埼玉県強度行動障害支援者養成研修指定事業者一覧
※募集期間や会場及び費用などの詳細については、下記事業者に直接お問い合わせください。
事業者名

所在地

電話番号
（問い合わせ先）

研修の種類

基礎研修
藤仁館医療福祉カレッジ 大
宮校
さいたま市大宮区大門町388
逸見ビル2F
048-640-4400

有限会社 プログレ総合研究所

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

定員

受講料

令和２年４月１９日、２６日
令和２年５月２日、３日
令和２年５月２０日、２７日
令和２年６月１４日、２１日
令和２年７月１２日、１９日
令和２年７月２５日、２６日
令和２年８月１２日、１９日
令和２年９月６日、１３日
各回３０名

実践研修

令和２年度
第１回 令和２年６月２８日、７月５日
第２回 令和２年９月２０日、２７日

基礎研修

追加１回令和２年１１月２８日、１２月５日
追加２回令和３年２月６日、１３日
追加３回令和３年３月１３日、２０日

群馬県高崎市寺尾町１７４番地１
藤仁館医療福祉カレッジ 南
浦和校
さいたま市南区南浦和2-3916
第5大雄ビル3F
048-749-1471

実施期間

各回２０名

実践研修

追加１回令和３年２月２０日、２７日
２０，０００円（税別）

基礎研修

藤仁館医療福祉カレッジ 熊
谷校
熊谷市筑波1-27-3
サンハイツ大和第一1階
048-598-8200

有限会社 プログレ総合研究所

株式会社日本教育公社

一般社団法人 あかり

株式会社たまみずき

社会福祉法人 天恵園

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会

群馬県高崎市寺尾町１７４番地１

埼玉県さいたま市浦和区高砂
３－７－２

埼玉県久喜市吉羽１－３２－２４

東京都練馬区石神井七丁目３２番７号

越谷市千間台西２－１９－１２

さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５

藤仁館医療福祉カレッジ 大
宮校
さいたま市大宮区大門町388
逸見ビル2F
048-640-4400

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回

令和２年４月２７日、２８日
令和２年５月２３日、３０日
令和２年６月２２日、２３日
令和２年８月６日、７日
令和２年９月９日、１６日
令和２年１１月１日、８日
令和３年３月１日、８日
各回３０名

実践研修

令和元年度
第６回 平成３２年３月１３日、２０日
令和２年度
第１回 令和２年６月６日、１３日
第２回 令和２年９月２３日、３０日
第３回 令和３年３月１５日、２２日

基礎研修

追加１回
追加２回
追加３回
追加４回
追加５回
追加６回
追加７回

実践研修

追加２回 令和２年１０月１８日、２５日
追加５回 令和２年１１月２９日、１２月６日

各回３０名

基礎研修

第１回 令和２年５月２１日、２８日
第２回 令和２年６月１６日、２３日
第３回 令和２年７月９日、１６日
第４回 令和２年８月２日、９日
第５回 令和２年９月１日、８日
第６回 令和２年１０月７日、１４日
第７回 令和２年１１月１２日、１９日
第８回 令和２年１２月１３日、２０日
第９回 令和２年１２月１０日、１７日
第１０回 令和３年１月１５日、２２日
第１１回 令和３年２月１２日、１９日
第１２回 令和３年３月５日、１２日
第１３回 令和３年３月８日、１５日

各回３６名

１５，４００円（税込）
テキスト代３，３００円

実践研修

第１回 令和２年５月２８日、６月４日
第２回 令和２年６月２３日、３０日
第３回 令和２年７月１６日、２３日
第４回 令和２年８月９日、２３日
第５回 令和２年９月８日、１５日
第６回 令和２年１０月１４日、２１日
第７回 令和２年１１月１９日、２６日
第８回 令和２年１２月２０日、２７日
第９回 令和２年１２月１７日、２４日
第１０回 令和３年１月２２日、２９日
第１１回 令和３年２月１９日、２６日
第１２回 令和３年３月１２日、１９日
第１３回 令和３年３月１５日、２２日

