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 日程変更について（お知らせ）  

 
 

この度、大阪介護支援専門員実務研修の実施主体である大阪府より、新型コロナウイルス感染症の 

拡大防止に伴い、令和２年３月２０日までの研修について、日程を変更するように要請がありました。 
つきましては、下記のとおり受講日程を変更いたしますので、日程の確保をお願い申し上げます。 

 
なお、今後の感染症の発生状況により、大阪府から再延期又は中止等についての指示がございまし 

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。 
       
 

一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団ホームページアドレス 
http://www.fine-osaka.jp/ 

                         

 

 

＜上記についての問い合わせ先＞ 

大阪市中央区谷町 7 丁目 4 番１５号 
大阪府社会福祉会館２F 
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団 

ケアマネ係  
電話０６－６７６３－８０４４ 

http://www.fine-osaka.jp/


 

受講コース　１コース

受講日

研修日程 変更前 変更後 会場 備考

1 １日目 令和２年１月２２日（水） -

2 ２日目 令和２年１月３０日（木） -

3 ３日目 令和２年２月３日（月） -

4 ４日目 令和２年２月１３日（木） -

5 ５日目 令和２年２月２１日（金） -

6 ６日目 令和２年３月３日（火）　中止 令和２年３月２４日（火） 大阪府社会 福祉会館 ４階

7 ７日目 令和２年３月１３日（金）　中止 令和２年４月３日（金） 大阪府社会 福祉会館 ４階

8 ８日目 令和２年３月２４日（火） 令和２年４月１０日（金） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

9 ９日目 令和２年４月３日（金） 令和２年４月２３日（木） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

10 １０日目 令和２年６月９日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

11 １１日目 令和２年６月１８日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

12 １２日目 令和２年６月２５日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

13 １３日目 令和２年７月１日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

14 １４日目 令和２年７月９日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

15 １５日目 令和２年７月２１日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

16 １６日目 令和２年８月３日（月） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

※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。

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

記

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

【 １コース 】



 

受講コース　２コース

受講日

研修日程 変更前 変更後 会場 備考

1 １日目 令和２年１月２２日（水） -

2 ２日目 令和２年１月３０日（木） -

3 ３日目 令和２年２月７日（金） -

4 ４日目 令和２年２月１７日（月） -

5 ５日目 令和２年２月２５日（火） -

6 ６日目 令和２年３月５日（木）　中止 令和２年３月２６日（木） 大阪府社会 福祉会館 ４階

7 ７日目 令和２年３月１７日（火）　中止 令和２年４月７日（火） 大阪府社会 福祉会館 ４階

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

9 ９日目 令和２年４月７日（火） 令和２年４月２７日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

10 １０日目 令和２年６月１０日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

11 １１日目 令和２年６月２４日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

12 １２日目 令和２年７月２日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

13 １３日目 令和２年７月１０日（金） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

14 １４日目 令和２年７月２２日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

15 １５日目 令和２年７月３０日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

16 １６日目 令和２年８月７日（金） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

※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。

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

　　　　　　　　記

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

【 ２コース 】



 

受講コース　３コース

受講日

研修日程 変更前 変更後 会場 備考

1 １日目 令和２年１月２２日（水） -

2 ２日目 令和２年１月３０日（木） -

3 ３日目 令和２年２月１２日（水） -

4 ４日目 令和２年２月２０日（木） -

5 ５日目 令和２年２月２７日（木） -

6 ６日目 令和２年３月９日（月）　中止 令和２年３月３１日（火） 大阪府社会 福祉会館 ４階

7 ７日目 令和２年３月１８日（水）　中止 令和２年４月１５日（水） 大阪府社会 福祉会館 ４階

8 ８日目 令和２年３月３１日（火） 令和２年４月２０日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

9 ９日目 令和２年４月１５日（水） 令和２年４月３０日（木） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

10 １０日目 令和２年６月１７日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

11 １１日目 令和２年６月２６日（金） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

12 １２日目 令和２年７月６日（月） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

13 １３日目 令和２年７月１４日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

14 １４日目 令和２年７月２９日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

15 １５日目 令和２年８月５日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

16 １６日目 令和２年８月１２日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

※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。

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

　　　　　　　　記

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

【 ３コース 】



 

