
（凡例）
・受付方法欄の「電」＝電話受付、「葉」＝往復葉書受付、「直」＝直接窓口受付、「電」および「直」に時間が付記された場合は受付時間帯を表します。
・受付方法欄に「その他」と記載がある場合、実施施設に電話でお問い合わせいただくか養成施設のホームページ等で受講申込の方法をご確認下さい。
・受講者受付順位決定方法欄の「先」＝先着順、「抽」＝抽選を表します。受講希望者が多く、受付順で受講決定を行うことが困難な場合は、先着順に替えて抽選とすることがあります。
・受講料欄の金額は、受講申込の際に必要な税込金額です。このほか、教材費等が必要な場合がありますので養成施設にご確認下さい。
・備考欄の「会場」は、実施施設名・所在地と異なる場所を講習会会場としているものです。また、特に表示すべき特記事項が記入されております。

　　　　実施施設名・所在地
 注）会場が異なる場合もありますので
　　　備考欄で確認ください。

連絡先
電話 (ＦＡＸ)

講 　習 　会
実 施 期 日

受講申込
受付期間

受講
定員

受付方法
受講者

受付順位
決定方法

受講料
〔税込〕

学校ＨＰ
広報有無

備       考

(1）6/20・21、7/4・5 4/1～5/22 32

(2)9/19・20、10/3・4 4/1～8/21 32

(3)10/24・25、11/7・8 4/1～8/21 32

(1)4/18・19・25・26 3/2～4/3 24 函館会場
(2)5/9・10・16・17 4/1～24 24 　　〃
(3)5/23・24・30・31 4/1～5/8 24 札幌西会場
(4)6/6・7・13・14 4/1～5/22 24 函館会場
(5)6/6・7・13・14 4/1～5/30 24 札幌中央会場
(6)6/20・21・27・28 4/1～6/5 24 札幌西会場
(7)7/4・5・11・12 4/1～6/19 24 函館会場
(8)7/4・5・11・12 4/1～6/19 24 札幌中央会場
(9)7/18・19・25・26 4/1～7/3 24 札幌西会場
(10)8/22・23・29・30 4/1～8/7 24 　　〃
(11)8/29・30、9/5・6 4/1～8/21 24 函館会場
(12)9/5・6・12・13 4/1～8/21 24 札幌中央会場
(13)9/26・27、10/3・4 4/1～8/21 24 函館会場
(14)10/3・4・10・11 4/1～8/21 24 札幌西会場
(15)10/24・25・31、11/1 4/1～8/21 24 函館会場
(16)10/24・25・31、11/1 4/1～8/21 24 札幌西会場
(17)11/14・15・21・22 4/1～8/21 24 　　〃
(18)11/28・29、12/5・6 4/1～8/21 24 函館会場
(19)12/12・13・19・20 4/1～8/21 24 札幌西会場
(20)5/12・13・26・27 4/1～4/28 24 　　〃
(21)6/2・3・9・10 4/1～5/19 24 　　〃
(22)6/30、7/1・7・8 4/1～6/16 24 　　〃
(23)7/14・15・21・22 4/1～6/30 24 　　〃
(24)8/4・5・18・19 4/1～7/21 24 　　〃
(1)4/18・19・25・26 3/3～4/3 24 苫小牧会場
(2)5/16・17・23・24 4/1～5/1 24 　　〃
(3)5/23・24・30・31 4/1～5/8 40 室蘭会場
(4)6/13・14・20・21 4/1～5/29 24 苫小牧会場
(5)7/11・12・18・19 4/1～6/26 24 　　〃
(6)7/30・31、8/6・7 4/1～7/17 40 室蘭会場
(7)8/8・9・15・16 4/1～7/24 24 苫小牧会場
(8)9/5・6・12・13 4/1～8/21 40 室蘭会場
(9)10/24・25・31、11/1 4/1～8/21 40 　　〃
(10)11/21・22・28・29 4/1～8/21 40 　　〃

