
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

1 北海道
保健福祉部 福祉局地域福
祉課 福祉人材グループ

011-204-5268

2 青森県 青森県
公益社団法人

介護労働安定センター青
森支部

未定
県内6圏域で7回以上

（東青、中南、三八、西北、上十三、下北）
180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

3 岩手県 岩手県
社会福祉法人岩手県社

会福祉協議会
①8月下旬
②11月初旬

①ふれあいランド岩手（盛岡市三本柳）
②ふれあいランド岩手（盛岡市三本柳）

各10名程度 無料
岩手県社会福祉協議会福祉

人材センター
019-601-6201

保健福祉部長寿社会
課

019-629-5435

4 宮城県
保健福祉部長寿社会政策
課介護人材確保推進班 022-211-2554

5 秋田県 秋田県
社会福祉法人

秋田県社会福祉協議会
未定 未定 未定 なし

社会福祉法人
秋田県社会福祉協議会

福祉保健人材・研修セ
ンター　人材確保担当

018-864-2880

6 山形県 山形県
公益財団法人介護労働
安定センター山形支所

10月頃 未定
健康福祉部長寿社会

政策課
023-630-2273

7 福島県 福島県 今後決定 今後決定 今後決定 100名 なし 今後決定
保健福祉部生活福祉
総室社会福祉課福祉・

介護人材担当
024-521-7322

8 茨城県 茨城県 研修実施団体 未定 未定 100名予定 無料
茨城県保健福祉部福祉指導

課福祉人材確保室
保健福祉部福祉指導
課福祉人材確保室

029-301-3197

9 栃木県
栃木県保健福祉部高齢
対策課事業者指導班

028-623-3057

前橋市 学校法人　昌賢学園 5/11～6/1
前橋市川曲町１９１－１

群馬医療福祉大学前橋キャンパス
35名

2,000円+
税

（テキスト
代）

前橋市 未定 9～10月頃 未定 35名

2,000円+
税

（テキスト
代）

前橋市 未定 2月頃 未定 35名

2,000円+
税

（テキスト
代）

伊勢崎市 未定
8/2～8
未定

伊勢崎市今泉町二丁目410
伊勢崎市役所内会議室

25名 無料 伊勢崎市役所介護保険課 介護保険課 0270-27-2743

11 埼玉県 福祉部高齢者福祉課 048-830-3232

令和元年度介護に関する入門的研修実施予定（国通知に基づく研修）　※平成３１年４月１日現在

都道府県名

10 群馬県

前橋市長寿包括ケア課 長寿包括ケア課 027-898-6274

検討中

調査中

検討中

調査中
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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

