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資格(取得年月日)
略歴(経験年数)
現在の勤務先
社会福祉士(平成16年8月)

石地

茂樹

社会福祉士(5年0ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム伊香の里 施設長
介護福祉士(平成24年3月)

今荘

章子

介護福祉士(6年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター東部 所長

伊吹 美恵
（外部講師）

福祉用具専門相談員(平成16年10月)
福祉用具専門相談員(14年3ヶ月)
有限会社ふれあいサポート 取締役
理学療法士(平成18年5月)

上野

浩司

理学療法士(12年8ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 介護事業課 機能訓練指導員

氏原
優
（外部講師）

社会福祉士(平成25年3月)
社会福祉士(4年11ヶ月)
米原市社会福祉協議会 ほおずき作業所 サービス管理責任者
介護福祉士(平成11年5月)

大橋

知子

介護福祉士(12年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム伊香の里 施設長補佐
介護福祉士(平成20年4月)

大野

知子

介護福祉士(10年2ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター西浅井 所長
介護福祉士(平成15年3月)

大依

尚子

介護福祉士(15年8ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのヘルパーステーション第1事業所 訪問入浴担当所長
介護福祉士(平成18年3月)

小川

春美

介護福祉士(12年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼの小規模多機能型居宅介護事業所ひなたぼっこ 所長
看護師(昭和63年5月)

小川

由美子

看護師(20年10ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター木之本 所長
介護福祉士(平成15年4月)

奥村

真紀子

介護福祉士(12年11ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 介護事業課 課長補佐
保健師(昭和62年4月)

岸田

春美

保健師(12年5ヶ月)
神照郷里地域包括支援センター 保健師
介護福祉士(平成22年3月)

岸田

祐子

介護福祉士(8年10ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター浅井 生活相談員
介護支援専門員(平成13年3月)

北川

正子

介護支援専門員(15年11ヶ月)
浅井びわ虎姫地域包括支援センター 相談員
介護福祉士(平成22年4月)

北原

眞由美

介護福祉士(8年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのヘルパーステーション第2事業所 所長
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介護支援専門員(平成15年3月)

桒原

敦子

介護支援専門員(15年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのケアプランセンター西浅井 所長
介護福祉士(平成17年4月)

小森

良子

介護福祉士(12年8ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンターいろは 所長
介護福祉士(平成20年3月)

清水

良幸

介護福祉士(9年0ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンターはなれいろは 所長
介護福祉士(平成17年3月)

鈴木

妙子

介護福祉士(11年5ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのヘルパーステーション伊香の里 所長
介護支援専門員(平成20年3月)

高木

洋子

介護支援専門員(10年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのケアプランセンター長浜 所長
介護福祉士(平成20年4月)

竹田

佐千代

介護福祉士(9年11ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのヘルパーステーション第1事業所 所長
介護福祉士(平成10年5月)

塚田

美晴

介護福祉士(18年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 介護事業課 訪問介護事業担当リーダー
介護福祉士(平成16年4月)

佃

美治

介護福祉士(平成13年10ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム伊香の里 介護職員

永田 かおり
（外部講師）

施設管理者(平成15年6月)
施設管理者(15年7月)
社会福祉法人法人ひだまり 理事長
介護福祉士(平成17年6月)

中野

鶴美

介護福祉士(12年10ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター伊香の里 所長
介護福祉士(平成17年3月)

並川

和広

介護福祉士(12年1ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのケアプランセンター長浜
介護福祉士(平成21年4月)

野邉

順子

介護福祉士(9年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター高月 所長
介護福祉士(平成25年4月)

橋本

宏美

介護福祉士(6年3ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター高月 生活相談員
看護師(平成20年4月)

速水

奈央子

看護師(4年1ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター木之本 看護師
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介護福祉士(平成13年4月)

平林

孝康

介護福祉士(16年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム伊香の里 主任生活相談員
看護師(平成19年4月)

廣田

一哉

看護師(9年3ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのケアプランセンター長浜 看護師
介護福祉士(平成16年5月)

藤川

靖子

介護福祉士(12年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター湖北 所長
介護支援専門員(平成13年3月)

藤野

由美子

介護支援専門員(15年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのケアプランセンター長浜 所長
介護支援専門員(平成21年3月)

保積

和貴

介護支援専門員(9年10ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのケアプランセンター長浜 所長
介護福祉士(平成23年4月)

前田

洋子

介護福祉士(7年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのヘルパーステーション第3事業所 所長
介護福祉士(平成21年4月)

松江

悦子

介護福祉士(9年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのヘルパーステーション第2事業所 介護職員
介護福祉士(平成18年3月)

松本

文代

介護福祉士(12年10ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのヘルパーステーション西浅井 所長
介護支援専門員(平成18年3月)

丸岡

美佐子

介護支援専門員(12年7ヶ月)
湖北高月地域包括支援センター 所長

南 文雄
（外部講師）

社会福祉士(平成14年4月)
社会福祉士(16年9ヶ月)
米原市社会福祉協議会 在宅生活支援課課長補佐
理学療法士(平成20年5月)

宮川

剛史

理学療法士(10年1ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 介護事業課 機能訓練指導員
保健師(平成3年5月)

宮部

加代子

保健師(7年9ヶ月)
湖北高月地域包括支援センター 保健師
准看護師(平成13年3月)

宮元

武夫

准看護師(16年9ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼの認知症対応型通所介護事業所 あじかまの里 看護師
社会福祉士(平成19年4月)

山田

健弘

社会福祉士(6年10ヶ月)
長浜市社会福祉協議会 ほのぼのデイサービスセンター北部 所長
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