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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

2020
年度

豊能北障害者就業・生活支援センター 大阪府箕面市 2020年9月12日

江別市立大麻東小学校 北海道江別市 2020年12月1日

山梨県立かえで支援学校 山梨県甲府市 2020年12月9日

東京都立白鷺特別支援学校 東京都江戸川区 2020年12月16日

東京都立久我山青光学園 オンライン（東京都世田谷区） 2021年2月26日

川崎市立田島支援学校 神奈川県川崎市 2021年3月2日

大阪市職業リハビリテーションセンター 大阪府大阪市 2021年3月10日

県北親の会ネット オンライン（岡山県津山市） 2021年3月21日

お金で学ぶさんすう オンライン（京都府京都市）
2020年8月30日／11月15日

2021年1月31日

2019
年度

障害者就業・生活支援センター あかね園 千葉県習志野市 2019年5月14日／12月6日

江東通勤寮 東京都江東区 2019年6月5日

障がい者自立支援センター なごや 愛知県名古屋市 2019年8月21日／8月23日

神戸市立盲学校 兵庫県神戸市 2019年8月30日

成人したわが子の生活を考える会 三重県四日市市 2019年9月4日

.立川市障害者就労支援センター はたらこ 東京都立川市 2019年9月27日／10月31日

江別市立大麻東小学校 北海道江別市 2019年9月30日

和歌山県有田振興局健康福祉部（湯浅保健所） 和歌山県有田郡湯浅町 2019年10月1日

神戸市立いぶき明生支援学校 兵庫県神戸市 2019年10月7日

葛飾区就労支援連絡会 東京都葛飾区 2019年10月15日

障害者研修保養センター 横浜あゆみ荘 神奈川県横浜市 2019年10月26日

●「知的障がい者等に対する金融教育講座」開催実績



年度 開催協力団体 実施場所 開催日

2019
年度

しょうがい者就業・生活支援センター あん 京都府木津川市 2019年10月26日

新宿区勤労者・仕事支援センター 東京都新宿区 2019年10月27日

北広島市しょうがい児者を持つ親の会 北海道北広島市 2019年11月9日

大阪ダウン症親の連絡会 大阪府大阪市 2019年11月9日

江別市立大麻西小学校 北海道江別市 2019年11月12日

名古屋手をつなぐ育成会 愛知県名古屋市 2019年11月16日

芽室町発達支援センター 北海道芽室市 2019年11月16日

児童アフターケアひかり 広島県広島市 2019年11月23日

ゆう・きっず 発達の気になる子をもつ親の会 大阪府吹田市 2019年11月24日

岸和田市社会福祉協議会 大阪府岸和田市 2019年12月7日

百笑くらぶゆるり人 愛媛県四国中央市 2019年12月10日

山梨県立かえで支援学校 山梨県甲府市 2019年12月13日

静岡市静岡手をつなぐ育成会 静岡県静岡市 2019年12月14日

秦野市成年後見利用支援センター 神奈川県秦野市 2020年1月23日

サポートセンターbeing桜山 愛知県名古屋市 2020年1月25日

湯沢市地域未来塾・障害者のための生涯学習TABIJI 秋田県湯沢市 2020年1月25日

横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター 神奈川県横浜市 2020年2月6日

クローバー 東京都豊島区 2020年2月9日

むくの木ワーク 家族会 三重県津市 2020年2月15日

三重県自閉症協会 三重県津市 2020年2月17日

しょうがい者就業・生活支援センター はあとふるアイリス 京都府京都市 2020年2月22日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
30
年度

廿日市市手をつなぐ育成会 広島県廿日市市 平成30年4月5日

富山県LD等発達障害及び周辺児者親の会 ゆうの会 富山県富山市 平成30年4月15日

岐阜ダウン症の会 ピュア 岐阜県大垣市 平成30年5月20日

岐阜県ＬＤ等親の会 れんげの会 岐阜県各務原市 平成30年5月20日

大阪市西区役所 大阪府大阪市 平成30年6月29日

川崎市立田島支援学校 神奈川県川崎市 平成30年7月9日

東京都立町田の丘学園 東京都町田市 平成30年7月24日

あゆみＯＢ会 東京都東村山市 平成30年8月1日

こっこの会 埼玉県鶴ヶ島市 平成30年8月4日

和歌山県立南紀支援学校 和歌山県西牟婁郡上富田町 平成30年8月28日

広島市社会福祉協議会 広島県広島市 平成30年8月28日

国東市障がい者地域自立支援協議会 大分県国東市 平成30年9月1日

みんなの家 家族会 兵庫県姫路市 平成30年9月9日

草津手をつなぐ育成会 滋賀県草津市 平成30年9月11日

児童アフターケアひかり 広島県広島市 平成30年9月23日

渋谷区障害者就労支援センター 東京都渋谷区 平成30年10月6日

埼玉親の会「麦」 埼玉県さいたま市 平成30年10月14日

スモールすてっぷ 福岡県福岡市 平成30年10月20日

八尾市障がい児者問題協議会 大阪府八尾市 平成30年10月20日

鹿児島県自閉症協会
鹿児島県鹿児島市
鹿児島県薩摩川内市

平成30年10月28日
平成30年12月22日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
30
年度