令和元年度介護に関する入門的研修実施予定（国通知に基づく研修）　※平成３１年４月１日現在

都道府県名

千葉県 未定 未定 未定 未定
健康福祉指導課福祉

人材確保対策室
043-223-2606

鴨川市 鴨川市介護サービス事業所協議会 7月～9月
鴨川市総合保健福祉会館
（鴨川市八色887番地1）

30名予定
無料

（予定）
福祉総合相談センター

04-7093-1200
福祉総合相談センター 04-7093-1200

御宿町 未定 未定 未定 10名 無料
保健福祉課福祉介護班

介護保険係
0470-68-6716

東京都　
社会福祉法人

東京都社会福祉協議会
未定 未定 未定 無料

東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター研修室

福祉保健局高齢社会
対策部介護保険課介

護人材担当
03-5320-4267

新宿区 未定

１０月～１１
月開催予定
６日間（計２４

時間）

区内地域センター（予定） 50名 無料 未定 介護保険課推進係 03-5273-4212

墨田区 未定（プロポーザル予定） 10月ごろ 未定（墨田区内） 30名 無料
介護保険課給付・事業者担

当（予定）
介護保険課給付・事業

者担当
03-5608-6544

世田谷区
社会福祉法人

世田谷区社会福祉事業団
未定 未定 未定 未定

世田谷区福祉人材育成・研
修センター

高齢福祉部 高齢福祉
課

03-5432-2397

練馬区
共創未来メディカルケア

（株）
１１月（予定） 未定 未定 無料 共創未来メディカルケア（株）

高齢施策担当部高齢
社会対策課計画係

03-5984-4584

5/28～31
葛飾区立石5-27-1

男女平等推進センター　洋室A・D

6/17～20
葛飾区亀有3-26-1　リリオ館7階
亀有地区センター　第一会議室

9/24～27
葛飾区新小岩2-17-1

新小岩地区センター　第二会議室

10/28～31
葛飾区東金町1-22-1

金町地区センター　会議室

11/26～29
葛飾区堀切3-8-5

堀切地区センター　第一会議室

1/27～30
葛飾区立石5-27-1

男女平等推進センター　洋室A・D

北区 未定 未定 未定 未定 未定 介護保険課給付調整係 介護保険課給付調整係 03-3908-1286

江戸川区
学校法人滋慶学園
東京福祉専門学校

未定 未定 未定 未定 未定
介護保険課

事業者調整係
03-5662-0032

12 千葉県

一般社団法人　葛飾区介
護サービス事業者協働組

合
03-5654-8598各回20名 無料

委託先
電話：03-5654-9517
FAX：03-5654-9518

13 東京都

福祉部高齢者支援課
介護予防係

葛飾区
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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

令和元年度介護に関する入門的研修実施予定（国通知に基づく研修）　※平成３１年４月１日現在

都道府県名

八王子市 未定

①9～10月、
②1～2月の
計2回開催予

定

未定（八王子市内） 各50名 無料 未定（受託者）
福祉部高齢者いきいき

課
042-620-7243

町田市
一般社団法人　町田市介
護サービスネットワーク

2019年10月
2020年2月

町田市中町1-4-2
町田市新産業創造センター （予定）

60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

いきいき生活部いきい
き総務課企画総務係

042-724-2916

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８回程度実施予定

合計160名
程度

無料
社会福祉法人神奈川県社会

福祉協議会
045-311-1429

福祉子どもみらい局
福祉部地域福祉課

045-210-4755

横浜市 未定 未定 未定 40名×2ｺｰｽ 無料 未定
健康福祉局高齢健康

福祉課
045-671-2406

川崎市 株式会社　シグマスタッフ 未定
川崎市中原区新城５－１０－６

新堀ギタービル新城３０２
36名 無料

株式会社シグマスタッフ
044-789-5546

健康福祉局長寿社会部
高齢者事業推進課

044-200-2652

15 新潟県 新潟県
公益社団法人新潟県介

護福祉士会
９月～10月

（予定）
新潟市、長岡市、上越市、佐渡市

200名
（50名×４）

無料
高齢福祉保健課介護人材確

保係
025-280-5272

高齢福祉保健課
介護人材確保係

025-280-5272

16 富山県 富山県
（公財）介護労働安定セ

ンター富山支所
未定 未定（県内２会場（富山・高岡）） 各会場30名 無料

（公財）介護労働安定セン
ター富山支所

076－444-0481
厚生企画課 076-444-3197

17 石川県 石川県
社会福祉法人

石川県社会福祉協議会
未定 未定 20名 無料

石川県福祉の仕事マッチン
グサポートセンター（石川県

社会福祉協議会）

健康福祉部厚生政策
課

076-225-1419

18 福井県
健康福祉部長寿福祉

課
0776-20-0331

19 山梨県
福祉保健部健康長寿推
進課介護基盤整備担当

055-223-1451

20 長野県 長野県 長野県社会福祉協議会 調整中 調整中 調整中 無料 長野県社会福祉協議会
健康福祉部地域福祉

課福祉人材係
026-235-7129

21 岐阜県 岐阜県 現在、一般競争入札中
5回開催
日程未定

未定 各30名 無料 未定
高齢福祉課長寿社会

推進係
058-272-8289

静岡県
民間事業者に委託して実

施（予定）
８月～12月

（予定）
県内賀茂・東部・中部・西部で計15回（予

定）
各10名程度 無料 未定

健康福祉部福祉長寿
局介護保険課介護人

材班
054-221-2084

焼津市 未定 未定（年2回） 未定（焼津市内） 20名 未定
健康福祉部介護保険課保険
給付担当　　054-626-1159

健康福祉部介護保険
課

054-626-1159

牧之原市 未定 未定
市の公共施設

    ＊詳細は未定
未定 未定 長寿介護課 長寿介護課 0548-23-0076

13

静岡県

14 神奈川県

22

東京都

実施予定なし

実施予定なし
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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

