
令和3年度介護に関する入門的研修実施状況(国通知に基づく研修)

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)

1/15~16 かでる2.7 4階 大会議室(札幌市) 100名 無料 68名

11/22~25 函館市民会館 大会議室(函館市) 30名 無料 6名

12/7~10
江差町老人福祉センター 教養娯楽室

(江差町)
30名 無料 3名

10/19~22
倶知安町保健福祉会館 会議室

(倶知安町)
30名 無料 14名

11/9~12
岩見沢市民会館 多目的室1・2

(岩見沢市)
30名 無料 27名

10/5~8
大雪クリスタルホール レセプション室

(旭川市)
30名 無料 20名

11/23~26 パワスポ留萌 視聴覚室(留萌市) 30名 無料 5名

11/10~13 稚内総合文化センター 会議室A(稚内市) 30名 無料 8名

11/17~11/20
オホーツク・文化交流センター 視聴覚室

(網走市)
30名 無料 19名

12/14~17 北海道日高振興局 地下会議室(浦河町) 30名 無料 8名

12/6~9 北海道新聞帯広支社 大会議室(帯広市) 30名 無料 10名

11/9~12
釧路市総合福祉センター 大会議室

(釧路市)
30名 無料 14名

12/14~17
根室市総合文化会館 第2講座室

(根室市)
25名 無料 10名

11/6、13、20、27
たきかわ文化センター 2・3会議室

(滝川市)
20名 無料 40名

12/1 小樽市消防庁舎 6階 講堂(小樽市) 20名 無料 9名

江別市 キャリアバンク株式会社 11/9・11/10・11/12
江別まちなか仕事プラザ

(江別市野幌町10-1 イオンタウン江別2階)
18名 無料

キャリアバンク株式会社

江別市介護人材養成支援事業 運

営事務局

011-251-0707

健康福祉部介護保険課(企

画・指導担当)
011-381-1067 18名

鷹栖町
4/21

5/12
鷹栖地区住民センター ふらっと 20名 無料 健康福祉課健康長寿係 健康福祉課健康長寿係 0166-87-2112 20名

美瑛町 なし 8/3、11/20 美瑛町いきいきセンター 各回20名 無料
美瑛町役場保健福祉課

美瑛町地域包括支援センター
美瑛町役場保健福祉課 0166-92-4248 29名

白老町
社会福祉法人

白老町社会福祉協議会
10/4~11/1

白老町総合保健福祉センター

(白老町東町4-6-7)
30名 9,500円

社会福祉法人

白老町社会福祉協議会

0144-82-6306

高齢者介護課

高齢者保健福祉G
0144-82-5560 18名

本別町 NPO帯広高齢者支援協会 7/27~29、8/9 本別町あいの里交流センター
初任研と合わせて

20名

60歳以上及び本別高校生

無料

一般2000円

本別町総合ケアセンター介護保

険担当

0156-22-8520

本別町総合ケアセンター介

護保険担当
0156-22-8520 1名

三八地域:八戸市津波防災センター

(八戸市沼館4-6-19)

中南地域:弘前市民会館

(弘前市下白銀町1-6)

西北地域:五所川原市中央公民館

(五所川原市一ツ谷504-1)

上十三地域:三沢市国際交流教育センター

(三沢市三沢園沢230-1)

上北地域:十和田市民文化センター

(十和田市西三番町2-1)

東青地域:青森県総合社会教育センター

(青森市荒川藤戸119-7)

下北地域:プラザホテルむつ

(むつ市下北町2-46)

三八地域:八戸市総合福祉会館

(八戸市根城8-8-155)

9名

29名

8/24～27 30名

12/14～17 40名

北海道庁高齢者支援局高齢

者保健福祉課

011-231-4111

(内線25-674)

都道府県名

1 北海道

北海道

社会福祉法人

北海道社会福祉協議会

社会福祉法人北海道社会福祉協

議会

011-241-3979

11/16～19 15名

12/21～24 15名 8名

1/11～14 30名 18名

2 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

13名

11/30～12/3 15名 11名

10/12～15 20名 17名

10/26～29 15名

無料

公益財団法人

介護労働安定センター

青森支部

017-777-4331

健康福祉部

高齢福祉保険課

介護事業者グループ

017-734-9299

15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
受講者数

(実績)
都道府県名

山田町
社会福祉法人

山田町社会福祉協議会

基礎講座8/1

入門講座8/22、9/12、9/26

基礎講座:

山田町中央コミュニティセンター集会室

(山田町八幡町3-20)

入門講座:

社会福祉法人山田町社会福祉協議会会議室

(山田町山田15-82-2)

基礎講座のみ:16

名

基礎講座+入門講

座:12名

無料

社会福祉法人山田町社会福祉協

議会

090-7060-6003

山田町長寿福祉課
0193-82-3111

(内線134)

基礎講座の

み:

0名

基礎講座+入

門講座:

14名

岩手県
社会福祉法人

岩手県社会福祉協議会
6/8・15・22、9/14・21・28 ふれあいランド岩手(盛岡市三本柳) 各10名 無料

岩手県社会福祉協議会

福祉人材センター

019-601-7061

保健福祉部長寿社会課 019-629-5435 23名

4 宮城県 実施なし
保健福祉部長寿社会政策課

介護人材確保推進班
022-211-2554

社会福祉法人

秋田県社会福祉協議会
7/1~16の間の5日間 秋田県社会福祉会館 20名 無料

社会福祉法人秋田県社会福祉協

議会

018-864-3161

秋田県長寿社会課介護人材

対策班
018-860-1364 8名

社会福祉法人

秋田県社会福祉協議会
10/6~20の間の5日間 秋田県社会福祉会館 20名 無料

社会福祉法人秋田県社会福祉協

議会

018-864-3161

秋田県長寿社会課介護人材

対策班
018-860-1364 20名

山形県
(公財)

介護労働安定センター

①7/27・28、8/3・4(計4日間)

②8/10・11・18・19(計4日間)

③8/3・5・6(計3日間)

①鶴岡市勤労者会館(鶴岡市泉町8-7)

②山形流通団地組合会館(山形市流通センター2-3)

③イオンモール天童(天童市芳賀タウン北4-1-1)

各30名 無料

(公財)介護労働安定センター山

形支部

023-634-9301

健康福祉部高齢者支援課 023-630-3121

①12名

②14名

③26名

新庄市 新庄市社会福祉協議会 11/26
最上広域交流センターゆめりあ会議室

(新庄市多門町1番2号)
20名 無料

新庄市地域包括支援センター

(0233-28-0330)
新庄市成人福祉課 0233-29-5809 16名

7 福島県 福島県
一般社団法人

福島県介護福祉士会
10月~3月 県北、県中、県南、会津、相双、いわき 150名 無料

一般社団法人福島県介護福祉士

会 024-983-1848

社会福祉課

福祉・介護人材担当
024-521-7322 55名

8 茨城県 茨城県
(一社)

茨城県介護福祉士会

①1/22~3/29

②3/9~3/30

③3/11~3/18

④3/12~3/29

⑤3/22~3/31

①コミュニティプラザ竜ヶ崎

②フロイデ水戸メディカルプラザ

③筑西市生涯学習センターペアーノ

④鹿行生涯学習センター

⑤介護老人保健施設北勝会

各回50名

程度
無料

(一社)茨城県介護福祉士会

TEL:029-353-7244

(月・水・木のみ)

