
令和 2年３月 13日 

 

介護支援専門員実務研修受講者 各位 

大阪府福祉部高齢介護室 

 

第 22回介護支援専門員実務研修の実施について  

 

新型コロナウイルス感染症については、依然として感染拡大傾向にあるため、標記研修

の再開日程を下記のとおり再度変更します。 

また、実習の実施期間・実施方法についても変更を予定しています。変更の詳細は追って

研修実施機関よりお知らせします。 

  なお、現在のところ、各コース共、研修修了予定日には変更はありません。 

 

記 

  

 ○再開日程について 

 

     [旧] 令和 2年 3月 24日（火） 以降の日程 

              ↓ 

[新] 令和 2年 5月以降に再開 

 

※ 詳細な日程は研修実施機関のホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 



令和 2年 3月 13日 

大阪府介護支援専門員実務研修受講者 各位 

 

大阪府介護支援専門員実務研修共同企業体 

代表 一般財団法人大阪府地域福祉推進財団 

 

第 22回大阪府介護支援専門員実務研修の実施について 

 

標記について、先日、一部日程を変更することをお知らせしておりましたが、依然新型コロ

ナウイルス感染症の急速な拡大が懸念されている状況であり、大阪府と協議の結果、再度３月

及び４月の実施については中止し、下記のとおり内容を変更し実施することとしましたのでお

知らせいたします。ご理解の程、よろしくお願いします。 

ただし、今後の状況により、変更等がございましたら、当財団ホームページで通知いたしま

すので、定期的にご確認いただきますよう、お願いします。 

 

 

記 

 

 

１、研修日程について 

・３月及び４月に実施を予定していた研修については延期し、５月から再開します。 

・各コースの日程表（令和２年３月１３日更新）をご確認ください。 

 

２、実習について 

研修日程の延期に伴い、実習の期間及び内容について一部変更する予定です。今後、詳細が

決まり次第、当財団ホームページでお知らせいたします。既に実習協力者（模擬ケアプラン作成実

習）の選定及び訪問日の約束をされている場合は、実習が延期になる旨の連絡を入れる等、各自

で対応願います。 

 

３、次年度補講について 

新型コロナウイルス感染症予防を理由として次回（第 23回）の介護支援専門員実務研修へ

の振替も可能です。希望者は「第 22回大阪府介護支援専門員実務研修次年度補講申出

書」を当財団宛てに提出してください。補講日については、本年１２月中旬頃に通知を予定し

ております。 



 

 

下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受講研修日程を再度変更しますので、内容をよくご確認ください。

受講コース　１コース

受講日

研修日程 当初予定 3月下旬再開予定 5月再開予定 会場 備考

６日目 令和２年３月３日（火）　中止 令和２年３月２４日（火）　中止 令和２年５月１日（金） 大阪府社会福祉会館３階 ※新たに設けられた日程

７日目 令和２年３月１３日（金）　中止 令和２年４月３日（金）　中止 令和２年５月８日（金） 大阪府社会福祉会館５階 ※新たに設けられた日程

８日目 令和２年３月２４日（火） 令和２年４月１０日（金）　中止 令和２年５月１３日（水） ※新たに設けられた日程

９日目 令和２年４月３日（金） 令和２年４月２３日（木）　中止 令和２年５月２２日（金） ※新たに設けられた日程

１０日目 令和２年６月９日（火） 変更無 変更無 -

１１日目 令和２年６月１８日（木） 変更無 変更無 -

１２日目 令和２年６月２５日（木） 変更無 変更無 -

１３日目 令和２年７月１日（水） 変更無 変更無 -

１４日目 令和２年７月９日（木） 変更無 変更無 -

１５日目 令和２年７月２１日（火） 変更無 変更無 -

１６日目 令和２年８月３日（月） 変更無 変更無 -

※研修内容の詳細は、「研修カリキュラム表」でご確認ください。

大阪府社会 福祉会館 ４階

大阪府社会福祉会館３階

第22回大阪府介護支援専門員実務研修受講日程 変更通知書

（令和2年3月13日更新）

【 １コース 】



 

 

下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受講研修日程を再度変更しますので、内容をよくご確認ください。

