
令和3年度介護に関する入門的研修実施状況(自治体独自研修)

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

受講者数

(実績)

深川市 - 10/14~15
深川市健康福祉センター「デ・アイ」

(深川市2条17番3号)
15名 無料

深川市役所市民福祉部高齢者支

援課介護予防係

深川市役所市民福祉部高齢

者支援課
0164-26-2644 3名

石狩市 11/1~11/2
石狩市総合保健福祉センター

住所:石狩市花川北6条1丁目41-1
10名 1,430円 石狩市地域包括ケア課 石狩市地域包括ケア課 0133-77-7535 10名

当別町 - 10/18~11/29
当別町共生型地域福祉ターミナル

(当別町弥生1091番地6)
10名程度 無料

当別町共生型地域福祉

ターミナル

0133-25-5137

福祉部介護課高齢者支援係
0133-27-5131 39名

函館市 キャリアバンク(株)函館支店 11/8~11/16
函館臨床福祉専門学校

(函館市美原1丁目15-1)
20名 無料

キャリアバンク(株)函館支店

0138-55-2002
保健福祉部地域福祉課 0138-21-3289 16名

登別市 - 11/22、11/24 登別市役所(議場) 15名 無料
登別市保健福祉部

高齢・介護グループ
同左 0143-85-5720 14名

北見市 株式会社 システムブレーン 2/5

オンライン開催

集団会場:北見市民会館小ホール

(北見市常磐町2丁目1番1号)、

北見市総合福祉会館体育集会室

(北見市寿町3丁目4番1号)

個人視聴:自宅等

400回線(予備含

む)

集団会場:2回線

(185名)

個人視聴:380回線

無料

北見市保健福祉部

介護福祉課

(0157-25-1144)

北見市保健福祉部

介護福祉課
0157-25-1144

102名

(個人視聴:85

名、集団視

聴:17名)

帯広市 帯広コア専門学校

①7/24~25

②11/6~7

③12/4~5

④2/5~6

⑤3/5~6

⑥3/19~3/20

学校法人帯広コア学園

帯広コア専門学校

(帯広市西11条南41丁目3-5)

各回20名 無料
帯広市市民福祉部地域福祉室地

域福祉課

帯広市市民福祉部地域福祉

室地域福祉課
0155-65-4113 13名

音更町
学校法人帯広大谷学園

帯広大谷短期大学
8/7~3/26

学校法人帯広大谷学園

帯広大谷短期大学
16名 無料 音更町高齢者福祉課 音更町高齢者福祉課 0155-32-4567 16名

上士幌町 生涯学習のまちかみしほろ 7/18~10/24
ふれあいプラザ

(上士幌東3線236番地)
15名 無料

生涯学習のまちかみしほろ

01564-7-7630
保健福祉課介護保険担当

01564-2-4296

(直通)
11名

2 青森県 青森県 未実施

金ケ崎町 - 11/11・18 金ケ崎町保健センター(金ケ崎町西根鑓水53番地) 10 無料 金ケ崎町保健福祉センター 金ケ崎町保健福祉センター 0197-44-4560 9名

一関市 株式会社ニチイ学館

1/16

※全4回だが、残3回は感染症拡

大防止のため中止。

一関市産業教養文化体育施設アイドーム 第2会議室

(一関市東台50-46)
30名 無料

株式会社ニチイ学館

0120-780-915
一関市役所長寿社会課 0191-21-8370 11名

介護1日講座

6/17、8/19、12/1、2/8

30名

8/19と2/8は定員

50名
介護ナイター講座

5/27、6/9、7/30

30名

6/9は定員50名

働く方の介護入門講座

8/3、10/28、2/19
30名

土曜介護講座

11/20、12/11、1/22

50名

11/20は定員30名
知って役立つ福祉用具講座

7/27、11/22、1/31、2/14、

3/16

15名

テーマ別介護講座

5/13、6/2、9/28、10/6、

12/1、1/14、3/11

30名

6/2、10/6定員50

名

022-214-8167

生活支援介護サポーター養成研修

5/19・20、8/4・5、11/18・

19

30名 022-214-8167

ターミナルケアを学ぶ

7/3、11/4
50名 022-214-8167

認知症を理解する

7/6、10/26、1/26
50名

認知症サポーター養成講

座テキスト代105円
022-214-8167

認知症パートナー講座

8/6
25名 無料

健康福祉局保険高齢部

地域包括ケア推進課
022-214-8317

富谷市 富谷市社会福祉協議会 6/29・30、1/21・24 富谷市福祉健康センター 各20名 無料
富谷市社会福祉協議会

022-358-3981

保健福祉部長寿福祉課

保健福祉総合支援センター
022-348-1138 10名

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団

仙台市シルバーセンター 研修室

(仙台市青葉区花京院一丁目3番2号)

