
●厚生労働省等が行う催し

開催日等 開催場所 主催

11月1日（月）～10日（水） ― 厚生労働省

11月8日（月）
リーガロイヤルホテル東

京
厚生労働省

12月17日(金)～20日(月)
東京ビッグサイト（メイン会

場）等14会場
厚生労働省、東京都、中央
職業能力開発協会

12月17日(金)～20日(月) 東京ビッグサイト
東京都、独立行政法人 高
齢・障害・求職者雇用支援
機構

11月中
―

※表彰式は実施しない
厚生労働省、（独）高齢･障
害･求職者雇用支援機構

11月26日（金）～27日（土）
―

※オンライン開催のみ
厚生労働省、（独）高齢･障
害･求職者雇用支援機構

●都道府県等が行う催し（詳細は主催者にお問い合わせください）

都道府県名 イベント 開催日 開催場所 主催

上川地方技能推進協議会・旭川市「令和3年度
優秀技能者表彰」式

11月5日(金)
アートホテル旭川（旭川
市）

上川地方技能推進協議
会、旭川市

北海道産業貢献賞 11月18日(木)
京王プラザホテル札幌
（札幌市）

北海道

渡島地方優秀技能者合同表彰式 11月18日（木）
ホテル函館ロイヤル
（函館市）

渡島地方技能尊重運動推
進協議会、函館技能士会、
渡島地方技能訓練協会、
函館地区建築技能士会、
渡島総合振興局

第39回道央技能まつり 11月23日（火）
京王プラザホテル札幌
（札幌市）

札幌地方職業能力開発協
会

卓越した技能者根室振興局長表彰 11月中(予定） 未定 北海道

令和3年度士別市技能功労者表彰 11月中(予定）
士別市民文化センター
（士別市）

士別市

青森県卓越技能者表彰及び
青森県技能奨励賞表彰

11月2日（火） ホテル青森 青森県

青森県職業能力開発促進大会 11月2日（火） ホテル青森 青森県職業能力開発協会

全技連マイスター認定証伝達式 11月12日（金） アラスカ会館 青森県技能士会

県立障害者職業訓練校
オープンスクール2021（見学会、体験実習等）

11月19日（金）
青森県立障害者職業訓
練校

青森県立障害者職業訓練
校

令和３年度岩手県卓越技能者表彰式・第63回
岩手県職業能力開発促進大会

11月8日（月）
いわて県民情報交流セン
ターアイーナ

岩手県、岩手県職業能力
開発協会共催

（令和元年度より合同開催としているもの）

令和3年度岩手県若年者技能競技会 11月17日(水)
岩手産業文化センターア
ピオ

岩手県職業能力開発協会

北海道

青森県

岩手県

令和３年度　人材開発促進月間　行事一覧

イベント

障害者人材開発促進旬間　

卓越した技能者（現代の名工）の表彰式（厚生労働大臣表彰）

PTU（職業大）フォーラム

令和３年度職業能力開発関係厚生労働大臣表彰及び能力開
発論文コンクールの入賞者に対する表彰

第41回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）

第59回技能五輪全国大会
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第59回技能五輪全国大会・第41回全国障害者
技能競技大会（全国アビリンピック）岩手県選
手団結団式

12月13日(月)
エスポワールいわて

岩手県職業能力開発協
会、（独）高齢・障害・求職
者雇用支援機構岩手支部

秋田県 第53回秋田県職業能力開発促進大会 11月15日（月） 秋田市文化会館
秋田県、秋田県職業能力
開発協会、秋田県技能士
会連合会

令和3年度福島県職業能力開発関係表彰式 11月17日（水） ウェディングエルティ 福島県

ものづくりふれあいフェア"2021"
令和3年11月1日（月）～
令和4年1月31日（月）

Ｗｅｂ開催 福島県職業能力開発協会

産業技術専門学院等見学会 11月１日(月)～11月30日(火)
茨城県立産業技術短期
大学校併設水戸産業技
術専門学院

茨城県立産業技術短期大
学校併設水戸産業技術専
門学院

オープンキャンパス 11月(随時）
茨城県立日立産業技術
専門学院

茨城県立日立産業技術専
門学院

オープンキャンパス 11月18日(木)
茨城県立鹿島産業技術
専門学院

茨城県立鹿島産業技術専
門学院

オープンキャンパス
（体験型）（見学会）

（体験型）
11月16日(火)
（見学会）
11月28日(日)