受講コース　２コース

受講日

研修日程 当初予定 3月下旬再開予定 5月再開予定 会場 備考

６日目 令和２年３月５日（木）　中止 令和２年３月２６日（木）　中止 令和２年５月７日（木） 大阪府社会福祉会館３階 ※新たに設けられた日程

７日目 令和２年３月１７日（火）　中止 令和２年４月７日（火）　中止 令和２年５月１２日（火） OMMビル３階 ※新たに設けられた日程

８日目 令和２年３月２６日（木） 令和２年４月１７日（金）　中止 令和２年５月２０日（水） 大阪府社会福祉会館３階 ※新たに設けられた日程

９日目 令和２年４月７日（火） 令和２年４月２７日（月）　中止 令和２年５月２５日（月） OMMビル３階 ※新たに設けられた日程

１０日目 令和２年６月１０日（水） 変更無 変更無 -

１１日目 令和２年６月２４日（水） 変更無 変更無 -

１２日目 令和２年７月２日（木） 変更無 変更無 -

１３日目 令和２年７月１０日（金） 変更無 変更無 -

１４日目 令和２年７月２２日（水） 変更無 変更無 -

１５日目 令和２年７月３０日（木） 変更無 変更無 -

１６日目 令和２年８月７日（金） 変更無 変更無 -

※研修内容の詳細は、「研修カリキュラム表」でご確認ください。

大阪府社会福祉会館４階

第22回大阪府介護支援専門員実務研修受講日程 変更通知書

（令和2年3月13日更新）

【 ２コース 】



 

 

下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受講研修日程を再度変更しますので、内容をよくご確認ください。

受講コース　３コース

受講日

研修日程 当初予定 3月下旬再開予定 5月再開予定 会場 備考

６日目 令和２年３月９日（月）　中止 令和２年３月３１日（火）　中止 令和２年５月１１日（月） 大阪府社会福祉会館５階 ※新たに設けられた日程

７日目 令和２年３月１８日（水）　中止 令和２年４月１５日（水）　中止 令和２年５月１８日（月） 大阪府社会福祉会館３階 ※新たに設けられた日程

８日目 令和２年３月３１日（火） 令和２年４月２０日（月）　中止 令和２年５月２６日（火） ※新たに設けられた日程

９日目 令和２年４月１５日（水） 令和２年４月３０日（木）　中止 令和２年６月１日（月） ※新たに設けられた日程

１０日目 令和２年６月１７日（水） 変更無 変更無 -

１１日目 令和２年６月２６日（金） 変更無 変更無 -

１２日目 令和２年７月６日（月） 変更無 変更無 -

１３日目 令和２年７月１４日（火） 変更無 変更無 -

１４日目 令和２年７月２９日（水） 変更無 変更無 -

１５日目 令和２年８月５日（水） 変更無 変更無 -

１６日目 令和２年８月１２日（水） 変更無 変更無 -

※研修内容の詳細は、「研修カリキュラム表」でご確認ください。

OMMビル３階

大阪府社会福祉会館４階

第22回大阪府介護支援専門員実務研修受講日程 変更通知書

（令和2年3月13日更新）

【 ３コース 】



 

下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受講研修日程を再度変更しますので、内容をよくご確認ください。

受講コース　４コース

受講日

研修日程 当初予定 3月下旬再開予定 5月再開予定 会場 備考

３日目 令和２年３月２日（月）　中止 令和２年３月２５日（水）　中止 令和２年５月１日（金） -

４日目 令和２年３月１２日（木）　中止 令和２年４月６日（月）　中止 令和２年５月１１日（月） -

５日目 令和２年３月２５日（水） 令和２年４月１４日（火）　中止 令和２年５月１８日（月） -

６日目 令和２年４月６日（月） 令和２年４月２２日（水）　中止 令和２年５月２７日（水） ※新たに設けられた日程

７日目 令和２年４月１４日（火） 令和２年５月１日（金） 令和２年６月４日（木） ※新たに設けられた日程

８日目 令和２年４月２２日（水） 令和２年５月１１日（月） 令和２年６月１１日（木） ※新たに設けられた日程

９日目 令和２年５月１日（金） 令和２年５月１８日（月） 令和２年６月２３日（火） ※新たに設けられた日程

１０日目 令和２年７月７日（火） 変更無 変更無 -

１１日目 令和２年７月１６日（木） 変更無 変更無 -

１２日目 令和２年７月２８日（火） 変更無 変更無 -

１３日目 令和２年８月６日（木） 変更無 変更無 -

１４日目 令和２年８月１７日（月） 変更無 変更無 -

１５日目 令和２年８月２５日（火） 変更無 変更無 -

１６日目 令和２年９月３日（木） 変更無 変更無 -

※研修内容の詳細は、「研修カリキュラム表」でご確認ください。

大阪府社会福祉会館４階

OMMビル３階

大阪府社会福祉会館４階

第22回大阪府介護支援専門員実務研修受講日程 変更通知書

（令和2年3月13日更新）

【 ４コース 】



 

下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受講研修日程を再度変更しますので、内容をよくご確認ください。