無料 022-214-8167
健康福祉局保険高齢部

高齢企画課

介護研修室

022-215-3711

無料

介護研修室

022-215-3711

健康福祉局保険高齢部

高齢企画課

都道府県名

1

3

北海道

4 宮城県

岩手県



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

受講者数

(実績)
都道府県名

4 宮城県 富谷市 仙台リハビリテーション病院

初任者研修7/1

リーダー研修10/25、11/8

リーダーフォローアップ研修

1/26⇒コロナのため中止

フォローアップ研修3/28

富谷市保健福祉総合支援センター 20 名 無料

保健福祉部長寿福祉課

保健福祉総合支援センター

022-348-1138

保健福祉部長寿福祉課

保健福祉総合支援センター
022-348-1138

初任者研修5

名、リーダー

研修6名、

フォローアッ

プ研修11名

男鹿市 - 7/5
市庁舎会議室

(男鹿市船川港船川字泉台66-1)
10名程度 無料

地域包括支援センター

0185-24-3322
同左 同左 10名

大曲仙北広域市町村圏組

合
- 1/20

大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」

(大仙市高梨字田茂木10番地 (仙北庁舎隣))
15名 無料

大曲仙北広域市町村圏組合介護

保険事務所
同左 0187?86?3910 8名

山形市 6/18、11/19
市庁舎会議室

(山形市旅籠町2ー3ー25)
各20名 無料

長寿支援課地域包括支援係

023-641-1212

(内線564・565)

長寿支援課計画推進係

(内線653)

023-641-

1212(内線564・

565)

15人

寒河江市 - 5/28
ハートフルセンター1階会議室

(寒河江市中央2丁目2-1)
10名 無料 寒河江市シルバー人材センター 寒河江市高齢者支援課 0237-85-0830 8名

7 福島県 郡山市 郡山医療生活協同組合 11/17・19・24・26 郡山市総合福祉センター 20名 無料
郡山医療生活協同組合

024-923-6165
介護保険課 024-924-3021 有

8 茨城県 茨城県 未実施
福祉部福祉政策課

福祉人材確保室

029-301-

3197(直通)

9 栃木県 壬生町 10/28、11/11、11/25
壬生町生涯学習館

(壬生町落合三丁目5番3号)
無料

壬生町役場健康福祉課

介護保険係

壬生町役場健康福祉課

介護保険係

0282-81-1876・1877

0282-81-1876・

1877
0名

前橋市 学校法人 昌賢学園 8/28~9/20
群馬医療福祉大学

(前橋市川曲町191-1)
35名 テキスト代 2,640円

前橋市長寿包括ケア課

地域包括ケア推進係

前橋市長寿包括ケア課

地域包括ケア推進係
027-898-6276 6人

桐生市 株式会社ハッピーエージェントスタイル 10/20・21
美喜仁桐生文化会館

(桐生市織姫町2-5)
20名 無料

桐生市役所

健康長寿課長寿支援係

桐生市役所

健康長寿課長寿支援係
0277-46-1111 10人

秩父市 秩父市社会福祉協議会 11月 秩父市歴史文化伝承館研修室 20名 無料 高齢者介護課介護保険担当 高齢者介護課介護保険担当 0494-25-5205

北本市 北本市社会福祉協議会 2月 北本市文化センター 30名 無料 北本市社会福祉協議会
高齢介護課

高齢者福祉担当
048-594-5539 26名

鶴ヶ島市
NPO法人

オレンジステーション
8/4、8/6 鶴ヶ島市シルバー人材センター 15名 無料

健康長寿課

地域包括ケア推進担当

健康長寿課

地域包括ケア推進担当

049-271-

1111(代表)
15名

吉見町
吉見町

社会福祉協議会
7月、2月 吉見町内公共施設 20名 無料

吉見町

社会福祉協議会

0493-54-5228

長寿福祉課

介護保険係
0493-63-5013 20名

杉戸町 - 12月～2月 動画配信 30名 無料

高齢介護課

地域ケア担当

0480-33-1111

(内線319)

高齢介護課

介護保険担当

地域ケア担当

0480-33-1111

(内線319)
18名

12 千葉県 流山市 - 11/2 流山市生涯学習センター 15名 無料
流山市 介護支援課

04-7159-5055
介護支援課 04-7159-5055 12名

墨田区 株式会社ツクイスタッフ
①10/6~10/8

②10/27~10/29

①すみだ生涯学習センター(ユートリヤ)視聴覚室

②Zoom研修
50名 無料

株式会社ツクイスタッフ

メール:so-info@tsukui-

staff.net

介護保険課給付・事業者担

当
03-5608-6544 33名

豊島区 豊島区社会福祉事業団
第1回:6/21・28、7/5

第2回10/18・25、11/4

上池袋コミュニティセンター

豊島区上池袋2-5-1 健康プラザとしま7階
各回40名程度 無料

豊島区保健福祉部

高齢者福祉課総合事業グループ

03-4566-2435

豊島区保健福祉部

高齢者福祉課
03-4566-2435 58名

練馬区
社会福祉法人

練馬区社会福祉事業団

第1回:9/22・24・27・28

第2回:1/12・13・17・18

第1回:練馬区立区民・産業プラザ(練馬区練馬1-17-

1)

