
受講を希望される場合には事前申込が必要です。講習のお申込みや実施の詳細については各支部高齢・障害者業務課までお問い合わせ下さい。 令和05年05月17日(水)

No 支　部
高齢・障害者

業務課連絡先
会場（所在市区） 申込期間 備考

令和05年07月18日(火) 令和05年07月19日(水) ―

令和05年08月23日(水) 北海道職業能力開発促進センター（札幌市）

令和05年11月01日(水) 令和05年11月02日(木) ―

令和05年11月14日(火) 北海道職業能力開発促進センター（札幌市）

令和05年08月24日(木) 令和05年08月25日(金)

【オンライン受講者のみ】

令和05年08月30日（水）

3 岩　手 019-654-2081 第1回 令和05年10月11日(水) 令和05年10月12日(木) いわて県民情報交流センター(盛岡市） 令和05年08月01日（火）～令和05年08月21日（月）

第1回 令和05年08月21日(月) 令和05年08月22日(火) 令和05年06月01日（木）～令和05年07月05日（水）

第2回 令和06年02月05日(月) 令和06年02月06日(火) 令和05年11月01日（水）～令和05年12月05日（火）

5 秋　田 018-872-1801 第1回 令和05年10月05日(木) 令和05年10月06日(金) 秋田テルサ（秋田市） 令和05年08月01日（火）～令和05年08月21日（月）

6 山　形 023-674-9567 第1回 令和05年10月17日(火) 令和05年10月18日(水) 山形職業能力開発促進センター（山形市） 令和05年08月01日（火）～令和05年08月31日（木）

7 福　島 024-526-1510 第1回 令和05年11月上旬 令和05年11月上旬 福島職業能力開発促進センター（福島市） 令和05年09月01日（金）～令和05年09月29日（金）

8 茨　城 029-300-1215 第1回 令和05年08月24日(木) 令和05年08月25日(金) 水戸市民会館（水戸市） 令和05年06月01日（木）～令和05年06月30日（金）

