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【兵庫県庁　高齢政策課　指定分】　介護人材対策班　TEL：078-341-7711(内線2733)

級
課
程

実施団体名
通
信

実施地区 募集期限 実施期間 受講資格等 電話番号 受講料等 定員 指定番号 受講者募集HP

初
任
者

株式会社ベネッ
セスタイルケア

○ 神戸市東灘区
令和4年9月1日～
令和5年1月9日

令和5年1月16日～
令和5年2月17日

・兵庫県および近県在住、在勤等でスクーリングに参加可
能な者。
・介護職員として介護サービスに従事しようとする者、また
は従事している者。
・ご家族のために、研修を必要とされる者。
・株式会社ベネッセスタイルケアに就業予定で、研修を必
要とされる者。
・日本語の読み書き、聞き取りに問題なく授業を受けられる
者（テキスト、授業、筆記試験は日本語）
・16歳以上で、講義（演習を含む）全ての課程を自分ひとり
の力で受講・遂行することが可能な者（ただし、母性保護の
ため、妊娠している者は除く）

06-6396-8781 55,000円（税込） 20名 22-19102-5
http://shikaku.benesse-
style-care.co.jp

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年5月1日～
令和4年10月31日

令和4年11月1日～
令和4年12月5日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-18
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年5月1日～
令和4年11月13日

令和4年11月14日
～令和5年2月10日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-19
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年6月1日～
令和4年12月3日

令和4年12月4日～
令和5年3月12日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-20
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年6月1日～
令和4年12月5日

令和4年12月6日～
令和5年1月16日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-21
https://kaigojob-
academy.com/

研修の受講に係る契約を行うにあたっては、事業者は事前に「重要事項説明書」を交付し重要な事項について説明することになっています。
特に①県の指定を受けた研修であるかどうか、②受講料金及び支払方法、③解約条件、④苦情相談窓口、⑤事業者が養成研修を継続できなくなった（又は実施できなくなった）場合の代替措置
等については、十分説明を受けてから契約してください。

掲載アドレス　→　http://web.pref.hyogo.jp/hw18/hw18_000000020.html

【ホーム＞健康・医療･福祉＞高齢者福祉＞介護保険・サービス＞介護員
養成研修について】

 兵庫県 福祉部 高齢政策課 介護人材対策班
TEL：078-341-7711(内線2733)

この一覧表は、毎月15日前後に更新しています。

研修の一部を通信講座で実施する事業者は、主たる事業所が所在する都道府県が指定を行うため、兵庫県内で実施する研修でも、この一覧表に掲載されていない場合があります。

介護員養成研修　一般募集状況　(R4年9月指定分まで)

定員枠等の関係で、募集期限を待たずに締め切っている事業者もあります。

研修の申込み方法や実施地区・実施期間・受講料等の詳細については、直接各事業者にお問い合わせください。

受講にあたっての注意事項 

兵庫県から指定を受けた事業者が発行する募集案内には、必ず指定番号を記載しなければならないこととしています。
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初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年7月1日～
令和5年1月16日

令和5年1月17日～
令和5年2月16日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-22
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年7月1日～
令和5年1月27日

令和5年1月28日～
令和5年5月20日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-23
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年8月1日～
令和5年2月20日

令和5年2月21日～
令和5年3月28日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-24
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年8月1日～
令和5年2月23日

令和5年2月24日～
令和5年6月2日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-25
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社エス・エ
ム・エス

○ 神戸市中央区
令和4年9月1日～
令和5年3月25日

令和5年3月26日～
令和5年7月2日

現在もしくは将来において介護業務に従事することを希望
する者。ただし、開講時点において満15歳以上であり、義
務教育を修了している者、もしくは日本語の読み書きがそ
れに準ずる能力を有する者に限る。

06-6455-1781 31,900円（税込） 20名 22-19108-26
https://kaigojob-
academy.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 広島市
令和4年5月1日～
令和4年11月3日

令和4年11月4日～
令和4年12月8日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-32
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 広島市
令和4年5月1日～
令和4年12月12日

令和4年12月13日
～令和5年2月6日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-33
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 岡山市
令和4年5月1日～
令和4年12月5日

令和4年12月6日～
令和5年1月25日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-35
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 川西市
令和4年6月15日～
令和4年11月10日

令和4年11月11日
～令和4年12月19
日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-39
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 明石市
令和4年6月15日～
令和4年10月31日

令和4年11月1日～
令和4年12月26日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-40
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 神戸市中央区
令和4年8月30日～
令和4年12月27日

