
平成３０年度介護に関する入門的研修実施予定
平成30年8月23日現在

都道府県名 実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員 受講料 申込窓口・連絡先 介護人材確保担当部署 電話番号

北 海 道
保健福祉部
福祉局地域福祉課

０１１－２０４－５２６８

青 森 県 青森県
公益財団法人介護労働安定
センター青森支部

①11/27～30
②12/11～14
③12/18～21
④1/8～1/11
⑤1/15～18
⑥1/22～25

①中南地域：サンライフ弘前
　　　　　　　　　（弘前市大字豊田1-8-1）
②上十三地域：三沢市国際交流教育センター
　　　　　　　　　（三沢市三沢字園沢230－1）
③西北五地域：五所川原市民学習情報センター
　　　　　　　　　（五所川原市字一ツ谷503－5）
④三八地域：八戸市総合福祉会館
　　　　　　　　　（八戸市根城8丁目8－155）
⑤東青地域：はまなす会館
　　　　　　　　　（青森市問屋町1－10－10）
⑥下北地域：下北文化会館
　　　　　　　　　（むつ市金谷1－10－1）

180名
（各地域30名）

無料

公益財団法人
介護労働安定センター青森支部

TEL:017－777－4331

健康福祉部
高齢福祉保険課
介護人材支援グループ

017－734－9298

岩手県
社会福祉法人岩手県社会福
祉協議会

未定
(10～11月を
予定)

盛岡市内（予定） 10名程度 無料
岩手県社会福祉協議会福祉
人材センター
019-637-4522

岩手県
社会福祉法人岩手県社会福
祉協議会

未定
(11～12月を
予定)

盛岡市又は盛岡市以外で調整中
（予定）

10名程度 無料
岩手県社会福祉協議会福祉
人材センター
019-637-4522

宮 城 県
保健福祉部
長寿社会政策課企画推進班

022-211-2536

秋 田 県
健康福祉部
長寿社会課介護保険班

０１８－８６０－１３６３

山 形 県 健康福祉部長寿社会政策課 023-630-2273

福 島 県 保健福祉部社会福祉課
０２４－５２１－７３２２
(直通）

茨 城 県 茨城県保健福祉部福祉指導課 029-301-3197

栃 木 県
保健福祉部保健福祉課
地域福祉担当

028-623-3047

群 馬 県
健康福祉部介護高齢課
介護人材確保対策室
人材確保係

０２７－２２６－２５６５
（直通）

岩 手 県 保健福祉部長寿社会課 019-629-5435

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

平成３１年度からの実施を検討中
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平成３０年度介護に関する入門的研修実施予定
平成30年8月23日現在

都道府県名 実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員 受講料 申込窓口・連絡先 介護人材確保担当部署 電話番号

埼 玉 県 埼玉県
株式会社
シグマスタッフ

7月～1月
各会場
（高齢者等介護職就労支援事業の一環とし
て実施）

300名 無料
研修のみの実施はしておりません。
詳細は埼玉県高齢者福祉課介護人材
担当へお問い合わせください。

福祉部　高齢者福祉課
介護人材担当

福祉部　社会福祉課
施設指導・福祉人材担当

０４８－８３０－３２３２

０４８－８３０－３２７６

千 葉 県
千葉県健康福祉指導課
福祉人材班

０４３－２２３－２６０６

東 京 都 東京都
社会福祉法人
東京都社会福祉協議会

予定
（10月～2月）

都内に所在する事業者にて実施

予定
（1回あたり
の最低定員
20人程度）

無料

社会福祉法人東京都社会福
祉協議会東京都福祉人材セ
ンター
03-5800-3335

福祉保健局　高齢社会対策部
計画課　計画担当

東京都福祉保健局生活福祉部
地域福祉課福祉人材対策担当

０３－５３２０－４５７６

０３－５３２０－４０４９

神 奈 川 県 神奈川県
社会福祉法人
神奈川県社会福祉協議会

未定 県内各地域で合計５回程度実施予定
合計100名

程度
無料 調整中

福祉子どもみらい局福祉部地
域福祉課

045-210-4768

新 潟 県 福祉保健部　高齢福祉保健課 025-280-5272

富 山 県
厚生部　厚生企画課
地域共生福祉係

０７６－４４４－３１９７
（内線３４２４）

石 川 県
健康福祉部　厚生政策課
福祉人材・サービスＧ

０７６－２２５－１４１９

福 井 県
健康福祉部長寿福祉課
介護保険支援グループ

0776-20-0331
（内線2563）

山 梨 県 健康長寿推進課
055-223-1451
（内線3107）

長 野 県 健康福祉部地域福祉課 ０２６－２３５－７１２９

岐 阜 県
健康福祉部高齢福祉課
長寿社会推進係

０５８－２７２－１１１１
（内線２５９４）
０５８－２７２－８２８９
（直通）

静 岡 県
健康福祉部福祉長寿局
介護保険課

０５４－２２１－２０８４

愛 知 県
健康福祉部地域福祉課
福祉人材確保グループ

０５２－９５４－６８１４
（ダイヤルイン）

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし（県独自の類似研修あり）

検討中

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし
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平成３０年度介護に関する入門的研修実施予定
平成30年8月23日現在

