
NO 都道府県名 企業・施設・事業所名 ＵＲＬ

1 北海道 北海道経営者協会 http://www.dokeikyo.gr.jp/

2 北海道 北海道経済同友会 －

3 北海道 北海道経済連合会 http://www.dokeiren.gr.jp/

4 北海道 社団法人北海道商工会議所連合会 http://www.hokkaido.cci.or.jp/

5 福島県 福島県中小企業家同友会 http://www.fdoyu.or.jp

6 群馬県 群馬県火災共済協同組合 http://www.gunma-kyosai.or.jp

7 群馬県 群馬県商工共済協同組合 http://www.gunma-kyosai.or.jp

8 群馬県 沼田農業協同組合 －

9 群馬県 前橋市農業協同組合 －

10 東京都 公益社団法人青年海外協力協会 http://www.joca.or.jp/

11 東京都 公益社団法人日本実験動物協会 http://www.nichidokyo.or.jp/

12 東京都 財団法人地球・人間環境フォーラム http://www.gef.or.jp/

13 東京都 社団法人日本洋菓子協会連合会 http://www.gateoux.or.jp

14 東京都 社団法人組込みシステム技術協会 http://www.jasa.or.jp/

15 東京都 社団法人商業施設技術者・団体連合会 http://www.jtocs.or.jp

16 東京都 全国菓子工業組合連合会 http://www.zenkaren.net

17 東京都 全国和菓子協会 http://www.wagashi.or.jp

18 東京都 東京屋外広告美術協同組合（東広美） http://www.tokobi.or.jp

19 東京都 特定非営利活動法人日本ウェブ協会 http://w2c.jp/

20 東京都 特定非営利活動法人日本スパ振興協会 http://n-spa.sakura.ne.jp/

21 東京都 特定非営利活動法人日本バイオ技術教育学会 http://homepage2.nifty.com/biogakkai/

22 東京都 特定非営利活動法人日本美容技術振興センター http://www.jbtp.or.jp/

23 東京都 日本菓子教育センター http://www.kashikyoiku-center.jp/

24 神奈川県 一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 http://www.kia.or.jp/

25 神奈川県 一般社団法人相模原市商店連合会 http://www2.sagamihara.ne.jp/sishouren/

26 神奈川県 小田原歯科医師会 http://www.odawara-dent.or.jp/

27 神奈川県 神奈川県商工会連合会 http://www.k-skr.or.jp/

28 神奈川県 神奈川県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-kanagawa.or.jp/

29 神奈川県 公益財団法人神奈川芸術文化財団 http://www.kanagawa-arts.or.jp/

30 神奈川県 公益財団法人神奈川産業振興センター http://www.kipc.or.jp/

31 神奈川県 公益社団法人神奈川県観光協会 http://www.kanagawa-kankou.or.jp/

32 神奈川県 公益社団法人商連かながわ http://www.kenshoren.com/

33 神奈川県 財団法人藤沢市産業振興財団 http://www.cityfujisawa.ne.jp/

34 神奈川県 社団法人神奈川経済同友会 http://www.kanagawa-doyukai.or.jp

35 神奈川県 社団法人神奈川県経営者協会 http://www.kana-keikyo.jp/

36 神奈川県 社団法人神奈川県臨床衛生検査技師会 http://www.jinringi.or.jp/

37 神奈川県 社団法人平塚青色申告会 http://www.shokonet.or.jp/aoiro/hiratuka/
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38 神奈川県 特定非営利活動法人子どもと生活文化協会 http://www.clca.jp/