ハートキーパーの会 石川県金沢市 平成30年10月28日

高槻地域生活総合支援センター ぷれいすＢｅ 家族会 大阪府高槻市 平成30年11月1日

大阪教育大学附属特別支援学校 大阪府大阪市 平成30年11月9日

北広島市しょうがい児者を持つ親の会 北海道北広島市 平成30年11月17日

秦野市成年後見利用支援センター 神奈川県秦野市 平成30年12月3日

今治市手をつなぐ育成会 愛媛県今治市 平成30年12月8日

北海道学習障害児・者親の会 クローバー 北海道札幌市 平成30年12月8日

神戸市立いぶき明生支援学校 兵庫県神戸市 平成30年12月14日

スマイルシード 大阪府箕面市 平成30年12月15日

神戸障害者就業・生活支援センター 兵庫県神戸市 平成30年12月22日

神戸市立ワークセンターひょうご 兵庫県神戸市 平成31年1月8日

能力開発センター 兵庫県西宮市 平成31年1月15日

東村山市障害者就労支援室 東京都東村山市 平成31年1月19日

甲賀市発達障がい児等を持つ親の会 こころはなまる 滋賀県甲賀市 平成31年1月19日

能代市芸術文化協会 秋田県能代市 平成31年1月19日

京都障害者就業・生活支援センター 京都府京都市 平成31年1月26日

東京都立青峰学園 東京都青梅市 平成31年2月1日

宮崎障害者雇用支援センター 宮崎県宮崎市 平成31年2月2日

しょうがい者就業・生活支援センター はあとふるアイリス 京都府京都市 平成31年2月9日

橋本市障害児者父母の会 和歌山県橋本市 平成31年2月16日

広島県発達障害者支援センター 広島県東広島市 平成31年2月16日

大田区手をつなぐ育成会 東京都大田区 平成31年2月19日

兵庫県立東はりま特別支援学校 兵庫県加古郡播磨町 平成31年2月26日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
30
年度

神奈川県立茅ケ崎養護学校 神奈川県茅ヶ崎市 平成31年3月1日

Believe（びりぃぶ） 東京都目黒区 平成31年3月2日

岡山県自閉症協会 岡山県岡山市 平成31年3月10日

大阪市職業リハビリテーションセンター 大阪府大阪市 平成31年3月13日

あい・あい福祉会 大阪府茨木市 平成31年3月29日

平成
29
年度

まどか保護者会 宮城県仙台市 平成29年 4月22日

鹿児島県自閉症協会 鹿児島県南さつま市 平成29年 5月28日

河内地区聴力障害者協会 大阪府羽曳野市 平成29年 6月11日

上田市社会福祉協議会 長野県上田市 平成29年 6月28日

みちくさ 三重県名張市 平成29年 7月1日

宮崎障害者雇用支援センター キャリアアシスト宮崎 宮崎県宮崎市 平成29年 7月2日

川崎市立田島支援学校 神奈川県川崎市 平成29年 7月10日

地域生活支援センター びーと 東京都武蔵野市 平成29年 7月15日

こっこの会 埼玉県鶴ヶ島市 平成29年 7月17日

京都府自閉症協会 京都府京都市 平成29年 8月6日

障がい者生活支援センター タイレシ 大分県国東市 平成29年 9月1日

ノベルテの会 和歌山県和歌山市 平成29年 9月7日

あゆみＯＢ会 東京都東村山市 平成29年 9月8日

和歌山県盲ろう支援学校PTA連合会 和歌山県和歌山市 平成29年 9月9日

横浜市自閉症協会 神奈川県横浜市 平成29年 9月16日

広島市障害者自立支援協議会 広島県広島市 平成29年 9月20日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
29
年度