福祉部福祉指政策課

福祉人材確保室
029-301-3197

①22名

②19名

③18名

④22名

⑤18名

矢板市
社会福祉法人

矢板市社会福祉協議会

10/20~

12/10

矢板市きずな館

(矢板市扇町二丁目4番19号)
20名 無料

社会福祉法人

矢板市社会福祉協議会

(0287-44-3000)

矢板市健康福祉部

高齢対策課
0287-43-3896 10名

那須塩原市 那須塩原市 11/2~11/30
那須塩原市役所 西那須野支所100会議室

(那須塩原市あたご町2-3)
20名 無料

那須塩原市役所

高齢福祉課
介護管理係 0287-62-7191 20名

佐野市
株式会社

ハルプ・エンタープライズ
11/8~29

ハーモネートプラザ3階

(佐野市堀米町1348-5)
10名 無料

株式会社ハルプ・エンタープラ

イズ

0283-27-1686

介護保険課 0283-20-3022 5名

鹿沼市 直営 10/22~11/26
鹿沼市加園コミュニティセンター

(鹿沼市加園1364)
15名 無料

鹿沼市介護保険課

0289-63-2283
介護保険課 0289-63-2283 15名

群馬県
(公財)

介護労働安定センター群馬支部
申込に応じて対応 申込に応じて対応 5~30名 無料

委託先

電話:027-235-3013

FAX:027-235-3014

介護高齢課 介護人材確保対

策室 人材確保係
027-226-2564 34名

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 6人

社会福祉法人ほたか会 8/5
介護研修センター

(前橋市昭和町三丁目12番21号)
20名 7人

社会福祉法人ほたか会 8/6
介護研修センター

(前橋市昭和町三丁目12番21号)
20名 5人

社会福祉法人ほたか会 3/26
介護研修センター

(前橋市昭和町三丁目12番21号)
20名 15人

社会福祉法人ほたか会 3/27
介護研修センター

(前橋市昭和町三丁目12番21号)
20名 11人

秋田県

前橋市

6 山形県

9 栃木県

群馬県10

3 岩手県

5 秋田県

テキスト代 1,485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



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

群馬県地域密着型

サービス連絡協議会

11/5,8,10,12,15,17,22(7日間

※うち2日間は現場実習)

高崎市役所内会議室

(高崎市高松町35-1)

高崎市産業創造館

(高崎市下之城町584-70)

市内各介護事業所

25名 無料

群馬県地域密着型サービス連絡

協議会

027-289-0908

長寿社会課 027-321-1248 9名

群馬県地域密着型

サービス連絡協議会
2/21,22,25,26,3/1(5日間)

高崎市役所内会議室

(高崎市高松町35-1)

高崎市総合保健センター

(高崎市高松町5-28)

25名 無料

群馬県地域密着型サービス連絡

協議会

027-289-0908

長寿社会課 027-321-1248 15名

株式会社

ハッピーエージェントスタイル
12/5・12/12・12/19・12/26

伊勢崎市役所会議室

(伊勢崎市今泉町二丁目410)
40名 無料 伊勢崎市役所介護保険課 介護保険課

0270-27-2743

(直通)
39人

株式会社

ハッピーエージェントスタイル
10/25~28

絣の郷会議室

(伊勢崎市昭和町1712-2)
25名 無料 伊勢崎市役所介護保険課 介護保険課

0270-27-2743

(直通)
6人

大泉町
社会福祉法人三吉

大泉保育福祉専門学校
10/7

大泉町日の出56-2

大泉保育福祉専門学校
20名 無料

大泉町役場

高齢介護課介護保険係

大泉町役場

高齢介護課介護保険係
0276-62-2121 20人

㈱シグマスタッフ 6月~ 全県 100名程度
無料(60歳未満の介護事

業所就職希望者)

㈱シグマスタッフ

048-871-9931

福祉部高齢者福祉課

介護人材担当
048-830-3232 171名

㈱ソラスト 7月~ 全県 150名程度
無料(60歳以上の介護事

業所就職希望者)

㈱ソラスト

0120-997-963

福祉部高齢者福祉課

介護人材担当
048-830-3232 270名

川口市 ㈱シグマスタッフ 12月
川口市 中央ふれあい館 講座室

(川口市本町4-5-26)
30名 無料

㈱シグマスタッフ

048-782-5173

福祉部介護保険課

事業者係
048-259-7293 25名

行田市 シグマスタッフ 1月
行田市総合体育館

2階研修室
30名 無料

高齢者福祉課

高齢福祉担当

介護保険担当

高齢者福祉課

高齢福祉担当

介護保険担当

048-556-1111 13名

所沢市 (株)シグマスタッフ 2/10・14・15・16 こどもと福祉の未来館 30名 無料
(株)シグマスタッフ

048-782-5173
福祉部介護保険課 04-2998-9420 15名

加須市 (株)シグマスタッフ 11/17・18・19・24・25 騎西文化・学習センター「キャッスルきさい」 15名程度 無料
(株)シグマスタッフ

048-782-5173

福祉部高齢介護課

介護保険担当

0480-62-1111

内線104
8名

上尾市 (株)シグマスタッフ 12/1,3,6,8,10 上尾市文化センター 20名 無料

㈱シグマスタッフ

大宮支店

048-782-5173

健康福祉部

高齢介護課

管理担当

048-775-4954 16名

朝霞市 ㈱シグマスタッフ 10月
朝霞市役所

(朝霞市本町1-1-1)
20名 無料

㈱シグマスタッフ

大宮支店

048-782-5173

長寿はつらつ課

介護保険係
048-463-1952 22名

和光市 和光福祉会 10-11月 和光市内 24名 無料

和光市長寿あんしん課及び委託

事業者
和光市長寿あんしん課

介護保険担当
048-424-9125 11名

新座市 ㈱シグマスタッフ 6月
新座市役所本庁舎

全員協議会室
30名 無料

㈱シグマスタッフ

大宮支店

048-782-5173

介護保険課

事業計画係
048-424-5361 13名

富士見市 株式会社ミッキーNEXT 11月 富士見市立市民総合体育館3階多目的室1・2 20名 テキスト代500円
高齢者福祉課

地域包括ケア係

高齢者福祉課

地域包括ケア係
049-252-7107 19名

ふじみ野市 株式会社ミッキーNEXT 11/17,19,24,26
ふじみ野市役所本庁舎

5階大会議室
30名 無料

ふじみ野市役所高齢福祉課地域

支援係
高齢福祉課地域支援係 049-262-9038 22名

三芳町 社会福祉法人美咲会 2~3月
精神障害者小規模地域生活支援センター

特別養護老人ホームみずほ苑
15名 無料 三芳町認知症サポートセンター 健康増進課 049-258-0019 15名

12 千葉県 千葉県 社会福祉法人初穂会

①8/5、8/20、8/24/、8/26

②8/25

③9/2、9/10、9/15、9/30

④9/16

⑤2/20

⑥2/27

⑦3/6

⑧2/2、2/8、3/4、3/11

⑨2/3、2/4、2/18、2/25

⑩2/12、2/26、3/5、3/12

①千葉市

②市原市

③木更津市

④茂原市

⑤柏市

⑥印西市

⑦南房総市

⑧東金市

⑨八千代市

⑩佐倉市

各会場

20名程度
無料

社会福祉法人初穂会

ほっとスペース稲毛ペコリーノ

千葉県健康福祉部

健康福祉指導課

福祉人材確保対策室

043-223-2606 116名

高崎市

伊勢崎市

埼玉県

群馬県10

11 埼玉県



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

君津市
一般社団法人

千葉県介護福祉士会
11/10~18

君津市内みのわ運動公園視聴覚室

(君津市内箕輪1-1-1)
20名 無料

君津市保健福祉部

高齢者支援課介護事業支援係

君津市保健福祉部

高齢者支援課介護事業支援係
0439-56-1736 6名

御宿町 直接実施 2/8~2/16
御宿町役場

(御宿町須賀1522)
15名程度 無料

御宿町保健福祉課

福祉介護班

御宿町保健福祉課

福祉介護班
0470-68-6716 16名

市川市
一般財団法人)