第1回 令和05年09月21日(木) 令和05年09月22日(金) 令和05年07月03日（月）～令和05年07月14日（金）

第2回 令和05年12月07日(木) 令和05年12月08日(金) 令和05年09月25日（月）～令和05年10月06日（金）

第1回 令和05年10月19日(木) 令和05年10月20日(金) 令和05年08月中旬～令和05年09月20日（水）

第2回 令和05年11月21日(火) 令和05年11月22日(水) 令和05年08月中旬～令和05年10月20日（金）

第1回 令和05年10月19日(木) 令和05年10月20日(金) 令和05年07月31日（月）～令和05年08月10日（木）

第2回 令和05年11月16日(木) 令和05年11月17日(金) 令和05年08月21日（月）～令和05年08月31日（木）

第1回 令和05年07月13日(木) 令和05年07月14日(金) 令和05年06月15日（木）～令和05年06月16日（金）

第2回 令和05年08月08日(火) 令和05年08月09日(水) 令和05年07月11日（火）～令和05年07月12日（水）

第3回 令和05年09月21日(木) 令和05年09月22日(金) 障害者職業総合センター（千葉市） 令和05年08月24日（木）～令和05年08月25日（金）

2 青　森 017-721-2125 第1回 青森職業能力開発促進センター（青森市） 令和05年06月05日（月）～令和05年06月23日（金）

1、2日目は集合形式またはオンラ

イン形式を選択可能。オンライン受

講者のみ3日目の集合形式を実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

028-650-6226 栃木職業能力開発促進センター（宇都宮市）

千葉職業能力開発促進センター（千葉市）

群馬県ＪＡビル（前橋市）

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

第1回

第2回

11 埼　玉 048-813-1112

12 千　葉 043-304-7730

令和５年度障害者職業生活相談員資格認定講習の実施予定一覧

申込期間、定員等の設定がありますので、各支部のホームページをご確認下さい（左側の支部名をクリックすると、各支部のホームページに移動します）。

開　催　日　程

1 北海道 011-622-3351

4 宮   城 022-361-6288 宮城職業能力開発促進センター（多賀城市）

9 栃　木

令和05年05月01日（月）～令和05年05月31日（水）

さいたま共済会館（さいたま市）

令和05年09月01日（金）～令和05年09月29日（金）

10 群　馬 027-287-1511

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/iwate/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/akita/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/yamagata/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/fukushima/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/ibaraki/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/aomori/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/saitama/kosho/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/chiba/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hokkaido/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/miyagi/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tochigi/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/gunma/index.html


受講を希望される場合には事前申込が必要です。講習のお申込みや実施の詳細については各支部高齢・障害者業務課までお問い合わせ下さい。 令和05年05月17日(水)

No 支　部
高齢・障害者

業務課連絡先
会場（所在市区） 申込期間 備考

令和５年度障害者職業生活相談員資格認定講習の実施予定一覧

申込期間、定員等の設定がありますので、各支部のホームページをご確認下さい（左側の支部名をクリックすると、各支部のホームページに移動します）。

開　催　日　程

令和05年07月18日(火) 令和05年07月19日(水) ―

令和05年08月01日(火) 国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区）

令和05年08月21日(月) 令和05年08月22日(火) ―

令和05年09月01日(金) 国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区）

令和05年09月20日(水) 令和05年09月21日(木) ―

令和05年10月03日(火) 国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区）

令和05年10月19日(木) 令和05年10月20日(金) ―

令和05年11月02日(木) 国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区）

令和05年11月20日(月) 令和05年11月21日(火) ―

令和05年12月05日(火) 国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区）

第1回 令和05年08月01日(火) 令和05年08月02日(水) かながわ労働プラザ（横浜市） 令和05年04月24日（月）～令和05年05月31日（水）

第2回 令和05年11月21日(火) 令和05年11月22日(水) 令和05年08月21日（月）～令和05年09月12日（火）

第3回 令和05年12月18日(月) 令和05年12月19日(火) 令和05年09月19日（火）～令和05年10月12日（木）

第4回 未定 未定 未定

第1回 令和05年10月16日(月) 令和05年10月17日(火)

第2回 令和05年11月07日(火) 令和05年11月08日(水)

第1回 令和05年10月12日(木) 令和05年10月13日(金) 富山県総合情報センター（富山市） ～令和05年08月31日（木）

【Ａオンライン形式】

令和05年10月19日（木）

【Ａオンライン形式】

令和05年10月20日（金）
― ～令和05年09月08日（金）

【Ｂ集合形式】

令和05年11月09日（木）

【Ｃ集合形式】

令和05年11月10日（金）
富山職業能力開発促進センター（高岡市） ～令和05年09月29日（金）

17 石　川 076-267-6001 第1回 令和05年11月15日(水) 令和05年11月16日(木) 石川職業能力開発促進センター（金沢市） 令和05年09月01日（金）～令和05年09月29日（金）

18 福　井 0778-23-1021 第1回 令和05年11月15日(水) 令和05年11月16日(木) 福井県中小企業産業大学校（福井市） 令和05年09月上旬～令和05年11月上旬

19 山　梨 055-242-3723 第1回 令和05年12月05日(火) 令和05年12月06日(水) 山梨職業能力開発促進センター（甲府市） 令和05年08月～令和05年11月

第1回 令和05年09月26日(火) 令和05年09月27日(水) 長野職業能力開発促進センター松本訓練センター（松本市） 令和05年06月05日（月）～令和05年07月28日（金）

