令和元年度「地域発！いいもの」応援 募集要項
地域独自の伝統技能の後継者の育成の取組、地場産業の後継者育成の取組や独自
の技能検定の実施、産業集積地における後継者育成の取組等、地域で行われている
ものづくり産業振興、技能者育成等に役立つ特色ある取組や制度を広く募集します。
応募のあった取組について選定委員会で選定されると「地域発！いいもの」とし
て、厚生労働省のホームページ、技能検定制度等のポータルサイトの「技のとびら」
に掲載されます。併せて、「選定証」、副賞としての「楯」が贈呈されます。
■実施主体
厚生労働省の委託を受けた中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
が、それぞれ中央技能振興センター及び地域技能振興コーナーを開設し実施します。
■募集対象
以下のいずれかに該当する取組又は制度を募集します。
(1) ものづくり産業に係る技能の振興に資するような地域における取組又は地域で
制定した制度
(2) ものづくり産業に係る技能者育成に資するような地域における取組又は地域で
制定した制度
(3) その他ものづくり産業の振興に資するような地域における取組又は地域で制定
した制度
※応募例
・複数の企業が連携し技能者の育成等を目的に地場産業に関する職種の競技会を開催している。
･地方業界団体が独自の評価制度を立ち上げ技能者の育成や地場産業の活性化に努めている。
・地方業界団体が地域固有の伝統技能の継承・後継者育成のための技能講習などを行っている。

過去に選定された事例については以下の URL で公表されています。
URL: http://www.waza.javada.or.jp/iimono/sentei/

■応募要件・応募資格
上記「募集内容」に該当するもので、次の「応募要件」
「応募資格」のすべてを満
たしている必要があります。
(1) 応募要件
① 当該年度において、実施されている取組であること。
② 取組内容を公表することが可能であること。
③ 既に選定を受けている取組でないこと。
(2) 応募資格
① 応募取組を実施する国内で活動している企業・団体、地方公共団体、非営利活
動法人等であること。
② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条 2 号に規定する暴力団をいう。)等に該当しない団体等であること。
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③ 以下の行為又は活動を行う団体等でないこと。
ア 犯罪もしくは犯罪に結びつく行為（活動）、またはその恐れのある行為（活
動）
イ 公序良俗に反する行為（活動）、またはその恐れのある行為（活動）
ウ その他、法律、法令もしくは条令に違反する行為（活動）、またはその恐れ
のある行為（活動）
④ 本制度の趣旨に鑑みて不適切と認められる事実がない団体等であること。
■応募期限
令和元年 11 月 15 日（金）

必着（※）

※:郵送の場合、応募者はその旨をコーナーに連絡すること。

■応募方法
次の書類を応募期限までに、応募者が所在する地域を管轄する地域技能振興コー
ナー（巻末参照）へご提出下さい。
(1) 応募書類
・
「地域発！いいもの」応募申請書（様式第１号）(※)
・補足資料
※ 本様式は、ポータルサイト「技のとびら」
（ http://www.waza.javada.or.jp/iimono/sentei ）からダウ
ンロードできます。

