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●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（日）～10日（火） ― 厚生労働省

11月９日（月） リーガロイヤルホテル東京 厚生労働省

11月20日（金） 明治記念館

厚生労働省
中央職業能力開発協会
（独）高齢･障害･求職者雇用支
援機構

11月30日（月） 星陵会館
厚生労働省
中央職業能力開発協会

●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

技能尊重普及キャラバン
11月2日（月）
11月4日（水）

後志管内技能士会の存在
する６町

後志職業能力開発協会

北海道技能士会PR事業 11月6日（金） 札幌駅南口
北海道技能士会青年技能士
連絡協議会道央ブロック

「日高管内技能者の集い」 11月7日（土） 新ひだか町内
日高地方技能訓練協会、日
高中部地区技能士会

平成２７年度技能フェア
‐第３２回技能士と市民の集い‐

11月8日（日）
北海道職業能力開発促
進センター函館訓練セン
ター

函館技能士会、函館地区建築技
能士会、函館市、北海道立函館
高等技術専門学院、北海道職業
能力開発促進センター函館訓練
センター、北海道職業能力開発
協会、北海道渡島総合振興局

技能士重用街頭キャンペーン 11月8日（日）
イオン釧路店
イオン昭和釧路店

釧路地方技能士会、釧路地方技
能尊重運動推進協議会

平成２７年度釧路市技能功労者表彰・
釧路市技能奨励者表彰・釧路市職業
訓練功労者表彰

11月13日（金）
釧路センチュリーキャッス
ルホテル

釧路市

職業能力開発功労者
知事感謝状贈呈式

11月中 釧路総合振興局 釧路総合振興局

道央技能まつり 11月23日（月） 京王プラザホテル札幌
札幌地方職業能力開発協
会

苫小牧市技能功労者表彰式 11月26日（木）
グランドホテルニュー王子
芙蓉の間

苫小牧市

青森県職業能力開発促進大会 11月12日（木） 青森国際ホテル 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26日（木） アラスカ会館 青森県技能士会

技能五輪全国大会青森県選手壮
行会

11月26日（木） アラスカ会館 青森県職業能力開発協会

岩手県卓越技能者表彰式 11月９日（月） サンセール盛岡 岩手県

第56回岩手県職業能力開発促進
大会

11月11日（水） サンセール盛岡 岩手県職業能力開発協会

宮城県
平成２７年度宮城県職業能力開発
関係表彰式

11月10日（火）
宮城県行政庁舎２F
講堂

宮城県，宮城県職業能力
開発協会，宮城県技能士
会連合会

秋田県
第４７回秋田県職業能力開発促進
大会

10月30日（金） 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

ものづくりフェスタin山形２０１５ 10月31日（土）～11月1日（日）

山形ビッグウイング多目
的展示場

山形県職業能力開発協会

平成27年度山形県職業能力開発
促進大会

11月25日（水） ホテルキャッスル 山形県職業能力開発協会

福島県職業能力開発促進大会 11月17日（火） ウェディングエルティ
福島県
福島県職業能力開発協会
福島県技能士会連合会

ものづくりふれあいフェア”２０１５” 11月28日（土）～29日（日） ビッグパレットふくしま 福島県職業能力開発協会

福島県障がい者技能競技大会 11月7日（土） ポリテクセンター福島
福島県
独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構

北海道

青森県

岩手県

山形県

福島県

キャリア支援企業表彰2015

平成27年度　職業能力開発促進月間　行事一覧

イベント

障害者職業能力開発促進旬間

卓越した技能者（現代の名工）の
厚生労働大臣表彰式

平成27年度職業能力開発関係厚生労働大臣表彰及び
職業能力開発論文コンクールの入賞者に対する表彰
式
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茨城県
第45回茨城県職業能力開発促進
大会