市川市福祉公社

R3/11/4・5・10・17・18・25

R3/11/25・29、12/7・14

レンタルスペース エミング

(市川市相之川3-2-13 明光企画ビル内)

市川市男女共同参画センター

(市川市市川1-24-2)

20名、25名

(二回開催)
無料

委託先:

一般財団法人)

市川市福祉公社

市川市 福祉部

福祉政策課
047-712-8546 13名、17名

松戸市
ヒューマンアカデミー

株式会社
12/2,3,13,14 ゆうまつど(松戸市本町14-10) 25名 無料 ヒューマンアカデミー株式会社 介護保険課 大石

047-366-1111

(内5272)
8名

千葉市
SHコーポレーション

株式会社

①11/7~12/12

②1/30~2/27

ジョブシティカレッジCHIBA

(千葉市中央区本千葉町1-11)
60名 無料

千葉市保健福祉局高齢障害部

介護保険管理課

043-245-5206

千葉市保健福祉局高齢障害部

介護保険管理課
043-245-5206 55名

船橋市
公益財団法人

船橋市福祉サービス公社

①11/4・5・8・9

②1/26・27、2/2・3

①二和公民館

(船橋市二和東5-26-1)

②中央公民館

(船橋市本町2-2-5)

①30名(予定)

②30名(予定)
無料

公益財団法人

船橋市福祉サービス公社

047-436-2832

船橋市 介護保険課 047-436-3306
①33名

②37名

千代田区
公益財団法人

介護労働安定センター
1/29・2/5 かがやきプラザ4階 研修室 15名 無料

かがやきプラザ研修センター(指定

管理者 千代田区社会福祉協議会)
保健福祉部在宅支援課 03-6265-6486 13名

新宿区
公益社団法人

長寿社会文化協会
11/11~11/29

教育センター中研修室・大研修室

(新宿区大久保3-1-2)
30名 無料

公益社団法人 長寿社会文化協会

03-5405-1501
福祉部介護保険課推進係 03-5273-4212 20名

文京区福祉部介護保険課 株式会社シグマスタッフ 12/7
文京シビックセンター3階障害者会館会議室A・B

(文京区春日1-16-21)
20名 無料

文京区福祉部介護保険課

介護保険相談係

(連絡先:03-5803-1383)

文京区福祉部介護保険課介護

保険相談係
03-5803-1383 13名

大田区
(公財)

介護労働安定センター東京支部
12/2 オンライン(Webex) 30名 無料

大田区介護保険課

介護サービス担当

大田区介護保険課

介護サービス担当
03-5744-1655 15名

世田谷区

世田谷区社会福祉事業団

(世田谷区福祉人材育成・

研修センター事業運営委託)

9/8~10/6
Zoom開催

(世田谷区福祉人材育成・研修センター研修室)
30名程度 無料

世田谷区福祉人材育成・研修セン

ター

03-6379-4280

高齢福祉課管理係 03-5432-2397 37名

中野区 株式会社ミッキーNEXT
第1回12/2,3,7,8,14,15

第2回:2/1~4,9,10

第1回:

昭和区民活動センター(中野区中野6-16-20)

第2回:

新井区民活動センター(中野区新井3-11-4)

桃園区民活動センター(中野区中央4-57-1)

各50名 無料
株式会社ミッキーNEXT

03-5923-9150

地域支えあい推進部

介護・高齢者支援課

高齢者支援基盤整備係

03-3228-5631 11名

北区 北区サービス提供責任者の会 10/12・14・19、21、26、28

北とぴあ 飛鳥ホール(14日・21日)

カナリアホール(26日)

第一研修室(12日)

第二研修室(19日・28日)

38名 無料
介護保険課 給付調整係

(03-3908-1286)
介護保険課給付調整係 03-3908-1286 33名

北区

公益財団法人

介護労働安定センター

東京支部

2/14・18・21 オンライン開催 18名 無料
介護保険課 給付調整係

(03-3908-1286)
介護保険課給付調整係 03-3908-1286 18名

板橋区
(株)ONE TO ONE

福祉教育学院

9/6・7・13・14・24

2/14・15・18・21・22

板橋区立グリーンホール会議室

(板橋区栄町36-1)
80名 無料

介護保険課

施設整備・事業者指定係

3579-2253

介護保険課

施設整備・事業者指定係
3579-2253 51名

練馬区
社会福祉法人

練馬区社会福祉事業団
11/1・4・8・11・15・16

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)
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 39名

5/25~28
葛飾区東金町1-22-1

金町地区センター 会議室
11名

6/21~24
葛飾区立石5-27-1

男女平等推進センター 洋室A・D
12名

9/27~30
葛飾区東新小岩6-21-1

新小岩北地区センター 会議室(中)、ホール
5名

10/26~29
葛飾区立石5-27-1

男女平等推進センター 洋室A・D
12名

11/25・26・29・30
葛飾区亀有3-26-1リリオ館7階 亀有地区センター

 第三会議室
12名

1/25~28
葛飾区堀切3-8-5

堀切地区センター 第一会議室
11名

無料

委託先

電話:03-5654-9517

FAX:03-5654-9518

事業実施担当

葛飾区介護保険課事業者係

介護人材確保担当

葛飾区介護保険課管理係

介護保険課事業者係

03-5654-8251

介護保険課管理係

03-5654-8443

葛飾区

一般社団法人

葛飾区介護サービス事業者

協働組合

千葉県12

各回20名

東京都13



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

江戸川区 学校法人 滋慶学園

基礎研修中心

第1回8/12~13

第2回11/24~25

第3回1/15,22

ステップアップ研修(入門的研修

中心)

第1回10/27~29

第2回3/22~24

基礎研修中心 第1回、第3回

 グリーンパレス

 (江戸川区松島1-38-1)

基礎研修中心 第2回

ステップアップ研修 第1回、第2回

 東京福祉専門学校第3校舎

 (江戸川区西葛西5-10-32)