(2) 応募点数
「地域発！いいもの」応募申請書（様式第１号）１通につき１事例とし、何事例
でも応募は可能です。
(3) 留意事項
・応募に係る一切の費用は応募者の負担とし、応募書類は返却いたしません。
・応募に当たっては、取組の具体的な様子が把握できる写真のデジタルデータ(3
点程度)をご提出ください。ご提出頂いたデータは選定された場合、報告発表用
資料やポータルサイト「技のとびら」に掲載いたします。また、必要に応じて応
募申請書（様式第 1 号）の他に図面など補足資料を添付しても差し支えありま
せん。補足資料は紙媒体・Ａ４版の任意の様式で、３枚程度の分量として下さい。
・応募書類に用いる「写真」や「図」は、選定後、厚生労働省の報道発表、ポータ
ルサイト「技のとびら」に掲載され、また、報告書等への掲載など制度の周知、
広報等に使用いたしますので、肖像権や知的財産権等の関係法令に抵触しない
ものをご提出下さい。
■選定委員
委員会は、次の有識者等により構成されます。
なお、委員会開催日程の都合により、代理出席者による場合もあります。
＜委員（敬称略）＞
新井 秀信
一般社団法人 共同通信社 編集局 生活報道部 副部長
稲葉 康生
ジャーナリスト（元 毎日新聞 論説委員）
塩田 泰仁
職業能力開発総合大学校 名誉教授
橋本 久義
政策研究大学院大学 名誉教授
佐合 達矢
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官
毛利 正
厚生労働省 人材開発統括官付能力評価担当参事官
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■選定方法
応募事例が①新規性、②独創性、③先見性、④地域特性の活用、⑤他者による応
用性、⑥取組の効果があらわれているか否かを審査するとともに、各委員の有する
知見に基づく観点から「地域発！いいもの」として選定するにふさわしい取組であ
るか否かを議論・検討し選定します。
■結果通知及び公表
(1) 中央技能振興センターから各都道府県の地域技能振興コーナーを通じて応募者
宛てに選定結果を通知します。
(2) 選定された応募者には、地域技能振興コーナーを通じて「地域発！いいもの」
選定証及び楯を贈呈します。
(3) 選定された場合、厚生労働省の報道発表、ポータルサイト「技のとびら」
（h t t p : / / w w w . w a z a . j a v a d a . o r . j p / i i m o n o / s e n t e i /）などで公表されます。掲載スペースな
どの関係で応募申請書の文章表現等を一部修正して記載することもございますの
であらかじめご了承ください。
(4)ポータルサイト「技のとびら」おいては、
「地域発！いいもの」として選定された
取組の内容（個人情報を除く）を紹介し、事例が閲覧者からどのような評価を受
けているか分かるようカウントを表示します。
■その他
次の内容につき、ご了解下さい。
(1) 「地域発！いいもの」応募に係る申請書類、写真及び図表などについては、
「若
年技能者人材育成支援等事業」に係る報告書、周知、広報等に使用しますので、
著作権法第２７条及び第２８条の権利を譲渡して頂きます。
また、著作人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)については行使しない
ものとなります。ただし、認定者の方はホームページへの掲載などご自由に使用
できます。
(2)

申請内容に重大な誤りがあった場合、申請内容の虚偽が判明し、悪質と判断さ
れた場合、その他中央技能振興センターが不適当と認めた場合は、認定が取り消
されます。

■個人情報の取扱い
収集した個人情報は、個人情報保護法に基づく、受託者が定めるものにより適切
に管理いたします。
■問合せ先
中央職業能力開発協会
(中央技能振興センター)
技能者育成支援室 育成支援課
TEL: 03-6708-2904/2905 FAX: 03-3365-2717
〒160-8327 東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 11Ｆ
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都道府県地域技能コーナー一覧
番号 都道府県コーナー名