第2回:光が丘区民ホール5階 集会室1・2、3階多目

的ホール(練馬区光が丘2-9-6)

各50名 無料
練馬福祉人材育成・研修セン

ター(03-6758-0145)

高齢施策担当部高齢社会対

策課計画係
03-5984-4584

第1回:34名

第2回:49名

三鷹市 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団 11/9・16・30 三鷹市公会堂さんさん館(三鷹市野崎1-1-1) 30名 無料

三鷹市高齢者支援課高齢者相談

係

0422-29-9272

三鷹市介護保険課介護給付

係
0422-29-9274 27名

府中市 株式会社ONE TO ONE福祉教育学院
①10/29.11/5.10.19

②1/17.24.31.2/7
市役所内会議室 15名 無料

株式会社ONE TO ONE福祉教育

学院
福祉保健部高齢者支援課 042-335-4117 9名

日野市
株式会社OnetoOne

福祉教育学院

10/7~10/8

1/22~1/23

新町交流センター

日野市新町1-13
50名 無料

株式会社OnetoOne

福祉教育学院

03-6423-1515

健康福祉部 高齢福祉課

介護給付係
042-514-8519 24名

5 秋田県

11

6 山形県

10 群馬県

13

埼玉県

東京都



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

受講者数

(実績)
都道府県名

狛江市 狛江市社会福祉協議会

①6/15~6/17

②10/20~10/22

③2/15~2/17

狛江市元和泉2-35-1

狛江市社会福祉協議会
20名 無料

狛江市社会福祉協議会

あいとぴあヘルパーステーショ

ン担当

福祉保健部高齢障がい課介

護保険係
03-3430-1111 23名

稲城市 株式会社One to One福祉教育学院 1/29 オンライン研修 なし 無料
株式会社One to One福祉教育

学院

福祉部高齢福祉課高齢福祉

係
042-378-2111 27名

6/3・10・17・24 40名 無料 17名

9/7・14・21・28 40名 無料 19名

12/2・9・16・23 40名 無料 26名

2/3・10・17・24 40名 無料 12名

東大和市 株式会社ピュア・ハート 10/6~8
東大和市立中央公民館

(東大和市中央3-926)
10名 無料

東大和市地域包括ケア推進課

042-563-2111(内線1179)

健幸いきいき部

地域包括ケア推進課

042-563-2111

(内線)1179
5名

大和市 年4回(5月、8月、11月、2月) 市関連施設 20名 無料

大和市介護保険課

事業者指導係

046-260-5170

大和市介護保険課

事業者指導係
046-260-5170 26名

座間市 座間市社会福祉協議会

①11/11.11/12

②3/17.3/18 ハーモニーホール座間 大会議室
①21名

②6名
無料

座間市社会福祉協議会

046-266-1294
介護保険課 046-252-7084 0名

茅ヶ崎市

一般社団法人

茅ヶ崎介護情報サービス事業者連絡協議

会

第1回:R3.11.6-7

第2回:R4.2.11-13

茅ヶ崎地区コミュニティセンター 会議室(茅ヶ崎市元

町10-33)
各回20名程度 無料 070-1261-7738 齋藤、清水、佐藤

0467-82-

1111(2133)

第1回:13名

第2回:新型コ

ロナウイルス

感染症の影響

により中止

柏崎市 - 3/3 柏崎市文化会館アルフォーレ 20名 無料 柏崎市福祉保健部介護高齢課
柏崎市福祉保健部介護高齢

課 地域包括支援係
0257-43-9125 11名

上越市 株式会社リボーン 5/28~11/20
上越市市民プラザ第6会議室ほか

(上越市土橋1914番地3)
90名 無料

・スティック事務局

(担当:春日)

電話025-523-0700

・上越市高齢者支援課介護指導

係

電話025-520-5704

福祉部高齢者支援課 025-520-5704 16名

燕市 - 9/27~9/28
燕市役所1階つばめホール

(燕市西太田1934番地)
なし テキスト代のみ(1320円)