茨城県立土浦産業技術
専門学院

茨城県立土浦産業技術専
門学院

オープンキャンパス
（体験型）（見学会）

（体験型）
11月16日(火)
（見学会）
11月28日(日)

茨城県立筑西産業技術
専門学院

茨城県立筑西産業技術専
門学院

第59回技能五輪全国大会・第41回全国障害者
技能競技大会　茨城県選手団合同結団式

11月16日(火) 県庁講堂

茨城県、
茨城県職業能力開発協
会、（独）高齢・障害・求職
者雇用支援機構茨城支部

第51回職業能力開発促進大会 １１月25日（木） 県庁講堂
茨城県、
茨城県職業能力開発協
会、

埼玉県 第28回彩の国職業能力開発促進大会 11月26日（金） ウェスタ川越　大ホール
埼玉県、埼玉県職業能力
開発協会、（一社）埼玉県
技能士会連合会

千葉県技能祭 10月2日（土）～10月8日（金） ポリテクセンター千葉他
千葉県職業能力開発協
会、千葉県技能士会連合
会、関係団体

技能五輪全国大会及び全国障害者技能競技
大会千葉県出場選手激励会

11月16日（火）
千葉県本庁舎1階多目的
ホール

千葉県

千葉県職業能力開発促進大会 令和4年1月18日（火） 千葉県文化会館小ホール
千葉県、千葉県職業能力
開発協会、千葉県技能士
会連合会

東京都 東京都優秀技能者（東京マイスター）等表彰式 11月9日（火） パークタワーホール　３Ｆ 東京都

神奈川県技能者等表彰 表彰日：11月10日(水) - 神奈川県

神奈川職業能力開発促進大会 11月26日（金） メルパルクYOKOHAMA
神奈川県職業能力開発協
会

オープンキャンパス

①11月16日（火）、28日（日）、30
日（火）
②11月11日（木）、19日（金）、25
日（木）、30日（火）

①東部総合職業技術校
②西部総合職業技術校

神奈川県

体験入校
①11月18日（木）
②11月26日（金）

①東部総合職業技術校
②西部総合職業技術校

神奈川県

岩手県

福島県

茨城県

千葉県

神奈川県
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新潟県障害者技能競技大会（県アビリンピッ
ク）