第2回 令和05年11月07日(火) 令和05年11月08日(水) ホテル信濃路（長野市） 令和05年06月05日（月）～令和05月08月18日（金）

第1回 令和05年07月20日(木) 令和05年07月21日(金) 令和05年05月15日（月）～令和05年06月02日（金）

第2回 令和05年09月28日(木) 令和05年09月29日(金) 令和05年07月24日（月）～令和05年08月10日（木）

第1回 令和05年10月12日(木) 令和05年10月13日(金) 富士商工会議所（富士市） ～令和05年08月31日（木）

第2回 令和05年11月09日(木) 令和05年11月10日(金) 浜松卸商センター　アルラ（浜松市） ～令和05年09月29日（金）

第3回 令和05年12月07日(木) 令和05年12月08日(金) 静岡職業能力開発促進センター（静岡市） ～令和05年10月31日（火）

令和05年06月12日（月）～令和05年06月16日（金）

令和05年06月26日（月）～令和05年06月30日（金）

令和05年08月14日（月）～令和05年08月18日（金）

令和05年09月11日（月）～令和05年09月15日（金）

会場調整中（横浜市）

第5回

富　山 0766-26-1881

025-226-6011

神奈川 045-360-6010

第2回

第4回

第1回
1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

【Ａオンライン形式（2日）＋Ｃ

集合形式（1日）】または【Ｂ集

合形式（1日）＋Ｃ集合形式（1

日）】を選択可能

令和05年08月01日（火）～令和05年08月31日（木）

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

令和05年05月15日（月）～令和05年05月19日（金）

20 長　野

15 新　潟

14

026-258-6001

13 東　京 03-5638-2794

第2回

第3回

21

新潟テルサ（新潟市）

岐　阜

16

058-265-5823

22 静　岡 054-280-3622

ハートフルスクエアＧ（岐阜市）

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/ishikawa/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/fukui/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/yamanashi/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/toyama/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kanagawa/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/nagano/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/niigata/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokyo/13_ks.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/gifu/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/shizuoka/index.html


受講を希望される場合には事前申込が必要です。講習のお申込みや実施の詳細については各支部高齢・障害者業務課までお問い合わせ下さい。 令和05年05月17日(水)

No 支　部
高齢・障害者

業務課連絡先
会場（所在市区） 申込期間 備考

令和５年度障害者職業生活相談員資格認定講習の実施予定一覧

申込期間、定員等の設定がありますので、各支部のホームページをご確認下さい（左側の支部名をクリックすると、各支部のホームページに移動します）。

開　催　日　程

第1回 令和05年09月25日(月) 令和05年09月26日(火) 愛知県女性総合センター（名古屋市） 令和05年07月10日（月）～令和05年07月21日（金） 

令和05年10月04日(水) 令和05年10月05日(木) ―

名古屋市公会堂（名古屋市）

令和05年11月06日(月) 令和05年11月07日(火) ―

名古屋市公会堂（名古屋市）

令和05年10月04日(水) 令和05年10月05日(木) ―

令和05年10月24日(火) ハローワーク津（津市）

令和05年11月29日(水) 令和05年11月30日(木) ―

令和05年12月19日(火) ハローワーク津（津市）

25 滋　賀 077-537-1214 第1回 令和05年09月27日(水) 令和05年09月28日(木) ピアザ淡海（大津市） 令和05年07月24日（月）～令和05年07月28日（金）

第1回 令和05年07月06日(木) 令和05年07月07日(金)

第2回 令和05年08月24日(木) 令和05年08月25日(金)

第3回 令和05年11月16日(木) 令和05年11月17日(金)

