
（様式第1号別紙2-1）

資格(取得年月日)
略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

①   山内　賢治 (1)-① 社会福祉士(H4/4) 有
介護支援専門員(H13/3)
介護老人福祉施設
・指導員（相談員）（14年6ヶ月）、副施設長（5年6ヶ月）
介護老人福祉施設　
・施設長（14年）

② 渡邉　健 (4)－①③ 社会福祉士（H9/3） 無
(1)-① 介護福祉士（H10/3）

介護支援専門員（H13/3）
介護老人福祉施設
・介護職員（6年半）、生活相談員(5年4ヶ月)
・副施設長（4年）
高齢者総合福祉施設
・総合施設長（9年）

③ 上田　順三 (2)-① 社会福祉士(H18/3) 無
介護支援専門員(H13/3)
介護老人福祉施設
・介護職員（2年7ヶ月）、生活相談員（10年2ヶ月）
地域密着型介護老人福祉施設
・生活相談員（1年1ヶ月）
特定施設入居者生活介護
・生活相談員（2年11ヶ月）
高齢者総合福祉施設
・施設長補佐（5年）
高齢者総合福祉施設
・施設長（2年）

④ 小林　哲司 (3)-③④ 高齢者総合福祉施設 無
・サービス管理課長（1年）
社会福祉士（H12/4 ）
介護支援専門員（H14/6）
精神保健福祉士（H21/3）
介護老人保健施設
・介護職員（9月）
介護老人福祉施設
・介護職員（1年11ヶ月）
通所介護
・相談員（4年5ヶ月）
居宅介護支援事業所
・介護支援専門員（1年6ヶ月）
地域包括支援センター
・主任介護支援専門員（6年4ヶ月）
有料老人ホーム
・副支配人（2年4ヶ月）
高齢者総合福祉施設
・副施設長（2年）
高齢者総合福祉施設
・施設長（2年）

⑤ 宮本　計宏 (8)－全科目 社会福祉士(H11/3) 無
介護支援専門員(H14/5)
介護老人福祉施設
・介護職員(3年)
通所介護
・生活指導員（2年）
介護老人福祉施設
・生活相談員（8年）
高齢者総合福祉施設
・施設長補佐（7年）
高齢者総合福祉施設
・施設長（2年）

担当講師　一覧表（介護職員初任者研修課程）
神戸福生会　初任者研修課程（通学）

№ 講師氏名 科目番号
修了評価

担当の有無
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略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

№ 講師氏名 科目番号
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⑥ 北村　基彦 (2)-全科目 社会福祉士（H13.11） 　無
介護支援専門員（H21.6)
児童養護施設
・指導員（7ヶ月）
重症心身障害児施設
・指導員（9ヶ月）
特定施設入居者生活介護
・介護職員（3年9ヶ月）
地域密着型介護老人福祉施設
・介護職員・生活相談員（5年）
児童相談所
・指導員（9ヶ月）
病院
・医療相談員（5ヶ月）
介護老人福祉施設
・生活相談員（3年）
高齢者総合福祉施設
・サービス管理課長（2年）

⑦ 大山　佳伸 (4)－③ 社会福祉士（H15/12） 無
介護老人福祉施設
・介護職員（1年）
地域包括支援センター
社会福祉士（12年）

⑧ 二宮　由貴子 （1）-② 介護福祉士（H10/3） 有
認定介護福祉士（H29/11）

（5）-全科目 介護老人福祉施設
（6）-① ・介護職員（9年）
（9）-全科目 地域密着型介護老人福祉施設
(10)－全科目 ・介護職員（１年）

特定施設入居者生活介護
・介護職員（10年）

⑨ 金　英在 （2）－全科目 介護福祉士(H20/4) 無
（5）-② 介護支援専門員(H28/5)

認知症対応型共同生活介護
・介護職員（1年2ヶ月）
特定施設入居者生活介護
・介護職員（8年）
介護老人福祉施設
・介護職員（1年）、生活相談員（6ヶ月）
特定施設入居者生活介護
・生活相談員（4年）

⑩ 岸本　真紀 （5）-② 社会福祉士（H13/4） 無
介護福祉士（H17/4）
介護支援専門員（H24/5）
介護老人福祉施設
・介護職員（8年6ヶ月）、生活相談員（5年6ヶ月）
通所介護
・生活相談員（2年）
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⑪ 牛之濵　八千代 (6)－② 看護師（S59/5） 無
(9)－③ 病院・病棟勤務