令和4年8月30日～
令和4年12月27日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している者は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-13
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/C02

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 西宮市
令和4年8月29日～
令和4年12月26日

令和4年8月29日～
令和4年12月26日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している者は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-14
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/C02

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 三田市
令和4年8月21日～
令和4年12月25日

令和4年8月21日～
令和4年12月25日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している者は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-15
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/C02

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 神戸市中央区
令和4年7月15日～
令和4年12月15日

令和4年12月16日
～令和5年1月20日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-43
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 西宮市
令和4年7月15日～
令和4年11月15日

令和4年11月16日
～令和5年1月17日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-44
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 西宮市
令和4年7月15日～
令和5年1月17日

令和5年1月18日～
令和5年2月14日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-45
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 尼崎市
令和4年7月15日～
令和4年11月30日

令和4年12月1日～
令和5年1月19日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-46
https://www.sanko-
fukushi.com/
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初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 川西市
令和4年7月15日～
令和5年1月5日

令和5年1月6日～
令和5年2月6日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-47
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 明石市
令和4年7月15日～
令和5年1月11日

令和5年1月12日～
令和5年2月7日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-48
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 姫路市
令和4年7月25日～
令和4年12月4日

令和4年12月5日～
令和5年1月19日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-49
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 広島市
令和4年7月15日～
令和5年1月24日

令和5年1月25日～
令和5年2月24日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-50
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社ヒュー
マンライフ

○ 神戸市中央区
令和4年6月15日～
令和4年10月19日

令和4年10月20日
～令和4年12月15
日

介護を学ぶ意思のある者 06-6484-5806 58,300円（税込）テキスト代込 28名 22-19111-24 https://kaigo-campus.com

初
任
者

株式会社ヒュー
マンライフ

○ 川西市
令和4年6月15日～
令和4年10月18日

令和4年10月19日
～令和5年2月22日

介護を学ぶ意思のある者 06-6484-5806 58,300円（税込）テキスト代込 24名 22-19111-26 https://kaigo-campus.com

初
任
者

株式会社ヒュー
マンライフ

○ 尼崎市
令和4年6月15日～
令和4年10月24日

令和4年10月25日
～令和4年12月19
日

介護を学ぶ意思のある者 06-6484-5806 58,300円（税込）テキスト代込 24名 22-19111-31 https://kaigo-campus.com

初
任
者

株式会社ヒュー
マンライフ

○ 尼崎市
令和4年6月15日～
令和4年10月28日

令和4年10月29日
～令和5年3月4日

介護を学ぶ意思のある者 06-6484-5806 58,300円（税込）テキスト代込 24名 22-19111-32 https://kaigo-campus.com

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年7月15日～
令和4年10月22日

令和4年10月23日
～令和5年2月12日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-38
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年7月15日～
令和4年10月24日

令和4年10月25日
～令和4年11月17
日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
48,950円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-39
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 尼崎市
令和4年7月15日～
令和4年10月24日

令和4年10月25日
～令和5年2月21日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-40
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 姫路市
令和4年7月15日～
令和4年10月25日

令和4年10月26日
～令和4年12月16
日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
43,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-41
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○
西宮市/神戸市
中央区

令和4年7月15日～
令和4年10月27日

令和4年10月28日
～令和5年2月17日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-42
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 尼崎市
令和4年8月19日～
令和4年11月2日

令和4年11月3日～
令和5年2月23日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

28名 22-19101-43
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年8月19日～
令和4年11月21日

令和4年11月22日
～令和5年3月14日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-44
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年8月19日～
令和4年11月22日

令和4年11月23日
～令和4年12月16
日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
48,950円（消費税、テキスト代込
み）

28名 22-19101-45
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 姫路市
令和4年8月19日～
令和4年11月25日

令和4年11月26日
～令和5年3月18日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
43,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-46
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○
明石市/神戸市
中央区

令和4年8月19日～
令和4年11月26日

令和4年11月27日
～令和5年3月19日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-47
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 神戸市中央区
令和4年8月20日～
令和4年10月24日

令和4年10月31日
～令和5年3月6日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-20
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/715
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初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 西宮市
令和4年8月20日～
令和4年10月21日

令和4年10月28日
～令和5年3月3日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-21
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/C02

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 宝塚市
令和4年8月20日～
令和4年10月18日

令和4年10月25日
～令和5年2月28日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-22
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/B83

