
令和元年１１月１１日

指定番号 氏名又は名称 所　在　地 備　考

第8号 北海道立札幌高等技術専門学院 北海道札幌市東区北27条東16丁目1番1号
第9号 富山県技術専門学院 富山県富山市向新庄町1丁目14番48号
第10号 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 岩手県奥州市水沢区佐倉河字東広町66─2
第20号 青森県立八戸工科学院 青森県八戸市桔梗野工業団地2─5─30
第23号 愛媛中央産業技術専門校 愛媛県今治市桜井団地4─1─1
第24号 全国農業協同組合連合会　燃料部 神奈川県平塚市東八幡4─18─1
第30号 熊本県立高等技術専門校 熊本県熊本市南区幸田1─4─1
第32号 国際たくみアカデミー職業能力開発校 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545─3
第43号 山口県立西部高等産業技術学校 山口県下関市千鳥ケ丘町21─3
第44号 矢崎ガス機器トレーニングセンター 静岡県浜松市浜北区中瀬2657─2
第47号 株式会社パナソニックマーケティングスクール 滋賀県草津市野路東2丁目12番1号
第50号 岩谷産業株式会社滋賀研修所 滋賀県彦根市新海浜2─1─1
第53号 奈良県立高等技術専門校 奈良県磯城郡三宅町石見440
第57号 伊藤忠エネクス株式会社技術研修所 神奈川県厚木市金田1321
第58号 網走地方高等職業訓練校 北海道網走市大曲1─1─4 R1.4.1～R2.3.31休止

第60号 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県宇都宮市平出工業団地48─4
第62号 大分県立大分高等技術専門校 大分県大分市大字下宗方字古川1035─1 H19.4.1～休止

第65号 宮城県立仙台高等技術専門校 宮城県仙台市宮城野区田子一丁目4番1号
第67号 高知県立高知高等技術学校 高知県高知市仁井田1188
第68号 福島県立テクノアカデミー会津 福島県喜多方市塩川町御殿場四丁目16番地 H24.4.1休止

第71号 坂戸職業訓練センター 埼玉県坂戸市大字石井2451─2
第75号 青森県立弘前高等技術専門校 青森県弘前市大字緑ケ丘一丁目9─1
第76号 千葉県建築設備高等技術専門校 千葉県千葉市中央区中央港2─5 H25.4.1〜H31.3.31休止

第77号 日立金属株式会社桑名工場研修センター 三重県桑名市大字東方1607 H22.3.31休止

第79号 ENEOSグローブ株式会社販売研修センター 神奈川県横浜市磯子区東町13番2号JXTGエネルギー株式会社中央販売研修センター内

第80号 三重県立津高等技術学校 三重県津市高茶屋小森町1176─2
第84号 徳島県立西部テクノスクール 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦128番地4
第86号 青森県立むつ高等技術専門校 青森県むつ市文京町31─1
第87号 仙台南職業能力訓練センター 宮城県仙台市若林区古城三丁目21─1
第90号 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院 茨城県水戸市下大野町6342
第91号 静岡県立清水技術専門校 静岡県静岡市清水区楠160
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指定番号 氏名又は名称 所　在　地 備　考

第92号 岡山県立南部高等技術専門校 岡山県倉敷市新田3241
第93号 愛媛県管工事協同組合連合会 愛媛県松山市本町七丁目2番地　愛媛県本町ビル2階
第95号 ジクシス株式会社石岡研修所 茨城県石岡市南台三丁目２１番１１号

第96号 株式会社ミツウロコヴェッセル技術研修センター 群馬県伊勢崎市中央町14-1
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指定番号 氏名又は名称 所　在　地 備　考

