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鳥取県
（４）

KOYAMAcollege実務者研修 日野郡日野町根雨909-1 通信 １年 20 医療法
人社団 日翔会

イングスジョブスクール 介護職
員実務者研修

鳥取市千代水2-100 昼間 6ｶ月 225 株式
会社 イングス

イングスジョブスクール　介護
福祉士実務者研修

鳥取県鳥取市湖山町東４
丁目１０３番地

通信 １年 10 株式
会社 イングス

三幸福祉カレッジ鳥取教室
鳥取県鳥取市東品治町１
０２鳥取駅前ビル

昼間 6ｶ月 30 株式
会社

三幸福祉カレッジ
神戸支社

島根県
（２）

鳥取総合福祉専門学校
　介護福祉科

安来市広瀬町広瀬753-
15

通信 6ｶ月 80 学校
法人 広瀬学園

邑智地域能力開発振興協会　介護福祉
士実務者研修（介護サービス科、デュア
ル）

島根県邑智郡川本町大字川本２
７９島根県川本合同庁舎2F 昼間 6ｶ月 15 邑智地域能力開

発振興協会

岡山県
（１５）

旭川荘厚生専門学院 吉井川
キャンパス　実務者研修

岡山市東区西大寺浜610 通信 １年 150
社会
福祉
法人

旭川荘

ウェル福祉学習センター
　介護福祉士実務者研修（通
信）

倉敷市稲荷町5-38 通信 6ｶ月 720
特定非
営利活
動法人

ウェル福祉学
習センター

ウェル福祉学習センター
　介護福祉士実務者研修（通
学・倉敷校）

昼間 7ｶ月 90

株式会社ハートスイッチ
介護福祉士実務者研修

岡山県倉敷市茶屋町
2104－1

通信 6ｶ月 20 株式
会社 ハートスイッチ

実務者研修　大元校
岡山県岡山市南区下中
野1424-20

昼間 6ｶ月 25 株式
会社 サルピス

GIRASOLE岡山ひまわり校　介
護福祉士実務者研修

岡山県岡山市南区築港
ひかり町２－２

昼間 6ｶ月 30 株式
会社 GIRASOLE

GIRASOLE岡山ひまわり校介
護福祉士実務者研修通信課程

通信 6ｶ月 30

 株式会社ステップ　養成科
岡山県岡山市中区藤原
73-8　岡山第一タイヤビ
ル202号

通信 6ｶ月 20 株式
会社 ステップ

アイワークスカレッジ実務者研
修（通信制）

岡山市中区円山１１８番
地

通信 6ｶ月 300 株式
会社 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽｱｲ

専門学校ビーマックス
　生涯学習センター医療福祉
事業部

岡山市北区昭和町5-24 昼間 6ｶ月 50 学校
法人 武田学園

アイ・サポート・ワークス実務者
研修　岡山駅前校

岡山市北区本町10-22本
町ﾋﾞﾙ

昼間 6ｶ月 60 株式
会社

アイ・サポート・
ワークス

アイワークスカレッジ実務者研
修　倉敷駅前校

倉敷市阿知1-7-2 昼間 6ｶ月 60 株式
会社 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽｱｲ

