
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
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

一関市 株式会社ニチイ学館
未定（10月～
11月の間の４
日間の予定）

一関市総合福祉センター２階中会議室 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

大船渡市 未定 未定
大船渡市盛町字下舘下14-1
大船渡市総合福祉センター

20名程度 無料 未定 生活福祉部長寿社会課 0192-26-2943

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団

4/18、5/29、
6/5、6/13、
7/10、8/23、
9/7、9/18、
11/9、12/3、
12/14、2/4

仙台市シルバーセンター
研修室

40名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
11/28、1/25、

2/22
仙台市シルバーセンター

研修室
30名 無料

介護研修室
022-215-3711

健康福祉局保険高齢部
介護保険課

022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
5月14日

仙台市シルバーセンター
研修室

15名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
7月25日

仙台市シルバーセンター
研修室

15名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
9月20日

仙台市シルバーセンター
研修室

15名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
11月14日

仙台市シルバーセンター
研修室

15名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
1月31日

仙台市シルバーセンター
研修室

15名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
3月16日

仙台市シルバーセンター
研修室

15名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
4月15日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
5月16日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
7月31日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

令和元年度介護に関する入門的研修実施予定（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

3 岩手県

宮城県4

実施予定なし

調査中

1/15



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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
8月28日

仙台市シルバーセンター
研修室

40名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
9月12日

仙台市シルバーセンター
研修室

40名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
10月10日

仙台市シルバーセンター
研修室

40名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
12月12日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
3月3日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
6月29日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
10月31日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
4月24日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
7月2日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
10月2日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
1月16日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
5月22日
・23日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
8月7日
・8日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
11月11日

・12日
仙台市シルバーセンター

研修室
60名 無料

介護研修室
022-215-3711

健康福祉局保険高齢部
介護保険課

022-214-8246

仙台市
公益財団法人

仙台市健康福祉事業団
2月25日
・26日

仙台市シルバーセンター
研修室

60名 無料
介護研修室

022-215-3711
健康福祉局保険高齢部

介護保険課
022-214-8246

石巻市 直接実施 随時 石巻市市内の介護サービス事業所等
１０人以上

（原則）
無料 石巻市健康部介護保険課

石巻市健康部介護保険
課

0225-95-1111
(内線2437)

宮城県4
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

富谷市 富谷市社会福祉協議会 ５月、１１月 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 022-358-0513

富谷市 仙台リハビリテーション病院 ８月 富谷市保健福祉総合支援センター ２５名 無料
富谷市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

5 秋田県
秋田県福祉保健人材・研
修センター　人材確保担

当
08-864-2880

6 山形県
健康福祉部長寿社会政

策課
023-630-2273

相馬市 株式会社ニチイ学館
9月頃、1月頃
の2回開催予

定
ニチイ学館相馬教室 15名×2回

自己負担な
し

相馬市健康福祉課 相馬市健康福祉課 0244-37-2174

福島県
社会福祉法人福島県社会

福祉協議会

初級介護講座
5月～9月全3
回、介護実技
基本講座5月

～2月全12回、
介護ワンポイン
ト講座5月～2

月全12回

福島県男女共生センターほか2カ所

初級介護講
座90名、介
護実技基本
講座360名、
介護ワンポ
イント講座

360名

自己負担な
し

社会福祉法人福島県社会福
祉協議会

福島県保健福祉部生活
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 未定 未定 未定 50名×2回 無料 選定委託業者
保健福祉部福祉指導課

福祉人材確保室
029-301-3197

9 栃木県
保健福祉部福祉指導課

福祉人材確保室
028-623-3057

10 群馬県 大泉町
社会福祉法人三吉

大泉保育福祉専門学校
６月頃(変更あ

り）
大泉町日の出５６－２

大泉保育福祉専門学校
２０～２５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

11 埼玉県 福祉部高齢者福祉課 048-830-3232

船橋市 未定
①7/23～25
②10/16～18
③1/29～31

①船橋市本町４－１９－６勤労市民センター
②船橋市二和東５－２６－１二和公民館
③船橋市高根台１－２－５高根台公民館

各２０名 無料 未定 船橋市介護保険課 047-436-3306

白井市 直接実施 6月
白井市復1123

東庁舎１階会議室
各２０名 無料

白井市地域包括支援セン
ター

047-497-3474

高齢者福祉課介護保険
班

047-497-3473

白井市 直接実施 6月・1月
白井市復1123

東庁舎１階会議室
各３０名 無料

白井市地域包括支援セン
ター

047-497-3474

高齢者福祉課介護保険
班

047-497-3473

12 千葉県 大網白里市 未定
10月、11月  計

４回予定
大網白里市大網121-2
大網白里市中央公民館

各15名 無料
大網白里市高齢者支援課

介護保険班
0475-70-0309

大網白里市高齢者支援
課

介護保険班介護保険班
0475-70-0309

4 宮城県

7 福島県

千葉県12

検討中

実施予定なし

調査中

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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