ひまわり 岐阜県岐阜市 平成29年10月1日

しょうがい者就業・生活支援センター「あん」 京都府木津川市 平成29年10月5日

兵庫県立こやの里特別支援学校 兵庫県川辺郡猪名川町 平成29年10月6日

岡山県自閉症児を育てる会 岡山県岡山市 平成29年10月13日

こっこの会 埼玉県鶴ヶ島市 平成29年10月14日

児童発達支援センターひよこ園 保護者会 愛媛県今治市 平成29年10月19日

高畠町自立支援協議会 山形県東置賜郡高畠町 平成29年10月19日

秦野市成年後見利用支援センター 神奈川県秦野市 平成29年11月1日

地域作業所おだか 神奈川県横浜市 平成29年11月8日

アミひめじ 兵庫県姫路市 平成29年11月13日

兵庫県立西はりま特別支援学校ＰＴＡ 兵庫県たつの市 平成29年11月16日

神戸市立いぶき明生支援学校 兵庫県神戸市 平成29年11月16日

いわき市保健福祉課 権利擁護・成年後見センター 福島県いわき市 平成29年11月18日

三次市障害者支援センター 広島県三次市 平成29年11月28日

アップル・シード 愛知県瀬戸市 平成29年12月2日

障害者支援施設 ふれあいライフ原 家族会 広島県廿日市 平成29年12月3日

品川区知的障害者育成会 東京都品川区 平成29年12月7日

北海道学習障害児・者親の会 クローバー 北海道札幌市 平成29年12月9日

むく福祉会 家族会 京都府綴喜郡宇治田原町 平成29年12月10日

東京都立町田の丘学園 東京都町田市 平成29年12月18日

マスママカレッジ 千葉県習志野市 平成29年12月23日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
29
年度

今治市手をつなぐ育成会 愛媛県今治市 平成30年1月7日

福山市障がい者総合支援協議会 広島県福山市 平成30年1月10日

東大和市障害者就労生活支援センター 東京都東大和市 平成30年1月13日

東村山市障害者就労支援室 東京都東村山市 平成30年1月21日

横浜市立若葉台特別支援学校 神奈川県横浜市 平成30年1月24日

兵庫県立東はりま特別支援学校 兵庫県加古郡播磨町 平成30年1月30日

専攻科 滋賀の会 滋賀県野洲市 平成30年2月4日

北広島市しょうがい児者を持つ親の会 北海道北広島市 平成30年2月10日

発達障がいに関する交流会 伊丹カモン 兵庫県伊丹市 平成30年2月14日

秋田県能代山本障害者就業・生活支援センター 秋田県能代市 平成30年2月17日

宮崎大学教育学部附属中学校 宮崎県宮崎市 平成30年2月18日

大田区手をつなぐ育成会 東京都大田区 平成30年2月19日

神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 神奈川県横浜市 平成30年2月21日

能力開発センター 兵庫県西宮市 平成30年2月27日

山梨県立かえで支援学校 山梨県甲府市 平成30年2月28日

神戸市立ワークセンターひょうご 兵庫県神戸市 平成30年2月28日

オープンカレッジ～きんちゃいみまさかれじ～ 岡山県津山市 平成30年3月3日

生活支援センター あんだんて 大阪府高槻市 平成30年3月10日

大阪市西区地域自立支援協議会 大阪府大阪市 平成30年3月14日

岡山県自閉症協会 岡山県岡山市 平成30年3月18日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
28
年度

新宿区手をつなぐ親の会 東京都新宿区 平成28年４月２８日

鹿児島県自閉症協会 鹿児島県南さつま市 平成28年５月２２日

凸と凹の会 三重県名張市 平成28年５月2２日

小牧市手をつなぐ育成会 愛知県小牧市 平成28年６月１０日

かごしま手をつなぐ親の会 鹿児島県鹿児島市 平成28年６月１８日

大阪LD親の会 おたふく会 大阪府大阪市 平成28年６月２５日

諏訪圏域障がい者就業・生活支援センター 長野県諏訪市 平成28年７月９日

東郷町知的障害児・者連絡協議会 愛知県東郷町 平成28年７月１０日

川崎市立田島支援学校 神奈川県川崎市 平成28年７月１１日

北海道自閉症協会 札幌分会 北海道札幌市 平成28年７月１６日

越谷市障害者就労訓練施設しらこばと 埼玉県越谷市 平成28年７月２０日

播磨町地域自立支援協議会 兵庫県加古郡播磨町 平成28年７月３０日

こっこの会(子どもの特性を見守り育む会) 埼玉県鶴ヶ島市 平成28年８月２７日

台東区教育委員会生涯学習課 東京都台東区 平成28年８月２８日

京都府自閉症協会 京都府京都市 平成28年９月８日

大分県社会福祉介護研修センター 大分県大分市 平成28年９月９日

東村山市障害者就労支援室 東京都東村山市 平成28年９月２５日

座間地区自閉症児・者親の会 神奈川県座間市 平成28年10月7日

長崎能力開発センター 長崎県雲仙市 平成28年10月15日

横浜戸塚就労支援センター 神奈川県横浜市 平成28年10月16日

凸凹Kidsすぺいす 東京都世田谷区 平成28年10月22日

わーくす大師 神奈川県川崎市 平成28年10月25日

広島市手をつなぐ育成会 広島県広島市 平成28年10月30日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
28
年度