初
任
者

アイビーメディカ
ル株式会社

神戸市中央区 ～令和4年10月25日
令和4年11月16日
～令和5年1月13日

介護施設等に従事することを希望する者又は、福祉、介護
に関心があり学習しようとする意欲のある者。
※ハローワーク「求職者支援訓練コース」

078-575-1105 0円（別途テキスト代7,124円） 15名 22-19110-12 https://ivy-college.com/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年9月16日～
令和4年12月16日

令和4年12月17日
～令和5年4月8日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-48
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年9月16日～
令和4年12月19日

令和4年12月20日
～令和5年1月20日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
48,950円（消費税、テキスト代込
み）

28名 22-19101-49
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○
三田市/神戸市
中央区

令和4年9月16日～
令和4年12月20日

令和4年12月21日
～令和5年4月12日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-50
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 姫路市
令和4年9月16日～
令和4年12月20日

令和4年12月21日
～令和5年2月15日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
43,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-51
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 神戸市中央区
令和4年9月27日～
令和4年11月17日

令和4年11月24日
～令和5年3月30日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-23
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/715

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 西宮市
令和4年9月27日～
令和4年11月23日

令和4年11月30日
～令和5年4月5日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-24
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/C02

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 宝塚市
令和4年9月27日～
令和4年11月12日

令和4年11月19日
～令和5年3月25日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-25
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/B83

初
任
者

社会福祉法人
光朔会

神戸市兵庫区
令和4年10月1日～
令和4年11月2日

令和4年11月5日～
令和5年3月11日

介護に従事することを希望する者であり、16歳以上の心身
ともに健康である者。

078-671-7065 77,400円（税込） 20名 22-19125-01 http://www.olympia.or.jp/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 神戸市中央区
令和4年10月5日～
令和5年2月8日

令和5年2月9日～
令和5年3月30日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-51
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 西宮市
令和4年10月5日～
令和5年2月28日

令和5年3月1日～
令和5年3月23日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-52
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 尼崎市
令和4年10月5日～
令和5年2月1日

令和5年2月2日～
令和5年3月9日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-53
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 川西市
令和4年10月5日～
令和5年3月4日

令和5年3月5日～
令和5年7月2日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-54
https://www.sanko-
fukushi.com/
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初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 明石市
令和4年10月5日～
令和5年3月7日

令和5年3月8日～
令和5年4月14日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-55
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 姫路市
令和4年10月5日～
令和5年2月13日

令和5年2月14日～
令和5年3月15日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-56
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 広島市
令和4年10月5日～
令和5年2月27日

令和5年2月28日～
令和5年3月27日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-57
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 広島市
令和4年10月5日～
令和5年3月29日

令和5年3月30日～
令和5年4月25日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-58
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社日本教
育クリエイト

○ 岡山市
令和4年10月5日～
令和5年2月13日

令和5年2月14日～
令和5年3月14日

・介護福祉業界への就職を希望する者
・介護技術・知識の習得を希望する者

0120-294-350 87,780円（税込） 20名 22-19105-59
https://www.sanko-
fukushi.com/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 尼崎市
令和4年10月14日
～令和5年1月5日

令和5年1月6日～
令和5年2月24日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

28名 22-19101-52
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年10月14日
～令和5年1月18日

令和5年1月19日～
令和5年5月11日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-53
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年10月14日
～令和5年1月23日

令和5年1月24日～
令和5年2月16日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
48,950円（消費税、テキスト代込
み）

28名 22-19101-54
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○
西宮市/神戸市
中央区

令和4年10月14日
～令和5年1月27日

令和5年1月28日～
令和5年5月20日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-55
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 姫路市
令和4年10月14日
～令和5年1月28日

令和5年1月29日～
令和5年5月21日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
43,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-56
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

アイビーメディカ
ル株式会社

神戸市長田区 ～令和4年11月25日
令和4年12月16日
～令和5年2月14日

介護施設等に従事することを希望する者又は、福祉、介護
に関心があり学習しようとする意欲のある者。
※ハローワーク「求職者支援訓練コース」

078-575-1105 0円（別途テキスト代7,124円） 15名 22-19110-13 https://ivy-college.com/

初
任
者

アイビーメディカ
ル株式会社

○ 神戸市中央区 ～令和5年11月18日
令和4年11月26日
～令和5年3月25日

介護施設等に従事することを希望する者又は、福祉、介護
に関心があり学習しようとする意欲のある者。

078-575-1105
受講料42,876円、別途テキスト代
7,124円

15名 22-19110-14 https://ivy-college.com/

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 神戸市中央区
令和4年11月6日～
令和4年12月18日