江東区 共創未来メディカルケア（株）
９月上旬、２月

上旬
江東区文化センター等 20～30名 無料 共創未来メディカルケア（株）

福祉部長寿応援課施設
支援係

03-3647-4331

練馬区 共創未来メディカルケア（株）
①６月
②９月

①区民・産業プラザ（練馬区練馬1-17-1）
②石神井公園区民交流センター（練馬区石

神井町2-14-1）
160名 無料 共創未来メディカルケア（株）

練馬区高齢施策担当部
高齢社会対策課計画係

03-5984-4584

小平市 小平市社会福祉協議会 未定 未定 20名 無料
小平市地域包括支援セン

ター中央センター
小平市健康福祉部高齢

者支援課計画担当
042-346-9823

小平市 小平市社会福祉協議会 未定 未定 20名 無料
小平市地域包括支援セン

ター中央センター
小平市健康福祉部高齢

者支援課計画担当
042-346-9823

小平市 小平市社会福祉協議会 未定 未定 20名 無料
小平市地域包括支援セン

ター中央センター
小平市健康福祉部高齢

者支援課計画担当
042-346-9823

日野市 株式会社

前期：8/31、
9/1、9/7、9/8
後期：12/4～

6、9

前期：日野市日野本町７-５-２３
　　　　中央福祉センター

後期：日野市神明１-１２-１
　　　　日野市役所

50名 無料 委託事業者
日野市役所　健康福祉部
高齢福祉課　介護給付係

042-514-8519

東久留米市 共創未来メディカルケア（株）
7月及び11月
の2回を予定

各回50名 無料
福祉保健部介護福祉課

地域ケア係
042-470-7777(代)

内線2501

羽村市 多摩リハビリテーション学院 6/19.6/26.7/3
羽村市緑ヶ丘５－２－６

羽村市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ研修室
30名 無料 高齢福祉介護課 高齢福祉介護課

042-555-1111
(内線196)

