
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 人づくり推進課 技能振興担当 075-414-5105

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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