部会 

（３）選手強化部会 

２ 部会に部会長及び副部会長を置き、委員会委員等の中から委員長が指名す

る。 

３ 部会の構成員は、部会長が指名する。 

４ 部会は、委員長の命を受け、必要な事項を調査・検討し、委員会に報告す

る。 

 

（会議の公開） 

第８条 委員会は、原則として公開する。ただし、個別の事情に応じて、会議

又は資料を非公開とするか否かについての判断は、委員長に一任するものと

する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

 

附 則 

この設置要綱は、2018 年４月 18 日から施行する。 

 

 



2023 年技能五輪国際大会招致委員会委員名簿 

                                

委 員（31 名）五十音順・敬称略 

 

赤松 明     ものつくり大学学長 

池澤 あやか   東宝芸能株式会社所属タレント 

石田 徹      日本商工会議所専務理事 

○乾   敏一     全国商工会連合会専務理事 

井上 花子     一般社団法人日本造園組合連合会理事  

今井 悠太     技能五輪国際大会 移動式ロボット職種エキスパート 

井水 治博     株式会社日刊工業新聞社代表取締役社長 

大関 東支夫   一般社団法人全国技能士会連合会会長 

大村 秀章     愛知県知事 

小澤 真一     公益社団法人建設荷役車両安全技術協会常務理事 

加藤 宣明     愛知県経営者協会会長 

釡  和明     中央職業能力開発協会会長 

木田 隆子    株式会社ハースト婦人画報社 エル・デコ編集部 

ブランドディレクター 

後藤 由美子   一般社団法人日本エステティック協会理事  

佐々木 龍也   日本労働組合総連合会愛知県連合会会長 

澤田 裕二     株式会社ＳＤ代表取締役社長 

千原 ジュニア 株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーお笑い芸人 

寺島 実郎     一般財団法人日本総合研究所会長／多摩大学学長 

豊田 鐵郎     一般社団法人中部経済連合会会長 

中西 義裕     名古屋製菓専門学校校長 

挾土 秀平     職人社秀平組代表  

長谷川 正己    全国中小企業団体中央会副会長／愛知県中小企業団体中央会会長 

福井 昌平     株式会社コミュニケーション・デザイニング研究所代表取締役社長 

○福田 益和    全国専修学校各種学校総連合会会長 

堀場 和夫    名古屋市副市長 

水野 直樹    株式会社ＮＨＫエンタープライズグローバル事業本部 

事業開発センター イベント・映像展開担当部長 

宮永 俊一     一般社団法人日本経済団体連合会副会長  

山本 亜土     愛知県商工会議所連合会会長 

横尾  敬介     公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事 

芳野 友子     日本労働組合総連合会副会長／ＪＡＭ副会長 

和田 慶宏     独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長 

 

 ※○は新任委員          
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2023 年技能五輪国際大会招致委員会 大会招致部会設置要綱 

 

（開催目的） 

第１条 2023 年技能五輪国際大会招致委員会設置要綱（以下「設置要綱」という。）

第７条第１項（１）に基づき、2023 年技能五輪国際大会（以下「大会」という。）

の招致に関する事項について検討を行うため、2023 年技能五輪国際大会招致委員

会大会招致部会（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 部会は、大会の招致に関する次の事項について、専門的見地から調査・検

討を行う。 

（１）招致活動方針 

（２）大会テーマ 

（３）大会開催プラン 

（４）ワールドスキルズインターナショナル総会、検証訪問等に向けた対応 

（５）その他大会招致に関する事項 

 

（構成員等） 

第３条 構成員等は、設置要綱第７条第２項、第３項及び第４項に基づき、次のと

おりとする。 

（１）部会長及び副部会長を置き、2023 年技能五輪国際大会招致委員会（以下「委

員会」という。）委員等の中から委員会委員長が指名する。 

（２）構成員は、部会長が指名する。 

（３）部会は、委員会委員長の命を受け、必要な事項を調査・検討し、委員会に報

告する。 

 

（部会長及び副部会長） 

第４条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐する。  

３ 部会長に事故のあるときは、副部会長がその職務を代理する。 

 

（招集） 

第５条 部会長は必要に応じて、構成員以外の者を招聘し、意見の陳述を行わせる

ことができる。 

 

（議事の取扱い） 

第６条 非公開とする。 
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（守秘義務） 

第７条 構成員及び構成員であった者は国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）

に準拠し、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（庶務） 

第８条 中央職業能力開発協会において処理する。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるものの他、部会の運営に必要な事項は部会長が定める。 

 

附則 

この要綱は、2018 年５月 日から施行する。 



 

2023 年技能五輪国際大会招致委員会 機運醸成部会設置要綱 

 

（開催目的） 

第１条 2023 年技能五輪国際大会招致委員会設置要綱（以下「設置要綱」という。） 

第７条第１項（２）に基づき、国内の招致機運・技能尊重機運の醸成に関する事 

項について検討を行うため、2023 年技能五輪国際大会招致委員会機運醸成部会 

（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 部会は、国内の招致機運・技能尊重機運の醸成に関する次の事項について

調査・検討を行う。 

（１）国内の招致機運・技能尊重機運の醸成に向けた取組 

（２）次代の担い手を始めとする国民に技能を分かりやすく伝えるための手法 

（３）その他国内の招致機運・技能尊重機運の醸成に関する事項 

 

（構成員等） 

第３条 構成員等は、設置要綱第７条第２項、第３項及び第４項に基づき、次のと

おりとする。 

（１）部会長及び副部会長を置き、2023 年技能五輪国際大会招致委員会（以下「委

員会」という。）委員等の中から委員会委員長が指名する。 

（２）構成員は、部会長が指名する。 

（３）部会は、委員会委員長の命を受け、必要な事項を調査・検討し、委員会に報

告する。 

  