茅ヶ崎市 未定 未定 未定 未定 未定 未定
福祉部高齢福祉介護課

支援給付担当
0467-82-1111

座間市 座間市社会福祉協議会
6/11～6/12

10/17～10/18
2/17～2/18

ハーモニーホール大会議室 各回30名 無料
座間市社会福祉協議会

046-266-1294
介護保険課 046-252-7084

新潟市 未定 未定 未定 未定 未定 未定

十日町市
社会福祉法人

十日町市社会福祉協議会
未定 未定

1回当たり
30人

無料 十日町市社会福祉協議会 地域福祉課 025-750-5010

燕　市 未定
燕市役所

（燕市吉田西太田１９３４番地）
15名程度 1,300円 燕市長寿福祉課 燕市長寿福祉課 0256-77-8157

魚沼市
株式会社アルプスビジネス

クリエーション
9月～11月

魚沼市小出島1177
ＡＢＣ魚沼研修センター

１２名 無料
魚沼市介護福祉課

介護保険係
魚沼市介護福祉課

介護保険係
025-792-9755

16 富山県 射水市 ㈱ニチイ学館 未定
射水市新開発410-1

射水市役所本庁舎会議室
３０名 無料

射水市地域福祉課
0766-51-6625

射水市介護保険課 0766-51-6627

東京都13

14 神奈川県

新潟県15
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

17 石川県
石川県健康福祉部厚生

政策課
076-225-1419

敦賀市 福井県民生活協同組合 未定 未定 ２０名 無料
長寿健康課

０７７０－２２－８１８１

敦賀市 無 未定
敦賀市東洋町４－１
あいあいプラザ　他

２０名 5,000円/年
長寿健康課

０７７０－２２－８１２４

坂井市 未定 未定 未定 未定 無料 坂井地区広域連合 介護保険課 0776-91-3309

社会福祉法人山梨県社会
福祉協議会

未定 中央市内 未定 無料
社会福祉法人山梨県社会福

祉協議会福祉人材課
055-254-8654

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

社会福祉法人山梨県社会
福祉協議会

未定 西八代郡市川三郷町内 未定 無料
社会福祉法人山梨県社会福

祉協議会福祉人材課
055-254-8654

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

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
10/9～10/10

安曇野市豊科6000
安曇野市役所本庁舎　３階共用会議室305

30名 無料
安曇野市介護保険課

介護予防担当
安曇野市介護保険課

介護保険担当
0263-71-2472

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
2/5～2/6

安曇野市豊科6000
安曇野市役所本庁舎　３階共用会議室305

30名 無料
安曇野市介護保険課

介護予防担当
安曇野市介護保険課

介護保険担当
0263-71-2472

小布施町
社会福祉法人小布施町社

会福祉協議会
2/1～3/15 小布施町健康福祉センター 15人 3,500円

社会福祉法人小布施町社会
福祉協議会

小布施町健康福祉課福
祉係

026-242-6665

木曽広域
連合

前年度実施事業所が候補だ
が未定

6月頃 木曽町福島又は木曽町日義予定 30名 無料 木曽広域連合 健康福祉課 0264-23-1050

木曽広域
連合

前年度実施事業所が候補だ
が未定

11月頃 南木曽町又は大桑村予定 30名 無料 木曽広域連合 健康福祉課 0264-23-1050

駒ヶ根市
ＮＰＯ法人

地域支え合いネット
秋頃 未定 60人 無料 駒根市役所地域保健課 駒ヶ根市役所福祉課 0265(83)2111

20 長野県 立科町

7/4、7/18、
8/1、8/22、
9/5、9/19、

10/3、10/24、
11/7、11/21、
11/28、12/12、

1/23、2/6

立科町公民館等 20名程度 無料
立科町役場　町民課　高齢
者支援係・0267-88-8406

町民課　高齢者支援係 0267-88-8406

山梨県

18 福井県

20 長野県

19 山梨県

未実施
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

美濃市 美濃市社会福祉協議会 未定

各務原市

社会福祉法人　各務原市社
会福祉協議会

（生活支援サポーター養成
研修事業委託）

第1回：6月
第2回：11月

各務原市那加桜町2-163
総合福祉会館集会室等

各回50名 無料
・各務原市社会福祉協議会

・高齢福祉課
― 058-383-2124

可児市 市が直接実施 年4回 可児市内 各30名程度 無料 高齢福祉課　0574-62-1111 介護保険課 0574-62-1111

伊東市 直営 未定
伊東市大原２丁目１番１号
伊東市役所２階中会議室

４０名 無料
伊東市役所高齢者福祉課

長寿支援係
℡0557-32-1561

伊東市役所高齢者福祉
課

長寿支援係
0557-32-1561

藤枝市 直営 １２月 未定 未定 無料
健康福祉部地域包括ケア推

進課
健康福祉部地域包括ケ

ア推進課
054-643-3225

袋井市 株式会社　ニチイ学館 １２月予定
袋井市久能２５１５－１

はーとふるプラザ袋井　会議室
２０名 ５００円

地域包括ケア推進課 介護ケ
ア相談係

TEL:0538-84-7534
市民課 介護保健係 0538-44-3152

湖西市 未定 未定 未定 30名 500円
湖西市長寿介護課
TEL053-576-1212

湖西市長寿介護課 053-576-1212

豊田市
社会福祉法人豊田市社会

福祉協議会
未定

豊田市錦町1-1-1
豊田市福祉センター　会議室

未定 無料
社会福祉法人豊田市社会福

祉協議会
地域福祉課

豊田市　福祉部
介護保険課　計画担当

0565-34-6634

安城市 入札による 未定 未定 20名×4回 無料
安城市高齢福祉課地域支援

係0566-71-2264
安城市高齢福祉課介護

保険係
0566-71-2264

知立市 市が実施 未定 知立市役所　第２・３会議室 35 無料 知立市役所長寿介護課 知立市役所長寿介護課 0566-95-0191

日進市
社会福祉法人　日進市社会

福祉協議会

①6/20・21
②9/30

③12/12・13
④3/10

日進市中央福祉センター 各20名 無料