神奈川県立平塚養護学校OB会 やきいもの会 神奈川県秦野市 平成28年１１月６日

品川区知的障害者育成会 東京都品川区 平成28年１１月７日

アウトリーチプロジェクト 熊本県熊本市 平成28年１１月１１日

しょうがい者就業・生活支援センター あん 京都府木津川市 平成28年１１月１１日

大阪LD親の会 おたふく会 大阪府大阪市 平成28年１１月１２日

西部地区障害者の進路保障をめざす会 京都府京都市 平成28年１１月２４日

埼玉親の会 麦 埼玉県さいたま市 平成28年１２月３日

ＴＧＷ親の会 愛知県名古屋市 平成28年１２月４日

神奈川県立茅ケ崎養護学校 神奈川県茅ケ崎市 平成28年１２月９日

兵庫県立東はりま特別支援学校 兵庫県加古郡播磨町 平成28年１２月１４日

田原市手をつなぐ育成会 愛知県田原市 平成2９年１月８日

今治市手をつなぐ育成会 愛媛県今治市 平成2９年１月８日

神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 神奈川県横浜市 平成2９年１月１３日

能力開発センター 兵庫県西宮市 平成2９年１月１３日

障害者就業・生活支援センター さつき 静岡県静岡市 平成2９年１月１５日

市民後見センターちば 千葉県浦安市 平成2９年１月２８日

山梨県立かえで支援学校 山梨県甲府市 平成2９年２月１日

福島県立相馬養護学校 福島県相馬市 平成2９年２月１０日

沖縄県自閉症協会 沖縄県那覇市 平成2９年２月１２日

広島中央障害者就業・生活支援センター 広島県東広島市 平成2９年２月１日

岡山県自閉症協会 岡山県岡山市 平成2９年３月５日

宮崎障害者雇用支援センター キャリアアシスト宮崎 宮崎県宮崎市 平成2９年３月１２日

萩市障害者生活支援センター ほっとすぺーす 山口県山口市 平成2９年３月１９日

みらい号 北海道札幌市 平成2９年３月２６日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
27
年度