令和元年度介護に関する入門的研修実施予定（国通知に基づく研修）　※平成３１年４月１日現在

都道府県名

23 愛知県 愛知県 株式会社　パソナ 7月～1月 県内市町村（10回） 600名 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
福祉部地域福祉課

0582-954-6814

24 三重県
医療保健部　長寿介護

課　居宅サービス班
059-224-2262

25 滋賀県 滋賀県
社会福祉法人

滋賀県社会福祉協議会
未定

健康医療福祉部　医療
福祉推進課　介護・福

祉人材確保係
077-528-3597

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
6/12～22
（4日間）

亀岡市安町野々神８番地
亀岡市役所　別館３階会議室

20名 無料
京都府社会福祉協議会

京都府福祉人材・研修センター
電話：075-252-6297

介護・地域福祉課 075-414-4561

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
7/30～8/7
（4日間）

京都市中京区竹屋町通烏丸上ル375
ハートピア京都　第4・5会議室

20名 無料
京都府社会福祉協議会

京都府福祉人材・研修センター
電話：075-252-6297

介護・地域福祉課 075-414-4561

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
9/11～19
（4日間）

宇治市宇治琵琶45-14
宇治市生涯学習センター　第２ホール

20名 無料
京都府社会福祉協議会

京都府福祉人材・研修センター
電話：075-252-6297

介護・地域福祉課 075-414-4561

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
10/23～31
（4日間）

福知山市字堀3370　福知山公立大学2号
館２階

介護・福祉人材養成センター
20名 無料

京都府社会福祉協議会
京都府福祉人材・研修センター

電話：075-252-6297
介護・地域福祉課 075-414-4561

長岡京市
長岡京市東地域包括支援
センター基幹・強化担当

随時 長岡京市内 20名 無料
長岡京市東地域包括支援セ

ンター基幹・強化担当
075-963-5508

高齢介護課 075-955-9713

京都府
社会福祉法人京都府社会
福祉協議会  京都府福祉人

材・研修センター
9月(4日間) 宇治市生涯学習センター 第2ホール 20名 無料

社会福祉法人京都府社会福祉
協議会  京都府福祉人材・研修

センター   075-252-6297

健康長寿部介護保険
課

0774-22-3141

大阪府 検討中 検討中 府内全域 年間1,050人 1000円 検討中
福祉部地域福祉推進
室福祉人材・法人指導
課人材確保グループ

06-6944-9165

堺市 検討中 検討中

28 兵庫県 伊丹市 なし 6/5、10/16
伊丹市　東リ　いたみホール　多目的ホー

ル
20~30人 無料 伊丹市介護保険課 介護保険課 072-784-8037

29 奈良県 奈良県 未定 12月予定 未定 30人予定 無料 未定
福祉医療部　長寿・福
祉人材確保対策課

0742-27-8041

30 和歌山県
福祉保健部　福祉保健政

策局　長寿社会課
073-441-2519

31 鳥取県
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
0857-21-7176

京都府26

27 大阪府

検討中

実施予定なし

実施予定なし
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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