各20名 無 福祉部介護保険課事業者調整係
福祉部介護保険課事業者調

整係
03-5662-0032

基礎研修中心

 58 名

ステップアッ

プ

研修

 17名

ヒューマンライフケア

株式会社
9/1~3、9、10

八王子市学園都市センター 第5セミナー室

(八王子市旭町9番1号 八王子スクエアビル12階)
25名 無料 ヒューマンライフケア株式会社 福祉部高齢者いきいき課 042-620-7243 23名

ヒューマンライフケア

株式会社
1/22、29、30、2/6、12

八王子労政会館 第1会議室

(八王子市明神町3-5-1)
25名 無料 ヒューマンライフケア株式会社 福祉部高齢者いきいき課 042-620-7243 32名

三鷹市
ヒューマンアカデミー

株式会社
11/5、1/18 オンライン(ZOOM) 各日10名 無料

生活環境部生活経済課商工労政

係

健康福祉部介護保険課介護

給付係
0422-29-9274 4名

青梅市 医療法人社団和風会 12/15,22
青梅市福祉センター

東京都青梅市東青梅1丁目177番地の3
50名 無料 青梅市健康福祉部高齢者支援課

青梅市健康福祉部高齢者支

援課

0428-22-

1111(内線2126)
20名

一般社団法人

町田市介護サービスネットワーク
5/20,27,6/3,10,17

町田市商工会議所 2階会議室

(町田市原町田3-3-22)
20名 無料

一般社団法人 町田市介護サービ

スネットワーク

町田市介護人材開発センター℡

042-860-6071

町田市いきいき生活部いき

いき総務課企画総務係
042-724-2916 16名

一般社団法人

町田市介護サービスネットワーク
9/21,28,10/5,12,19

町田市商工会議所 2階会議室

(町田市原町田3-3-22)
20名 無料

一般社団法人 町田市介護サービ

スネットワーク

町田市介護人材開発センター℡

042-860-6071

町田市いきいき生活部いき

いき総務課企画総務係
042-724-2916 19名

東村山市 有限会社ふれあい工房
11/26~11/27

12/10~12/11

東村山市

ふれあい工房多目的スペース
30名 無料

健康福祉部介護保険課

042-393-5111

健康福祉部介護保険課企画

保険料係
042-393-5111 10名

清瀬市 直営 12/2~12/20
清瀬市役所(清瀬市中里5-842)

清瀬けやきホール(清瀬市元町1-6-6)
10名 無料

生涯健幸部介護保険課

電話:042-497-2080
生涯健幸部介護保険課 042-497-2080 5名

東久留米市
公益財団法人

介護労働安定センター

前期7/14~8/25

後期11/10~12/22

成美教育文化会館 大研修室

(東久留米市東本町8-14)
各35名 無料 委託業者

福祉保健部介護福祉課

地域ケア係

042-470-

7777(代)

内線2503

46名

あきる野市
株式会社

One to One福祉教育学院
3/7~3/9、3/14~3/15

あきる野市役所

(あきる野市二宮350番地)
10名 無料

あきる野市健康福祉部

高齢者支援課介護保険係

あきる野市健康福祉部

高齢者支援課介護保険係
042-558-1969 3名

渋谷区 株式会社ミッキーNEXT
10/18・10/19・10/21・

10/26・10/28・10/29

渋谷フォーラムエイト 661号室

(渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル6階)
30名 無料

株式会社ミッキーNEXT

(受付終了)

渋谷区福祉部介護保険課介

護相談係
03-3463-2137 8名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

(前期)8/2~9/6

(後期)1/31~2/25
オンライン 各100名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 計12名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

(前期)7/1~7/16

(後期)11/8~11/26
オンライン 各200名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 計177名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会
11/27~12/18 逗子市福祉会館 20名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 14名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会
3/8~3/23 海老名市立総合福祉会館 20名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 15名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会
1/28~2/17 おだわら総合医療福祉会館 20名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 16名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会
2/19~3/5 りんどう会館 18名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 14名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会
2/9~2/21 平塚栗原ホーム 20名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 11名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会
9/16~9/30 藤沢商工会館ミナパーク 20名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 10名

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会
1/31~2/8 寒川健康管理センター 20名 無料

社会福祉法人

神奈川県社会福祉協議会

福祉子どもみらい局

福祉部地域福祉課
045-210-4755 16名

横浜市
公益社団法人

横浜市福祉事業経営者会

7/20~8/4、

8/19~8/31
アリス日本語学校横浜校、ウィリング横浜 40名×2回 無料

公益社団法人

横浜市福祉事業経営者会

045-840-5815

健康福祉局

高齢健康福祉課
045-671-3920

①9名

②6名

八王子市

町田市

神奈川県

13 東京都

神奈川県14



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

横浜市
公益社団法人

かながわ福祉サービス振興会
9/1~3/22 オンライン 200名 無料

公益社団法人かながわ福祉サー

ビス振興会

045-210-0788

健康福祉局

高齢在宅支援課
045-671-2405 146名

川崎市 株式会社 シグマスタッフ

①6/24-7/8

②9/29-10/20

③10/7-11/18

④10/26-11/4

⑤1/25ー3/24

①はっぴねすケアカレッジ(川崎市中原区新城)

②はっぴねすケアカレッジ(川崎市中原区新城)

③新百合トウェンティワンホール

(川崎市麻生区)

④花物語みやまえ東 (川崎市宮前区)

⑤介護老人福祉施設すみよし

(川崎市中原区木月)

各回10名程度 無料
株式会社 シグマスタッフ

044-751-0401

健康福祉局長寿社会部

高齢者事業推進課
044-200-2652 17名

相模原市
パーソルテンプスタッフ

株式会社

6/24~7/12

6/30~7/15

(各5日間、2回)

・相模原市立産業会館

(相模原市中央区中央3-12-1)

・サン・エールさがみはら

(相模原市緑区西橋本5-4-20)