第1回 令和05年09月13日(水) 令和05年09月14日(木) 令和05年07月10日（月）～令和05年07月14日（金）

第2回 令和05年10月11日(水) 令和05年10月12日(木) 令和05年08月07日（月）～令和05年08月15日（火）

令和05年11月01日(水) 令和05年11月02日(木) ―

令和05年11月15日(水) エル・おおさか（大阪市）

令和05年11月29日(水) 令和05年11月30日(木) ―

令和05年12月12日(火) エル・おおさか（大阪市）

第5回 令和06年02月14日(水) 令和06年02月15日(木)
①関西職業能力開発センター（摂津市）

②㈱ニッセイ・ニュークリエーション（大阪市）
令和05年12月04日（月）～令和05年12月08日（金）

第1回 令和05年09月25日(月) 令和05年09月26日(火)
①のじぎく会館（神戸市）

②総合リハビリテーションセンター（神戸市）
令和05年08月04日（金）～令和05年08月25日（金） 

令和05年11月01日(水) 令和05年11月02日(木) ―

令和05年11月13日(月) 兵庫県中央労働センター（神戸市）

第3回 令和05年12月19日(火) 令和05年12月20日(水) 令和05年10月31日（火）～令和05年11月20日（月）

第4回 令和06年01月15日(月) 令和06年01月16日(火) 令和05年11月22日（水）～令和05年12月14日（木）

29 奈　良 0744-22-5232 第1回 令和05年11月09日(木) 令和05年11月10日(金) 奈良職業能力開発促進センター（橿原市） 令和05年08月01日（火）～令和05年09月30日（土）

30 和歌山 073-462-6900 第1回 令和05年11月09日(木) 令和05年11月10日(金) 和歌山職業能力開発促進センター（和歌山市） 令和05年09月11日（月）～令和05年10月10日（火）

第1回 未定 未定 未定 未定

第2回 未定 未定 未定 未定

第3回
1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

第1回

第2回

令和05年10月17日（火）または 令和05年10月18日（水）

令和05年11月20日（月）または 令和05年11月21日（火）

令和05年09月25日（月）～令和05年09月29日（金）

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施
令和05年08月01日（火）～令和05年08月14日（月）

令和05年09月01日（金）～令和05年09月11日（月）

第2回 令和05年08月28日（月）～令和05年09月19日（火）
1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

①のじぎく会館（神戸市）

②総合リハビリテーションセンター（神戸市）

京都職業能力開発促進センター（長岡京市）

059-213-9255

06-6431-8201

①関西職業能力開発センター（摂津市）

②㈱ニッセイ・ニュークリエーション（大阪市）

第3回

第4回

27 大　阪 06-7664-0782

26 京　都 075-951-7481

23 愛　知 052-218-3385
第2回

24 三　重

28 兵　庫

令和05年08月28日（月）～令和05年09月01日（金）

令和05年08月04日（金）～令和05年09月04日（月）

令和05年09月29日（金）～令和05年10月30日（月）

令和05年05月22日（月）～令和05年05月26日（金）

31 鳥　取 0857-52-8803

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/shiga/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/nara/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/wakayama/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/osaka/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kyoto/index.html
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/aichi/23_ks.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/mie/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hyogo/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tottori/index.html


受講を希望される場合には事前申込が必要です。講習のお申込みや実施の詳細については各支部高齢・障害者業務課までお問い合わせ下さい。 令和05年05月17日(水)

No 支　部
高齢・障害者

業務課連絡先
会場（所在市区） 申込期間 備考

令和５年度障害者職業生活相談員資格認定講習の実施予定一覧

申込期間、定員等の設定がありますので、各支部のホームページをご確認下さい（左側の支部名をクリックすると、各支部のホームページに移動します）。

開　催　日　程

第1回 令和05年10月16日(月) 令和05年10月17日(火)

第2回 令和05年10月18日(水) 令和05年10月19日(木)

第1回 令和05年10月05日(木) 令和05年10月06日(金)

第2回 令和05年11月08日(水) 令和05年11月09日(木)

第1回 令和05年07月27日(木) 令和05年07月28日(金)

第2回 令和05年11月09日(木) 令和05年11月10日(金)

35 山　口 083-995-2050 第1回 令和05年11月29日(水) 令和05年11月30日(木) 山口県健康づくりセンター（山口市） 令和05年08月15日（火）～令和05年10月27日（金）

第1回 令和05年10月17日(火) 令和05年10月18日(水)

第2回 令和05年12月12日(火) 令和05年12月13日(水)