11月30日（月） 県庁講堂
茨城県
茨城県職業能力開発協会
茨城県技能士会連合会

とちぎものづくりフェア 11月7日（土）
栃木県県央産業技術専
門校

栃木県、栃木県職業能力
開発協会、栃木県技能振
興コーナー

栃木県職業能力開発促進大会 11月12日（木） 栃木県総合文化センター
栃木県、栃木県職業能力
開発協会

第53回技能五輪全国大会
出場選手壮行会

11月24日（火） 群馬県公社総合ビルホール
群馬県
群馬県職業能力開発協会

平成27年度
群馬県職業能力開発促進大会

11月24日（火） 群馬県公社総合ビルホール

群馬県
群馬県職業能力開発協会
（一社）群馬県技能士会連
合会

平成27年度
若年技能者技能競技大会
（建築大工職種）

11月14日（金） 群馬県技能検定場 群馬県職業能力開発協会

若年者ものづくりスキル交流会 11月17日（火） 群馬県立産業技術専門校 群馬地域技能振興コーナー

埼玉県
第２３回彩の国職業能力開発促進
大会
～技能者表彰式～

11月26日（木） さいたま市民会館うらわ
埼玉県、埼玉県職業能力
開発協会、埼玉県技能士
会連合会

「第53回技能五輪全国大会」千葉
県出場選手激励会

11月10日（火）
千葉県庁本庁舎1階多目
的ホール

千葉県

千葉県障害者高等技術専門校の
公開訓練（企業対象）

11月19日（木）
千葉県障害者高等技術
専門校

千葉県

第13回千葉県障害者技能競技大
会

11月28日（土）
千葉職業能力開発短期
大学校

（独）高齢・障害・求職者雇
用支援機構、千葉労働局、
千葉県

技能祭

11月3日（火）、11月6日（金）、11
月7日（土）、11月10日（火）、11
月14日（土）、11月23日（月）
※各センターによって開催日が
異なります。

各都立職業能力開発セン
ター
東京障害者職業能力開
発校

東京都

東京都優秀技能者（東京マイス
ター）等表彰式

11月12日（木)
東京都庁第一本庁舎5階
大会議場

東京都

神奈川県技能者等表彰式 11月5日（木） 神奈川県立音楽堂 神奈川県

第13回神奈川県障害者技能競技
大会（アビリンピック神奈川2015）

11月7日（土）
神奈川障害者職業能力
開発校

(独)高齢・障害・求職者雇
用支援機構神奈川支部、
神奈川県

第７回神奈川職業能力開発促進大
会

11月26日（木）
メルパルク
ＹＯＫＯＨＡＭＡ

神奈川県職業能力開発協
会

新潟県
にいがた・技のにぎわいフェスタ２０
１５

11月1日（日） リージョンプラザ上越
にいがた・技のにぎわい
フェスタ実行委員会

平成27年度前期技能検定合格証
書交付日

11月2日（月）、4日（水） 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20日（金） 富山県民会館 富山県技能士会連合会

第53回技能五輪全国大会富山県
選手団激励会

11月24日（火） 富山県民会館 富山県

「とやまの名匠」認定式 11月27日（金） 富山県庁 富山県

富山県部門功労表彰式
（技能功労表彰、職能功労表彰、
職業能力開発優良企業表彰）

11月27日（金） 富山県庁 富山県

福井県職業能力開発推進者
経験交流プラザ

11月13日（金）
福井県中小企業産業大
学校 大教室

福井県職業能力開発協会

職業能力開発関係知事表彰式 11月24日（火）※予定 福井県庁 福井県

福井　技の祭典 11月21日（土）～11月22日（日） 福井県産業会館
福井県
福井県職業能力開発協会

神奈川県

富山県

福井県

栃木県

群馬県

千葉県

東京都
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第36回山梨県技能まつり 11月14日（土）～11月15日（日） 小瀬スポーツ公園
山梨県
山梨県職業能力開発協会
山梨県技能士会連合会