燕市役所長寿福祉課

0256-77-8157

長寿福祉課

地域支援相談チーム
0256-77-8157 7名

十日町市
社会福祉法人

十日町市社会福祉協議会
10月~12月

十日町市医療福祉総合センターほか

2回実施
38名 無料

社会福祉法人十日町市

社会福祉協議会

地域ケア推進課

地域包括支援係
025-757-3511 10名

入善町
社会福祉法人

入善町社会福祉協議会
7/21~8/27

サンウェル 外

(入善町上野2793-1)
20名 無料

社会福祉法人入善町社会福祉協

議会 0765-72-5686

入善町保険福祉課

高齢福祉係
0765-72-1845 14名

滑川市 なし
①11/18・19・22

②12/22・23・24
滑川市シルバー人材センター 各15名 無料 滑川市役所福祉介護課 福祉介護課 076-475-2111

①15名

②12名

17 石川県 加賀市 (株)加賀福祉サービス 11/4~12/16
JA加賀 にこにこランド

(加賀市作見町ホ56番地1)
15名 無料

加賀市地域包括支援センター

(0761-72-8186)
加賀市介護福祉課 0761-72-7853 7名

福井市
公益財団法人介護労働安定センター福井

支所
3/10、11 福井県社会福祉センター 20名 無料

公益財団法人介護労働安定セン

ター福井支所

0776-25-1365

地域包括ケア推進課 0776-20-5400 15名

鯖江市
学校法人金井学園

福井県医療福祉専門学校

8/26・27

2/14・15
アイアイ鯖江・健康福祉センタ- なし 無料 鯖江市健康福祉部長寿福祉課 介護保険G 0778-53-2218 0名

渋谷区 株式会社ミッキーNEXT 渋谷区文化総合センター大和田(渋谷区桜丘町23-21)

16 富山県

13

18 福井県

14 神奈川県

15 新潟県

東京都

03-3463-1888
渋谷区介護保険課介護総合

事業係

渋谷区福祉部介護保険課介護総

合事業係

(03-3463-1888)



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

受講者数

(実績)
都道府県名

山梨県 山梨県社会福祉協議会

11/4~3/4

①6日間

②4日間

③4日間

①富士川町地域福祉健康センター

(富士川町長沢1942?1)

②街の駅やまなし

(山梨市上神内川1229?1)

③市川三郷町生涯学習センター

(市川三郷町市川大門1437-1)

①20名

②30名

③20名

無料

①富士川町社会福祉協議会

 0556-22-8911

②山梨市社会福祉協議会

 0553-22-8755

③市川三郷町社会福祉協議会

 055-272-4179

※各市町村社会福祉協議会との

共催

山梨県社会福祉協議会

福祉人材研修課
055-254-8654

①延べ63名

②延べ75名

③延べ69名

富士川町 ㈱ニチイ学館 8月~12月
富士川町社会福祉協議会

(富士川町長澤1942番地1)
10名 テキスト代16,460円

富士川町社会福祉協議会

(℡ 0556-22-8911)

富士川町福祉保健課

介護保険担当
0556-22-7207 6名

長野県 マンパワーグル―プ株式会社 4月~3月 県内全域 20名 無料
マンパワーグループ株式会社

0120-557-148

長野県健康福祉部介護支援

課介護人材係
026-235-7129 8名

川上村 1/11・21・28、2/4・8
川上村大字原312

ヘルシーパークかわかみ
20名程度 無料

川上村地域包括支援センター

0267-97-3614
川上村保健福祉課福祉係 0267-97-3600 7名

安曇野市
特定非営利活動法人

コミュニティーケアサポート
11/10・11 安曇野市庁舎 3階共用会議室306 10名 無料

安曇野市役所

介護保険課 介護予防担当

安曇野市役所

介護保険課 介護予防担当
0263-71-2474 4名

池田町 NPO法人
11/4・9・11・16・18・25・

30 計7回
池田町中央公民館 10名 無料

NPO法人 校舎のない学校

0585-45-9745

池田町保険年金課

池田町地域包括支援セン

ター

0585-45-3111

0585-45-8123
5名

可児市 - 12/9 岐阜医療科学大学・福祉センター 30名 無料
可児市高齢福祉課(0574-62-

1111)

可児市介護保険課(0574-

62-1111)
0574-62-1111 27名

揖斐川町社協 NPO法人

6/22・25・27

7/2・9・13・16

計7回

揖斐川町地域交流センターはなもも 20名 無料
揖斐川町社協揖斐支部

0585-23-0411

揖斐川町健康福祉課地域包

括支援センター
0585-23-1341 9名

揖斐川町 - 10/20・25・27 久瀬診療所・老人保健施設山びこの郷 30名程度 無料
揖斐川町健康福祉課

(0585-23-1341)

揖斐川町健康福祉課

(0585-23-1341)
0585-23-1341 31名

- 11/19
伊東市役所2階中会議室

(伊東市大原2丁目1番1号)
14名 無料 15名

- 2/24
広野MCビル3階

(伊東市広野1-3-26)
14名 無料 10名

藤枝市 株式会社東海道シグマ 2/15,18,22,24
西益津地区交流センター集会室      (藤枝市立花2-6-

8)
20名 テキスト代2,200円

株式会社東海道シグマ

(054-255-4259)
地域包括ケア推進課 054-643-3225 7名

有限会社コムネット
5/28、6/4・11・18、7/9・

16・30、8/6

西伊豆町保健センター(西伊豆町仁科395)