ウェル福祉学習センター
　介護福祉士実務者研修（通
学・岡山校）

岡山市北区南方2-13-1 昼間 7ｶ月 25
特定非
営利活
動法人

ウェル福祉学
習センター

ウェル福祉学習センター
　介護福祉士実務者研修（通
学・津山校）

津山市勝部２０－７ 昼間 7ｶ月 50

実務者研修（通信）ジョブケア
高梁校

高梁市落合町阿部1841-
1

通信 6ｶ月 100 株式
会社 アンビシャス

岡山県立北部高等技術専門校
ケアサービス科実務者研修

岡山県津山市川崎953 昼間 6ｶ月 20 岡山県 H27.4月開設

倉敷市立倉敷翔南高等学校
（総合学科生活福祉系列）

岡山県倉敷市児島稗田
160番地

昼間 20ｶ月 25 倉敷市 H27.6月開設

広島県
（１５）

朝日医療専門学校
　介護職員実務者研修科

福山市引野南1-6-35 昼間 6ｶ月 120 学校
法人 朝日医療学園

介護福祉士実務者研修（通信
課程）

通信 6ｶ月 120

福祉キャリアセンター 介護職
員実務者研修 吉島校

広島市中区吉島東1-22-
2

昼間 6ｶ月 90
一般
社団
法人

福祉キャリアセ
ンター

福祉キャリアセンター 介護職
員実務者研修 通信課程

通信 6ｶ月 600

福祉キャリアセンター 介護職
員実務者研修 観音校

広島市西区観音新町2-
2-15

昼間 6ｶ月 60

ニックス介護福祉士実務者研
修講座

広島県広島市中区西白
島町22番60号

通信 7ｶ月 20 株式
会社 ニックス

実務者養成施設（介護福祉士養成施設）
平成２８年３月末現在

設    置    者
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ホリスケアアカデミー大手町校
広島県広島市中区大手
町3－1－7ユナイテッド
MKビル３階

通信 6ｶ月 20
特定非
営利活
動法人

日本ホリスケ
ア協会

明和福祉カレッジ
広島県広島市中区舟入
中町４－４０－１０２

通信 6ｶ月 20 株式
会社 明和広告社

トリニティカレッジ広島医療福
祉専門学校　別科介護実務者
研修科

広島県広島市中区上幟
町８-１８

通信 6ｶ月 40 学校
法人 木村学園

福祉リソースカレッジ広島
広島県安芸郡府中町石
井城1－10－15

昼間 6ｶ月 40 学校
法人 古沢学園

ふれあい介護福祉士実務者研
修講座　通信講座

広島県府中市元町271番
地1

通信 6ｶ月 20 有限
会社 アドバンス

広島県立呉高等技術専門学校
広島県呉市阿賀中央５－
１１－１７

昼間 6ｶ月 20 広島県

広島福祉専門学校
実務者研修コース

安芸郡海田町大正町2-
27

通信 9ｶ月 80 学校
法人 中川学園

教育・研修センターようき
福山市神辺町道上1330-
1

通信 6ｶ月 50 株式
会社 陽気

教育・研修センターようき
　実務者研修（昼間課程）

昼間 6ｶ月 50

医療福祉サポートセンター
介護福祉士実務者学院

福山市沖野上町4-13-30 通信 6ｶ月 50 株式
会社

医療福祉サ
ポートセンター

広島医療保健専門学校
介護福祉士実務者研修

広島市安佐南区大塚3-
2-1

通信 6ｶ月 39 学校
法人 古沢学園

広島県立世羅高等学校生活福
祉科（福祉類型）

広島県世羅郡世羅町本
郷870

昼間 21ｶ月 20 広島県 H27.6月開設

山口県
（６）

YIC看護福祉専門学校
介護実務者研修通信課程

防府市中央町1-8 通信 6ｶ月 80 学校
法人 中央学院

介護実務者研修通学課程 昼間 6ｶ月 40

株式会社アットワーク
介護実務者養成研修課程（通
信教育）

山口県山口市小郡下郷
3382番地1

通信 6ｶ月 15 株式
会社 アットワーク

下関福祉専門学校
山口県下関市小月茶屋
3-4-26

昼間 6ｶ月 20 学校
法人 下関学院

エンジョイライフ介護員養成学
院　通信課程

山口県下関市赤間町3番
50号赤間ウエストビル2
階

通信 6ｶ月 80 有限
会社

エンジョイライ
フ・グループ

株式会社倭通信課程
山口県下関市豊浦町大
字棚字三の浜1545番10

通信 6ｶ月 18 株式
会社 倭 H27.4月開設

萩市社会福祉事業団介護福祉
士実務者研修通信課程

山口県萩市大字椿3460
番地の2

通信 6ｶ月 30
社会
福祉
法人

萩市社会福祉
事業団

H27.6月開設

○　平成２８年４月１日以降に開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２８年４月１日の状況（見込み）

計 42施設 48課程 3,897
                40
学9、福2、社2、会17、有
2、県4、特3、協1

施設数 課程数 入学定員

42施設 4８課程 3,897
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