山梨県職業能力開発協会関係表
彰式

11月26日（木）
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

平成27年度職業能力開発促進月
間
信州の名工・優秀技能者表彰式

11月18日（水） 長野県庁
長野県
長野県職業能力開発協会

ものづくりフェア長野2015 10月31日（土）～11月1日（日） 松本技術専門校
ものづくりフェア長野2015
実行委員会

研究等成果の発表会
11月10日（火）、13日（金）、
20日（金）、26日（木）

長野県工業技術総合セン
ター
（長野、松本、岡谷）

長野県工業技術総合セン
ター
長野県工科短期大学校

第１７回ぎふ技能フェスティバル 11月7日（土）～11月8日(日) 岐阜産業会館 岐阜県技能士会連合会

第３６回岐阜県職業能力開発促進
大会

11月25日（水） ぎふ清流文化プラザ 岐阜県職業能力開発協会

ものづくりフェスタ2015inしずおか 11月14日(日) ツインメッセ静岡 静岡県職業能力開発協会

静岡県職業能力開発促進大会 11月19日（木）
静岡市東部勤労者福祉セ
ンター（清水テルサ）

静岡県職業能力開発協会

技能祭 11月29日（日） 清水技術専門校 静岡県

あいち技能プラザ２０１５ 10月31日(土)～11月1日(日) 吹上ホール
（公社）愛知県技能士会連
合会

町工場技能者コンクール（建築大
工）

11月1日(日) 吹上ホール 愛知県

第65回愛知県職業能力開発促進
大会

11月20日(金) 刈谷市総合文化センター 愛知県職業能力開発協会

愛知県優秀技能者表彰 11月27日(金) 愛知県庁講堂 愛知県

三重県 三重県職業能力開発促進大会 11月25日（水） 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およびおうみ
若者マイスター認定式

11月5日（木） 滋賀県公館 滋賀県

職業能力開発促進大会 11月26日（木） 大津市生涯学習センター
滋賀県職業能力開発協会
滋賀県技能士会

京都ものづくりフェア2015 11月7日（土）～11月8日（日）
京都府総合見本市会館
大展示場、第１展示場

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7日（土）
京都府総合見本市会館
５階ホール

京都府、京都府職業能力
開発協会

大阪府職業能力開発促進大会 11月25日（水） 大阪市中央公会堂

大阪府
大阪府職業能力開発協会
（一社）大阪府技能士会連
合会

おおさかものづくりコレクション２０１
５

11月15日（日） ハービスHALL 大阪府職業能力開発協会

障がい者のための入校ガイダンス
（平成28年4月入校）

身体障がいのある方：11月19日(木)
知的障がいのある方：11月20日(金)

大阪障害者
職業能力開発校

大阪府

校見学会 11月10日（火）
南大阪高等職業技術専
門校

南大阪高等職業技術専門
校

校見学会 11月26日（木）
南大阪高等職業技術専
門校

和泉市・かつらぎ町他

来て見て体験！In村野浄水場 11月3日（火）
大阪広域水道企業団
村野浄水場

北大阪高等職業技術専門
校

合同面接会（建築関連） 11月17日（火）
北大阪高等職業技術
専門校

北大阪高等職業技術専門
校

校見学会（4月入校希望者向け） 11月18日（水）
北大阪高等職業技術
専門校

北大阪高等職業技術専門
校

校見学会（淀川HW管内企業30社） 11月20日（金）
北大阪高等職業技術
専門校

北大阪高等職業技術専門
校

愛知県

滋賀県

京都府

大阪府

静岡県

山梨県

長野県

岐阜県
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兵庫県 技能グランプリ＆技能フェスタ2015 11月7日(土)～11月8日（日） 神戸国際展示場3号館
技能グランプリ＆フェスタ
実行委員会