有

先 有

45,000

65,000

先

平成27年度介護技術講習会施設別実施予定表(北海道)（27.6.18現在）

先

※この予定表は変更されることがありますので、詳細については各実施施設に直接お問い合わせください。

有62,000
専門学校日本福祉学院
〒062-0022
札幌市豊平区月寒西2条5-1-2

011-853-8092
（011-853-2313）

電　平9：00～17：00
　　 土9：00～12：00
直 (平9：00～17：00）
FAX

電（8：45～17：30）

北海道福祉教育専門学校
〒051-0004
室蘭市母恋北町1-5-11
（会場）
　苫小牧会場
　苫小牧市表町5-5-8 北星ビル5F
　北斗文化アカデミー苫小牧
　教育･研修センター

0143-22-7722
電（9：00～18：00）
直（9：00～17：00）

札幌医学技術福祉歯科専門学校
〒063-0032
札幌市西区西野2条2-8-15

（会場）
　札幌西会場
　札幌市西区西野2条2-8-15
　札幌医学技術福祉歯科専門学校西館
　札幌中央会場
　札幌市中央区南5条11-1289-5
　札幌医学技術福祉歯科専門学校中央館
　函館会場
　函館市美原1-15-1
　函館臨床福祉専門学校

011-661-3360

1 / 4 ページ



　　　　実施施設名・所在地
 注）会場が異なる場合もありますので
　　　備考欄で確認ください。

連絡先
電話 (ＦＡＸ)

講 　習 　会
実 施 期 日

受講申込
受付期間

受講
定員

受付方法
受講者

受付順位
決定方法

受講料
〔税込〕

学校ＨＰ
広報有無

備       考

(1)6/27・28、7/11・12 4/1～5/31 40

(2)8/3・4・17・18 4/1～7/18 40

(1)6/6・7・20・21 4/1～5/22 24
(2)8/22・23・29・30 4/1～8/3 24
(3)9/12・13・26・27 4/1～8/17 24

旭川福祉専門学校
〒071-1496
上川郡東川町進化台

0166-82-3566 (1)9/5・6・12・13 5/11～29 40
葉
その他

抽 64,000 有

(1)4/11・12・18・19 3/2～4/1 32 旭川駅前校
(2)4/25・26、5/9・10 3/2～4/15 32 札幌大通校
(3)5/12・13・14・15 4/1～5/2 32 旭川駅前校
(4)5/18・20・25・27 4/1～5/8 32 札幌大通校
(5)5/23・24・30・31 4/1～5/13 32 北見メッセ校
(6)6/3・5・10・12 4/1～5/24 32 旭川駅前校
(7)6/16・17・18・19 4/1～6/6 32 岩見沢校
(8)6/23・24・25・26 4/1～6/13 32 小樽校
(9)6/30、7/1・2・3 4/1～6/20 32 恵庭校
(10)7/4・5・11・12 4/1～6/24 32 旭川駅前校
(11)7/7・14・21・28 4/1～6/27 32 札幌大通校
(12)7/18・19・25・26 4/1～7/8 32 釧路校
(13)7/29・30、8/5・6 4/1～7/19 32 旭川駅前校
(14)8/1・2・8・9 4/1～7/22 32 札幌大通校
(15)8/11・12・13・14 4/1～8/1 32 恵庭校
(16)8/18・19・20・21 4/1～8/8 32 札幌大通校
(17)8/24・25・26・27 4/1～8/14 32 旭川駅前校
(18)9/1・2・3・4 4/1～8/21 32 釧路校
(19)9/5・6・12・13 4/1～8/21 32 札幌大通校
(20)9/15・16・17・18 4/1～8/21 32 小樽校
(21)9/26・27、10/3・4 4/1～8/21 32 旭川駅前校
(22)9/28、10/1・5・8 4/1～8/21 32 札幌大通校
(23)9/29・30、10/6・7 4/1～8/21 32 旭川駅前校
(24)10/13・14・15・16 4/1～8/21 32 釧路校
(25)10/20・21・22・23 4/1～8/21 32 旭川駅前校
(26)10/27・28・29・30 4/1～8/21 32 小樽校
(27)11/3・4・5・6 4/1～8/21 32 札幌大通校
(28)11/9・12・16・19 4/1～8/21 32 旭川駅前校
(29)11/21・22・28・29 4/1～8/21 32 札幌大通校
(30)11/25・26、12/2・3 4/1～8/21 32 旭川駅前校
(31)11/30、12/7・14・21 4/1～8/21 32 札幌大通校
(32)12/8・9・10・11 4/1～8/21 32 北見メッセ校
(33)12/15・16・17・18 4/1～8/21 32 釧路校