令和4年12月25日
～令和5年4月23日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-26
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/715

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 西宮市
令和4年11月6日～
令和4年12月13日

令和4年12月20日
～令和5年4月25日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-27
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/C02

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 神戸市中央区
令和4年11月6日～
令和5年1月20日

令和5年1月27日～
令和5年6月2日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-28
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/715

初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 西宮市
令和4年11月6日～
令和5年1月21日

令和5年1月28日～
令和5年6月3日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-29
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/C02
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初
任
者

株式会社ニチイ
学館

○ 宝塚市
令和4年11月6日～
令和5年1月16日

令和5年1月23日～
令和5年5月29日

介護に従事することを希望する16歳以上の者で、演習を含
む全ての課程を自分ひとりの力で受講・遂行することが可
能な者であることが条件です。（ただし、母性保護のため妊
娠している方は受講できません）

078-271-1895 88,000円（消費税、テキスト代込） 14名 22-19104-30
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/detail/B83

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年11月18日
～令和5年1月31日

令和5年2月1日～
令和5年2月28日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
48,950円（消費税、テキスト代込
み）

28名 22-19101-57
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 尼崎市
令和4年11月18日
～令和5年2月4日

令和5年2月5日～
令和5年5月28日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

28名 22-19101-58
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年11月18日
～令和5年2月18日

令和5年2月19日～
令和5年6月11日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-59
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 神戸市中央区
令和4年11月18日
～令和5年2月20日

令和5年2月21日～
令和5年3月16日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
48,950円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-60
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○ 姫路市
令和4年11月18日
～令和5年2月21日

令和5年2月22日～
令和5年4月12日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
43,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-61
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

初
任
者

株式会社EE21 ○
明石市/神戸市
中央区

令和4年11月18日
～令和5年2月23日

令和5年2月24日～
令和5年6月16日

介護に関心のある者。併せて、定められた期間を全て受講
することが可能な者。

06-6363-2404
54,450円（消費税、テキスト代込
み）

20名 22-19101-62
http://www.miraicare.jp/are
a/kansai/public/

【阪神南県民局　芦屋健康福祉事務所　指定分】　　監査指導課　TEL：0797-32-0707
級
課
程

実施団体
通
信

実施地区 募集期限 実施期間 受講資格等 電話番号 受講料等 定員 指定番号 事業HP

初
任
者

有限会社シニア
ケア

尼崎市 令和4年6月4日～
令和4年12月9日～
令和5年1月24日

就職希望者で公共職業安定所長の受講指示又は受講推
薦を受けられる者

06-4961-2560 7,124円（テキスト代のみ、税込） 15名 22192023
http://kenshu.senior-
care.co.jp/schedule/

初
任
者

株式会社土屋 ○ 尼崎市
令和4年4月1日～
令和4年10月24日

令和4年10月25日
～令和4年12月7日

兵庫県内または兵庫県近郊在住・在勤で通学可能な者。
株式会社土屋の社員で研修を必要とする者

050-3138-
2024

87,700円 14名 22-21207-7
https://tcy-
carecollege.com/

初
任
者

株式会社土屋 ○ 尼崎市
令和4年4月1日～
令和4年11月5日

令和4年11月6日～
令和5年2月5日

兵庫県内または兵庫県近郊在住・在勤で通学可能な者。
株式会社土屋の社員で研修を必要とする者

050-3138-
2024

87,700円 14名 22-21207-8
https://tcy-
carecollege.com/

初
任
者

株式会社土屋 ○ 尼崎市
令和4年4月1日～
令和4年12月12日

令和4年12月13日
～令和5年2月1日

兵庫県内または兵庫県近郊在住・在勤で通学可能な者。
株式会社土屋の社員で研修を必要とする者

050-3138-
2024

87,700円 14名 22-21207-9
https://tcy-
carecollege.com/

初
任
者

株式会社土屋 ○ 尼崎市
令和4年4月1日～
令和5年2月6日

令和5年2月7日～
令和5年3月22日

兵庫県内または兵庫県近郊在住・在勤で通学可能な者。
株式会社土屋の社員で研修を必要とする者

050-3138-
2024

87,700円 14名 22-21207-10
https://tcy-
carecollege.com/

初
任
者

株式会社土屋 ○ 尼崎市
令和4年4月1日～
令和5年2月18日

令和5年2月19日～
令和5年5月14日

兵庫県内または兵庫県近郊在住・在勤で通学可能な者。
株式会社土屋の社員で研修を必要とする者

050-3138-
2024

87,700円 14名 22-21207-11
https://tcy-
carecollege.com/

初
任
者

株式会社土屋 ○ 尼崎市
令和4年4月1日～
令和5年3月27日

令和5年3月28日～
令和5年5月10日

兵庫県内または兵庫県近郊在住・在勤で通学可能な者。
株式会社土屋の社員で研修を必要とする者

050-3138-
2024

87,700円 14名 22-21207-12
https://tcy-
carecollege.com/
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【阪神北県民局　宝塚健康福祉事務所　指定分】　　監査指導課　TEL：0797-61-5188