都道府県名 実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員 受講料 申込窓口・連絡先 介護人材確保担当部署 電話番号

三 重 県
医療保健部　長寿介護課
居宅サービス班

０５９－２２４－２２６２

滋 賀 県 滋賀県 未定 未定 未定 未定
健康医療福祉部　医療福祉推
進課　介護人材確保係

０７７－５２８－３５９７

京 都 府
健康福祉部　介護・地域福祉
課　福祉人材・企画担当

０７５－４１４－４５６１

大 阪 府 大阪府
公益社団法人
大阪介護福祉士会

８～３月
府内７ブロックにおいて年間28回開催
（大阪市、泉南、泉北、中河内、南河内、北河内、
北摂）

各50名 1,000円

公益社団法人
大阪介護福祉士会
電話：06-6766-3633
ＦＡＸ06-6766-3632
Ｅ-mail　info@kaigo-osaka.jp

福祉部地域福祉推進室
福祉人材・法人指導課

０６－６９４４－９１６５

兵庫県 検討中 検討中 検討中 検討中

赤穂市 検討中 検討中 検討中 検討中

奈 良 県
福祉医療部長寿・福祉人材確
保対策課

0742-27-8039

和 歌 山 県
福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課

０７３－４４１－２５１９

鳥 取 県
福祉保健部
ささえあい福祉局長寿社会課

０８５７－２６－７１７６

兵 庫 県

健康福祉部少子高齢局
高齢政策課

健康福祉部社会福祉局
社会福祉課

０７８－３６２－９１１７

０７８－３６２－９１２１

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし

実施予定なし（県独自の類似研修あり）

平成３１年度からの実施を検討中
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平成３０年度介護に関する入門的研修実施予定
平成30年8月23日現在

都道府県名 実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員 受講料 申込窓口・連絡先 介護人材確保担当部署 電話番号

島根県 島根県社会福祉協議会
①8/5～7
②8/19～21

①隠岐会場
　隠岐の島町総合福祉センター
②出雲会場
　出雲市民会館

20名

島根県 島根県社会福祉協議会
③8/27～29
④8/29～31

③松江会場
　いきいきプラザ島根
④浜田会場
　いわみーる

20名

島根県 島根県社会福祉協議会
⑤9/1～3
⑥9/4～6

⑤雲南会場
　三刀屋健康福祉センター
⑥益田会場
　益田市総合福祉センター

20名

島根県 島根県社会福祉協議会
⑦9/9～11
⑧9/19～21

⑦安来会場
　安来市健康福祉センター
⑧大田会場
　大田市民会館

20名

島根県 島根県社会福祉協議会 ⑨9/26～28
⑨江津会場
　ポリテクカレッジ島根

20名

岡山県 ㈱パソナ岡山
9/4,11,18,25
10/1,9
(予定）

岡山市北区駅元町１－６
岡山フコク生命駅前ビル１０F
（委託先研修室）

20名 無料
株式会社パソナ岡山
０１２０－３７３－７６１

岡山県 ㈱パソナ岡山

10/17,31
11/14,28
12/12,26
(予定)

岡山市北区駅元町１－６
岡山フコク生命駅前ビル１０F
（委託先研修室）

20名 無料
株式会社パソナ岡山
０１２０－３７３－７６１

岡山県 ㈱パソナ岡山
1/24,31
2/7,14,21,28
(予定)

岡山市北区駅元町１－６
岡山フコク生命駅前ビル１０F
（委託先研修室）

20名 無料
株式会社パソナ岡山
０１２０－３７３－７６１

広 島 県
健康福祉局　医療介護人材課
介護人材グループ

082-513-3142
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

山口県
社会福祉法人
山口県
社会福祉協議会

11/2,7,22,30
12/6

山口市秋穂二島1026
山口県セミナーパーク

50名

山口県
社会福祉法人
山口県
社会福祉協議会

11/26,30,
12/6,14,18

山口市秋穂二島1026
山口県セミナーパーク

50名

無料

社会福祉法人
山口県社会福祉協議会
福祉研修センター
FAX083-987-0124

健康福祉部　高齢者福祉課 0852-22-5111

保健福祉部　保健福祉課 ０８６－２２６－７３１７

無料

【東部・隠岐】
島根県福祉人材センター
（松江市東津田町1741-3）
TEL 0852-32-5957

【西部】
島根県福祉人材センター
石見分室
（浜田市野原町1826-1）
TEL 0855-24-9340

岡山県

島 根 県

山 口 県 健康福祉部厚政課 ０８３－９３３－２７２４

実施予定なし
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平成３０年度介護に関する入門的研修実施予定
平成30年8月23日現在