20名×2コース 無料
相模原市就職支援センター

042-700-1618

健康福祉局

地域包括ケア推進部

福祉基盤課

総務・育成班

042-707-7046 38名

株式会社アメイジュ 10/4~10/11 オンライン開催 20名 無料

湘南国際アカデミー

藤沢本校

0120-961-190

介護保険課 0466-50-8270 2名

株式会社アメイジュ 2/2~2/23
湘南国際アカデミー藤沢本校

藤沢市藤沢38-3 2F
20名 無料

湘南国際アカデミー

藤沢本校

0120-961-190

介護保険課 0466-50-8270 8名

秦野市
医療法人社団三喜会

鶴巻温泉病院

10/22、10/28

11/2、11/5

秦野市保健福祉センター

(秦野市緑町16-3)
25名 無料

秦野市役所高齢介護課

0463(82)7394
高齢者支援担当 0463(82)7394 15名

新潟県
公益社団法人

新潟県介護福祉士会
1/10~2/28 オンライン講座 250名 無料

公益社団法人新潟県介護福祉士

会

025-281-5531

高齢福祉保健課

介護人材確保係
025-280-5272 250名

魚沼市

株式会社

アルプスビジネスクリエーション

魚沼営業所

10/11~15
ABC魚沼研修センター

(旧アルプス電気小出工場内)
10名 無料 魚沼市役所 介護福祉課 介護福祉課介護保険係 025-792-9755 6名

8/2,8/20,9/28,10/18
富山市奥田新町8-1

ボルファートとやま
30名 無料

(公財)介護労働安定センター富

山支所

076-444-0481

富山県厚生企画課 076-444-3197 46名

11/15,12/8,12/16,1/12
高岡市八ケ55

ポリテクセンター富山
30名 無料

(公財)介護労働安定センター富

山支所

076-444-0481

富山県厚生企画課 076-444-3197 16名

7/26,27
富山市奥田新町8-1

ボルファートとやま
40名(対象:教員) 無料

(公財)介護労働安定センター富

山支所

076-444-0481

富山県厚生企画課 076-444-3197 7名

8/10,23
高岡市八ケ55

ポリテクセンター富山
40名(対象:教員) 無料

(公財)介護労働安定センター富

山支所

076-444-0481

富山県厚生企画課 076-444-3197 9名

(学)富山国際学園

富山短期大学
2/20,21,23,25,3/7~13

富山市願海寺水口444

戸谷加短期大学
無料

富山短期大学健康福祉学科

076-436-5182
富山県厚生企画課 076-444-3197 10名

入善町
社会福祉法人

入善町社会福祉協議会
7/23~7/28

サンウェル 外

入善町上野2793-1
5名

3,000円

高校生は無料

(社福)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 0名

石川県 石川県社会福祉協議会 10月~1月 石川県立武道館他 10名 無料

石川県福祉の仕事マッチングサ

ポートセンター

076-234-1151

石川県厚生政策課福祉人

材・サービスG
076-225-1419 64名

小松市
社会福祉法人

小松市社会福祉協議会

①9/8、9/22

②2/25、

  3/4、3/11

第一地区コミュニティセンター他
①15名

②20名
無料

社会福祉法人小松市社会福祉協

議会

0761-22-3354

小松市長寿介護課 0761-24-8149
①11名

②8名

社会福祉法人

福井県社会福祉協議会
7/5~16 勝山市、坂井市、敦賀市、福井市、鯖江市 70名 無料

社会福祉法人福井県社会福祉協

議会

0776-21-2294

長寿福祉課 0776-20-0332 97名

社会福祉法人

福井県社会福祉協議会
8/2~31 Youtube限定公開 20名 無料

社会福祉法人福井県社会福祉協

議会

0776-21-2294

長寿福祉課 0776-20-0332 12名

19 山梨県 北杜市
社会福祉法人

北杜市社会福祉協議会
11/4・5・11・12

社会福祉法人 北杜市社会福祉協議会

(北杜市高根町箕輪新町50番地)
20名 無料

社会福祉法人

北杜市社会福祉協議会

0551-47-5202

北杜市役所 介護支援課介護

保険担当
0551-42-1333 6名

藤沢市

福井県

(公財)

介護労働安定センター富山支所

15 新潟県

16 富山県

富山県

(公財)

介護労働安定センター富山支所

神奈川県14

17 石川県

18 福井県



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

20 長野県 塩尻市 学校法人松樹学園
8/18~8/20

3/28~3/30
信州介護福祉専門学校 10名 1,000円 塩尻市長寿課 塩尻市長寿課 0263-52-0285 10名

岐阜県 (株)ソラスト
1/11~2/4

(各箇所4日)

・ワークプラザ岐阜 3F大会議室302

・大垣市スイトピアセンター 5F創作実習室3

・可児市福祉センター 2F視聴覚教室

・多治見市文化会館 2F大会議室

・高山市民文化会館 2F2-3

90名 無料 (株)ソラスト 健康福祉部高齢福祉課 058-272-8289 29名

高山市
直営

講師:高山市地域包括支援センター
11/11 市内 11名 無料

高山市福祉部高年介護課介護支

援係

高山市福祉部高年介護課介

護支援係
0577-35-3178 11名

関市 中部学院大学 9/14・17・21・24・28 中部学院大学関キャンパス(関市桐ケ丘2丁目1番地) 20名 無料 中部学院大学 健康福祉部高齢福祉課 0575-23-8127 6名

飛騨市 ㈱エニウェイ 2/13,20,27
飛騨市古川町若宮二丁目1-60

ハートピア古川
先着16名 テキスト代のみ

飛騨市役所

地域包括ケア課

地域医療係

飛騨市役所

地域包括ケア課

地域医療係

0577-73-6233 16名

下呂市 (株)日本教育クリエイト 7/3,10,17
下呂市萩原町萩原1856

萩原農事センター会議室
12名 無料

下呂市役所健康福祉部高齢福祉

課

下呂市役所健康福祉部高齢

福祉課
0576-53-0153

静岡県 株式会社 東海道シグマ 6月~1月

菊川市

浜松市中区3回

浜松市浜北区

藤枝市

静岡市葵区3回

静岡市清水区

沼津市×2回

小山町

下田市×2回

各回

15~20名
無料

株式会社 東海道シグマ

054-255-4259
介護保険課 054-221-2084 56名

静岡市

なし

※静岡県介護福祉士会より

講師派遣

①1/11、12

②1/20、21

①静岡市職員会館 大会議室

(静岡市葵区追手町10-104 新中町ビル3階)

②清水庁舎 3階 312会議室

(静岡市清水区旭町6-8)

①②各20名 無料
静岡市介護保険課

054-221-1202
介護保険課総務係 054-221-1202

①13名

②6名

計名 19名

島田市 株式会社東海道シグマ 10/4、10/7、10/11、10/14
島田市社会福祉協議会

(島田市大津通2番の1)
12名 無料

委託先事業者

(株式会社 東海道シグマ)
健康福祉部長寿介護課 0547-34-3294 11名

富士市
社会福祉法人

富士市社会福祉協議会
1/16~3/27

富士川地域福祉センター

(富士市中之郷4100-1)
20名 無料

富士市社会福祉協議会

富士川地域福祉センター
介護保険課 0545-55-2767 6名

焼津市 株式会社東海道シグマ 7/26、7/28、8/10、8/11
焼津市焼津公民館

(焼津市本町5-6-1)
15名 無料

焼津市介護保険課

054-626-1159
介護保険課 054-626-1159 11名

焼津市 株式会社東海道シグマ 12/3、12/6、12/13、12/17
焼津市会議室

(焼津市本町2丁目16-32)
15名 無料

焼津市介護保険課

054-626-1159
介護保険課 054-626-1159 12名

御前崎市 株式会社東海道シグマ 1/21,24,27,31 御前崎市役所本庁3階302会議室 15名 無料
御前崎市高齢者支援課

0537-85-1118
高齢者支援課 0537-85-1118 8名

吉田町
株式会社東海道シグマ

介護事業部
7/19・21・27・28・30

吉田町中央公民館

(静岡県榛原郡吉田町住吉89-1)

吉田町役場 町民ホール

(静岡県榛原郡吉田町住吉87)

15名 無料 吉田町役場福祉課 介護保険部門 0548-33-2106 12名

22 静岡県

岐阜県21



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

7/29

8/5・19・26

ウインクあいち

(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
87名

8/17・23

9/2・13

岡崎市民会館

(岡崎市六供町字出崎15番地1)
63名

8/31

9/7・16・30

豊橋市民センターカリオンビル

(豊橋市松葉町2丁目63番地)
45名

9/21・28

10/5・12

刈谷市総合文化センターアイリス

(刈谷市若松町2-104)
68名

10/7・14・21・28
まなび創造館

(小牧市小牧3丁目555番地)
36名

10/16・23・30

11/6

栄ガスビル

(名古屋市中区栄三丁目15番33号)
68名

11/2・9・16・29
東海市立商工センター

(東海市中央町4丁目2番地)
50名

11/11・18・30

12/7

iビル

(一宮市栄3丁目1番2号)
60名

1/8・15・22・29
ウインクあいち

(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
87名

1/12・19・26

2/2

津島市文化会館

(津島市藤浪町3丁目89-10 )
36名

岡崎市
社会福祉法人

岡崎市福祉事業団

2/26

3/5・12

オンライン開催

(ZOOMにて実施)
20名 無料

・市オンライン申請システム

・委託先窓口

・質問等は委託先へ

福祉部介護保険課

給付係
0564-23-6692 10名

刈谷市

NPO法人

福祉サポートセンター

さわやか愛知

7/10・17・24・31
刈谷市総合文化センター アイリス

(刈谷市若松町2-104)
20名 無料

・NPO法人福祉サポートセン

ターさわやか愛知

 0562-45-4787

・刈谷市役所長寿課

 0566-62-1013

福祉健康部 長寿課 0566-62-1013 17名

24 三重県 三重県
社会福祉法人

三重県社会福祉協議会
8/2~2/19

・web研修(個人)

