
指定養成施設一覧 介護福祉士 H29.4.1現在

修業
年限

定員

1 富山県 学校法人浦山学園 法人番号9230005007414 富山福祉短期大学 社会福祉学科介護福祉専攻 射水市三ヶ579 0766-55-5567 2 40

2 富山県 学校法人富山国際学園 法人番号9230005000336 富山短期大学 福祉学科 富山市願海寺水口444 076-436-5146 2 60

3 富山県 富山県知事 法人番号7000020160008 富山県立南砺福野高等学校 福祉科 富山県南砺市苗島443 0763-22-2014 3 30

4 石川県 学校法人金城学園 法人番号6220005001932 金城大学 社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻介護福祉コース 白山市笠間町1200 076-276-4400 4 80

5 石川県 石川県 法人番号2000020170003 石川県立田鶴浜高等学校 健康福祉科 石川県七尾市上野ヶ丘町59 0767-68-3116 3 40

6 岐阜県 学校法人神谷学園 法人番号6200005001496 東海学院大学 健康福祉学部総合福祉学科介護福祉コース 各務原市那加桐野町5-68 058-389-2200 4 40

7 岐阜県 学校法人岐阜済美学院 法人番号5200005007957 中部学院大学短期大学部 専攻科福祉専攻 関市桐ヶ丘2-1 0575-24-2211 1 30

8 岐阜県 学校法人岐阜済美学院 法人番号5200005007957 中部学院大学短期大学部 社会福祉学科 関市桐ヶ丘2-1 0575-24-2211 2 80

9 岐阜県 学校法人岐阜済美学院 法人番号5200005007957 中部学院大学 人間福祉学部人間福祉学科介護支援ｺｰｽ 関市桐ヶ丘2-1 0575-24-2211 4 30

10 岐阜県 岐阜県教育委員会 法人番号4000020210005 岐阜県立大垣桜高等学校 福祉科 岐阜県大垣市墨俣町上宿465-1 0584-62-6131 3 40

11 岐阜県 岐阜県教育委員会 法人番号4000020210005 岐阜県立坂下高等学校 福祉科 岐阜県中津川市坂下624-1 0573-75-2163 3 40

12 岐阜県 岐阜県教育委員会 法人番号4000020210005 岐阜県立岐阜各務野高等学校 福祉科ケアワーカーフィールド 岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7-2 058-370-4001 3 40

13 静岡県 静岡県公立大学法人 法人番号8080005004106 静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科介護福祉専攻 静岡市駿河区小鹿2-2-1 054-202-2611 2 50

14 静岡県 学校法人静岡精華学園 法人番号6080005001352 静岡福祉大学 社会福祉学部健康福祉学科介護福祉コース 焼津市本中根549-1 054-623-7451 4 50

15 静岡県 学校法人聖隷学園 法人番号4080405000204 聖隷クリストファー大学 社会福祉学部介護福祉学科 浜松市北区三方原町3453 053-439-1433 4 25 3年次編入定員10名

16 静岡県 学校法人芥田学園 法人番号2080405000180 浜松修学舎高等学校 福祉科 静岡県浜松市中区向宿2-20-1 053-461-7356 3 35

17 静岡県 学校法人三島学園 法人番号8080105002240 知徳高等学校 福祉科・介護福祉コース 静岡県駿東郡長泉町竹原354 055-975-0080 3 40

18 静岡県 学校法人静岡和洋学園 法人番号6080005001360 静岡女子高等学校 福祉科 静岡県静岡市駿河区八幡3-6-1 054-285-2274 3 40

19 静岡県 静岡県 法人番号7000020220001 静岡県立清流館高等学校 福祉科 静岡県焼津市上新田292-1 054-622-3411 3 40

20 静岡県 静岡県 法人番号7000020220001 静岡県立富士宮東高等学校 福祉科 静岡県富士宮市小泉1234 0544-26-4177 3 40

21 静岡県 静岡県 法人番号7000020220001 静岡県立磐田北高等学校 福祉科 静岡県磐田市見付2031-2 0538-32-2181 3 40

22 愛知県 学校法人同朋学園 法人番号9180005002239 同朋大学 社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻介護福祉コース 名古屋市中村区稲葉地町7-1 052-411-1114 4 40

23 愛知県 学校法人菊武学園 法人番号3180005009017 名古屋経営短期大学 健康福祉学科 尾張旭市新居町山の田3255-5 0561-55-3076 2 60

24 愛知県 学校法人日本福祉大学 法人番号4180005011830 日本福祉大学 健康科学部リハビリテーション学科介護学専攻 半田市東生見町26-2 0569-20-0111 4 40

25 愛知県 学校法人藤ノ花学園 法人番号2180305002390 豊橋創造大学短期大学部 専攻科福祉専攻 豊橋市牛川町字松下20-1 050-2017-2186 1 20

26 愛知県 学校法人柳城学院 法人番号9180005002313 名古屋柳城短期大学 専攻科介護福祉専攻 名古屋市昭和区明月町2-54 052-841-2635 1 30

27 愛知県 愛知県教育委員会 法人番号1000020230006 愛知県立高浜高等学校 福祉科 愛知県高浜市本郷町1-6-1 0566-52-2100 3 40

28 愛知県 愛知県教育委員会 法人番号1000020230006 愛知県立古知野高等学校 福祉科 愛知県江南市古知野町高瀬1 0587-53-2508 3 40

29 愛知県 愛知県教育委員会 法人番号1000020230006 愛知県立宝陵高等学校 福祉科 愛知県豊川市大木町鑓水445 0533-93-2041 3 40

30 愛知県 愛知県教育委員会 法人番号1000020230006 愛知県立海翔高等学校 福祉科 愛知県弥富市六條町大崎22 0567-52-3061 3 40
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31 愛知県 名古屋市教育委員会 法人番号3000020231002 名古屋市立西陵高等学校 総合学科介護福祉系列介護福祉士コース 名古屋市西区児玉2-20-65 052-521-5551 3 25

32 三重県 学校法人高田学苑 法人番号7190005000210 高田短期大学 キャリア育成学科介護福祉コース 津市一身田豊野195 059-232-2310 2 40

33 三重県 三重県 法人番号5000020240001 三重県立明野高等学校 福祉科介護福祉コース 三重県伊勢市小俣町明野1481 0596-37-4125 3 25

34 三重県 三重県 法人番号5000020240001 三重県立伊賀白鳳高等学校 ヒューマンサービス科介護福祉コース 三重県伊賀市緑ヶ丘西町2270-1 0595-21-2110 3 24

35 三重県 三重県 法人番号5000020240001 三重県立朝明高等学校 ふくし科介護福祉コース 三重県四日市市中野町2216 059-339-0212 3 20

36 三重県 三重県 法人番号5000020240001 三重県立みえ夢学園高等学校 総合学科社会福祉系列 三重県津市柳山津興1239 059-226-6217 4 16


