
最終更新日：2022年7月14日
更新 都道府県 研修開始予定日 申込期間 定員 複数開催 令和3年度開催月 開催業者 URL
☆ 北海道 R4.12.1～ R4.9.30～ 440 有 （NPO）きなはれ http://kinahare.net/

青森 10月 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 http://aosyakyo.or.jp/
岩手 R4.10月～ 10月 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/shougai/jigyousha/1003978/1019064.html

宮城 12月下旬～ 10月上旬 7月 宮城県社会福祉協議会 http://www.miyagi-sfk.net/
☆ 秋田 R4.9.21～ ～R4.7.15 208 8月 秋田県身体障害者福祉協会 https://www.normanet.ne.jp/~ww100132/center/index.html
☆ 山形 R4.9.6～ 申込終了 8月 社会福祉法人山形県社会福祉事業団 https://www.pref.yamagata.jp/090004/kenfuku/shogai/gyoji/kenshuu/h26sabikankensyu.html

福島 R4.7.13～ 申込終了 300 7月 社会福祉法人福島県社会福祉事業団 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035c/sabikan-yotei.html
茨城 R4.7.3～ 申込終了 400 7月 一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会 https://iba-harness.sakura.ne.jp/kensyu/sabikiso/top
栃木 R4.9.27～ 申込終了 336 8月 NPO法人栃木県障害施設・事業協会 http://tochigi-chiteki.org/category/kensyu/kensyu01_kiso/

☆ 群馬 申込終了 8月 有限会社プログレ総合研究所 http://www.omiya-fukushi.co.jp/
☆ 埼玉 申込終了 7月 有限会社プログレ総合研究所 http://www.omiya-fukushi.co.jp/p07_1622446256998.html

千葉 9月以降 8月 千葉県
東京 11月上旬～ 8月中旬 有 7月 公益財団法人総合健康推進財団 https://www.soukensui-kanto.com/page/bizinfo/2/4/8/

☆ 神奈川 11月～ 9月上旬 252 有 7月 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会等 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=127&topid=4

新潟 R4.7.6～ 申込終了 330 7月 コロニーにいがた白岩の里 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shiroiwa/1188528769285.html
富山 8月 富山県
石川 11月～ 160 11月 社会福祉法人石川県社会福祉協議会 https://www.isk-shakyo.or.jp/
福井 11月 福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/chikousou/shougai_kensyuu_d/fil/nenkanyotei.pdf

山梨 R4.7.20～ 申込終了 90 7月 社会福祉法人山梨県障害者福祉協会 http://www.sanshoukyou.net/downlord/ken-r4-08.pdf
長野 R4.6.27～ 申込終了 240 7月 特定非営利活動法人長野県相談支援専門員協会https://nagano-soudan.com/
岐阜 R4.8.22～ 申込終了 325 8月 ひまわりの丘地域生活支援センター https://www.pref.gifu.lg.jp/page/5988.html
静岡 7月～ 申込終了 600 9月 社会福祉法人あしたか太陽の丘 https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-310/kenshuu/r4kenshu/r4shoninken.html

愛知 R4.8.22～ 申込終了 1300 8月 社会福祉法人愛知県社会福祉評議会 http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_keikaku.html#
三重 9月～ R4.8.26～ 11月 社会福祉法人 三重県社会福祉協議会 https://www.miewel-1.com/training/detail/53
滋賀 R4.10.6～ R4.8.1～ 360 7月 滋賀県障害者自立支援協議会 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5334887.pdf
京都 6月中旬～ 申込終了 500 6月 社会福祉法人京都府社会福祉協議会 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000283409.html
大阪 10月初旬～ R4.6.29～ 720 有 6月 大阪府社会福祉事業団等 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html

☆ 兵庫 R4.10.5～ 申込終了 9月 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 http://www.hwc.or.jp/kensyuu/data/
☆ 奈良 11月～ ～R4.7.15 200 10月 奈良県 https://www.pref.nara.jp/49707.htm

和歌山 R4.9.14～ R4.7.12～ 120 7月 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 http://www.wfj.or.jp/training
☆ 鳥取 R4.9.14～ 9月 一般社団法人鳥取県サービス管理責任者等連絡会 https://tottorikenshuu.web.fc2.com/
☆ 島根 R4.8.24～ 申込終了 120 6月 島根県社会福祉協議会島根県福祉人材センターhttps://www.shimane-fjc.com/seminar/seminar#68
☆ 岡山 10月 8月 7月 学校法人旭川荘 https://www.pref.okayama.jp/page/515098.html

広島 R4.11.29～ 10月 6月 社会福祉法人尾道さつき会 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/kensyu.html#kiso
☆ 山口 R4.10.6～ ～R4.7.29 10月 YICグループ https://www.yic.ac.jp/sousabi/

徳島 10月頃 7月上旬 6月 徳島県 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/7204993/

香川 10月 香川県（川部みどり園）
愛媛 9月 一般社団法人愛媛県社会福祉士会 https://ehime-acsw.com/
高知 10月 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 https://www.kochiken-shakyo.or.jp/

☆ 福岡 R4.8.8～ 384 有 9月 公益社団法人福岡県社会福祉士会 https://www.facsw.or.jp/base-subject-service-manager
☆ 佐賀 R4.10.11～ R4.9.1～ 10月 佐賀県地域生活支援ネットワーク https://blog.canpan.info/fukuichi/category_14/1

長崎 R4.11.4～ R4.9.4～ 240 9月 長崎県知的障がい者福祉協会 http://www.nagasaki-fukushi.com/news/update/1903.html
☆ 熊本 R4.9.2～ ～R4.7.28 336 8月 一般財団法人 保健福祉振興財団 https://hokenfukushi.or.jp/contents/works/w02.php

大分 R4.6.13～ 申込終了 7月 公益社団法人　大分県社会福祉士会 https://oita-csw.or.jp/
宮崎 R4.7.27～ 申込終了 10月 一般社団法人宮崎県精神保健福祉士協会 http://miyazaki-psw.jp/
鹿児島 R4.9.21～ 申込終了 480 10月 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会 http://www.kaken-shakyo.jp/kenshu/2-sabikan/R4-kiso/r4-3_kenshu.html

沖縄 10月上旬 R4.7.12～ 7月 特定非営利活動法人おきなわ障がい者相談支援ネットワーク https://www.osn.okinawa/

※協会調べ、正式な情報は各自治体までお問い合わせください

サービス管理責任者等基礎研修　令和4年度予定