受講コース　４コース

受講日

研修日程 変更前 変更後 会場 備考

1 １日目 令和２年１月２２日（水） -

2 ２日目 令和２年１月３０日（木） -

3 ３日目 令和２年３月２日（月）　中止 令和２年３月２５日（水） 大阪府社会 福祉会館 ４階

4 ４日目 令和２年３月１２日（木）　中止 令和２年４月６日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階

5 ５日目 令和２年３月２５日（水） 令和２年４月１４日（火） 大阪府社会 福祉会館 ４階

6 ６日目 令和２年４月６日（月） 令和２年４月２２日（水） 大阪府社会 福祉会館 ４階

7 ７日目 令和２年４月１４日（火） 令和２年５月１日（金） 大阪府社会 福祉会館 ４階

8 ８日目 令和２年４月２２日（水） 令和２年５月１１日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

9 ９日目 令和２年５月１日（金） 令和２年５月１８日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

10 １０日目 令和２年７月７日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

11 １１日目 令和２年７月１６日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

12 １２日目 令和２年７月２８日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

13 １３日目 令和２年８月６日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

14 １４日目 令和２年８月１７日（月） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

15 １５日目 令和２年８月２５日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

16 １６日目 令和２年９月３日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

※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。

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

　　　　　　　　記

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

【 ４コース 】



 

受講コース　５コース

受講日

研修日程 変更前 変更後 会場 備考

1 １日目 令和２年１月２２日（水） -

2 ２日目 令和２年１月３０日（木） -

3 ３日目 令和２年３月６日（金）　中止 令和２年３月２７日（金） 大阪府社会 福祉会館 ４階

4 ４日目 令和２年３月１６日（月）　中止 令和２年４月８日（水） 大阪府社会 福祉会館 ４階

5 ５日目 令和２年３月２７日（金） 令和２年４月１６日（木） 大阪府社会 福祉会館 ４階

6 ６日目 令和２年４月８日（水） 令和２年４月２４日（金） 大阪府社会 福祉会館 ４階

7 ７日目 令和２年４月１６日（木） 令和２年５月７日（木） 大阪府社会 福祉会館 ４階

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

9 ９日目 令和２年５月７日（木） 令和２年５月２２日（金） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

10 １０日目 令和２年７月８日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

11 １１日目 令和２年７月１７日（金） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

12 １２日目 令和２年７月３１日（金） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

13 １３日目 令和２年８月１１日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

14 １４日目 令和２年８月１９日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

15 １５日目 令和２年８月２７日（木） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

16 １６日目 令和２年９月８日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

※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。

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

　　　　　　　　記

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

【 ５コース 】



 

受講コース　６コース

受講日

研修日程 変更前 変更後 会場 備考

1 １日目 令和２年１月２２日（水） -

2 ２日目 令和２年１月３０日（木） -

3 ３日目 令和２年３月１１日（水）　中止 令和２年３月３０日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階

4 ４日目 令和２年３月１９日（木）　中止 令和２年４月１３日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階

5 ５日目 令和２年３月３０日（月） 令和２年４月２１日（火） 大阪府社会 福祉会館 ４階

6 ６日目 令和２年４月１３日（月） 令和２年４月２８日（火） 大阪府社会 福祉会館 ４階

7 ７日目 令和２年４月２１日（火） 令和２年５月８日（金） 大阪府社会 福祉会館 ４階

8 ８日目 令和２年４月２８日（火） 令和２年５月１３日（水） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

9 ９日目 令和２年５月８日（金） 令和２年５月２５日（月） 大阪府社会 福祉会館 ４階 ※新たに設けられた日程

10 １０日目 令和２年７月１５日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

11 １１日目 令和２年７月２７日（月） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

12 １２日目 令和２年８月４日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

13 １３日目 令和２年８月１８日（火） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

14 １４日目 令和２年８月２６日（水） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

15 １５日目 令和２年９月４日（金） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

16 １６日目 令和２年９月１４日（月） 変更無 大阪府社会 福祉会館 ４階

※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。

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

　　　　　　　　記

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

【 ６コース 】