各回３６名

１５，４００円（税込）
テキスト代３，３００円

基礎研修

第１回 令和２年７月５日、１２日
第２回 令和２年１０月４日、１１日
第３回 令和３年２月７日、１４日

各回３０名
基礎・実践一括

２３，３００円
（税込）

令和２年９月１８日、２５日
令和２年１０月４日、１１日
令和２年１０月１４日、２１日
令和２年１１月４日、１１日
令和２年１１月１５日、２２日
令和２年１２月３日、１０日
令和２年１２月１３日、２０日

各回３０名

048-814-2940

0480-24-2060

03-5923-7188

実践研修

第１回 令和２年７月１９日、２６日
第２回 令和２年１０月１８日、２５日
第３回 令和３年２月２１日、２８日

基礎研修・
実践研修

令和２年６月１４日、２１日、２８日
令和２年８月３０日、９月６日、１３日
令和２年１１月１日、８日、１５日
令和３年２月７日、１４日、２１日

各回３０名

３４，５６０円
（税込）

基礎研修

第１回 令和２年６月１６日、１７日
第２回 令和２年９月１５日、１６日
第３回 令和３年１月１９日、２０日

各回１０名

１０，０００円（税込）
（＋テキスト代）

実践研修

第１回 令和２年７月１４日、１５日
第２回 令和２年１０月１３日、１４日
第３回 令和３年２月１６日、１７日

各回１０名

１５，０００円（税込）
（＋テキスト代）

基礎研修

第１回 令和３年１月５日～１８日（WEB)
令和３年１月２２日（集合研修）
第２回 令和３年１月１９日～２月１日（WEB)
令和３年２月３日（集合研修）

各回５０回

１２，０００円

048-984-7000

048-822-1190

基礎研修
特定非営利活動法人 エンジョイ・パートナーほっと

社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団

株式会社ＥＥ２１

桶川市泉１丁目１番地１号ギフト３ ４０３号室

比企郡嵐山町古里１８４８番地

大阪府大阪市太融寺町５-１５
研修会場：さいたま市

第１回 令和２年１１月２７日、１２月３日
第２回 令和３年２月９日、１６日

048-782-7895

0493-62-0471

各回２４名

基礎実践一括 ３０，０００円
基礎実践どちらか １５，０００
円
＋テキスト代３，３００円

４，０００円

実践研修

第１回 令和２年１２月８日、１５日
第２回 令和３年２月１７日、２１日

基礎研修

第１回 令和２年８月２７日、９月３日

５０名

基礎研修

第１回 令和２年５月１２日、１９日
第３回 令和２年８月５日、８月１９日
第５回 令和２年１１月１４日、２１日
第７回 令和３年２月１３日、２０日
第９回 令和２年１２月４日、１１日
第１１回 令和３年１月１２日、１９日
第１３回 令和３年３月２日、９日

２０名

実践研修

第２回 令和２年５月２６日、６月２日
第４回 令和２年８月２６日、９月２日
第６回 令和２年１１月２８日、１２月５日
第８回 令和３年２月２７日、３月６日
第１０回 令和２年１２月１８日、２５日
第１２回 令和３年１月２６日、２月２日
第１４回 令和３年３月１６日、２３日

２０名

基礎研修

第１回
第２回

令和３年１月１０日、１７日
令和３年２月１４日、２８日

第１回 ３０名
第２回 １９名

１８，０００円

実践研修

第３回

令和３年３月１０日、２４日

１９名

１８，０００円

基礎研修

令和２年１０月２１日、２２日
令和３年２月４日、５日

３０名

１７，７００円（税込）
テキスト代別３，３００円

実践研修

令和２年１１月４日、５日
令和３年２月１１日、１２日

３０名

１７，７００円（税込）
テキスト代別３，３００円

基礎研修

令和２年１０月３日、４日

２０名

１０，０００円
（別途テキスト代３，３００円）

実践研修

令和２年１０月１０日、１１日

２０名

１０，０００円
（別途テキスト代３，３００円）

２９，５００円
（税別・テキスト代込み）

0120-16-8351

広島県広島市中区富士見町１６－２２ ６Ｆ

栄登株式会社

基礎研修
第１回：さいたま市
第２回：入間市

082-208-2151

実践研修分
第３回：入間市

有限会社ホットラインワールド

社会福祉法人昴

佐賀県佐賀市与賀町１番１５号
研修会場：さいたま市

東松山市大字大谷５９０

０１２０-９６８-１１９

０４９３－３９－１１３１