級
課
程

実施団体
通
信

実施地区 募集期限 実施期間 受講資格等 電話番号 受講料等 定員 指定番号 事業HP

初
任
者

株式会社輝ホー
ルディングス

○ 伊丹市
期間定め無し、開
校日の一週間前ま
で

令和4年11月6日～
令和5年１月26日

受講対象者は、心身共に健康で、現に介護事業に従事し
ている者、若しくは介護事業に従事しようとする者とする。

072ｰ770-5511
60,500円（税込）うちテキスト代
5,500円(税込)

１６名 22－2464－02 http://www.kf-college.com

初
任
者

一般財団法人宝
塚市保健福祉
サービス公社

宝塚市 令和4年11月10日
令和4年11月14日
～令和4年12月15
日

介護業務に従事することに希望する者 0797-86-9194
55,000円（税込）うちテキスト代
7,124円

10名 22-1602-01
https://www.takarazuka-
fukushi.or.jp/

【中播磨県民センター　中播磨健康福祉事務所　指定分】　監査・地域福祉課　TEL：079-281-9768

級
課
程

実施団体名
通
信

実施地区 募集期限 実施期間 受講資格等 電話番号 受講料等 定員 指定番号 受講者募集HP

初
任
者

（株）ニチイ学館 〇 姫路市
令和4年9月1日 ～
令和4年11月28日

令和4年11月29日
～
令和5年3月28日

介護に従事することを希望するものであり、16歳以上の演
習を含むすべての過程を自分一人の力で受講・遂行するこ
とが可能なものとする。（ただし、母性保護のため妊娠して
いるものは除く）

079-226-5890 88,000円(税込) 14名 22-19-6-02-26
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/dtail/R26

初
任
者

（株）ニチイ学館 〇 明石市
令和4年9月1日 ～
令和4年11月19日

令和4年11月20日
～
令和5年3月12日

介護に従事することを希望するものであり、16歳以上の演
習を含むすべての過程を自分一人の力で受講・遂行するこ
とが可能なものとする。（ただし、母性保護のため妊娠して
いるものは除く）

079-226-5890 88,000円(税込) 14名 22-19-6-02-27
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/dtail/R26

初
任
者

（株）ニチイ学館 〇 姫路市
令和4年10月1日
～
令和4年12月18日

令和4年12月19日
～
令和5年4月10日

介護に従事することを希望するものであり、16歳以上の演
習を含むすべての過程を自分一人の力で受講・遂行するこ
とが可能なものとする。（ただし、母性保護のため妊娠して
いるものは除く）

079-226-5890 88,000円(税込) 14名 22-19-6-02-28
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/dtail/R26

初
任
者

（株）ニチイ学館 〇 加古川市
令和4年10月1日
～
令和4年12月20日

令和4年12月21日
～
令和5年4月19日

介護に従事することを希望するものであり、16歳以上の演
習を含むすべての過程を自分一人の力で受講・遂行するこ
とが可能なものとする。（ただし、母性保護のため妊娠して
いるものは除く）

079-226-5890 88,000円(税込) 14名 22-19-6-02-29
http://www.e-
nichii.net/course/shoninsha
/class/dtail/R26

【西播磨県民局　龍野健康福祉事務所　指定分】　監査指導課　　TEL：0791-63-5133
級
課
程

実施団体名
通
信

実施地区 募集期限 実施期間 受講資格等 電話番号 受講料等 定員 指定番号 受講者募集HP

初
任
者

社会福祉法人
たつの市社会福
祉協議会

たつの市 令和4年10月31日
令和4年11月12日
～令和5年3月26日

介護業務に従事している者又は従事する予定のある者。
介護に関する知識や技術を習得したい者。

0791-63-5229
26,000円（テキスト代及び消費税
含む）

15名 22-22-7-6-1 http://tatsuno-syakyo.jp
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