西伊豆町福祉センター(西伊豆町仁科393)
20名 テキスト代1,500円 12名

西伊豆町社会福祉協議会 9/7・8・15・22・29、10/6
西伊豆町田子公民館

(西伊豆町田子2640-1)
20名 テキスト代1,500円 11名

長泉町社会福祉協議会 9/15・22・29 オンライン(zoom) 60名 無料 45名

長泉町社会福祉協議会 12/1・8・15
長泉町福祉会館研修室

(長泉町下土狩967-2)
30名 無料 25名

川根本町 - 9/22、10/15
川根本町山村開発センター

(川根本町上長尾627)
各20名 無料 高齢者福祉課 高齢者福祉課 0547-56-2234 延べ26名

一宮市
㈱日本教育クリエイト

三幸福祉カレッジ
2/15~17

一宮市役所本庁舎11階 1103会議室

(一宮市本町2丁目5番6号)
30名 無料

株式会社日本教育クリエイト

三幸福祉カレッジ

052-589-9323

一宮市福祉部

高年福祉課
0586-28-9151 7名

春日井市

一般社団法人

春日井市介護保険居宅・施設事業者連絡

会

9/8・14・22・28

11/25

オンライン開催(Zoom)

グリーンパレス春日井

(春日井市鳥居松町2丁目247番地)

各回30名 無料

一般社団法人

春日井市介護保険居宅・施設事

業者連絡会事務局

0568-83-8889

介護・高齢福祉課

指導担当
0568-85-6921

75名

(延べ人数)

碧南市 -
①10/14

②1/21

①碧南市役所 会議室

②碧南市役所 談話室
各20名 無料 高齢介護課地域支援係 高齢介護課 0566-95-9890

①12名

②2名

知立市 - 12/14~15
知立市役所

(知立市広見三丁目1番地)
35名 無料

知立市役所 長寿介護課

地域支援係

0566-95-0191

知立市役所

長寿介護課

0566-83-1111

(代表)
28名

伊東市

西伊豆町

長泉町

21 岐阜県

22 静岡県

19 山梨県

20 長野県

23

0557-32-1561
高齢者福祉課

長寿支援係

伊東市役所高齢者福祉課

長寿支援係

℡0557-32-1561

055-989-5537長寿介護課
長泉町社会福祉協議会

055-988-3920

0558-52-1116

愛知県

健康福祉課

介護保険係

西伊豆町健康福祉課

0558-52-1116



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

受講者数

(実績)
都道府県名

日進市
社会福祉法人

日進市社会福祉協議会

①6/14~15

②9/29

③12/10

④3/1

日進市中央福祉センター

(日進市蟹甲町中島22)
各20名 無料

日進市社会福祉協議会

0561-73-4885

①日進市役所介護福祉課

②日進市役所地域福祉課

①0561-73-1495

②0561-73-1484
16名

社会福祉法人 福寿園
7/3・9・16・30

8/6

田原福祉グローバル専門学校

(田原市田原町中小路11-1)
50名

無料(ただし別途食材代等

は実費)

田原福祉グローバル専門学校

0531-22-3939
19名

学校法人さわらび学園

中部福祉保育医療専門学校

11/7・14・21・28

12/5

設楽町津具総合支所

(北設楽郡設楽町津具字下川原5番地1)
40名 無料

学校法人さわらび学園

中部福祉保育医療専門学校

0533-83-4000

6名

三重県
社会福祉法人

三重県社会福祉協議会
6/11~1/19

出前研修、企業・団体向け

(申込のあった県立朝明高校等)
定員無 無料

社会福祉法人

三重県社会福祉協議会

福祉研修人材部 福祉人材課

059-227-5160

三重県医療保健部

医療介護人材課
059-224-2053 136名

四日市市 - 12/20 四日市市総合会館 10名 無料
四日市市役所

介護保険課

四日市市役所

介護保険課

管理・保険料係

059-354-8190 13名

津市 社会福祉法人あけあい会 11/20、11/27
有料老人ホームグリーンヒル内ホール

(津市緑が丘一丁目1番1号)
30名 無料 津市健康福祉部介護保険課 津市健康福祉部介護保険課 059-229-3149 4名

25 滋賀県 未実施

京都府 京都府社会福祉協議会 11月
京都経済センター

(京都市下京区函谷鉾町78)
10名 無料 京都府福祉人材・研修センター 地域福祉推進課 075-414-4675 16名

京丹波町 8月 わち高齢者コミュニティセンター等 5名程度 無料

京丹波町地域包括支援セン

ター・京丹波町社会福祉協議

会・京丹波町シルバー人材セン

ター

福祉支援課 0771-82-1800 4名

くすのき広域連合

(委託業者)