11月23日（火）、12月4日（土）、
12月11日（土）
※新型コロナウイルス感染症の
影響から9月11日（土）から延期

新潟テクノスクールを中心
に調整中

独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構新潟
支部、新潟県

新潟県職業能力開発促進大会 11月25日（木） 新潟市民プラザ
新潟県、新潟県職業能力
開発協会、新潟県技能士
会連合会

入校説明会
（オープンキャンパス）

①11月6日（土）
②11月20日（土）

①魚沼テクノスクール
②新潟・上越・三条の各テ
クノスクール

①魚沼テクノスクール
②新潟・上越・三条の各テ
クノスクール

第59回技能五輪全国大会激励会 11月22日（月） 富山県民会館 富山県

全国技能士会連合会会長表彰及び
全技連マイスター認定証等伝達式

11月26日（金） 富山県民会館 富山県技能士会連合会

富山県職業能力開発協会表彰式 11月26日（金） 富山県民会館 富山県職業能力開発協会

富山県部門功労表彰式
（技能・職能功労表彰、
職業能力開発優良企業表彰）

11月下旬 富山県庁 富山県

「とやまの名匠」認定式 11月下旬 富山県庁 富山県

第41回全国アビリンピック富山県選手団激励
会

12月17日（金） 富山県民会館 富山県

福井県 福井県職業能力開発関係知事表彰 11月24日（水） 福井県国際交流会館 福井県

山梨県 山梨県職業開発関係表彰式 11月30日（火）
山梨県立中小企業人材
開発センター

山梨県、山梨県職業能力
開発協会、山梨県技能士
会連合会

長野県 信州の名工・優秀技能者表彰式 11月2日（火） 長野ホテル犀北館
長野県及び
長野県職業能力開発協会

技能五輪全国大会壮行会 11月18日（木）
ホテルグランヴェール岐
山

岐阜県職業能力開発協会

岐阜県職業能力開発促進大会 11月30日（火） ぎふ清流文化プラザ
岐阜県、岐阜県職業能力
開発協会

静岡県技能士会連合会表彰式 11月25日（木）
静岡市東部勤労者福祉セ
ンター（清水テルサ）

一般社団法人静岡県技能
士会連合会

静岡県職業能力開発関係表彰式 11月29日（月） 静岡県庁 静岡県職業能力開発協会

見学会
11月4日（木） 、11月11日（木） 、
11月18日（木）、11月25日（木）

愛知障害者職業能力開
発校

愛知障害者職業能力開発
校

施設見学会
11月8日（月）、11月22日（月）、
11月30日（火）

岡崎高等技術専門校 岡崎高等技術専門校

メッセナゴヤ2021 11月10日（水）から11月13日（土） ポートメッセなごや
メッセナゴヤ実行委員会
（愛知県、名古屋、名古屋
商工会議所）

Junior Skills 「アイチータ杯」
11月13日（土）、11月20日（土）、
11月21日（日）

中京テレビ放送 愛知県

ＯｐｅｎＣａｍｐａｓ
（普通課程見学会）

11月14日（日） 東三河高等技術専門校 東三河高等技術専門校

第71回愛知県職業能力開発促進大会 11月26日（金） 刈谷市総合文化センター 愛知県職業能力開発協会

認定職業訓練実施優良事業所、団体及び功労
者に対する知事表彰

11月下旬 未定 愛知県

愛知県優秀技能者表彰式 11月下旬 未定 愛知県

愛知県

富山県

新潟県

静岡県

岐阜県
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三重県 三重県職業能力開発促進大会 11月29日（月） 三重県勤労者福祉会館
三重県、三重県職業能力
開発協会、（一社）三重県
技能士会