令和元年度介護に関する入門的研修実施予定（国通知に基づく研修）　※平成３１年４月１日現在

都道府県名

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材センター）

7/15～7/17 パルメイト出雲 20名

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材センター）

7/27～7/29 三刀屋健康福祉センター 20名

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材センター）

7/30～8/1 大田市民会館　中ホール 20名

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材センター）

8/6～8/8
益田市総合福祉センター研修室　大集会

室
20名

松江市 未定 未定 未定 未定 未定 未定 健康部健康政策課 0852-55-5250

安来市 安来市社会福祉法人連絡会 未定 未定 20名 無料 安来市社会福祉法人連絡会
健康福祉部介護保険

課
0854-23-3293

隠岐広域
連合

島根総合福祉専門学校 未定 未定 未定 無料 隠岐広域連合　介護保険課
隠岐広域連合　介護保

険課
08512-6-9151

浜田地区
広域行政

組合
介護労働安定センター 未定 いわみーる　等 20名×3回 無料

介護労働安定センター
（委託先）

浜田地区広域行政組
合

介護保険課
0855-25-1520

33 岡山県
保健福祉部　保健福祉

課
086-226-7317

34 広島県 広島県
社会福祉法人

広島県社会福祉協議会
6/1～ 県内複数個所（5地域） 60名(5回) 未定 広島市南区比治山本町12-2 福祉人材課 082-254-3415

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
11/7,8,11,12

下関市富任町６－１８－８
特別養護老人ホーム富任荘

30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

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
11/5,6,18,19

宇部市西岐波２２９－１０５
特別養護老人ホーム宇部あかり園

30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

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
12/3,4,12,13

山口市秋穂二島１０６２
山口県セミナーパーク　社会福祉研修棟

介護実習室
30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

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
8/22,28,9/3,1

2
下松市来巻９４４－１

特別養護老人ホーム松寿苑
30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

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
10/15,16,22,2

3
萩市大井１７２３－６

オアシスはぎ園
30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

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

35 山口県

健康福祉部　高齢者福
祉課

32 島根県

0852-22-5111島根県 無料

【東部】
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

実施予定なし
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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

令和元年度介護に関する入門的研修実施予定（国通知に基づく研修）　※平成３１年４月１日現在

都道府県名

35 山口県 山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
10/3,4,10,11

岩国市愛宕町１－５－１
特別養護老人ホーム灘海園

30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

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

36 徳島県 徳島県 社会福祉法人健祥会

①夏休み入
門講座　２回
（７～８月）
②シルバー
大学校入門
講座　９回（１

０～２月）
③入門的研
修８回（７月

～２月）
④入門的研
修の内容に
沿った個別

講座（講師派
遣）　１０回

県内各地

①③④20名

②20名~200
名

無料

①③④社会福祉法人健祥会
０８８－６４２－５１１２

②徳島県シルバー大学校０８
８－６５５－５０８０

徳島県保健福祉部長
寿いきがい課介護支援

担当
088-621-2247

37 香川県 香川県 未定 未定 未定 各会場20名 無料 未定
健康福祉部長寿社会

対策課
087-832-3267

38 愛媛県 愛媛県
社会福祉法人

愛媛県社会福祉協議会
未定 未定 100名 無料 未定

長寿介護課
長寿政策係　藤原

介護研修係　二宮（入
門研修）

089-912-2446
089-912-2338

39 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 未定 県内４地区で開催予定 200 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡市
プロポーザル方式により
事業者を公募選定予定

未定 未定 300 未定 未定
保健福祉局高齢社会

部介護保険課
092-733-5452

41 佐賀県 佐賀県 未定 未定 県内３か所 90名 無料 委託先 長寿社会課 0952-25-7054

42 長崎県 長崎県 未定 未定 未定 未定 無料 未定
福祉保健部長寿社会課
介護人材確保推進班

095-895-2440

43 熊本県 熊本県 未定
6/1(予定)～

3/13
熊本市、各地域振興局圏域で11カ所 220名 無料 未定

健康福祉部長寿社会
局高齢者支援課

096-333-2215

44 大分県
福祉保健部高齢者福祉
課介護サービス事業班

097-5506-2686

40 福岡県

実施予定なし

実施予定なし
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実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料
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都道府県名

45 宮崎県 宮崎県
介護福祉士養成機関７校

（予定）
未定 県内７箇所（予定） 210名 無料 各養成機関

長寿介護課介護人材・
高齢化対策担当

0985-26-7059

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
7/20,7/27,7/

28
霧島市国分総合福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
8/16,8/17,8/

18
西之表市老人福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
8/24,8/31,9/

1
鹿屋市社会福祉会館 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
8/31,9/7,9/8 南九州市知覧老人福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
10/18,10/19,

10/20
奄美市社会福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
11/9,11/16,1

1/17
かごしま県民交流センタ－ 30名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
11/30,12/6,1

2/7
薩摩川内市総合福祉会館 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

47 沖縄県 沖縄県
企画提案型公募により今

後選定
H31年8月中
旬頃（予定）

〔研修開催地〕
○本島地区

北部、中部及び南部圏域 において 各2回
○離島地区

宮古島及び石垣島において 各1回
北部又は中部圏域離島において 1回

南部圏域離島において 1回
宮古及び八重山圏域離島において 各1回

〔開催回数〕　 計12回

未定 無料 未定
子ども生活福祉部高齢

者福祉介護課
098-866-2214

46 鹿児島県
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