(株)合田商会ロイヤルケアセンター

(TEL)072-839-7250

(FAX)072-801-6668

(守口)9/28・30

(門真)9/3・6

(四條畷)10/4・7

広域連合関係市(守口市・門真市・四條畷市)ごとに

会場設置
各市20名 無料

(委託業者)

(株)合田商会ロイヤルケアセン

ター

(TEL)072-839-7250

(FAX)072-801-6668

くすのき広域連合事業課 06-6995-1515

修了者(緩和A

型訪問従事者

資格) 12名

(参加者数28

名)

7/13、7/19 20名 3名

11/29、12/7 20名 7名

貝塚市 貝塚市社会福祉協議会 2/15.17.21 貝塚市民福祉センター 20名 500円
貝塚市社会福祉協議会

072-439-0294
福祉部高齢介護課 072-433-7010 5名

岸和田市
大阪府介護支援専門員協会 岸和田・忠岡

支部

①7/5・6・7

②10/29、11/4・5

③3/9・14・16

岸和田市立福祉総合センター

岸和田市野田町1-5-5
各70名 無料 岸和田市保健部介護保険課 地域包括ケア推進担当 072-423-9475

①56名

②26名

③32名

寝屋川市

株式会社 合田商会

講座名(在宅支援員養成研修)

①7/5・9

②9/21・29

③12/23・24

④3/11・25

※①から④の年4回

(いずれも同じ内容)

寝屋川市立保健福祉センター

(寝屋川市池田西町28番22号)

15名

(各回あたり)
無料 寝屋川市 福祉部 高齢介護室 福祉部 高齢介護室 072-838-0372

33名

(4回計)

未来ケアカレッジ吹田千里丘 3/8~3/9
摂津市立コミュニティプラザ

(摂津市南千里丘5-35)
25名 無料 摂津市高齢介護課 摂津市高齢介護課 06-6383-1379 10名

特定非営利活動法人

健康・生きがい就労ラボ
3/3

摂津市立コミュニティプラザ

(摂津市南千里丘5-36)
25名 無料 摂津市高齢介護課 摂津市高齢介護課 06-6383-1379 10名

泉大津市 泉大津市地域包括支援センター
10/14・21・/28、2/22、

3/1・8

泉大津市高齢者保健・福祉支援センター

(泉大津市東雲町9-54)
12名 無料 泉大津市地域包括支援センター 保険福祉部高齢介護課

0725-33-1131

(内線2191)
17名

072-947-3827羽曳野市役所 高年介護課
羽曳野市役所 地域包括支援課

072-947-3822
無料

羽曳野市役所 別館2階研修室

(羽曳野市誉田4-1-1)

社会福祉法人 四天王寺福祉事業団四天王

寺社会福祉研修センター
羽曳野市

摂津市

24 三重県

27

26 京都府

23

東三河

広域連合
0532-26-8473

東三河広域連合

福祉事業部介護保険課

地域包括ケアグループ

愛知県

大阪府



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

受講者数

(実績)
都道府県名

入門コース

①(未実施)

6/5・12・19

②

7/7・14・21

③

9/8・15・22

④

10/2・9・16

各16名
各コース

500円
延べ90人

ステップアップ

①

8/3・5・17・19

②

11/5・6・13・20・25・27

各16名
1テーマ

100円
延べ85人

大阪市社会福祉協議会 -

大阪市天王寺区東高津町12-10

大阪市立社会福祉センター 会議室

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC

(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟11F

ATCエイジレスセンター

各回30名 無料

おおさか介護サービス相談セン

ター

06-6766-3800

大阪市福祉局高齢者施策部

介護保険課(管理G)
06-6208-8028 延べ388人

株式会社EE21

6月~2月の間で24回【6時間/日

×2日間(平日が20回、休日が4

回)】開催

大阪市内 360名 無料
未来ケアカレッジ

0120-16-8351

大阪市福祉局高齢者施策部

介護保険課(指定・指導G)

06-6241-6310

(ガイダンスが流れ

たら「7」)

74人

大東市 NPO法人住まいみまもりたい 各月1回 大東市役所 厚生棟A会議室 15名 無料
生活サポートセンター

072-812-6571

大東市高齢介護室

高齢支援グループ
072-870-0513 45名

島本町 株式会社ソラスト

① 11/25・30、、12/8

の3日間

② 2/3・8・14

の3日間

島本町ふれあいセンター

健康教育指導室

※ 11/30は同センター第4学習室

※ 12/8は同センター第2学習室

 (三島郡島本町桜井三丁目4番1号)