・三重県社会福祉会館(三重県津市桜橋2丁目131)
150名 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 156名

5/15~6/5 長浜市市民交流センター 15名 無料
滋賀県介護・人材センター

077-567-3925

滋賀県健康医療福祉部

医療福祉推進課
077-528-3597 16名

9/6~9/14 県立長寿社会福祉センター 15名 無料
滋賀県介護・人材センター

077-567-3925

滋賀県健康医療福祉部

医療福祉推進課
077-528-3597 8名

9/28~10/6 高島市市民交流施設 今津東コミュニティーセンター 15名 無料
滋賀県介護・人材センター

077-567-3925

滋賀県健康医療福祉部

医療福祉推進課
077-528-3597 3名

10/9~11/4 ひこね燦パレス 15名 無料
滋賀県介護・人材センター

077-567-3925

滋賀県健康医療福祉部

医療福祉推進課
077-528-3597 15名

2/18 びわこ成蹊スポーツ大学 特になし 無料
滋賀県介護・人材センター

077-567-3925

滋賀県健康医療福祉部

医療福祉推進課
077-528-3597 3名

近江八幡市 委託なし 10/23 総合福祉センターひまわり館 20名 無料
近江八幡市福祉保健部

介護保険課
同左 0748-33-3511 26名

長浜市 11/11~11/25 高月まちづくりセンター 20名 無料
長浜市健康福祉部

介護保険課
0749-65-8252 5名

大津市 1/11~3/8に6回開催 大津市役所および管内市立施設 計120名 無料
大津市健康保険部

長寿政策課
077-528-2738 計150名

052-954-6814 623名愛知県 株式会社 パソナ

愛知県23

25 滋賀県

無料

株式会社パソナ

あいち介護サポーターバンク運

営事務局

052-564-5763

福祉局高齢福祉課

滋賀県

滋賀県

介護・福祉人材センター

(滋賀県社会福祉協議会)

介護労働安定センター

滋賀支所
介護労働安定センター滋賀支所



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

6月
八幡市文化センター

(八幡市八幡高畑5-3)
15名 無料 12名

9月
精華町役場

(相楽郡精華町大字南稲八妻北尻70)
15名 無料 24名

11月
宮津市福祉・教育総合プラザ

(宮津市字浜町3012番地)
15名 無料 13名

宇治市 医療法人啓信会 10月

宇治市産業会館(19、20日会場)

(宇治市宇治琵琶45-13)

宇治市生涯学習センター(26、27日会場)

(宇治市宇治琵琶45-14)

30名 テキスト代2,200円

医療法人啓信会

ケアスクールリエゾン

0120-294-053

宇治市 介護保険課 0774-22-3141 15名

27 大阪府 大阪府教育庁
府立だいせん聴覚

高等支援学校
5/6~2/18

府立だいせん聴覚高等支援学校

(堺市堺区大仙町1-1)
10名 無料

府立だいせん聴覚高等支援学校

072-232-6761

大阪府教育庁 教育振興室

支援教育課
06-6944-9362 6名

8/13~1/26

兵庫県福祉センター1階

(神戸市中央区坂口通2-1-1)

明石商工会議所6階

(明石市大明石1-2-1)

20名×5回 無料 兵庫県介護福祉士会
兵庫県高齢政策課介護人材

対策班
078-362-4401 108名

7/28~8/13
兵庫県福祉センター1階

(神戸市中央区坂口通2-1-1)

20名?2回
無料 兵庫県介護福祉士会

兵庫県高齢政策課介護人材

対策班
078-362-4401 46名

伊丹市 市主催 通年 DVD視聴 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 9名

丹波市 - 2月~3月
丹波市役所 第2庁舎ホール

(丹波市氷上町常楽211)
20名 無料

丹波市健康福祉部

介護保険課介護保険係

丹波市健康福祉部

介護保険課介護保険係
0795-88-5526 15名

小野市 市主催 11月~12月
小野市役所会議室

(小野市中島町531)

基礎:50名

入門:20名
無料

小野市市民福祉部

高齢介護課

小野市市民福祉部

高齢介護課
(0794)63-1509

基礎: 3名

入門:12名

西宮市 株式会社ソラスト 8/4~11/22
西宮市民会館

(西宮市六湛寺町10-11)
30名×2回 無料 株式会社ソラスト 西宮市福祉のまちづくり課 0798-35-3135 57名

社会福祉法人

奈良県社会福祉協議会

10/2~11/6

(5日間)

奈良県社会福祉総合センター

(奈良県橿原市大久保町320-11)
40名 無料

奈良県社会福祉協議会

すこやか長寿センター

福祉医療部

長寿・福祉人材確保対策課
0742-27-8041 18名

社会福祉法人

奈良県社会福祉協議会

12/28

3/9
県内企業会議室 なし 無料

奈良県社会福祉協議会

すこやか長寿センター

福祉医療部

長寿・福祉人材確保対策課
0742-27-8041 38名

生駒市
一般社団法人

幸せ介護創造ファクトリー
1/16~2/20

生駒市役所内大会議室

(奈良県生駒市東新町8番38号)

生駒市コミュニティセンター

(奈良県生駒市元町1丁目6番12号)