日進市社会福祉協議会

0561-73-1484

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

みよし市

公益財団法人愛知県市町
村振興協会を通して日本福
祉大学に依頼（市からは直

接委託していない）

7月3日 未定 ４０名 無料
なかよし地区地域包括支援

センター
みよし市役所長寿介護課 0561-32-8009

みよし市 同上 ７月中旬 未定 ４０名 無料
きたよし地区地域包括支援

センター
みよし市役所長寿介護課 0561-32-8009

みよし市 同上 11月27日 未定 ４０名 無料
みなよし地区地域包括支援

センター
みよし市役所長寿介護課 0561-32-8009

蟹江町
社会福祉法人蟹江町社会

福祉協議会
未定 未定 80名 無料

社会福祉法人蟹江町社会福
祉協議会

0567-94-2940
介護支援課 0567-95-1111

22 静岡県

愛知県23

21 岐阜県

三重県24
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

三重県
社会福祉法人

三重県社会福祉協議会
未定

①三重県四日市市安島一丁目3番18号
じばさん三重

②三重県松阪市本町2176番地
松阪市産業振興センター
③三重県尾鷲市栄町5-5
尾鷲市福祉保健センター

④三重県名張市丸之内79番地
名張市総合福祉センターふれあい

⑤三重県津市一身田上津部田1234
三重県総合文化センター

各会場30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

三重県医療保健部長寿
介護課

059-224-2262

三重県
社会福祉法人

三重県社会福祉協議会
未定

①三重県熊野市井戸町６４３－２
熊野市文化交流センター

②三重県四日市市海山道町一丁目１５３２
－１

四日市市三浜文化会館
③三重県松阪市上川町２１２－１

ワークセンター松阪　勤労者総合福祉セン
ター

④三重県名張市鴻之台１－２
名張市防災センター

⑤三重県津市一身田上津部田1234
三重県総合文化センター

各会場30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

三重県医療保健部長寿
介護課

059-224-2262

伊勢市
社会福祉法人

伊勢市社会福祉協議会
未定

伊勢市御薗町長屋2767
ハートプラザみその　保健会議室

30名

無料
（ただし、テ
キスト代とし
て3,000円必

要）

伊勢市社会福祉協議会
介護サービス課

伊勢市健康福祉部介護
保険課

0596-21-5560

熊野市 熊野市社会福祉協議会 検討中 検討中 検討中 なし
熊野市社会福祉協議会

地域福祉係
℡0597‐89‐5000

尾鷲市
紀北町

未定 6月下旬 紀北広域連合 制限無し 無料
紀北広域連合　介護保険認

定・監査係
紀北広域連合　介護保険

認定・監査係
0597-35-0888

甲賀市 未定 未定 未定 未定 未定
健康福祉部　長寿福祉課

０７４８－６９－２１６５
健康福祉部　長寿福祉課 0748-69-2165

高島市
特定非営利活動法人元気な

仲間
未定 未定 未定 未定 高島市地域包括支援課 高島市長寿介護課 0740-25-8150

野洲市 未定
夏と冬の２回
各回２日間

野洲市健康福祉センター（予定） 30名×2回 無料
野洲市健康福祉部高齢福祉

課
同左 077-587-6074

舞鶴市 ― 通年 公民館、小学校等 なし 無料
舞鶴市役所高齢者支援課

0773－66－1018
高齢者支援課 0773-66-1018

綾部市
綾部市社会福祉協議会（予

定）
未定 未定 25名 未定

綾部市社会福祉協議会
0773-43-2881

高齢者支援課 0773-42-4262

25 滋賀県

三重県24

京都府26
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

綾部市 未定 未定 未定 25名 未定 委託先（未定） 高齢者支援課 0773-42-4262

綾部市 なし 通年 市内各地 なし なし なし 高齢者支援課 0773-42-4262

亀岡市 - ５月末 未定 ３０名 無料
高齢福祉課

0771-25-5117
高齢福祉課 0771-25-5117

向日市
北包括支援センター
中包括支援センター
南包括支援センター

未定 未定 制限なし 無料

北包括支援センター075-
934-6887

中包括支援センター075-
921-1550

南包括支援センター075-
921-0061

高齢介護課 075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 5月14日 西山高校 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

向日市
北包括支援センター
中包括支援センター
南包括支援センター

5月14日 上植野コミュニティセンター 制限なし 無料

北包括支援センター075-
934-6887

中包括支援センター075-
921-1550

南包括支援センター075-
921-0061

高齢介護課 075-931-1111

向日市
北包括支援センター
中包括支援センター
南包括支援センター

5月16日 向日市福祉会館　機能訓練室 制限なし 無料

北包括支援センター075-
934-6887

中包括支援センター075-
921-1550

南包括支援センター075-
921-0061

高齢介護課 075-931-1111

向日市
北包括支援センター
中包括支援センター
南包括支援センター

5月17日 物集女公民館 制限なし 無料

北包括支援センター075-
934-6887

中包括支援センター075-
921-1550

南包括支援センター075-
921-0061

高齢介護課 075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 6月 勝山中学校 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 7月 未定 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 8月 未定 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 9月 未定 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