① 10名

② 10名

無料 健康福祉部いきいき健康課 健康福祉部いきいき健康課 075-961-1122

① 2名

② 1名

大阪市

社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会・太

平ビルサービス大阪株式会社共同体

大阪市西成区出城2-5-20

大阪市社会福祉研修・情報センター

4階 会議室・介護実習室

大阪市社会福祉研修・情報セン

ター

06-4392-8201

大阪市福祉局生活福祉部地

域福祉課(企画G)

27

06-6208-7958

大阪府



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

受講者数

(実績)
都道府県名

株式会社ソラスト

社会福祉法人 寿光会

社会福祉法人 竜華福祉会

7/2・9・15・16(後半2日は同内

容)

八尾市市役所401会議室

(八尾市本町1-1-1)

特別養護老人ホーム 寿光園

(八尾市楽音寺2-125)

特別養護老人ホーム ホーム太子堂

(八尾市太子堂4-1-32)

10名

株式会社ソラスト

社会福祉法人 八尾隣保館

社会福祉法人 医真福祉会

9/2、9/9、9/15、9/16(後半2

日は同内容)

八尾市役所大会議室

(八尾市本町1-1-1)

特別養護老人ホーム第二成法苑つむぎ

(八尾市南本町3-5-37)

デイサービスセンター つながり

(八尾市都塚3-1015-3)

9名

株式会社ソラスト

社会福祉法人 幸寿会

社会福祉法人 医真福祉会

11/2・9・15・16(後半2日は同

内容)

八尾市水道局大会議室

(八尾市光南町1-4-30)

八尾市役所第2委員会室

(八尾市本町1-1-1)

ケアハウス ハピネス八尾

(八尾市太田新町3-88-1)

デイサービスセンター つながり

(八尾市都塚3-1015-3)

11名

株式会社ソラスト

社会福祉法人 つくし会

社会福祉法人 竜華福祉会

3/2・9・15・16(後半2日は同内

容)

八尾市水道局大会議室

(八尾市光南町1-4-30)

特別養護老人ホーム 萱振苑

(萱振町5-10)

特別養護老人ホーム ホーム太子堂

(八尾市太子堂4-1-32)

9名

7/6~8/3
富田林市役所金剛連絡所 大ホール

富田林市寺池台一丁目9番15号
15名 無料 高齢介護課高齢者支援係 0721-25-1000 5名

10/6~11/10
富田林市役所金剛連絡所 大ホール

富田林市寺池台一丁目9番15号
15名 無料 高齢介護課高齢者支援係 0721-25-1000 10名

10/22・25・27
クロスパル高槻 視聴覚室

(高槻市紺屋町1-2)
20名 無料

高槻市長寿介護課

高槻市社会福祉協議会

高槻市健康福祉部長寿介護

課
072-674-7166 13名

12/20・23・24
クロスパル高槻 201会議室

(高槻市紺屋町1-2)
20名 無料

高槻市長寿介護課

高槻市社会福祉協議会

高槻市健康福祉部長寿介護

課
072-674-7166 6名

1/25・27・28
クロスパル高槻 201会議室

(高槻市紺屋町1-2)
20名 無料

高槻市長寿介護課

高槻市社会福祉協議会

高槻市健康福祉部長寿介護

課
072-674-7166 15名

河内長野市 河内長野市社会福祉協議会 10/14~28
河内長野市役所 会議室

(河内長野市原町1-1-1)
15名 1430円

河内長野市社会福祉協議会

0721-64-9000.
地域福祉高齢課 0721-53-1111 5名

大阪狭山市 株式会社 ニチイ学館 3/16・17 大阪狭山市役所別館作業室 30名 1,571円 健康福祉部高齢介護グループ
健康福祉部高齢介護グルー

プ
072-366-0011 2名

堺市 阪南倉庫株式会社 12/8・9、1/22・23
ゼロワンネーブルハウス

(堺区甲斐町西3丁3-11)
15名 無料 ゼロワンネーブルハウス 長寿支援課 072-228-8347 3名

伊丹市 - 3月 DVD視聴形式 制限なし 無料 伊丹市介護保険課 伊丹市介護保険課 072-784-8037 17名

たつの市・宍粟市・上郡

町・佐用町
- 11/11・12

たつの市新宮ふれあい福祉会館

研修室

(たつの市新宮町平野111-1)

40名 無料
たつの市健康福祉部高年福祉課

高年福祉係

たつの市健康福祉部高年福

祉課高年福祉係
0791-64-3152 6名

11/29・30 加古川市役所 26名

3/2・3 加古川市立青少年女性センター 12名

福崎町 - 9/4・18・25
福崎町地域包括支援センター

(神崎郡福崎町西田原1397-1)
20名 無料 福崎町地域包括支援センター 福崎町健康福祉課 0790-22-0560 4名

赤穂市 赤穂市社会福祉協議会 9/7・14・21・28、10/5 赤穂市総合福祉会館 25名 無料
赤穂市社会福祉協議会

0791-42-1397
赤穂市医療介護課 0791-42-1201 16

播磨町 播磨町社会福祉協議会 10~11月 播磨町福祉しあわせセンター 20名 無料 播磨町社会福祉協議会 播磨町保険年金グループ 079-435-2582 10名

