
No 労働局 会場 定員

第1回 令和4年7月6日（終了） 札幌市 40
第2回 令和4年7月13日（終了） 札幌市 40
第1回 令和4年6月15日～16日（終了） 青森市 25
第2回 令和4年11月8日～9日 青森市 25
第1回 令和4年9月20日（終了） 盛岡市 30
第2回 令和4年12月6日 盛岡市 30
第1回 令和4年6月17日（終了） 仙台市 20
第2回 令和4年7月8日（終了） 仙台市 20
第3回 令和4年11月11日 仙台市 未定
第1回 令和4年6月（終了） 秋田市 25
第2回 令和4年7月（終了） 秋田市 25
第1回 令和4年7月12日（終了） WEB 15
第2回 令和4年7月13日（終了） WEB 15
第1回 令和4年7月19日～20日（終了） 福島合同庁舎3階会議室 30
第2回 令和4年12月5日～6日 福島合同庁舎3階会議室 30
第1回 令和4年5月26日（終了） 水戸市 40
第2回 令和4年11月17日 水戸市 40
第1回 令和4年5月30日（終了） 栃木合同庁舎5階会議室 25
第2回 令和4年7月20日（終了） 栃木合同庁舎5階会議室 25
第1回 令和4年9月 前橋市 30
第2回 令和4年11月 前橋市 30
第1回 令和4年6月13日（終了） ランド・アクシス・タワー１４階　会議室 36
第2回 令和4年11月30日 ランド・アクシス・タワー１４階　会議室 36
第1回 令和4年7月15日（終了） 千葉商工会議所第１ホール 50
第2回 令和5年1月～2月予定 外部会場（千葉市中央区） 20
第1回 令和4年6月7日（終了） 千代田区 80
第2回 令和4年6月8日（終了） 千代田区 80
第3回 令和4年下半期予定 未定 未定
第4回 令和4年下半期予定 未定 未定
第1回 令和4年6月15日（終了） 横浜市中区 25
第2回 令和4年10月27日 横浜市中区 25
第1回 令和4年6月8日（終了） 新潟市中央区 40
第2回 令和4年7月22日（終了） 新潟市中央区 40
第1回 令和4年6月8日～9日（終了） 富山市 50
第2回 令和4年12月 富山市 15

17 石川 第1回 令和4年6月20日（終了） 金沢駅西合同庁舎（金沢市） 30
第1回 令和4年7月14日（終了） 福井市 35
第2回 未定 未定 未定
第1回 令和4年11月予定 甲府市 25
第2回 令和4年11月予定 甲府市 25
第1回 令和4年7月4日（終了） 長野市 50
第2回 令和4年7月6日（終了） 松本市 30
第1回 令和4年6月2日～3日（終了） 障害者総合就労支援センター 30
第2回 令和4年8月29日～30日（予備日）（終了） 障害者総合就労支援センター 30
第3回 令和4年11月7日～8日 障害者総合就労支援センター 30
第1回 令和4年7月27日（終了） 三島労働総合庁舎（三島市） 25
第2回 令和4年8月5日（終了） 障害者働く幸せ創出センター（静岡市） 25
第1回 令和4年6月17日（終了） 名古屋市中村区 50
第2回 令和4年10月13日 名古屋市中村区 50
第3回 令和5年2月3日 名古屋市中村区 50

24 三重 第1回 令和4年6月10日（終了） 津市 30
25 滋賀 第1回 令和4年7～10月予定 草津市 25

第1回 令和4年7月（終了） 京都七条所（京都市） 未定
第2回 令和4年7月（終了） 福知山所（福知山市） 未定
第1回 令和4年6月27日（終了） 大阪府咲洲庁舎（大阪市住之江区） 50
第2回 令和4年10月19日 堺地方合同庁舎会議室（堺市堺区） 50
第1回 令和4年6月10日（終了） 神戸市中央区 75
第2回 令和4年11月予定 神戸市中央区 75
第1回 令和4年6月23日（終了） 奈良市 20
第2回 令和4年12月2日 奈良市 20

30 和歌山 第1回 令和4年5月26日（終了） 和歌山労働局（和歌山市） 20
31 鳥取 第1回 令和4年6月9日（終了） 鳥取市 20

第1回 令和4年10月12日 松江市 30
第2回 令和4年10月19日 松江市 30

33 岡山 第1回 未定 未定 未定
第1回 令和4年6月14日（終了） 広島合同庁舎共用11号会議室（広島市中区） 40
第2回 令和4年9月27日（終了） 広島合同庁舎共用11号会議室（広島市中区） 40
第1回 令和4年5月23日～24日（終了） 山口市 30
第2回 令和4年10月予定 山口市 30

36 徳島 第1回 令和4年7月5日（終了） ハローワーク徳島(徳島市） 30
37 香川 第1回 令和4年6月29日（終了） 高松市 35

第1回 令和4年7月4日（終了） 松山若草合同庁舎会議室（松山市） 35
第2回 令和4年11月14日 松山若草合同庁舎会議室（松山市） 35

39 高知 第1回 令和4年9月6日～7日（終了） 高知市 50
第1回 令和4年6月8日（終了） 福岡合同庁舎新館（福岡市博多区） 80
第2回 令和４年11月中旬 未定 未定

41 佐賀 第1回 令和4年12月2日 佐賀市 30
42 長崎 第1回 令和4年7月28日～29日（終了） 長崎市 40
43 熊本 第1回 令和4年7月～1月予定 熊本地方合同庁舎 50

第1回 令和4年6月30日（終了） 大分県医師会館 50
第2回 令和4年12月頃 大分市内 50

45 宮崎 第1回 令和4年8月10日（終了） 宮崎合同庁舎 50
第1回 令和4年7月21日～22日（終了） オンライン開催 40
第2回 令和4年11月予定 鹿児島市内 30
第1回 令和4年6月15日（終了） 沖縄労働局（那覇市） 20
第2回 令和4年10月28日 沖縄労働局（那覇市） 20

4 宮城

令和４年度公務部門向け「障害者職業生活相談員資格認定講習」の実施予定一覧

〇公務部門向け「障害者職業生活相談員資格認定講習」は事前申込が必要です。
　実施の詳細については、各都道府県労働局HPをご覧いただくか、各都道府県労働局職業安定部職業対策課にお問合せください。
〇集合研修のほかに、受講者を対象とした障害者雇用事業所・就労支援機関の見学会を実施しています。
　見学会を希望される場合も、各都道府県労働局からの案内に従って、申込みをお願いいたします。
※令和４年９月27日現在の開催日程を掲載しています。

集合研修の開催日程
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