受講コース　５コース

受講日

研修日程 当初予定 3月下旬再開予定 5月再開予定 会場 備考

３日目 令和２年３月６日（金）　中止 令和２年３月２７日（金）　中止 令和２年５月７日（木） -

４日目 令和２年３月１６日（月）　中止 令和２年４月８日（水）　中止 令和２年５月１２日（火） -

５日目 令和２年３月２７日（金） 令和２年４月１６日（木）　中止 令和２年５月２２日（金） -

６日目 令和２年４月８日（水） 令和２年４月２４日（金）　中止 令和２年６月８日（月） ※新たに設けられた日程

７日目 令和２年４月１６日（木） 令和２年５月７日（木） 令和２年６月１６日（火） OMMビル３階 ※新たに設けられた日程

８日目 令和２年４月２４日（金） 令和２年５月１２日（火） 令和２年６月２２日（月） 大阪府社会福祉会館３階 ※新たに設けられた日程

９日目 令和２年５月７日（木） 令和２年５月２２日（金） 令和２年７月３日（金） OMMビル３階 ※新たに設けられた日程

１０日目 令和２年７月８日（水） 変更無 変更無 -

１１日目 令和２年７月１７日（金） 変更無 変更無 -

１２日目 令和２年７月３１日（金） 変更無 変更無 -

１３日目 令和２年８月１１日（火） 変更無 変更無 -

１４日目 令和２年８月１９日（水） 変更無 変更無 -

１５日目 令和２年８月２７日（木） 変更無 変更無 -

１６日目 令和２年９月８日（火） 変更無 変更無 -

※研修内容の詳細は、「研修カリキュラム表」でご確認ください。

大阪府社会福祉会館４階

大阪府社会福祉会館４階

第22回大阪府介護支援専門員実務研修受講日程 変更通知書

（令和2年3月13日更新）

【 ５コース 】



 

下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受講研修日程を再度変更しますので、内容をよくご確認ください。

受講コース　６コース

受講日

研修日程 当初予定 3月下旬再開予定 5月再開予定 会場 備考

３日目 令和２年３月１１日（水）　中止 令和２年３月３０日（月）　中止 令和２年５月８日（金） -

４日目 令和２年３月１９日（木）　中止 令和２年４月１３日（月）　中止 令和２年５月１３日（水） -

５日目 令和２年３月３０日（月） 令和２年４月２１日（火）　中止 令和２年５月２５日（月） -

６日目 令和２年４月１３日（月） 令和２年４月２８日（火）　中止 令和２年６月１２日（金） OMMビル３階 ※新たに設けられた日程

７日目 令和２年４月２１日（火） 令和２年５月８日（金） 令和２年６月２２日（月） 大阪府社会福祉会館５階 ※新たに設けられた日程

８日目 令和２年４月２８日（火） 令和２年５月１３日（水） 令和２年７月２日（木） ※新たに設けられた日程

９日目 令和２年５月８日（金） 令和２年５月２５日（月） 令和２年７月１０日（金） ※新たに設けられた日程

１０日目 令和２年７月１５日（水） 変更無 変更無 -

１１日目 令和２年７月２７日（月） 変更無 変更無 -

１２日目 令和２年８月４日（火） 変更無 変更無 -

１３日目 令和２年８月１８日（火） 変更無 変更無 -

１４日目 令和２年８月２６日（水） 変更無 変更無 -

１５日目 令和２年９月４日（金） 変更無 変更無 -

１６日目 令和２年９月１４日（月） 変更無 変更無 -

※研修内容の詳細は、「研修カリキュラム表」でご確認ください。

大阪府社会福祉会館４階

大阪府社会福祉会館４階

OMMビル３階

第22回大阪府介護支援専門員実務研修受講日程 変更通知書

（令和2年3月13日更新）

【 ６コース 】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＭＭ（大阪マーチャンダイズ・マート）
住所：大阪市中央区大手前１－７－３１　３F

※ 公共交通機関をご利用ください。

　　　　　　　　　　　　（公益社団法人 大阪介護支援専門員協会内）

※　ＯＭＭビル内　東エレベーターをご利用下さい。

OMMビル研修会場案内図

【地下鉄谷町線】天満橋駅下車、１番出口よりＯＭＭビル地下２階に連絡

【京阪電車】天満橋駅東口から、ＯＭＭ地下２階に連絡

ＯＭＭビル３階



第２２回大阪府介護支援専門員実務研修 次年度補講申出書 

 

年   月   日 

 

大阪府介護支援専門員実務研修共同企業体 

代表者 一般財団法人大阪府地域福祉推進財団 様 

 

 

 私は、下記のとおり、第２２回実務研修の受講を新型コロナウイルス感染症の予防のた

め、辞退いたします。 

なお、受講していない研修科目については、次年度に実施予定の第２３回実務研修での

補講を希望いたします。 

 ただし、補講でも全て受講できなかった場合は、あらためて令和３年度以降に実施され

る実務研修に申込みを行い、また、全ての科目について受講が必要である事と、受講料に

ついてもお支払することを了承します。 

 

 

記 

 

 

受講番号 

 

 

氏  名 

（フリガナ） 
                         ㊞                                   

電話番号 

（日中ご連絡可能なもの） 
TEL （     ）－（      ）－（      ） 

辞退理由 

 

 

 