香美町 - 10/21、11/30
香美町役場

村岡リハビリセンター
合計100名 無料

香美町地域包括支援センター

0796-36-4004
福祉課介護保険係 0796-36-4345 7名

医療法人今城クリニック

ラヴェリオリンクスタッフ株式会社

27

高槻市

富田林市

八尾市

高齢者・地域福祉課      地

域包括ケア係
079-427-9715加古川市 - 合計38名 テキスト代等1,500円

加古川市福祉部        高齢者・

地域福祉課

兵庫県28

24名

24名

大阪府

テキスト代500円
072-924-

3837(直通)

八尾市健康福祉部

高齢介護課地域支援室

八尾市健康福祉部

高齢介護課地域支援室

TEL:072-924-3837(直通)



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

受講者数

(実績)
都道府県名

宝塚市
一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公

社
11月

一般財団法人

宝塚市保健福祉サービス公社

(宝塚市小浜4丁目5-6)

10名 無料
一般財団法人宝塚市保健福祉

サービス公社 総務課
健康福祉部介護保険課 0797-77-2361 6名

三木市 - 11/9、11/10 三木市役所5階 大会議室 30名 無料 三木市介護保険課 三木市介護保険課 0794-89-2325 17名

多可町 -
8/4、10/14・21、11/11・

25、12/6・21、1/18、3/13

・交流会館(多可町加美区寺内251番地)

・加美プラザ(多可町加美区豊部250)

・アスパル(多可町中区岸上281-51)

・ベルディーホール(多可町中区中村町130)

・オンライン視察(丹波篠山市)

制限なし 無料
多可町生涯学習課地域共生社会

づくり推進担当
多可町福祉課 0795-32-5121 17

29 奈良県 未実施

30 和歌山県 未実施

31 鳥取県 未実施

32 島根県 未実施

33 岡山県 未実施
岡山県保健福祉課

地域福祉班
086-226-7317

34 広島県 未実施

35 山口県 山陽小野田市 - 12/3・10・17 山陽小野田市高千帆福祉会館 15名 無料
山陽小野田市地域包括支援セン

ター
高齢福祉課 0836-82-1149 7名

36 徳島県 徳島県 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 7月~11月 徳島県内各施設 100名 無料

社会福祉法人徳島県社会福祉協

議会 福祉人材センター

088-625-2040

徳島県保健福祉部長寿いき

がい課
088-621-2213 28名

37 香川県 未実施

38 愛媛県 東温市 東温市包括支援センター 11/29~12/1
東温市総合保健福祉センター

(東温市見奈良490番地1)
10名 無料

東温市包括支援センター

089-955-0150
東温市長寿介護課 089-964-4408 3名

39 高知県 未実施

春日市 エフコープ生活協同組合 6/11・18・25
春日市社会福祉センター2階大会議室

(春日市昇町3-101)
20名 無料

高齢課高齢者支援担当

092-584-1111
高齢課指定指導担当 092-584-1111 8名

嘉麻市 - 3/7・14

3/7  本庁舎5階 5A会議室

3/14 本庁舎5階 委員会室1

(嘉麻市岩崎1180番地1)

10名程度 無料

高齢者介護課 高齢者支援係

電話:0948-42-7432

FAX:0948-42-7093

高齢者介護課 高齢者支援係

高齢者介護課 介護給付係

電話:0948-42-

7432

電話:0948-42-

7431

2名

41 佐賀県 未実施

42 長崎県 未実施

玉名市
公益社団法人

玉名市シルバー人材センター
2/25 , 3/2 玉名市高齢者等就業支援センター 20名 無料

玉名市高齢介護課:0968-75-

1339

(公社)玉名市シルバー人材セン

ター:0968-73-3610

高齢介護課 0968-75-1339 12名

大津町 熊本健康・体力づくりセンター 8/10~9/21 大津町老人福祉センター 15名 無料 大津町地域包括支援センター 介護保険課 地域包括支援係 096-292-0770 10名

44 大分県 未実施

45 宮崎県 未実施

46 鹿児島県 鹿児島市 有限会社アジャスト 7/16、1/14
鹿児島市青年会館(鹿児島市山下町)

鹿児島市市民福祉プラザ(鹿児島市山下町)
各30名 無料

鹿児島市長寿支援課

(099-216-1267)
同左 099-216-1267

7/16 10名

1/14 22名

47 沖縄県 未実施

40 福岡県

兵庫県28

43 熊本県