京都府26
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

向日市 認知症地域支援推進員 11月 未定 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 1月 第２向陽小学校 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 2月 向陽小学校 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

向日市 認知症地域支援推進員 3月 未定 制限なし 無料
社会福祉協議会地域福祉係

075-932-1990
高齢介護課　高齢者支援

係
075-931-1111

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

10月(2～3日
間)

※実習は別日
　開催

長岡京市内 30名 無料
長岡京市東地域包括支援セ

ンター基幹・強化担当
高齢介護課 075-955-2059

大山崎町 大山崎町社会福祉協議会
未定

（全５回）

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々
10番地2

大山崎町福祉センター「なごみの郷」
40名 無料

大山崎町社会福祉協議会
075-957-4100

健康課高齢介護係 075-956-2101

宇治市
一般財団法人宇治市福祉

サービス公社
11月頃 未定 20名 無料一般財団法人宇治市福祉サービス公社 中宇治事業所  0774-28-3154健康長寿部介護保険課 0774-22-3141

城陽市 城陽市社会福祉協議会
年度内３回（実
施日程は未

定）

①城陽市寺田東ノ口17
城陽市立福祉センター　ホール

②城陽市寺田乾出北55
城陽市立西部老人福祉センター　陽幸苑

各回20名程
度

無料

①城陽市地域包括支援セン
ター

②城陽市西部地域包括支援
センター

高齢介護課 0774-56-4031

城陽市 社会福祉法人城陽福祉会 同上
城陽市平川浜道裏20－1

地域密着型特別養護老人ホームひだまり平
川内　地域交流プラザ

同上 同上
城陽市北部地域包括支援セ

ンターひだまり
同上 同上

城陽市 社会福祉法人和光会 同上
城陽市富野東田部70－1

南部コミュニティセンター　研修室
同上 同上

城陽市在宅介護支援セン
ター梅林園

同上 同上

城陽市 医療法人啓信会 同上
城陽市寺田正道152

東部コミュニティセンター　軽運動室
同上 同上

城陽市在宅介護支援セン
ター萌木の村

同上 同上

城陽市 － 10月（1日）
城陽市寺田東ノ口17

城陽市立福祉センターホール
30名程度 無料 城陽市高齢介護課 高齢介護課 0774-56-4031

京田辺市 シルバー人材センター 未定 未定 ２０名 無料 未定 高齢介護課 0774-64-1373

京田辺市 直営 未定 未定 未定 無料 京田辺市高齢介護課 高齢介護課 0774-64-1373

京田辺市 京田辺市社会福祉協議会 未定 未定 未定 無料 京田辺市高齢介護課 高齢介護課 0774-64-1373

京都府26
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

木津川市
ＮＰＯ法人元気アップＡＧＥプ

ロジェクト
８月～９月（６

日間）
木津川市山城町　アスピアやましろホール 約５０名 無料

木津川市役所高齢介護課
0774－75－1213

高齢介護課 0774-75-1213

木津川市 なし
平成32年

（2020年）２月
（２日間）

木津川市役所 特になし 無料
木津川市役所高齢介護課

0774－75－1213
高齢介護課 0774-75-1213

木津川市 なし
申込を受け次

第
未定 5人以上 無料

木津川市役所高齢介護課
0774－75－1213

高齢介護課 0774-75-1213

笠置町地
域包括支
援センター

なし 5月頃 笠置小学校 6 無
笠置町地域包括支援セン

ター
0743-95-2890

保健福祉課 0743-95-2301

笠置町地
域包括支
援センター

なし 未定 未定 未定 無
笠置町地域包括支援セン

ター
0743-95-2890

保健福祉課 0743-95-2301

大阪市

社会福祉法人大阪市社会
福祉犬種情報センター・太
平ビルサービス大阪株式会

社

4/13・20・27、
5/14・21・28、
7/13・20・27、
8/9・16・23、

10/12・19・26、
11/12・19・26、
1/11・18・25、
2/14・21・28

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　介護実習室
各20名 500円

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）

06-6208-7958

大阪市

社会福祉法人大阪市社会
福祉犬種情報センター・太
平ビルサービス大阪株式会

社

6/4・12・20・
25、9月（5日

間）、12月（5日
間）、3月（5日

間）

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
20名

1テーマ
100円

全5テーマ

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）

06-6208-7958

大阪市

社会福祉法人大阪市社会
福祉犬種情報センター・太
平ビルサービス大阪株式会

社

12/7
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

30名 無料
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）

06-6208-7958

大阪市

社会福祉法人大阪市社会
福祉犬種情報センター・太
平ビルサービス大阪株式会

社

12/7
午前・午後2回

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
20名 無料

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）

06-6208-7958

大阪市

社会福祉法人大阪市社会
福祉犬種情報センター・太
平ビルサービス大阪株式会

社

3月（1日間）
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