第1号 出光興産（株）中央訓練所 千葉県市原市姉崎海岸25―5 H13.10.10廃止

第2号 兵庫県立姫路高校技術専門学院 兵庫県姫路市町坪108―3 H19.3.1廃止

第3号 広島県立呉高等技術専門校 広島県呉市阿賀中央5―11―17 H13.5.18廃止

第4号 岡山県立山岡高等技術専門校 岡山県岡多摩市瀬戸町江尻1326 H20.3.31廃止

第5号 青森県立青森高等技術専門校 青森県青森市大字野尻字今田43―1 H10.4.22廃止

第6号 山形県立山形高等技術専門校 山形県山形市大字沼木南河原1280 H6.3.31廃止

第7号 北海道立室蘭高等技術専門学院 北海道室蘭市東町3―1―11 H26.3.31廃止

第11号 茨城県立鹿島高等技能専門校 茨城県鹿島郡大野村字林572―1 S59.4.24廃止

第12号 石川県立金沢産業技術専門校 石川県金沢市観音堂町チ9 H21.3.23廃止

第13号 京都府立京都高等技術専門校 京都府京都市伏見区竹田流池町121―3 H8.4.12廃止

第14号 佐賀県立中央職業能力開発校 佐賀県佐賀市神園1―5―17 H8.3.31廃止

第15号 富山県技術専門学校 富山県富山市向新庄327 H6.4.1廃止

第16号 山口県立東部高等産業技術学校 山口県周南市瀬戸見町15番1号 H18.3.31廃止

第17号 山梨県立高等技術専門校 山梨県塩山市上於曽1308 H6.3.31廃止

第18号 静岡県立静清高等職業訓練校 静岡県清水市楠160 S59.5.2廃止

第19号 飯塚職業能力開発促進センター 福岡県飯塚市柏の森83―9 H12.4.10廃止

第21号 八幡技能開発センター 福岡県北九州市八幡西区穴生3―5―1 S61.3.18廃止

第22号 日高職業能力開発促進センター 和歌山県日高郡日高町大字荊木310 H12.4.10廃止

第25号 全国農業協同組合連合会岡山講習所 岡山県岡山市富原2475 H9.3.26廃止

第26号 全国農業協同組合連合会九州講習所 佐賀県三養基郡中原町大字原古賀5473―1 H9.3.26廃止

第27号 郡山高等技術専門校 福島県郡山市上野山5 H5.2.5廃止

第28号 近江八幡総合高等職業訓練校 滋賀県近江八幡氏吉川町1414 H3.5.14廃止

第29号 荒尾職業能力開発促進センター 熊本県荒尾市大字荒尾東大谷4409 H16.3.31廃止

第31号 旭川職業能力開発促進センター 北海道旭川市永山八条20―109―3 H14.4.18廃止

第33号 大阪総合高等職業訓練校 大阪府東大阪市新上小阪5―36 H2.5.11廃止

第34号 延岡職業能力開発促進センター 宮崎県延岡市土々呂町6―3028 H6.3.28廃止

第35号 小野田技術開発センター 山口県小野田市西高泊1261―1 H3.2.5廃止

第36号 能登技能開発センター 石川県鳳至郡穴水町由比ヶ丘イの45 S62.11.5廃止

第37号 秋田職業能力開発促進センター 秋田県南秋田郡天王町天皇字上北野4の143 H12.4.10廃止

第38号 伊万里職業能力開発促進センター 佐賀県伊万里市東山代町里359―4 H12.4.10廃止

第39号 佐世保職業能力開発促進センター 長崎県佐世保市指方町668 H13.4.13廃止
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第40号 神奈川技能開発センター 神奈川県横浜市旭区南希望が丘78 H1.5.18廃止

第41号 宇佐職業能力開発促進センター 大分県宇佐市大字神子山新田39―10 H12.4.10廃止

第42号 函館職業能力開発促進センター 北海道函館市日吉町3―23―1 H16.3.31廃止

第45号 コスモ石油ガス株式会社研修センター 茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋字新割5971―10 H27.3.31廃止

第46号 岩谷産業株式会社東京研修所 東京都福生市武蔵野台1―27―1 H5.10.7廃止

第48号 昭和シェル石油石岡研修センター 茨城県石岡市南台三丁目21番11号 H27.3.31廃止

第49号 JX日鉱日石エネルギー中央研所 東京都西東京市谷戸町2丁目 廃止

第51号 広島県福山高等具術専門校 広島県福山市山手町六丁目30―1 H25.3.27廃止

第52号 石川県立能登高校技術専門校 石川県珠洲郡内浦町字松波3字60―3 H10.3.31廃止

第54号 愛知県立高浜高等技術専門校 愛知県高浜市碧海町4―1―6 H28.3.16廃止

第55号 愛知県立名古屋高等技術専門校 愛知県名古屋市南区阿原町23 H5.6.21廃止

第56号 沖縄県立具志川職業能力開発校 沖縄県うるま市兼箇段1945 H30.4.1廃止

第59号 青森職業訓練短期大学校 青森県五所川原市大字戸沢字畑林 H1.3.29廃止

第61号 長崎職業能力開発促進センター 長崎県諫早市小船越町1113 H16.3.31廃止

第63号 いわき職業能力開発促進センター 福島県いわき市内郷綴町舟場1―1 H12.4.10廃止

第64号 徳島県立徳島テクノスクール 福島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦128―4 H9.4.1廃止

第66号 福岡県立久留米高等技術専門校 福岡県久留米市合川町字前田1786番2 H21.2.24廃止

第69号 沖縄職業能力開発促進センター 沖縄県中頭郡北谷町字吉原728―6 H16.3.31廃止

第70号 三井液化ガス株式会社研修センター 神奈川県綾瀬市吉岡東三丁目8番39号 H18.12.19廃止

第72号 鹿児島県立姶良高等技術専門校 鹿児島県姶良郡姶良町西餠田1120 H6.3.14廃止

第73号 新潟県立魚沼テクノスクール 新潟県北魚沼郡堀之内町大字堀之内3335―1 H10.4.2廃止

第74号 埼玉県立春日部高等技術専門校 埼玉県春日部市下大増新田61番地1 H22.3.19廃止

第78号 セントラル石油瓦斯中央研修所 栃木県小山市花垣町2―11―22 H18.4.1廃止

第81号 鹿児島県立鹿屋高等技術専門校 鹿児島県鹿屋市川西町3428 H11.3.18廃止

第82号 佐賀県立産業技術学院 佐賀県多久町7183―1 H25.4.1廃止

第83号 北陸エネルギー技術工学院 富山県富山市上野新町3―1 H15.10.3廃止

第85号 石川県立七尾産業技術専門校 石川県七尾市津向町へ部34 H19.3.31廃止

第88号 アストモスエネルギー株式会社研修センター 千葉県市原市姉崎海岸24番地4 H21.1.1廃止

第89号 宮崎県立産業技術専門校 宮崎県西都市大字右松362番地1 H30.3.31廃止

第94号 株式会社ミツウロコ技術研修センター 群馬県伊勢崎市中央町14番1 H31.3.31廃止

4


	設備士