おうみの名工表彰式 11月12日（金） 滋賀県庁公館 滋賀県

おうみ若者マイスター認定式 11月12日（金） 滋賀県庁公館 滋賀県

第20回滋賀県障害者技能競技大会
（アビリンピック滋賀2021）

11月27日（土） 滋賀職業能力開発短期大学校

独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構滋賀
支部

令和３年度滋賀県職業能力開発促進大会 11月30日（火） 滋賀県庁
滋賀県職業能力開発協
会、滋賀県技能士会

府立高等技術専門校実習作品展 11月4日（木）、11月5日（金）
京都府庁２号館１階ロ
ビー

京都高等技術専門校、陶
工高等技術専門校、福知
山高等技術専門校、京都
障害者高等技術専門校

京都ものづくりフェア202１

ｗｅｂパート
10月25日（月）
リアルパート
11月13日（土）

ｗｅｂパート
特設ホームページ
リアルパート
京都パルスプラザ

京都ものづくりフェア実行
委員会

京都府職業能力開発促進大会 11月13日（土）
京都府総合見本市会館
３階稲盛ホール

京都府、京都市、京都府職
業能力開発協会、技能士
会連合会

ものづくり兵庫技能競技大会 11月19日（金）

兵庫県立姫路職業能力
開発校
（兵庫県立ものづくり大学
校）

兵庫県、兵庫県職業能力
開発協会

兵庫県技能顕功賞表彰式 11月24日（水） 兵庫県公館 兵庫県

奈良県 奈良県職業能力開発促進大会 11月27日(土) 奈良県立橿原考古学研究所奈良県職業能力開発協会

和歌山県 和歌山県技能者のつどい 11月28日（日）
ホテルアバローム紀の国
３階孔雀の間

和歌山県、和歌山県職業
能力開発協会

鳥取県
令和3年度鳥取県高度熟練技能者認定証・事
業所証授与式並びに鳥取県知事表彰授与式

11月10日(水) 鳥取県庁 鳥取県

島根県 いずも産業未来博２０２１ 10月30日（土）～10月31日（日） 出雲ドーム
いずも産業未来博実行委
員会、NPO法人２１世紀出
雲産業支援センター

岡山県 岡山県職業能力開発促進大会 11月9日（火）
コンベックス岡山　国際会
議場

岡山県、岡山県職業能力
開発協会、岡山県技能士
会連合会

広島県職業能力開発促進大会表彰式 11月10日（水） 広島市南区民文化センター
広島県、広島県職業能力
開発協会

ひろしまものづくりフェスタ2021 11月10日（水） 広島県立広島産業会館 広島県職業能力開発協会

徳島県卓越技能者（阿波の名工）表彰式 11月2日（火） 徳島県庁 徳島県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島県職業能力開発促進大会 11月19日（金）
ろうきんホール
（徳島県立中央テクノス
クール内）

徳島県、独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用支援
機構、徳島県職業能力開
発協会、徳島県技能士会

香川県 香川県職業能力開発関係表彰式 12月22日（水） ホテルパールガーデン
香川県、香川県職業能力
開発協会、香川県技能士
会連合会

愛媛県 愛媛県職業能力開発促進大会 12月16日（木） 愛媛県生涯学習センター
愛媛県、愛媛県職業能力
開発協会、愛媛県技能士
会

徳島県

兵庫県

滋賀県

京都府

広島県
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高知県職業能力開発促進大会 12月6日（月） ちより街テラス 高知県

ものづくり総合技術展 11月11日（木）、12日（金）、13日（土）高知ぢばさんセンター
高知県、（公財）高知県産
業振興センター

福岡県 オープンキャンパス
5月～3月
（各高等技術専門校により異な
る）

各高等技術専門校（７校） 福岡県

佐賀県 佐賀県職業能力開発促進大会 11月16日（火） グランデはがくれ
佐賀県、佐賀県職業能力
開発協会

長崎県 長崎県の技の祭典！技能まつり 10月31日（日） 県立総合体育館 長崎県職業能力開発協会

職業能力開発促進大会 11月19日（金） 熊本県庁地下大会議室
熊本県、（一社）熊本県技
能士会連合会、熊本県職
業能力開発協会

第59回技能五輪全国大会及び第41回アビリン
ピック全国大会選手団結団式

11月25日（木） 県庁　職員研修室 熊本県

第51回大分県技能祭表彰式典 11月14日(日) J:COMホルトホール大分

大分県技能祭実行委員会
（大分県、大分県職業能力
開発協会、(一社)大分県技
能士会連合会）

アビリンピックおおいた2021
第21回大分県障害者技能競技大会

11月27日（土）
サイクルショップコダマ
大洲アリーナ（大洲総合
運動公園内）

（主催）独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用支援
機構大分支部
（共催）厚生労働省大分労
働局／大分県／大分市／
公益財団法人大分県総合
雇用推進協会

令和3年度
鹿児島県職業能力開発促進大会

11月11日（木）
かごしま
県民交流センター

鹿児島県

令和3年度
鹿児島県技能まつり

11月14日（日）
かごしま
県民交流センター

鹿児島県技能祭実行委員
会

沖縄県
「第16回若年者ものづくり競技大会」受賞報告
会

11月11日（木） 沖縄県商工労働部長室 沖縄県

鹿児島県

高知県

熊本県

大分県
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