20名 100円
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）

06-6208-7958

大阪市
株式会社ラヴェリオリンクス

タッフ

5/29～3/17の
間で30回（６時
間/日×２日

間）

大阪市内30か所 540名 無料
関西福祉学院
06-6306-6162

福祉局高齢者施策部介
護保険課（指定・指導グ

ループ）
06-6241-6310

堺市 未定

大阪府27
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

岸和田市 大阪介護支援専門員協会 未定 岸和田市立福祉総合センター 70名 無料 市保健部介護保険課 同左 072-423-9475

富田林市医療法人今城クリ
ニック

6/3～7/1
の毎月曜日

（全5回）

今城クリニック「ことほぎ」３F花笑みホール
富田林市寿町2丁目4－30

15名 無料
今城クリニック・花笑み

0721－55－3353
富田林市高齢介護課 0721-25-1000

富田林市医療法人今城クリ
ニック

10/2～10/30
の毎水曜日

（全5回）

今城クリニック「ことほぎ」３F花笑みホール
富田林市寿町2丁目4－30

15名 無料
今城クリニック・花笑み

0721－55－3353
富田林市高齢介護課 0721-25-1000

富田林市医療法人今城クリ
ニック

2/7～3/13
の毎金曜日

（全5回）

今城クリニック「ことほぎ」３F花笑みホール
富田林市寿町2丁目4－30

15名 無料
今城クリニック・花笑み

0721－55－3353
富田林市高齢介護課 0721-25-1000

箕面市
社会福祉法人

大阪府社会福祉事業団
6月 箕面市白島3-5-50 10名 無料

社会福祉法人大阪府社会福
祉事業団　OSJ研修・研究セ

ンター
箕面市地域包括ケア室 072-727-3548

箕面市
社会福祉法人

大阪府社会福祉事業団
11月頃 箕面市白島3-5-50 10名 無料

社会福祉法人大阪府社会福
祉事業団　OSJ研修・研究セ

ンター
箕面市地域包括ケア室 072-727-3548

箕面市
社会福祉法人

大阪府社会福祉事業団
3月頃 箕面市白島3-5-50 10名 無料

社会福祉法人大阪府社会福
祉事業団　OSJ研修・研究セ

ンター
箕面市地域包括ケア室 072-727-3548

箕面市
大阪府指定初任者研修事

業者
随時開催 未定 10名 無料 未定 箕面市地域包括ケア室 072-727-3548

くすのき広
域連合（守
口市・門真
市・四條畷

市）

入札により選定 未定
広域連合関係市(守口市・門真市・四條畷

市）ごとに会場設置予定
未定 未定 選定業者 くすのき広域連合事業課 06-6995-1515

大阪狭山市 未定 未定 大阪狭山市役所 30名 1,500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

大阪狭山市 未定 未定 大阪狭山市役所 30名 1,500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

大阪狭山市 未定 未定 大阪狭山市役所 30名 1,500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

大阪狭山市 未定 未定 大阪狭山市役所 30名 1,500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

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
4/16・4/18 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
5/16 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大阪府27
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
6/18 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
7/18～7/19 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
8/19 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
9/11 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
10/9～10/10 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
11/18 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
12/19 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
1/16 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
2/13～2/14 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

大東市
ＮＰＯ法人

住まいみまもりたい
3/17 大東市役所　厚生棟Ａ会議室 ３０名 無料

生活サポートセンター
０７２－８１２－６５７１

保健医療部　高齢介護室 072-870-0513

（第１クール）
1日目 7月2日
2日目 7月9日
3日目　調整中

１日目　八尾市役所（大会議室A）
２日目　社会福祉会館（集会室）

３日目　調整中

（第２クール）
1日目 9月5日
2日目9月12日
3日目　調整中

１日目　サポートやお（多目的ホール）
２日目　サポートやお（多目的ホール）

３日目　調整中

（第３クール）
1日目11月8日
2日目11月15

日
3日目　調整中

１日目　サポートやお（多目的ホール）
２日目　サポートやお（多目的ホール）

３日目　調整中

八尾市 直営

大阪府27

各クール
24名

無料
（テキスト代

500円）

八尾市地域福祉部
高齢介護課地域支援室

072-924-3837
同左
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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