39 神奈川県 大和商工会議所 http://www.yamatocci.or.jp/

40 神奈川県 横須賀商工会議所 http://www.yokosukacci.com

41 富山県 医療社団法人藤聖会 http://www.yatsuo.or.jp

42 富山県 ＮＰＯ法人里山倶楽部 http://satoyama-club.org

43 富山県 財団法人北陸経済研究所 http://www.hokukei.or.jp/

44 富山県 社団法人富山県情報産業協会 http://www.tiia.or.jp

45 福井県 きょうさいれん福井県支部 http://www.npo-fukuicity.jp/

46 福井県 財団法人日本介護福祉養成施設協会福井県ブロック

47 福井県 福井県私立中学高等学校連合会 http://www.chukoren.jp/

48 福井県 福井県私立幼稚園協会 http://www.fukui-kids.jp/

49 福井県 福井県中小企業団体中央会

50 福井県 福井県福祉ふれあいセンター http://www.fukushi-fureai.com/

51 福井県 福井福祉医療開発研究所 http://www.npo-fukuicity.jp/ichiran/014.htm

52 山梨県 公益財団法人やまなし産業支援機構 http://yiso.or.jp

53 山梨県 甲府商工会議所 http://www.kofucci.or.jp

54 山梨県 社団法人甲府市医師会 http://www.kokumon.co.jp/kofuishi/

55 山梨県 社団法人山梨県医師会 http://www.yamanashi.med.or.jp

56 山梨県 南アルプス市商工会 http://www.minamialps-shokokai.jp

57 山梨県 山梨県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/

58 長野県 一般社団法人上田小県歯科医師会 http://www.avis.ne.jp/~8020ueda/

59 長野県 上田商工会議所 http://www.ucci.or.jp

60 岐阜県 一般社団法人岐阜県工業会 http://www.industry-gifu.or.jp/

61 岐阜県 土岐商工会議所 http://www.tokicci.or.jp

62 静岡県 異業種パワー協同組合 －

63 静岡県 一般社団法人静岡県介護福祉士会 http://shizukai.jp/admission.html

64 静岡県 ＮＰＯ法人静岡情報産業 http://www.siia.or.jp

65 静岡県 協同組合静岡県中小企業調査研究機構 http://www.siz-sba.or.jp/guide/chosa.html

66 静岡県 国際交流会 Ｆ＆Ｗ http://www.fuji.ne.jp/~fw/

67 静岡県 財団法人静岡県予防医学協会 http://www.shsa.net

68 静岡県 静岡県機械金属工業協同組合連合会 －

69 静岡県 静岡県自動車車体整備協同組合 http://www.siz-sba.or.jp/s-shatai/

70 静岡県 静岡県自動車整備商工組合 http://www.sas.or.jp/

71 静岡県 静岡県商工会連合会 http://www.ssr.or.jp

72 静岡県 静岡県商工協同組合 －

73 静岡県 静岡県知的障害者福祉協会 http://www.aigo.or.jp/menu07/archives/000432.html

74 静岡県 静岡県中小企業団体中央会 http://www.siz-sba.or.jp
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75 静岡県 静岡県中小企業団地協議会 http://www.siz-sba.or.jp/guide/danti.html

76 静岡県 静岡県保育所連合会 http://www.hoiku-shizuoka.org/

77 静岡県 静岡県流通システム協同組合 －

78 静岡県 静岡日タイ協会 http://shizuokathai.eshizuoka.jp/

79 静岡県 社会福祉法人駿府葵会 http://sunpuaoikai.or.jp/

80 静岡県 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 駿河区地域福祉推進センター http://www.shizuoka-shakyo.or.jp/suruga/

81 静岡県 社団法人静岡県経営者協会 http://www.shizuokakeikyo.or.jp

82 静岡県 社団法人静岡県自動車整備振興会 http://www.sas.or.jp/

83 静岡県 特定非営利活動法人活き生きネットワーク http://ikiiki.canariya.net/

84 静岡県 特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会 http://www.chabashira.co.jp/~evolnt/