（部会長及び副部会長） 

第４条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐する。  

３ 部会長に事故のあるときは、副部会長がその職務を代理する。 

 

（招集） 

第５条 部会長は必要に応じて、構成員以外の者を招聘し、意見の陳述を行わせる

ことができる。 

 

（議事の取扱い） 

第６条 非公開とする。 

 

（守秘義務） 

第７条 構成員及び構成員であった者は国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号） 
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に準拠し、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（庶務） 

第８条 中央職業能力開発協会において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるものの他、部会の運営に必要な事項は部会長が定める。 

 

附 則 

この設置要綱は、2018 年５月 日から施行する。 



 

2023 年技能五輪国際大会招致委員会 選手強化部会設置要綱 

 

（開催目的） 

第１条 2023 年技能五輪国際大会招致委員会設置要綱（以下「設置要綱」という。）

第７条第１項（３）に基づき、技能五輪国際大会に出場する選手等（以下「国際

大会出場選手等」という。）の強化策に関する事項について検討を行うため、2023

年技能五輪国際大会招致委員会選手強化部会（以下「部会」という。）を設置す

る。 

 

（検討事項等） 

第２条 部会は、国際大会出場選手等の強化策に関する次の事項について、専門的

見地から調査・検討等を行う。 

（１）国際大会出場選手等の選抜時期の適正化 

（２）国際大会出場選手等の選抜内容（競技課題・日程等）の改善 

（３）国際大会出場選手等に対する強化訓練の計画的実施 

（４）エキスパート及び通訳の能力向上に向けた対応・継続性の確保 

（５）職種別分科会及び職種横断的な戦略検討チーム（以下「戦略検討チーム」と

いう。）の総括管理 

（６）選手を派遣していない職種・新規に追加される職種への対応 

（７）その他国際大会出場選手等の強化に関する事項 

 

（構成員等） 

第３条 構成員等は、設置要綱第７条第２項、第３項及び第４項の規定に基づき、

次のとおりとする。 

（１）部会長及び副部会長を置き、2023 年技能五輪国際大会招致委員会（以下「委

員会」という。）委員等の中から委員会委員長が指名する。 

（２）構成員は、部会長が指名する。 

（３）部会は、委員会委員長の命を受け、必要な事項を調査・検討し、委員会に報

告する。 

 

（部会長及び副部会長） 

第４条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐する。  

３ 部会長に事故のあるときは、副部会長がその職務を代理する。 

 

（招集） 

第５条 部会長は必要に応じて、構成員以外の者を招聘し、意見の陳述を行わせる

ことができる。 
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（議事の取扱い） 

第６条 非公開とする。 

 

（守秘義務） 

第７条 構成員及び構成員であった者は国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）

に準拠し、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（庶務） 

第８条 中央職業能力開発協会において処理する。 

 

（職種別分科会） 

第９条 第２条（１）から（７）に掲げる選手等の強化策に関し、職種別に専門的

見地から調査・検討を行うため、部会の下に職種別分科会を設置する。 

２ 職種別分科会に分科会長を置く。分科会長は職種別分科会を代表し、会務を総

理する。 

 

（職種横断的な戦略検討チーム） 

第 10 条 企業群が複数の職種にわたり主体的に活動している職種について、第２

条（１）から（７）に掲げる選手等の強化策に関し、職種横断的に、専門的見地

から調査・検討する必要性がある場合には、職種間の調整等を行うため、戦略検

討チームを設置することができる。 

２ 戦略検討チーム委員会にチーム長を置く。チーム長は戦略検討チームを代表し、

会務を総理する。 

 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるものの他、部会の運営に必要な事項は部会長が定める。 

 

附則 

この要綱は、2018 年６月７日から施行する。 
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 三部会構成委員 

 

 

１ 大会招致部会 ６名   

部 会 長：福井 昌平  （株）コミュニケーション・デザイニング研究所 代表取

締役社長【招致委員】 

副部会長：小澤 真一  （公社）建設荷役車両安全技術協会 常務理事【招致委員】 

構 成 員：秋本 洋   ＷＳＩ日本公式代表 

釜石 英雄  厚生労働省 2023 年技能五輪国際大会準備室長  

藤田 昇義  愛知県産業労働部労政局長 

常盤 剛史  中央職業能力開発協会技能振興部長 

 

２ 機運醸成部会 ６名 

部 会 長：水野 直樹  （株）ＮＨＫエンタープライズ グローバル事業本部  

イベント・映像展開担当部長【招致委員】 

副部会長：横山 陽二  名古屋外国語大学現代国際学部国際教養学科 准教授 

構 成 員：見ル野 栄司 漫画家       

           藤田 昇義  愛知県産業労働部労政局長  

釜石 英雄  厚生労働省 2023 年技能五輪国際大会準備室長 

常盤 剛史  中央職業能力開発協会技能振興部長 

    

３ 選手強化部会 ７名 

部 会 長：赤松 明   ものつくり大学 学長【招致委員】 

副部会長：菊池 拓男  職業能力開発総合大学校准教授（情報ネットワーク施工職

種競技マネージャー）   

構 成 員：今井 悠太  技能五輪国際大会 移動式ロボット職種エキスパート【招

致委員】 

井上 花子  （一社）日本造園組合連合会理事【招致委員】 

後藤 由美子 （一社）日本エステティック協会理事【招致委員】         

山田 亮   中央職業能力開発協会常務理事  

      釜石 英雄  厚生労働省 2023 年技能五輪国際大会準備室長 
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