都道府県名 実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員 受講料 申込窓口・連絡先 介護人材確保担当部署 電話番号

徳 島 県
保健福祉部地域福祉課
保健福祉部長寿いきがい課

088-621-2167
088-621-2159

香 川 県 香川県 調整中 調整中 調整中 調整中 無料 調整中
健康福祉部長寿社会対策課
健康福祉部健康福祉総務課

０８７－８３２－３２６７
０８７－８３２－３２８０

愛 媛 県
保健福祉部いきがい推進局
長寿介護課

089-912-2338

高 知 県
地域福祉部
地域福祉政策課
福祉・介護人材対策室

088-823-9631

福岡県 福岡県社会福祉協議会 8/25、11/3
クローバープラザ
（春日市原町３－１－７）

50名 無料
社会福祉法人福岡県社会福祉
協議会
092-584-3310

福岡県 福岡県社会福祉協議会 8/26、11/11
大牟田文化会館
（大牟田市不知火町２－１０－２）

50名 〃 〃

福岡県 福岡県社会福祉協議会 9/9、11/4
ウィズゆくはし
（行橋市中津熊５０１）

50名 〃 〃

福岡県 福岡県社会福祉協議会 9/15、11/17
田川青少年文化ホール
（田川市平松町３－３６）

50名 〃 〃

福岡県 福岡県社会福祉協議会
1/26、2/2、
2/9、2/23、3/2

クローバープラザ
（春日市原町３－１－７）

50名 〃 〃

福岡県 福岡県社会福祉協議会
12/2、12/16、
12/23、1/13、
1/20

久留米市総合福祉会館
（久留米市長門石１－１－３２）

50名 〃 〃

福岡県 福岡県社会福祉協議会
1/27、2/3、
2/10、2/17、
2/24

八幡西生涯学習総合センター
（北九州市八幡西区黒崎３－１５－３コムシティ
内）

50名 〃 〃

福岡県 福岡県社会福祉協議会
12/8、12/15、
12/22、1/12、
1/19

庄内保健福祉総合センターハーモニー
（飯塚市網分７７１－１）

50名 〃 〃

福 岡 県
保健医療介護部
高齢者地域包括ケア推進課
介護人材係

０９２－６４３－３３２７
（内線３１５６）

未定

実施予定なし

平成３１年度からの実施を調整中
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平成３０年度介護に関する入門的研修実施予定
平成30年8月23日現在

都道府県名 実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員 受講料 申込窓口・連絡先 介護人材確保担当部署 電話番号

11/4,11/24,
12/6,1/13,
1/27

佐賀会場：佐賀県社会福祉士会
佐賀市八戸溝１丁目15番3号

11/14,12/6,
12/20,1/17,
2/8

武雄会場：武雄市文化会館
武雄市武雄町武雄5538番地1

11/6,11/30,
12/13,1/10,
1/30

唐津会場：高齢者ふれあい会館りふれ
唐津市二タ子3丁目155番地4

長 崎 県 長崎県 今後入札により決定 9月～3月頃 未定 未定 なし 未定  福祉保健部長寿社会課
095-895-2440
（内線４９３９）

熊 本 県
健康福祉部長寿社会局
高齢者支援課

０９６－３３３－２２１５

大 分 県 大分県 大分県社会福祉協議会
10/27,28,
11/3,4

大分市明野東３丁目４番１号
大分県社会福祉介護研修センター

30名 無料
大分県福祉人材センター
TEL:097-552-7000
FAX:097-552-6868

福祉保健部
高齢者福祉課
介護サービス事業班

０９７－５０６－２６８６
（ダイヤルイン）

宮 崎 県
福祉保健部福祉保健課

福祉保健部長寿介護課

０９８５－２６－７０７５
（内線２４２５）

０９８５－２６－７０５８
（内線２４４２）

鹿 児 島 県

くらし保健福祉部社会福祉課
地域福祉支援係

くらし保健福祉部高齢者生き生
き推進課介護保険室事業者指
導係

099-286-2824

099-286-2687

沖 縄 県
子ども生活福祉部
高齢者福祉介護課

098-866-2214

公益社団法人佐賀県社会福
祉士会

電話：0952-36-5833

健康福祉部長寿社会課
介護指導担当

０９５２－２５－７１０５佐賀県 佐賀県
公益社団法人
佐賀県社会福祉士会

各会場
30名程度

無料

実施予定なし

実施予定なし（県独自の類似研修あり）

実施予定なし

平成３１年度より実施予定
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