福島県立盲学校 福島県福島市 平成2７年 ５月１５日／７月３日

青森県八戸市手をつなぐ育成会 青森県八戸市 平成2７年５月１７日

こうよう親の会 神奈川県横浜市 平成2７年５月2４日

むさしの発達障がい支援サークル しょーとてんぱー 東京都武蔵野市 平成2７年６月８日

北名古屋市知的障害者育成会 愛知県北名古屋市 平成2７年６月１３日

障害者支援施設 はーとふるチハヤ 群馬県みどり市 平成2７年６月２１日

三浦市社会福祉協議会 神奈川県三浦市 平成2７年７月１２日

山梨県立育精福祉センター 山梨県南アルプス市 平成2７年７月２５日

佐賀県手をつなぐ育成会 佐賀県唐津市 平成2７年７月2６日

静岡手をつなぐ育成の会／静岡市静岡手をつなぐ育成会 静岡県静岡市 平成2７年８月１日

茅ヶ崎地区自閉症児・者親の会 神奈川県茅ケ崎市 平成2７年８月９日

八王子アフタースクール 東京都八王子市 平成2７年８月２９日

東村山市障害者就労支援室 東京都東村山市 平成2７年９月６日

武蔵野東学園 東京都小金井市 平成2７年９月７日

ほっとスペース ぴぐまりおん 神奈川県横浜市 平成2７年９月２７日

クローバー 東京都豊島区 平成2７年 10月6日

長崎能力開発センター 長崎県雲仙市 平成2７年 10月10日

群馬県知的障害者福祉協会 群馬県前橋市 平成2７年 10月22日

札幌市手をつなぐ育成会 北海道札幌市 平成2７年 10月28日

障がい者総合サポートセンター さぽーとぴあ 東京都大田区 平成2７年 11月7日

障害者就業・生活支援センター サンシティひらつか 神奈川県平塚市 平成2７年 11月14日

バンビの会 大阪府箕面市 平成2７年 11月17日

尼崎ろうあ協会 兵庫県尼崎市 平成2７年 11月30日

10



年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
27
年度

秦野市自閉症児・者親の会 神奈川県秦野市 平成2７年 12月2日

品川区知的障害者育成会 東京都品川区 平成2７年 12月4日

京都府自閉症協会 京都府京都市 平成2７年 12月10日

滋賀県立草津養護学校 滋賀県草津市 平成2７年 12月12日

ＴＧＷ親の会 愛知県名古屋市 平成2７年 12月20日

くるみ－来未 神奈川県川崎市 平成28年 1月10日

県北親の会ネット 岡山県津山市 平成28年 1月10日

静岡大学教育学部附属特別支援学校 後援会 静岡県静岡市 平成28年 1月24日

高岡障害者就業・生活支援センター 富山県高岡市 平成28年 1月29日

砺波障害者就業・生活支援センター 富山県高岡市 平成28年 1月30日

山梨県立かえで支援学校 山梨県甲府市 平成28年 2月3日

豊明市手をつなぐ育成会 愛知県豊明市 平成28年 2月3日

神奈川県立中原養護学校 神奈川県川崎市 平成28年 2月10日

くまもと発達支援親の会 めだか 熊本県熊本市 平成28年 2月11日

福島県立相馬養護学校 福島県相馬市 平成28年 2月12日

障害者就業・生活支援センター あかね園 千葉県習志野市 平成28年 2月16日

プレアデス 神奈川県南足柄市 平成28年 2月19日

東京都立八王子特別支援学校 東京都八王子市 平成28年 2月22日

広島中央障害者就業・生活支援センター 広島県東広島市 平成28年 2月27日

呉安芸地域障害者就業・生活支援センター 広島県呉市 平成28年 2月28日

東京都立足立特別支援学校 東京都足立区 平成28年 ３月１日

中央区考える会 東京都中央区 平成28年 ３月５日

広島市手をつなぐ育成会 広島県広島市 平成28年 ３月６日

多摩・ASD親の会 東京都国立市 平成28年 ３月１２日

障害者就業・生活支援センター ラポール 高知県四万十市 平成28年 ３月１３日
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年度 開催協力団体 実施場所 開催日

平成
26
年度

横浜市金沢区社会福祉協議会／金沢区障がい福祉保健“いきいきネット” 神奈川県横浜市 平成26年 6月6日

八王子アフタースクール 東京都八王子市 平成26年8月30日

就労移行支援施設 あるく伏見 愛知県名古屋市 平成26年9月23日

福島県立いわき養護学校 福島県いわき市 平成26年9月24日／平成27年1月23日

福島県立大笹生養護学校 福島県福島市 平成26年9月25日／11月26日

武蔵野東高等専修学校 東京都武蔵野市 平成26年10月18日

川崎市立東生田小学校 通級指導教室 親の会 神奈川県川崎市 平成26年10月23日

いわき障害者就業・生活支援センター 福島県いわき市 平成26年10月26日

呉安芸地域障害者就業・生活支援センター 広島県呉市 平成26年11月1日

東京都立八王子特別支援学校 東京都八王子市 平成26年11月18日／平成27年2月23日

福島県立あぶくま養護学校 福島県郡山市 平成2７年1月９日

京都市育成学級 親の会 京都府京都市 平成2７年２月１３日

藤沢市住まいと暮らし連絡会 神奈川県藤沢市 平成2７年２月２６日

横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター 神奈川県横浜市 平成2７年３月1日

平成
25
年度

湘南とつかＹＭＣＡ 神奈川県横浜市 平成25年 9月7日／ 9月１４日 ／１１月９日

ささしまサポートセンター 愛知県名古屋市 平成25年11月16日

呉安芸地域障害者・生活支援センター 広島県呉市 平成25年11月23日

川崎市立川崎小学校 通級指導教室 親の会 神奈川県川崎市 平成25年11月28日

依存問題の支援に携わる人たちの勉強会 神奈川県横浜市 平成25年12月1日

福島大学 災害復興研究所 福島県福島市 平成26年1月13日

熱田区障害者地域生活支援センター 愛知県名古屋市 平成26年2月9日

東京都立葛飾特別支援学校 東京都葛飾区 平成26年2月18日

横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター 神奈川県横浜市 平成26年2月19日

東京都立八王子特別支援学校 東京都八王子市 平成26年2月20日

東京都立七生特別支援学校 東京都日野市 平成26年3月14日

LD（学習障害）とそれに類似する児・者の親の会 にんじん村 東京都世田谷区 平成26年３月2１日

12
※平成２５年度は多重債務者問題からみた社会福祉のあり方研究会（おたふくけん）との共催


