
都道府県名 担当部局 担当課 係 TEL

1 北海道 経済部労働政策局 人材育成課 産業人材グループ 011-204-5357

2 青森県 商工労働部 労政・能力開発課 職業能力開発グループ 017-734-9415

3 岩手県 商工労働観光部 雇用対策・労働室 労働担当 019-629-5582

4 宮城県 経済商工観光部 産業人材対策課 人材育成第二班 022-211-2763

5 秋田県 産業労働部 雇用労働政策課 産業人材班 018-860-2301

6 山形県 商工労働部 雇用対策課 産業人材育成担当 023-630-2554

7 福島県 商工労働部 産業人材育成課 024-521-7300

8 茨城県 産業戦略部 労働政策課 技能振興グループ 029-301-3656

9 栃木県 産業労働観光部 労働政策課 産業人材育成担当 028-623-3238

10 群馬県 産業経済部 産業人材育成課 技能振興係 027-226-3414

11 埼玉県 産業労働部 産業人材育成課 技能振興担当 048-830-4602

12 千葉県 商工労働部 産業人材課 技能振興班 043-223-2762

13 東京都 産業労働局 雇用就業部能力開発課 認定訓練担当 03-5320-4718

14 神奈川県 産業労働局労働部 産業人材課 技能振興グループ 045-210-1111

15 新潟県 産業労働観光部 職業能力開発課 技能振興係 025-280-5263

16 富山県 商工労働部 労働政策課 人材育成係 076-444-3260

17 石川県 商工労働部 労働企画課 職業能力開発グループ 076-225-1533

18 福井県 産業労働部 労働政策課 産業人材育成 0776-20-0388

19 山梨県 産業労働部 産業人材育成課 技能振興担当 055-223-1566

20 長野県 産業労働部 人材育成課 人材育成支援係 026-235-7202

21 岐阜県 商工労働部 労働雇用課 人材育成係 058-272-1111

22 静岡県 経済産業部就業支援局 職業能力開発課 職業能力開発班 054-221-2822

23 愛知県 産業労働部労政局 産業人材育成課 技能振興グループ 052-954-6375

24 三重県 雇用経済部 雇用対策課 地域雇用班 059-224-2461

25 滋賀県 商工観光労働部 労働雇用政策課 職業能力開発係 077-528-3755

26 京都府 商工労働観光部 労働・雇用政策課 技能振興担当 075-414-5082

27 大阪府 商工労働部雇用推進室 人材育成課 産業人材育成グループ 06-6210-9529

28 兵庫県 産業労働部政策労働局 能力開発課 人材育成班 078-362-3371

29 奈良県 産業・雇用振興部 雇用政策課 能力開発係 0742-27-8834

30 和歌山県 商工観光労働部商工労働政策局 労働政策課 能力開発班 073-441-2802

31 鳥取県 商工労働部雇用人材局 産業人材課 産業人材育成担当 0857-26-7209

32 島根県 商工労働部 雇用政策課 産業人材育成グループ 0852-22-5299

33 岡山県 産業労働部 労働雇用政策課 産業人材育成班 086-226-7387

34 広島県 商工労働局 職業能力開発課 技能振興グループ 082-513-3431

35 山口県 商工労働部 労働政策課 産業人材育成班 083-933-3234

36 徳島県 商工労働観光部 産業人材育成センター 技術向上担当 088-621-2352

37 香川県 商工労働部 労働政策課 職業能力開発グループ 087-832-3372

38 愛媛県 経済労働部産業雇用局 労政雇用課 職業能力開発グループ 089-912-2504

39 高知県 商工労働部 雇用労働政策課 能力開発担当 088-823-9765

40 福岡県 福祉労働部労働局 職業能力開発課 技能振興係 092-643-3603

41 佐賀県 産業労働部 産業人材課 スキルアップ担当 0952-25-7310

42 長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 職業能力開発班 095-895-2717

43 熊本県 商工観光労働部商工労働局 労働雇用創生課 能力開発班 096-333-2344

44 大分県 商工労働部 雇用労働政策課 職業能力開発班 097-506-3328

45 宮崎県 商工観光労働部 雇用労働政策課 人材育成担当 0985-26-7107

46 鹿児島県 商工労働水産部 雇用労政課 民間訓練係 099-286-3019

47 沖縄県 商工労働部 労働政策課 能力開発班 098-866-2366
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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/contents/minnkann.htm
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/nintei.html
http://www.pref.iwate.jp/koyouroudou/nouryokukaihatsu/004408.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/minkan5.html
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2178
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021e/deve-03.html
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/shokuno/shido/ninteiko/h23ninteikunren.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0811/ninteikunren/ninteikunren.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/ginoushinkou/ninnteikunnrenn.html
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/ikusei/nintei/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00006168/01020305.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/kentei/kentei.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/jinzai/sangyo/kaihatsu/noryoku/ichiran.html
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-230/ginou/nintei_syokugyou_kunren.html
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/0000083379.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/nokai/d-zaisyoku/d100-nintei.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr06/ie11_000000069.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/faq/answer/faq_p33063.html
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/syokunou/kunren/kunren0401001.html
https://www.pref.ehime.jp/h30500/ginoushinkou/menu_kunren.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301/ninteikunren-index.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ninteikunren20180424.html
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_6511.html
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14580/ninteikunren.html