85 愛知県 愛知県調理士労働組合 http://www.aicho.jp

86 愛知県 一般社団法人全国歯科技工士学校協会 http://www11.big.or.jp/^dennt-sch/

87 愛知県 医療法人宏和会 http://www.gctv.ne.jp/~kowa-yhp

88 愛知県 NPO法人日本医療機器技術支援協会 http://www.j-mets.org/aisatsu.ht.m

89 愛知県 岐阜県建築設計監理協同組合 http://www.chuokai-gifu.or.jp/sekankyo/

90 愛知県 社会福祉法人紫水会 http://www.shisuikai.or.jp

91 愛知県 社会福祉法人觀寿々会 －

92 愛知県 社団法人愛知県調理師会 http://homepage3.nifty.com/kenaicho/

93 愛知県 社団法人愛知県洋菓子協会 http://www.aichi-yogashi.com

94 愛知県 親明調理師会 －

95 愛知県 大名古屋調理師会 －

96 京都府 財団法人京都私学振興会 http://www.kyt-shigakushinkoukai.jp/

97 大阪府 医療法人医誠会 http://www.holonicsystem.com/

98 大阪府 大阪府生活衛生同業組合 －

99 大阪府 大阪府中小企業団体中央会 http://www.maido.or.jp

100 大阪府 協同組合関西ファッション連合 http://www.kanfa720.com/

101 大阪府 日本ファインメイク協会 http://www.fine-make.com

102 兵庫県 一般社団法人障害者雇用支援センター http://hccweb1.bai.ne.jp/

103 兵庫県 医療法人社団奉志会 http://www.hoshikai.or.jp/

104 鳥取県 鳥取県理容生活衛生同業組合 －

105 島根県 いずも農業協同組合 http://www.jaizumo.or.jp

106 島根県 島根県中小企業家同友会 http://www.shimane.doyu.jp/index.html

107 島根県 島根県中小企業労務協会 －

108 島根県 島根県美容業生活衛生同業組合 －

109 島根県 島根県理容生活衛生同業組合 －

110 島根県 社団法人島根県経営者協会 http://www.shimanekeikyo.com/

111 島根県 社団法人島根県サッカー協会 http://www.fa-shimane.or.jp



NO 都道府県名 企業・施設・事業所名 ＵＲＬ

「職業実践的な教育に特化した枠組み」に対する 理解・支援者リスト（経済団体等：都道府県順）

112 岡山県 児島商工会議所 http://www.kojima-cci.or.jp/

113 岡山県 社団法人全日本洋裁技能協会 http://zenyosai.or.jp/index.html

114 広島県 広島商工会議所 http://www.hiroshimacci.or.jp

115 香川県 多度津商工会議所 http://www.netwave.or.jp/~tadotsu

116 香川県 特定非営利活動法人香川県知的障害者福祉協会 http://kagawa-fukushi.jp

117 愛媛県 NPO法人ほっとねっと －

118 愛媛県 愛媛県理容生活衛生同業組合 http://www4.ocn.ne.jp/~bbehime/

119 愛媛県 社団法人愛媛県建設業協会 伊予支部 http://www.himekenkyo.or.jp

120 愛媛県 特定非営利活動法人和田重次郎顕彰会 http://www.wadajujiro.jp

121 高知県 安芸商工会議所 http://www.cciweb.or.jp/aki/

122 高知県 一般社団法人高知県中小建築業協会 －

123 高知県 高知県インテリア設計士協会 －

124 高知県 高知県火災共済協同組合 http://www.kbiz.or.jp/

125 高知県 高知県経営者協会 http://wwwb.pikara.ne.jp/keikyou

126 高知県 高知商工会議所 http://www.cciweb.or.jp/kochi/

127 高知県 高知県商工会議所連合会 http://www.cciweb.or.jp/

128 高知県 高知県商工会連合会 http://www.kochi-shokokai.jp/

129 高知県 高知県中央地区生コン協同組合 －

130 高知県 高知県中小企業団体中央会 http://www.kbiz.or.jp/

131 高知県 高知県生コンクリート東部協同組合 －

132 高知県 高知県美容生活衛生同業組合 http://www.b-1kochi.or.jp/

133 高知県 高知県理容生活衛生同業組合 http://www.i-kochi.or.jp/hp/riyou/

134 高知県 高知酒類卸商業協同組合 －

135 高知県 高幡生コンクリート協同組合 －

136 高知県 社団法人高知市シルバー人材センター http://www.sjc.ne.jp/kochi-sc/

137 高知県 宿毛商工会議所 http://www.sukumocci.or.jp

138 高知県 須崎商工会議所 http://www.cciweb.or.jp/susaki/

139 高知県 特定非営利活動法人こうち企業支援センター －

140 福岡県 社団法人福岡県歯科技工士会 http://www.fukugi.net

141 長崎県 長崎県美容業生活衛生同業組合 http://www.ba-na.jp/

142 宮崎県 宮崎経済同友会 http://keikyo.miyazaki.ch/

143 宮崎県 宮崎県経営者協会 http://keikyo.miyazaki.ch/

144 宮崎県 宮崎県商工会連合会 http://www.miya-shoko.or.jp/

145 宮崎県 宮崎県中小企業団体中央会 http://www.himuka.or.jp/

146 宮崎県 宮崎商工会議所 http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyazaki/

147 宮崎県 社団法人宮崎県商工会議所連合会 http://www.miyazaki-cci.or.jp/