(1)5/16・17・23・24 4/2～30 40

(2)6/20・21・27・28 4/2～30 40

(3)7/11・12・18・19 4/2～30 40

(1)5/9・10・23・24 4/1～5/1 40
(2)6/13・14・27・28 4/1～6/5 40
(3)7/11・12・25・26 4/1～7/3 40

電（8：30～17：00）
直（8：30～17：00）

64,000 有

62,000

先

先

55,500

帯広大谷短期大学
〒080-0335
河東郡音更町希望が丘3-3

0155-42-4444 先

介護技術講習会
事務局

札幌市中央区
大通西5-8

昭和ビル７階

0120-350-499
（0120-350-906）

電（8：45～17：45）
葉
直（8：45～17：45）
FAX
その他

釧路専門学校
〒084-0910
釧路市昭和中央2-7-3

0154-51-3195

有

有

有先

電（9：00～16：30）

62,350
電（9：00～16：30）
直（9：00～16：30）

オホーツク社会福祉専門学校
〒090-0817
北見市常盤町3-14-10

札幌医療秘書福祉専門学校
〒060-0042
札幌市中央区大通西18-1-8

（会場）
　札幌大通校
　札幌市中央区大通西5-8
　昭和ビル９階
　旭川駅前校
　旭川市宮下通7-3897
　旭川駅前ビル5階
　北見メッセ校
　北見市中央三輪5-423-5
　ショッピングセンターメッセ2階
　アベニュー・クシロ校
　釧路市幸町14-1-9
　アベニュー・クシロ4階
　小樽校
　小樽市花園5-3-1
　小樽市民会館
　岩見沢校
　岩見沢市11条西3-1-9
　岩見沢広域総合福祉センター
　恵庭校
　恵庭市新町10
　恵庭市民会館

有

59,500

0157-24-1560 電（9：00～16：00）

先

0154-41-3800
専門学校釧路ケアカレッジ
〒085-0814
釧路市緑ヶ岡1-10-42
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　　　　実施施設名・所在地
 注）会場が異なる場合もありますので
　　　備考欄で確認ください。

連絡先
電話 (ＦＡＸ)