37 香　川 087-814-3791 第1回 令和05年11月28日(火) 令和05年11月29日(水) サンメッセ香川（高松市） 令和05年08月上旬～令和05年10月上旬

令和05年10月19日(木) 令和05年10月20日(金) ―

令和05年11月08日(水) 松山市総合コミュニティセンター　（松山市）

第1回 令和05年09月20日(水) 令和05年09月21日(木)

第2回 令和05年10月25日(水) 令和05年10月26日(木)

第1回 令和05年09月27日(水) 令和05年09月28日(木) リファレンス駅東（福岡市） 令和05年07月01日（土）～令和05年08月31日（木）

令和05年11月14日(火) 令和05年11月15日(水) ―

令和05年11月29日(水) ＫＭＭビル（北九州市）

令和05年12月21日(木) 令和05年12月22日(金) ―

令和06年01月12日(金) リファレンス駅東（福岡市）

41 佐　賀 0952-37-9117 第1回 令和05年11月20日(月) 令和05年11月21日(火) 佐賀職業能力開発促進センター（佐賀市） 令和05年09月上旬～令和05年10月中旬

令和05年11月06日(月) 令和05年11月07日(火) ―

令和05年11月21日(火) 長崎県勤労福祉会館（長崎市）

43 熊　本 096-249-1888 第1回 令和05年12月11日(月) 令和05年12月12日(火) 熊本県市町村自治会館（熊本市） 令和05年09月12日（火）～令和05年10月31日（火）

44 大　分 097-522-7255 第1回 令和05年12月14日(木) 令和05年12月15日(金) 大分職業能力開発促進センター（大分市） 令和05年10月02日（月）～令和05年11月10日（金）

45 宮    崎 0985-51-1556 第1回 令和05年11月21日(火) 令和05年11月22日(水) 宮崎職業能力開発促進センター（宮崎市） 令和05年08月上旬～令和05年09月下旬

第1回 令和05年10月19日(木) 令和05年10月20日(金) 鹿児島職業能力開発促進センター（鹿児島市） 令和05年08月01日（火）～令和05年08月31日（木）

令和05年11月06日(月) 令和05年11月07日(火) ―

令和05年11月16日(木) 鹿児島職業能力開発促進センター（鹿児島市）

47 沖　縄 098-941-3301 第1回 令和05年11月09日(木) 令和05年11月10日(金) 沖縄労働局（那覇市） 令和05年09月01日(金)～令和05年09月29日(金)

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

第2回

第3回

令和05年07月01日（土）～令和05年10月31日（火）

令和05年07月01日（土）～令和05年11月30日（木）

令和05年06月01日（木）～令和05年07月31日（月）
1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

第1回
1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

令和05年07月10日（月）～令和05年08月18日（金）

令和05年08月01日（火）～令和05年09月29日（金）

令和05年09月01日（金）～令和05年09月29日（金）

1日目、2日目オンライン形式

3日目集合形式にて実施

岡山職業能力開発促進センター（岡山市） 令和05年08月上旬～令和05年09月06日（水）

0852-60-1677

33 岡　山 086-241-0166

徳　島

34 広　島

46 鹿児島 099-813-0132

40 福　岡 092-718-1310

高知職業能力開発促進センター（高知市）39 高　知 088-837-1160

第2回

42 長　崎 0957-35-4721

くにびきメッセ（松江市） 令和05年08月01日（木）～令和05年08月31日（木）

38 愛　媛 089-905-6780 第1回

36

広島職業能力開発促進センター（広島市） 令和05年05月08日（月）～令和05年06月16日（金） 

～令和05年9月8日（金）徳島職業能力開発促進センター（徳島市）

082-545-7150

088-611-2388

32 島　根

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/yamaguchi/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kagawa/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/saga/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kumamoto/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/oita/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/miyazaki/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/okinawa/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/okayama/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hiroshima/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kagoshima/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/fukuoka/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kochi/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/nagasaki/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/ehime/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/shimane/index.html