・看護師（19年）
訪問看護ステーション
・看護師（11年）
特別養護老人ホーム診療所
・看護師（1年）

⑫ 飯野　めぐみ (6)－② 看護師（平成17/4） 無
(9)－③ 病院・病棟勤務

・看護師（5年）
介護老人福祉施設
看護師（5年4月）
特定施設入居者生活介護
看護師（4年）

⑬ 黒岩　裕子 全科目 介護福祉士(H9/5) 有
社会福祉士（H17/5）
介護支援専門員(H13/3)
介護老人保健施設
・介護職員（4年3ヶ月）
特定施設入居者生活介護
・介護職員（6年6ヶ月）、介護支援専門員（1年6ヶ月）
居宅介護支援
・介護支援専門員(2年7ヶ月)
財団法人
・介護アドバイザー（2年6ヶ月）
特定施設入居者生活介護
・研修担当講師（4年10ヶ月）
社会福祉法人
・研修担当講師（2年）

⑭ 山近　友里恵 (4)－② 理学療法士（H19/5） 無
(9)－⑦ 介護支援専門員（H27/4)

大学附属リハビリテーションセンター
・理学療法士（4年）
高齢者総合福祉施設
・常勤理学療法士（3年）
通所介護
・常勤理学療法士（4年）

⑮ 上垣　明子 (9)-⑧ 管理栄養士（H17/5） 無
給食事業関連企業
・栄養士（1年3ヶ月）
財団法人児童養護施設
・栄養士（2年6ヶ月）
介護老人福祉施設
・管理栄養士（5年10ヶ月）

⑯ 関本　昌成 (9)-全科目 介護福祉士(H21/3) 無
介護老人福祉施設
・介護職員（10年）

⑰ 田中　ひとみ (9)-全科目 介護福祉士(H26/10) 無
特定施設入居者生活介護
・介護職員（9年）

⑱ 井戸口　隆史 (9)-全科目 介護福祉士（H21/4） 無
介護老人福祉施設
・介護職員(8年)
特定施設入居者生活介護
・介護職員（2年6ヶ月）

⑲ 安藤　健太 (9)-全科目 介護福祉士（H18　/9） 無
介護老人福祉施設
・介護職員(　12　年)
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⑳ 清水　孝二 (5)-全科目 介護福祉士（H21/3　） 無
社会福祉士（H21/4　）
介護支援専門員(H　27/5　)
介護老人福祉施設
・介護職員(　10年6ヶ月）

㉑ 大和田　順 （１）－２ 社会福祉士（H21/5） 無

介護老人福祉施設
施設長（7年）事務長（4年）

㉒ 吉岡　光子 (9)-④ 介護福祉士(H26/4/9　) 無
介護支援専門員(H29/8　)
訪問介護
・介護職員(9年)

㉓ 藤井　謙介 (2)-① 社会福祉士（H3/3） 無
介護老人福祉施設
・生活相談員(18年)
・副施設長（9年）
・施設長（4年）
介護老人保健施設
・支援相談員（2年）
特定施設入居者生活介護
・サービス管理次長（1年）
社会福祉法人
・本部研修事務（1年）

㉔ 三輪　香織 全科目 介護福祉士（H2/3/23) 有

介護老人福祉施設・訪問介護・特定施設

・介護職員（12年）
介護福祉士養成校

・専任教員（15年）

社会福祉法人

・研修担当講師（1年）

㉕ 赤穂　博 （３）－③④ 介護福祉士(H19/3) 無

（５）－② 社会福祉士(H17/3)

介護支援専門員(H20/5)

特定施設入居者生活介護

・介護職員（6年）

介護老人福祉施設

・生活相談員（11年）

㉖ 松岡　充澄 全科目 介護福祉士(H1６/3) 有

介護支援専門員(H/　5)

介護老人福祉施設

・介護職員（8年6か月）介護支援専門員（３年6か月）

障害福祉事業所

・指導員（5年8か月）

居宅介護支援事業所

・介護認定調査員（1年6か月）

社会福祉法人
・研修担当講師・事務