講 　習 　会
実 施 期 日

受講申込
受付期間

受講
定員

受付方法
受講者

受付順位
決定方法

受講料
〔税込〕

学校ＨＰ
広報有無

備       考

(1)4/4・5・18・19 3/3～27 40 浦河会場
(2)4/7・14・21・28 3/3～31 40 札幌駅前会場
(3)4/9・16・23、5/7 3/3～4/2 40 　　〃
(4)4/11・12・25・26 3/3～4/3 40 名寄会場
(5)5/9・10・23・24 4/1～24 40 留萌会場
(6)5/12・19・26、6/2 4/1～5/1 40 札幌駅前会場
(7)5/13・20・27、6/3 4/1～5/2 40 　　〃
(8)5/14・21・28、6/4 4/1～5/7 40 　　〃
(9)5/16・17・30・31 4/1～5/8 40 　　〃
(10)6/6・7・20・21 4/1～5/29 40 　　〃
(11)6/6・7・13・14 4/1～5/29 32 函館会場
(12)6/9・16・23・30 4/1～6/2 40 札幌駅前会場
(13)6/10・17・24、7/1 4/1～6/3 40 　　〃
(14)6/11・18・25、7/2 4/1～6/4 40 　　〃
(15)6/27・28、7/11・12 4/1～6/19 40 　　〃
(16)6/27・28、7/4・5 4/1～6/19 32 函館会場
(17)7/7・14・21・28 4/1～6/30 40 札幌駅前会場
(18)7/8・15・22・29 4/1～7/1 40 　　〃
(19)7/9・16・23・30 4/1～7/2 40 　　〃
(20)7/25・26、8/8・9 4/1～7/17 40 　　〃
(21)7/25・26、8/1・2 4/1～7/17 32 函館会場
(22)8/4・18・25、9/1 4/1～7/28 40 札幌駅前会場
(23)8/5・19・26、9/2 4/1～7/29 40 　　〃
(24)8/6・20・27、9/3 4/1～7/30 40 　　〃
(25)8/22・23、9/5・6 4/1～8/3 32 函館会場
(26)8/29・30、9/5・6 4/1～8/18 40 札幌駅前会場
(27)9/8・15・29、10/6 4/1～8/21 40 　　〃
(28)9/9・16・30、10/7 4/1～8/21 40 　　〃
(29)9/10・17、10/1・8 4/1～8/21 40 　　〃
(30)9/12・13・26・27 4/1～8/21 40 　　〃
(31)9/26・27、10/3・4 4/1～8/21 32 函館会場
(32)10/3・4・17・18 4/1～8/21 40 札幌駅前会場
(33)10/10・11・24・25 4/1～8/21 40 　　〃
(34)10/13・20・27、11/3 4/1～8/21 40 　　〃
(35)10/14・21・28、11/4 4/1～8/21 40 　　〃
(36)10/15・22・29、11/5 4/1～8/21 40 　　〃
(37)10/31、11/1・14・15 4/1～8/21 40 　　〃
(38)10/31、11/1・7・8 4/1～8/21 32 函館会場
(39)11/7・8・21・22 4/1～8/21 40 札幌駅前会場
(40)11/10・17・24、12/1 4/1～8/21 40 　　〃
(41)11/11・18・25、12/2 4/1～8/21 40 　　〃
(42)11/12・19・26、12/3 4/1～8/21 40 　　〃
(43)11/21・22・28・29 4/1～8/21 32 函館会場
(44)12/8・9・10・11 4/1～8/21 40
(1)5/30、6/6・13・14 4/1～5/20 40
(2)6/27、7/4・5・11 4/1～6/17 40
(3)7/26、8/3・10・11 4/1～7/16 40
(4)9/26・27、10/3・4 4/1～8/21 40
(5)10/31、11/8・14・15 4/1～8/21 40

63,000 有

先

電　月～土
　 　 8：50～19：00
 　　日祝
　　　8：50～17：00
その他

有

大原医療福祉専門学校
〒060-0806
札幌市北区北６条西8-3-2

（会場）
　浦河会場
　浦河郡浦河町東町うしお2-3-1
　日高地域人材開発センター
　札幌駅前会場
　札幌市中央区北5条西6-2-2
　札幌センタービル2階
　名寄会場
　名寄市字緑丘30-1
　上川北部地域人材開発センター
　留萌会場
　留萌市南町1-17
　留萌地域人材開発センター
　函館会場
　函館市若松町7-6
　大原学園函館校舎

介護技術講習会
札幌事務局

011-707-0088

49,800

帯広コア専門学校
〒080-0021
帯広市西11条南41-3-5

0155-48-6000
電（9：00～17：00）
直（9：00～17：00）

先
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　　　　実施施設名・所在地
 注）会場が異なる場合もありますので
　　　備考欄で確認ください。

連絡先
電話 (ＦＡＸ)

講 　習 　会
実 施 期 日

受講申込
受付期間

受講
定員

受付方法
受講者

受付順位
決定方法

受講料
〔税込〕

学校ＨＰ
広報有無

備       考

(1)4/1・2・7・9 3/2～20 8
(2)4/3・6・8・11 3/2～20 8
(3)8/17・18・24・27 7/1～15 8
(4)8/19・20・25・28 7/1～15 8
(5)8/21・22・26・29 7/1～15 8

札幌福祉医薬専門学校
〒065-0005
札幌市東区北５条東8

011-712-0588 (1)7/25・26、8/1・2 6/10～7/10 24 電（9：00～17：00） 先 60,000 無

63,000 有FAX
國學院大學北海道短期大学部
〒073-0014
滝川市文京町3-1-1

0125-23-4111
（0125-23-5590）

先
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