（第４クール）
1日目1月10日
2日目1月17日
3日目　調整中

１日目　八尾市役所（大会議室A）
２日目　八尾市役所（605会議室）

３日目　調整中

（第５クール）
1日目3月3日
2日目3月10日
3日目　調整中

１日目　サポートやお（多目的ホール）
２日目　サポートやお（多目的ホール）

３日目　調整中

高砂市 高砂市社会福祉協議会
2020年2月予

定
高砂市高砂町松波町440-35

ユーアイ帆っとセンター
30名 無料 高砂市役所高年介護課 高砂市役所高年介護課 079-443-9026

加古郡
稲美町

社会福祉法人　日の出福祉
会

未定 未定 20名 無料 稲美町地域包括支援センター
健康福祉課介護保険係
健康福祉課地域包括係

079-492-9139
079-492-9150

三木市 市が開催 ２月頃
三木市役所
５F大会議室

３０名 無料
三木市健康福祉部

介護保険課介護予防係
健康福祉部介護保険課 0794-82-2000

多可町 多可赤十字病院 11/13～2/12 多可赤十字病院　地域リハセンター 20人程度 無料 多可赤十字病院 0795-32-3810

多可町 多可町 8月～3月
地域互助活動向上住民研修会

コークゼミ（基礎・ステップアップ）
100人程度 無料 多可町 生涯学習課 0795-32-5120

福崎町 直接実施 9月～10月 福崎町保健センター又は町立サルビア会館 20名 無料 　地域包括支援センター 健康福祉課 0790-22-0560

上郡町 未定 ６月下旬
たつの市新宮町平野111-1

たつの市新宮ふれあい福祉会館　研修室
４０名 無料

上郡町地域包括支援セン
ター

0791-52-1152
上郡町役場　健康福祉課 0791-52-1152

たつの市・
宍粟市・上
郡町・佐用

町

なし ６月下旬
たつの市新宮町平野111-1

たつの市新宮ふれあい福祉会館　研修室
４０名 無料

上郡町地域包括支援セン
ター

0791-52-1152
上郡町役場　健康福祉課 0791-52-1152

朝来市 市主催 3月11日
朝来市山東町溝黒411番地

朝来市シルバー人材センター
50名程度 無料

朝来市健康福祉部高年福祉
課地域包括支援係

朝来市健康福祉部高年
福祉課

079-672-6124

淡路市 社会福祉協議会 検討中 検討中 検討中
淡路市健康福祉部

地域福祉課
地域包括支援センター

淡路市健康福祉部
地域福祉課

地域包括支援センター
0799-64-2145

淡路市
地域包括

検討中 検討中 検討中
淡路市健康福祉部

地域福祉課
地域包括支援センター

淡路市健康福祉部
地域福祉課

地域包括支援センター
0799-64-2145

29 奈良県
福祉医療部　長寿・福祉

人材確保対策課
0742-27-8041

八尾市 直営
各クール

24名

兵庫県28

兵庫県28

27 大阪府
無料

（テキスト代
500円）

八尾市地域福祉部
高齢介護課地域支援室

072-924-3837
同左

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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

和歌山県
和歌山県介護普及センター
和歌山県社会福祉協議会

7/5
7/9～10

有田郡有田川町下津野704
有田川町地域交流センターALEC

２０名 無料 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
073-441-2519

和歌山県
和歌山県介護普及センター
和歌山県社会福祉協議会

8/9～11
田辺市東山1-5-32

紀伊田辺シティプラザ
２０名 無料 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
073-441-2519

和歌山県
和歌山県介護普及センター
和歌山県社会福祉協議会

9/4～6
和歌山市伝法橋南ノ丁７

和歌山市民会館
２０名 無料 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
073-441-2519

和歌山県
和歌山県介護普及センター
和歌山県社会福祉協議会

未定
(11月~2月予

定）
県内4か所での開催を予定 各２０名 無料 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
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