郵便番号 公開用住所

01

北海道技能振興コーナー

003-0005 札幌市白石区東札幌５条１丁目１－２ 北海道立職業能力開発支援センター内 011-825-2387

電話番号

02

青森県技能振興コーナー

030-0122 青森市大字野尻字今田４３－１ 青森県立青森高等技術専門校内

017-738-5561

03

岩手県技能振興コーナー

028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅１０－３－１ 岩手県立産業技術短期大学校内

019-613-4622

04

宮城県地域技能振興コーナー 981-0916 仙台市青葉区青葉町１６－１

022-727-5380

05

秋田県技能振興コーナー

010-1601 秋田市向浜１－２－１ 秋田県立技術専門校 職業訓練センター内

018-874-7135

06

山形県技能振興コーナー

990-2473 山形市松栄２－２－１

023-645-3131

07

福島県技能振興コーナー

960-8043 福島市中町８－２ 福島県自治会館５Ｆ

024-522-3677

08

茨城県技能振興コーナー

310-0005 水戸市水府町８６４－４ 茨城県職業人材育成センター内

029-221-8647

09

栃木県技能振興コーナー

320-0032 宇都宮市昭和１－３－１０（県庁舎西別館）

028-612-3830

10

群馬県技能振興コーナー

372-0801 伊勢崎市宮子町１２１１－１

0270-23-7761

11

埼玉県地域技能振興コーナー 330-0074 さいたま市浦和区北浦和５－６－５ 埼玉県浦和合同庁舎５Ｆ

048-814-0011

12

千葉県技能振興コーナー

261-0026 千葉市美浜区幕張西４－１－１０

043-296-7860

13

東京都技能振興コーナー

102-8113 千代田区飯田橋３－１０－３ 東京しごとセンター７Ｆ

03-5211-2357

14

神奈川県技能振興コーナー

231-0026 横浜市中区寿町１－４ かながわ労働プラザ６Ｆ

045-633-5403

15

新潟県技能振興コーナー

950-0965 新潟市中央区新光町１５－２ 新潟県公社総合ビル４Ｆ

025-283-2155

16

富山県技能振興コーナー

930-0094 富山市安住町７－１８ 安住町第一生命ビル３Ｆ

076-432-8870

17

石川県技能振興コーナー

920-0862 金沢市芳斉１－１５－１５ 石川県職業能力開発プラザ３Ｆ

076-254-6487

18

福井県地域技能振興コーナー 910-0003 福井市松本３－１６－１０ 福井県職員会館ビル内

0776-27-6360

19

山梨県技能振興コーナー

400-0055 甲府市大津町２１３０－２

055-243-4916

20

長野県技能振興コーナー

380-0836 長野市大字南長野南県町６８８－２ 長野県婦人会館３Ｆ

026-234-9080

21

岐阜県技能振興コーナー

509-0109 各務原市テクノプラザ１－１８岐阜県人材開発支援センター内

058-379-0521

22

静岡県地域技能振興コーナー 424-0881 静岡市清水区楠１６０

054-344-0202

23

愛知県技能振興コーナー

451-0035 名古屋市西区浅間２－１２－１９ 服部ビル２Ｆ

052-524-2075

24

三重県技能振興コーナー

514-0006 津市広明町１１２－５ 第３いけだビル４Ｆ

059-225-1817

25

滋賀県技能振興コーナー

520-0865 大津市南郷５丁目２－１４

077-537-1213

26

京都府技能振興コーナー

612-8416 京都市伏見区竹田流池町１２１－３ 京都府立京都高等技術専門校内

075-642-5075

27

大阪府地域技能振興コーナー 550-0011 大阪市西区阿波座２－１－１ 大阪本町西第一ビルディング６Ｆ

06-4394-7833

28

兵庫県技能振興コーナー

650-0011 神戸市中央区下山手通６－３－３０ 兵庫勤労福祉センター１Ｆ

078-371-2047

29

奈良県技能振興コーナー

630-8213 奈良市登大路町３８－１ 奈良県中小企業会館２Ｆ

0742-24-4127

30

和歌山県技能振興コーナー

640-8272 和歌山市砂山南３丁目３番３８号 和歌山技能センター内

073-499-6484

31

鳥取県技能振興コーナー

680-0845 鳥取市富安２丁目１５９ 久本ビル５Ｆ

0857-30-0708

32

島根県技能振興コーナー

690-0048 松江市西嫁島１－４－５ ＳＰビル２Ｆ

0852-61-0051

33

岡山県技能振興コーナー

700-0824 岡山市北区内山下２－３－１０

086-225-1580

34

広島県技能振興コーナー

730-0052 広島市中区千田町３－７－４７ 広島県情報プラザ５Ｆ

082-245-4020

35

山口県地域技能振興コーナー 753-0051 山口市旭通り二丁目９－１９

083-922-8646

36

徳島県技能振興コーナー

088-662-1974

37

香川県地域技能振興コーナー 761-8031 高松市郷東町５８７－１ 地域職業訓練センター内

087-882-2910

38

愛媛県技能振興コーナー

791-1101 松山市久米窪田町４８７－２ 愛媛県産業技術研究所 管理棟２Ｆ

089-961-4077

39

高知県技能振興コーナー

781-5101 高知市布師田３９９２－４ 高知県立地域職業訓練センター内

088-846-2303

40

福岡県技能振興コーナー

813-0044 福岡市東区千早５－３－１ 福岡人材開発センター２Ｆ

092-681-2110

41

佐賀県技能振興コーナー

840-0814 佐賀市成章町１－１５

0952-24-6667

42

長崎県技能振興コーナー

851-2127 西彼杵郡長与町高田郷５４７－２１ 技能・技術向上支援センター内

095-883-1671

43

熊本県技能振興コーナー

861-2202 上益城郡益城町田原２０８１－１０ 電子応用機械技術研究所内

096-289-5015

44

大分県技能振興コーナー

870-1141 大分市大字下宗方字古川１０３５－１ 大分職業訓練センター内

097-542-6441

45

宮崎県技能振興コーナー

889-2155 宮崎市学園木花台西２－４－３宮崎県技能検定センター内

0985-58-1570

46

鹿児島県技能振興コーナー

892-0836 鹿児島市錦江町９－１４

099-226-3240

47

沖縄県技能振興コーナー

900-0036 那覇市西３－１４－１

098-894-3231

770-8006 徳島市新浜町１－１－７
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