奈良県 第２５回奈良技能フェスティバル 10月31日（土）～11月１日（日） 奈良県立橿原公苑
奈良技能フェスティバル実
行委員会

第49回和歌山県技能者のつどい 11月15日（日）
和歌山ビッグウエーブ　武
道場

県・県職業能力開発協会

紀の国わかやまものづくりフェア
2015

11月15日（日）
和歌山ビッグウエーブ　メ
インアリーナ

県職業能力開発協会・県
技能振興コーナー

島根県 しまね技能フェスティバル2015 11月8日（日） くにびきメッセ 島根県技能振興コーナー

岡山県職業能力開発促進大会 11月28日（土） コンベックス岡山
岡山県、岡山県職業能力
開発協会、岡山県技能士
会連合会

岡山県ものづくりフェア 11月28日（土）～29日（日） コンベックス岡山 岡山県職業能力開発協会

呉高等技術専門校「技能祭」 11月14日（土） 呉高等技術専門校 広島県

平成27年度広島県職業能力開発
促進大会

11月5日（木）
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

第32回ひろしま技能フェア 11月5日（木）～11月6日（金） 広島県立広島産業会館 広島県

ひろしまものづくりフェスタ２０１５ 11月5日（木）～11月6日（金） 広島県立広島産業会館 広島県職業能力開発協会

ものづくりフェスタ2015 11月8日（日）
維新百年記念公園スポー
ツ文化センター

ものづくりフェスタ2015実行
委員会

山口県職業能力開発促進大会 11月24日（火） 山口県総合保健会館
山口県、山口県職業能力
開発協会、山口県技能士
会連合会

とくしま技能フェア２０１５ 11月14日（土）
徳島県立中央テクノ
スクール

徳島県、徳島県技能士会
連合会

徳島県立中央テクノスクール学園
祭

11月14日（土）
徳島県立中央テクノ
スクール

徳島県立中央テクノスクー
ル

第40回徳島県職業能力開発促進
大会

11月24日（火）
徳島県立中央テクノ
スクール

徳島県、(独)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
島県技能士会連合会

技術学校祭2015　高松校 11月7日(土）～11月8日(日）
県立高等技術学校高松
校舎

香川県

かがわ技能フェスティバル2015 11月14日（土）～11月15日(日） サンメッセ香川 香川県職業能力開発協会

愛媛県職業能力開発促進大会 11月25日（水） テクノプラザ愛媛
愛媛県
愛媛県職業能力開発協会
愛媛県技能士会

えひめ職業能力技能フェア 11月28日（土） エミフル松前 愛媛県

ものづくりフェスタ 11月8日（日） ポリテクカレッジ高知
高齢・障害・求職者雇用支
援機構

ものづくり総合技術展 10月29日（木）～10月31日（土） 高知ぢばさんセンター
高知県・公益財団法人高
知県産業振興センター

福岡県ものづくり技能フェスティバ
ル

11月7日（土）
福岡県立大牟田高等技
術専門校

福岡県ものづくり技能フェ
スティバル実行委員会

福岡県ものづくり技能フェスティバ
ル

11月8日（日）
福岡県立久留米高等技
術専門校（えーるピア久
留米）

福岡県ものづくり技能フェ
スティバル実行委員会

福岡県ものづくり技能フェスティバ
ル

11月14日（土）
福岡県立田川高等技術
専門校

福岡県ものづくり技能フェ
スティバル実行委員会

福岡県ものづくり技能フェスティバ
ル

11月28日（土）
福岡県立戸畑高等技術
専門校

福岡県ものづくり技能フェ
スティバル実行委員会

福岡県ものづくり技能フェスティバ
ル

11月28日（土）
福岡障害者職業能力開
発校

福岡県ものづくり技能フェ
スティバル実行委員会

さがものづくり技能フェスタ 11月15日（日）
県立産業技術学院（多久
市）

佐賀県職業能力開発協会

佐賀県職業能力開発促進大会 11月25日（水） アバンセ（佐賀市）
佐賀県、佐賀県職業能力
開発協会、佐賀県技能士
会連合会

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

和歌山県



(別紙）

長崎県の技の祭典！技能まつり 11月15日（日）
長崎市浜町
ベルナード観光通り

長崎県職業
能力開発協会

長崎県技能士大会 11月19日（木） ホテルニュー長崎
長崎県
長崎県職業能力開発協会
長崎県技能士会連合会

みんなの技能のひろば 11月22日（日） 県立長崎高等技術専門校 県立長崎高等技術専門校

みんなの技能のひろば 11月29日（日） 県立佐世保高等技術専門校 県立佐世保高等技術専門校

第53回技能五輪全国大会熊本県
選手団結団式

11月12日（木） 熊本県庁 熊本県

熊本県職業能力開発促進大会 11月17日（火） ホテル熊本テルサ
熊本県、熊本県職業能力
開発協会、熊本県技能士
会連合会

平成２７年度前期技能検定合格証
書交付式

11月17日（火） 県庁地下大会議室 熊本県

平成２７年度熊本県障がい者技能
競技大会

11月29日（日） ポリテクセンター熊本
熊本県
（独）高齢・障害・求職者雇
用支援機構熊本支部

大分県技能者表彰 11月8日（日） 大分職業訓練センター 大分県

第４５回大分県技能祭 11月8日（日）
大分職業訓練センター
大分県立大分高等技術
専門校

大分県
技能祭実行委員会

職業能力開発推進者経験交流プラ
ザ

11月19日（木） 大分職業訓練センター
大分県
職業能力開発協会

技能五輪全国大会選手激励式 11月16日（月） 宮崎県庁（講堂） 宮崎県

県政番組「みやざきゲンキＴＶ」にお
ける技能五輪出場選手の出演

11月15日（日） 宮崎県

平成27年度鹿児島県職業能力開
発促進大会

11月15日（日）
かごしま県民交流セン
ター

鹿児島県

平成27年度鹿児島県技能まつり 11月14日（土）～11月15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 沖縄県優秀技能者等表彰 11月26日(木)
那覇地域職業訓練セン
ター

沖縄県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

長崎県