40名 無料 生駒市介護保険課 生駒市介護保険課 0743-74-1111 32名

7/9,10
和歌山ビッグ愛

(和歌山市手平2丁目1-2)
10名

8/13,14
ガーデンホテル ハナヨ

(田辺市文里2丁目36-40)
5名

8/21,22
橋本市民会館

 (橋本市東家1-6-27)
10名

6/24、6/30、7/14、7/15、9

/30

〔県西部〕米子市文化ホール

(米子市末広町293番地)
30名 18名

7/24、11/6、11/13、11/20、

11/21

〔県中部〕倉吉未来中心ほか

倉吉市駄経寺町212-5
30名 17名

10/15、10/22、10/28、

11/4、11/5

〔県東部〕県立福祉人材研修センター

鳥取市伏野1729-5
30名 21名

松江市
社会福祉法人

松江市社会福祉協議会
10/26~29

松江市総合福祉センター4階教養室

(松江市千鳥町70番地)
15名 無料

松江市社会福祉協議会

ボランティアセンター

電話:0852-27-8388

健康部健康政策課健康政策

係
0852-55-5249 15名

出雲市
公益財団法人

介護労働安定センター島根支部

10/19~22

11/16~19
出雲科学館(出雲市今市町1900?2) 各回20名 無料

公益財団法人 介護労働安定セン

ター島根支部

電話:0852-25-8302

出雲市役所

健康福祉部高齢者福祉課
0853-21-6972 19名

益田市
公益財団法人

介護労働安定センター島根支部
11/22、24、25 益田市総合福祉センター 15名 無料

公益財団法人 介護労働安定セン

ター島根支部

(0852)25-8302

益田福祉環境部

高齢者福祉課
0856-31-0218 10名

大田市
公益財団法人

介護労働安定センター島根支部

10/26~

10/29

大田市民会館 中ホール

島根県大田市大田町大田イ128
20名 無料

公益財団法人介護労働安定セン

ター島根支部
大田市介護保険課 0854-83-8063 9名

安来市 安来市社会福祉法人連絡会 3/22~24
島根総合福祉専門学校

(安来市広瀬町広瀬753-15)
20名 無料

安来市社会福祉法人連絡会事務

局(安来市社会福祉協議会内)
介護保険課 0854-23-3228 12名

福祉保健部ささえあい福祉

局長寿社会課地域包括ケア

推進担当

和歌山県介護普及センター
和歌山県福祉保健部

福祉保健政策局長寿社会課

奈良県

075-414-4675

28 兵庫県

兵庫県 兵庫県介護福祉士会

29 奈良県

26 京都府

京都府 京都府社会福祉協議会 京都府福祉人材・研修センター 地域福祉推進課

073-441-251930 和歌山県 和歌山県 和歌山県介護普及センター 10名 無料

島根県32

0857-26-768931 鳥取県 鳥取県
社会福祉法人

鳥取県社会福祉協議会
無料

鳥取県社会福祉協議会

0857-59-6336



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

邑智郡総合事務組合
公益財団法人

介護労働安定センター島根県支部
8/4~6

悠々ふるさと会館

(島根県邑智郡川本町大字川本332-15)
15名 無料

公益財団法人

介護労働安定センター島根県支

部 0852-25-8302

邑智郡総合事務組合

介護保険課
0855-72-3535 7名

浜田地区広域行政組合

公益財団法人

介護労働安定センター

島根支部

①9/2~9/4

②10/14~10/16

①いわみ~る(浜田市野原町1826)

②地場産業振興センター(江津市嘉久志町イ405)
各20名 無料

公益財団法人介護労働安定セン

ター島根支部

浜田地区広域行政組合介護

保険課 庶務係
0855-25-1520 23名

雲南広域連合
社会福祉法人

雲南市社会福祉協議会
11/26~28

雲南市社会福祉協議会

(三刀屋健康福祉センター)
15名 無料 雲南市社会福祉協議会 在宅福祉課 0854-45-9888 16名

33 岡山県 岡山県
株式会社パソナ

パソナ・岡山
7月~1月

株式会社パソナ パソナ・岡山

(岡山市北区駅元町1-6)

岡山市内、津山市内

80名 無料

株式会社パソナ

パソナ・岡山

℡086-233-0333

岡山県保健福祉課

地域福祉班
086-226-7317 34名

34 広島県 実施なし 医療介護基盤課 092-513-3142

11/8~11/18 柳井市 30名 無料 7名

12/2~12/9 山口市 30名 無料 10名

3/3~3/10 山口市 30名 無料 0名

7/24,30,31

8/6,7

特別養護老人ホーム 水明荘

(徳島県吉野川市川島町川島106番地)
20名 9名

10/8,9,15,16,23
ケアハウス健祥会プロバンス

(徳島県吉野川市鴨島町内原46番地3)
20名 4名

1/14,17,20,23,26
徳島県介護実習・普及センター

(徳島県徳島市国府町356番地1)
20名 6名

11/20,27,

12/4,11,18

特別養護老人ホーム 健祥会ライデン

(徳島県板野郡北島町太郎八須字備後江家10番1)
20名 19名

8/25,26,27,30,31
特別養護老人ホーム 緑風荘

(徳島県海部郡牟岐町大字中村山田30)
20名 7名

11/2,9,16,23,30
特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス

(徳島県阿南市福井町湊1番地8)
20名 4名

10/29,11/5,12,19,26
ケアハウス マリア・テレジア

(徳島県三好郡東みよし町中庄1641番地4)
20名 14名

1/29,2/5,12,19,26
特別養護老人ホーム健祥会家康

(徳島県美馬市脇町大字脇町966番地)
20名 8名

11/22
徳島文理大学

(徳島県徳島市山城町西浜傍示180)
20名 8名

3/18
徳島県介護実習・普及センター

(徳島県徳島市国府町356番地1)
20名 7名

10/1・21・30 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 20名 無料
専門学校穴吹パティシエ福祉カ

レッジ

10/30・11/6・11/27 さぬき福祉専門学校 20名 無料 さぬき福祉専門学校

10/2・9・16 四国学院大学専門学校 15名 無料 四国学院大学専門学校

12/11

2日目以降は開催中止
香川短期大学 20名 無料 香川短期大学

11/12・19・26,12/3・10
株式会社ジェイコム

(西条市氷見丙477)

12/13・14・15・16・17・18

社会福祉法人愛美会

(特別養護老人ホーム樋谷荘

四国中央市上分町乙8-2)

11/7・14・21・28,12/5
株式会社ケアジャパン

(松山市中央1-17-35)

11/1・8・15・22・29

株式会社クロス・サービス

(ケアサポートまつやま

松山市来住町1057-1)

11/21・23,12/5・12・19

有限会社ケアステーションますほ

(宇和島市立岩松公民館

宇和島市津島町岩松甲471)

11/20.27,12/4・11・18

社会福法人大洲市社会福祉協議会

(大洲市総合福祉センター

大洲市東大洲270-1)

社会福祉法人山口県社会福祉協

議会 福祉研修センター(083-

987-0123)

社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
山口県山口県35

32

088-621-2213
徳島県保健福祉部長寿いき

がい課

徳島県介護実習・普及センター

電話088-642-5113
無料

島根県

徳島県36 徳島県 社会福祉法人健祥会

27人37 香川県 香川県

香川県

介護福祉士養成校

連絡協議会

香川県健康福祉部長寿社会

対策課
087-832-3267

無料
徳島県介護実習・普及センター

電話088-642-5113

徳島県保健福祉部長寿いき

がい課
088-621-2213

088-621-2213
徳島県保健福祉部長寿いき

がい課

徳島県介護実習・普及センター

電話088-642-5113
無料

38 愛媛県
社会福祉法人

愛媛県社会福祉協議会
62名089-912-2338愛媛県長寿介護課

社会福祉法人

愛媛県社会福祉協議会

089-921-5344

無料各10名愛媛県

083-933-2724厚政課地域保健福祉班



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

11/13・14・20・27・28

社会福祉法人西予総合福祉会

(特別養護老人ホーム松葉寮

西予市宇和町久枝甲1434-1)

11/6・13・20・27,12/4
社会福祉法人伊方町社会福祉協議会

(伊方町民会館 西宇和郡伊方町湊浦1995-1)

松山市
社会福祉法人

松山市社会福祉協議会
9/17・24

松山市総合福祉センター

(松山市若草町8-2)
20名 無料

社会福祉法人

松山市社会福祉協議会

089-941-7426

松山市介護保険課 089-948-6968 7名

高知県

公益財団法人

介護労働安定センター

高知支部

①9/13、14、27、28

②10/12、13、21、22

③11/4、5、 11、12

④12/9、10、16、17

①田野町保健センター

(安芸郡田野町1456-41)

②四万十町地域交流センター

(四万十町琴平町16-17)

③四万十市社会福祉センター

(四万十市右山五月町8-3)

④ ふくし交流プラザ

(高知市朝倉戊375-1)

各30名 無料

委託先

FAX:088-871-6248

Eメール: kochi@kaigo-

center.or.jp

子ども・福祉政策部

地域福祉政策課

福祉・介護人材対策室

088-823-9631

①9名

②6名

③12名

④35名

※上記数値は

修了者数を記

載

いの町 有限会社 青い鳥 1/11、12、18、19、25、26
すこやかセンター伊野

(いの町1400)
30名 テキスト代1,320円

いの町役場ほけん福祉課

088-893-3810
いの町役場ほけん福祉課 088-893-3810

7名(うち全日

程参加5名)

