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（様式第１号別紙２） 

担当講師一覧表 

№ 講師氏名 科目番号 

資格（取得年月日） 修了評価

担当の 

有無 
略歴（経験年数） 

現在の職業（経験年数） 

１ 東 由美 

(1)-① 

(3)-③④ 

(4)-① 

(9)-⑬⑭ 

(10)-① 

 

看護師(S61.5.13) 

介護支援専門員（H13.5.30） 

有 

病院 

・看護師（6年 10ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 他 

・介護支援専門員(13 年) 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・介護支援専門員（8 年） 

２ 志水 照代 

(1)-② 

(9)-①⑩ 

(10)-② 

介護福祉士（H13.5.15） 

有 

一宮町社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（8 年） 

宍粟市社会福祉協議会 

・ホームヘルパー(8 年 9 ヶ月) 

宍粟市社協 通所介護施設 勤務 

・副施設長 生活相談員（1ヶ月） 

３ 津村 幸代 (2)－全科目 

介護支援専門員（H12.2.8） 

無 

波賀町社会福祉協議会 

・介護支援専門員（5 年 3ヵ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・介護支援専門員（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社協 居宅介護支援事業所 勤務 

・介護支援専門員（8 年 10ヶ月） 

４ 福元 千代美 
(3)-①② 

(9)-⑧ 

介護福祉士(H17.4.22) 

有 

（演習） 

波賀町社会福祉協議会 

・ホームヘルパー(5 年 7 ヵ月) 

宍粟市社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（7 年 10ヶ月） 

・介護支援専門員（１年） 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・介護支援専門員（1 年） 

５ 下山 治男 (4)-② 

理学療法士（H2.6.28） 

無 

病院 

・理学療法士（22年） 

ハーティ訪問看護ステーション 

・理学療法士（2年 1 ヶ月） 

ハーティ訪問看護ステーション 勤務 

・理学療法士（2年 1 ヶ月） 

６ 山本 めぐみ (5)-① 

社会福祉士（H17.4.22） 

介護支援専門員（H13.3.23） 

無 

千種町社会福祉協議会 

・介護支援専門員(5 年 3 ヵ月) 

宍粟市社会福祉協議会 

・介護支援専門員(3 年 1 ヶ月) 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・介護支援専門員（3 年 1ヶ月） 
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７ 井上 智子 (5)-② 

看護師（H4.4.30） 

介護支援専門員(H13.7.17) 

無 

病院 

・看護師（9年 7ヶ月） 

一宮町社会福祉協議会、宍粟市社会福祉協議会 

・看護師（3年） 

宍粟市社会福祉協議会 

・介護支援専門員(8 年 1 ヶ月) 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・介護支援専門員（8 年 1か月） 

８ 竹尾 文子 (6)-① 

介護福祉士（H15.4.11） 

介護支援専門員(H17.5.13) 

社会福祉士（H22.3.25） 

無 

千種町社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（6 年 5ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・介護支援専門員（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・居宅介護支援専門員(8 年 10ヶ月) 

９ 田冨 久美子 
(7)-①④ 

(9)-③ 

看護師（S62.5.6） 

介護支援専門員（H11.3.26） 

無 

病院 

・看護師（5年 10ヶ月） 

一宮町社会福祉協議会 

・看護師（2年 9ヶ月） 

・介護支援専門員（5 年 3ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・介護支援専門員（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・介護支援専門員（8 年 10ヶ月） 

10 石橋 ひとみ (7)-② 

准看護師(S59.3.19) 

介護支援専門員（H13.7.13） 

無 

病院 

・准看護師（20 年） 

一宮町社会福祉協議会 

・准看護師（1 年 3ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・准看護師(1 年 4ヶ月) 

・介護支援専門員（7 年 6ヶ月） 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・介護支援専門員（7 年 6ヶ月） 

11 岡田 恵美 (7)-③ 

介護福祉士（H12.5.22） 

介護支援専門員（H14.6.13） 

無 

一宮町社会福祉協議会 

・介護員、生活相談員（8年） 

宍粟市社会福祉協議会 

・介護員、生活相談員（1年 9ヶ月） 

・介護支援専門員（7 年１ヶ月） 

 

宍粟市社協 居宅介護事業所 勤務 

・介護支援専門員（7 年１ヶ月） 
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12 間村 優子 (4)-③ 

保健師（H10.4.3） 

無 

山崎町（山崎町保健センター） 

・保健師（7年） 

宍粟市 

・保健師（9年 1ヶ月） 

宍粟市勤務 

・保健師（9年 1ヶ月） 

13 椴谷 さよ子 (8)-全科目 

保健師（S48.6.11） 

無 

千種町 他 

・保健師（14 年 11ヶ月） 

宍粟市 

・保健師（6年） 

宍粟市社会福祉協議会 委託契約 

・衛生管理者（1年 1 ヶ月） 

14 池田 泉 
(6)-② 

(9)-②⑦ 

介護福祉士（H12.5.22） 

有 

（演習） 

千種町社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（9 年 2ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 訪問介護事業所 勤務 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 

15 淡井 弘美 (9)-④⑦ 

介護福祉士(H16.4.16) 

有 

（演習） 

山崎町社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（4 年 10ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 訪問介護事業所 勤務 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 

16 阿踏 寿美 (9)-⑤ 

介護福祉士（H19.4.20） 

有 

(演習) 

千種町社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（5 年 9ヵ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 訪問介護事業所 勤務 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 

17 北條 みゆき (9)-⑦ 

介護福祉士（H19.4.13） 

有 

(演習) 

一宮町社会福祉協議会 

・介護員（4年 2ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・介護員（4年 9ヶ月） 

・ホームヘルパー（4 年 1ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 訪問介護事業所 勤務 

・ホームヘルパー（4 年 1ヶ月） 

18 横野 美香 (9)-⑥ 

介護福祉士（H22.4.21） 

有 

（演習） 

山崎町社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（5 ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 訪問介護事業所 勤務 

・ホームヘルパー（8 年 10ヶ月） 
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19 中尾 ため子 (9)-⑨⑪ 

准看護師（S52.4.1） 

有 

（演習） 

一宮町社会福祉協議会 

・准看護師（13 年 3ヵ月） 

宍粟市社会福祉協議会 

・准看護師（8 年 10ヶ月） 

宍粟市社会福祉協議会 訪問入浴事業所 勤務 

・准看護師（1 カ月） 

20 川上 美満 (9)-⑫ 

看護師（H16.4.16） 

有 

（演習） 

病院 

・看護師（6年 8ヶ月） 

ハーティ訪問看護ステーション 

・看護師（3年 7ヵ月） 

ハーティ訪問看護ステーション 勤務 

・看護師（3年 7ヵ月） 

 

※１ 講師は、申請日現在に要件を満たす者とする。（ただし、次年度の事業者指定の申請を行

う場合は、次年度の４月１日時点とすること。） 

※２ 科目番号は、「介護職員初任者研修課程カリキュラム表（様式１号別紙１）」から選択す

ること。 