32 島根県 検討中
健康福祉部　高齢者福祉

課
0852-22-5111

33 岡山県 保健福祉部　保健福祉課 086-226-7317

34 広島県 廿日市市
社会福祉法人西キリスト教

社会事業団体

①5/17～6/21
②9/11～

10/16

①、②廿日市市新宮一丁目１３－１
山崎本社　みんなのあいプラザ

２０名（2回） 無料
高齢介護課地域包括ケア推

進Ｇ
高齢介護課地域包括ケ

ア推進Ｇ
0829-30-9167

35 山口県 厚政課地域保健福祉班 083-933-2724

徳島県
社会福祉法人徳島県社会

福祉協議会
７月～１１月 徳島県各施設 １００名 無料

徳島県社会福祉協議会
０８８－６５４－４４６１

徳島県保健福祉部長寿
いきがい課介護支援担当

088-621-2247

徳島市

・社会福祉法人　６法人
・医療法人６法人

・徳島健康生活共同組合
・徳島市医師会

各委託先ごと
に年６回程度

実施

徳島市地域包括支援センター
各在宅介護支援センター14カ所

なし（会場の
規模による）

無料

徳島市地域包括支援セン
ター

各在宅介護支援センター14
カ所

徳島市高齢福祉課 088-621-5574

37 香川県
香川県健康福祉部長寿

社会対策課
087-832-3267

38 愛媛県

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

30 和歌山県

徳島県36

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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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（自治体独自研修） ※平成３１年４月１日現在

都道府県名

北九州市
社会福祉法人　北九州市社

会福祉協議会
11月予定
（3日間）

戸畑区汐井町１－６
ウェルとばた８階会議室ほか

20名 無料
北九州市社会福祉協議会
北九州市福祉人材バンク

093-881-0901
介護保険課 093-582-2771

北九州市
社会福祉法人　北九州市社

会福祉協議会
11月予定
（3日間）

戸畑区汐井町１－６
ウェルとばた８階会議室ほか

20名 無料
北九州市社会福祉協議会
北九州市福祉人材バンク

093-881-0901
介護保険課 093-582-2771

行橋市 ㈱ニチイ学館 1/22～3/8
行橋市大字金屋５９９番地

行橋市地域ケア複合センター
20名 無料

福祉部介護保険課
高齢者支援係

福祉部介護保険課
高齢者支援係

0930-25-1111
(内線1174)

春日市 未定 6/14～6/28
春日市昇町3-101

春日市社会福祉センター２階大会議室
20名 無料

高齢課高齢者支援担当
092-558-1205

高齢課指定指導担当 092-558-1363

41 佐賀県 長寿社会課 0952-25-7054

平戸市 なし 10月ごろ 未定 20名程度 無料
平戸市役所
長寿介護課

高齢者支援班

平戸市役所長寿介護課
介護保険班

0950-22-4111

対馬市
社会福祉法人

対馬市社会福祉協議会
7/1～10/31

対馬市厳原町今屋敷661
対馬市交流センター

40名
無料

(テキスト代
6,069円)

対馬市豊玉町仁位94-5
対馬市社会福祉協議会

0920-58-1432
福祉保険部保険課 0920-58-1118

熊本県
社会福祉法人　熊本県社会

福祉協議会

　６月　２回
１０月　２回
　１月　１回

県内５カ所
各２０名
　程度

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
096-322-8077

熊本県健康福祉部長寿
社会局高齢者支援課

096-333-2215

熊本県
社会福祉法人　熊本県社会

福祉協議会
 ９月　１回
 １月　１回

熊本県総合福祉センター
各２０名
　程度

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
096-322-8077

熊本県健康福祉部長寿
社会局高齢者支援課

096-333-2215

大分市 無（直接実施）
7/12～17
(3日間)

大分市荷揚町３番３１号
大分市アートプラザ研修室

20名 無料
大分市長寿福祉課

097-537-5746
大分市長寿福祉課 097-537-5744

別府市 学校法人　溝部学園
令和2年2月～

3月（予定）
別府市亀川中央町２９－１０
別府市溝部学園短期大学

80名 無料
別府市　高齢者福祉課

0977-21-1463
別府市　高齢者福祉課

介護保険給付係
0977-21-1463

45 宮崎県
宮崎県長寿介護課介護
人材・高齢化対策担当

0985-26-7059

46 鹿児島県
鹿児島県社会福祉課地

域福祉支援係
099-286-2841

47 沖縄県
沖縄県子ども生活福祉部

高齢者福祉介護課
098-866-2214

43 熊本県

44 大分県

42 長崎県

福岡県40

福岡県40

実施予定なし

検討中

実施予定なし

実施予定なし
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