7/28~29.8/3.8/10~11
九州ビル

(福岡市博多区博多駅南1-8-31)

10/2~3.10/10.10/17.10/23
福津市カメリアホール

(福津市津屋崎1-7-2)

12/1.12/17.12/21~22.12/27
クローバープラザ

(春日市原町3-1-7)

1/8.1/15.1/30.2/6.2/13
クローバープラザ

(春日市原町3-1-7)

2/2~2/3.2/15~2/16.2/25
クローバープラザ

(春日市原町3-1-7)

10/6.10/14.10/20~10/21.10/

28

まいピア高田

(みやま市高田町濃施14)

11/6.11/13~14.11/21.11/28
久留米ビジネスプラザ

(久留米市宮ノ陣4-29-11)

1/13.1/19.1/20.1/25.1/27
田川青少年文化ホール

(田川市平松町3-36)

12/2.12/9.12/16.12/23.1/6
パークサイドビル

(北九州市小倉北区堺町1-6-13)

2/5.2/12.2/19.2/26.3/5
新小倉ビル

(北九州市小倉北区米町2-2-1)

福岡市 麻生介護サービス株式会社 11/4~3/31

・個別オンライン(自宅)

・集合オンライン

 麻生介護サービス株式会社(研修会場)

 貸会議室

 シルバー人材センター(サテライト会場)

200名 1,500円
麻生介護サービス株式会社

0120-705-130
福岡市福祉局介護保険課 092-733-5452 163名

太宰府市
公益社団法人

福岡県介護福祉士会
10/9~12/10

プラム・カルコア太宰府

(太宰府市観世音寺1-3-1)
20名 無料

高齢者支援課 高齢者支援係

092-929-3210

高齢者支援課

高齢者支援係
092-929-3210 13名

那珂川市 福岡県介護福祉士会 10/15~12/3
那珂川市役所 勤労青少年ホーム

(那珂川市西区1-1-1)
20名 無料

那珂川市高齢者支援課

092-953-2211

高齢者支援課

介護保険担当
092-953-2211 11名

41 佐賀県 佐賀県 株式会社ニチイ学館 9/21~11/10

①佐賀県教育会館

②武雄市文化会館

③唐津市高齢者ふれあい会館りふれ

①30名

②30名

③30名

無料 0952-22-5068 佐賀県長寿社会課 0952-25-7054

①31人

②22人

③24人

株式会社 ニチイ学館 10/31~3/6

長崎県庁

(長崎市尾上町3-1)

他、県内12ヶ所(全13ヶ所)

250名 無料
株式会社ニチイ学館 長崎支店

095-827-3705
長崎県福祉保健部長寿社会課 095-895-2440 153名

希望が丘高等学校

特別支援学校

7/26~8/6

12/17~3/14

長崎県立希望ヶ丘高等学校特別支援学校

(長崎県諫早市多良見町化屋986-6)
53名 無料

長崎県立希望が丘高等学校特別支

援学校

0957-43-5544

※受講対象者は在学生のみ

長崎県福祉保健部長寿社会課 095-895-2440 53名

長崎県

38

愛媛県
社会福祉法人

愛媛県社会福祉協議会
前項に含む089-912-2338愛媛県長寿介護課

社会福祉法人

愛媛県社会福祉協議会

089-921-5344

無料各10名

愛媛県

福岡県40

福岡県40

社会福祉法人

福岡県社会福祉協議会

社会福祉法人

福岡県社会福祉協議会

福岡県

福岡県

386名

386名

092-643-3327

092-643-3327

保健医療介護部高齢者地域包

括ケア推進課介護人材確保対

策室

保健医療介護部高齢者地域

包括ケア推進課介護人材確

保対策室

福岡県社会福祉協議会

092-584-3310

福岡県社会福祉協議会

092-584-3310

無料

無料

50名

50名

42 長崎県

39 高知県



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

7/10
熊本県総合福祉センター5階 研修ホール

(熊本市中央区南千反畑町3番7号)
30名 無料

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議

会

熊本県福祉人材・研修センター

社会福祉法人 熊本県社会福祉

協議会

熊本県福祉人材・研修セン

ター

096-322-8077 30名

12/4
熊本県総合福祉センター5階 研修ホール

(熊本市中央区南千反畑町3番7号)
30名 無料

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議

会

熊本県福祉人材・研修センター

社会福祉法人 熊本県社会福祉

協議会

熊本県福祉人材・研修セン

ター

096-322-8077 15名

2/5
熊本県総合福祉センター4階(WEB開催)

(熊本市中央区南千反畑町3番7号)
30名 無料

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議

会

熊本県福祉人材・研修センター

社会福祉法人 熊本県社会福祉

協議会

熊本県福祉人材・研修セン

ター

096-322-8077 6名

合志市 合志市社会福祉協議会 9/13~9/27 ふれあい館 30名 無料
合志市社会福祉協議会096-242-

7000

合志市社会福祉協議会地域福

祉課(この事業に関する人材確

保担当)

096-242-7000 6名

社会福祉法人

大分県社会福祉協議会
7/14~8/4

中津総合ケアセンターいずみの園

(中津市永添2744)
20名 無料

大分県福祉人材センター097-552-

7000

高齢者福祉課          介護サー

ビス事業班
097-506-2685 11名

社会福祉法人

大分県社会福祉協議会
11/21~12/12

大分県社会福祉介護研修センター

(大分市明野東3丁目4番1号)
16名 無料

大分県福祉人材センター097-552-

7000

高齢者福祉課          介護サー

ビス事業班
097-506-2685 17名

45 宮崎県 宮崎県 学校法人宮崎南学園 12.1~12.22
学校法人宮崎南学園 宮崎保健福祉専門学校

(宮崎市清武町木原5706番地)
20名 無料

学校法人宮崎南学園

宮崎保健福祉専門学校

0985-85-8551

宮崎県福祉保健部長寿介護課 0985-26-7059 17名

鹿児島県
社会福祉法人

鹿児島県社会福祉協議会
7~1月 県内7カ所 150名 無料

県社協福祉人材・研修センター

099-258-7888

鹿児島県くらし保健福祉部社

会福祉課
099-286-2841 125名

奄美市
社会福祉法人

奄美市社会福祉協議会

12/6~12/7

3/1~3/2

奄美市名瀬地区

奄美市笠利地区

30名

10名
テキスト代1,500円 奄美市社会福祉協議会 奄美市高齢者福祉課 0997-52-1111

26名

2名

1/11~16 本部町 産業支援センター研修ホール 30名 27名

10/13~16 北中城村 総合社会福祉センター 30名 18名

12/6~12/10、1/24~1/25
豊見城市 社会福祉協議会

2階レクリエーション室
30名 29名

11/14~18 伊平屋村 産業連携拠点センター 30名 17名

10/1~2/28 eラーニング 23名

12/2~12/6 与那国町 保健センター 15名 10名

2/9~2/18 宮古島市 未来創造センター/JTAドーム 25名 16名

大分県

沖縄県子ども生活福祉部

高齢者福祉介護課
098-866-2214

公益財団法人

介護労働安定センター

公益財団法人介護労働安定セン

ター 沖縄支部

46 鹿児島県

47 沖縄県 沖縄県

株式会社

沖縄タイム・エージェント
無料

株式会社沖縄タイムエージェント

(沖縄人材カレッジ)

090-943-4162

43 熊本県

熊本県

社会福祉法人

熊本県社会福祉協議会

熊本県福祉人材・研修センター

44 大分県


