
別紙様式４

訓練総責任者
氏　　　　名 常勤・非常勤の別

遠藤　真一 常勤

教務処理担当者
氏　　　　名 常勤・非常勤の別

竹内　敏広 常勤

指導担当者（配置人数等の条件については、最下部注記を参照のこと）
氏　　　　名 常勤・非常勤の別 担　当　業　務　内　容 実務経験年数　及び

指導経験年数

山村　和宏 常勤 学科 　1.職務の理解　介護の職場の理解 8年

遠藤　真一 常勤

学科 　1.職務の理解　職場の研修とキァリアパス
　　 　5.介護におけるコミュニケーション技術
　　 　　チームアプローチと共感的理解
学科 　特別授業　認知症ケアの歴史
　　　 実習指導

社会福祉士　介護福祉士 12年

山田　活基 常勤 学科 　2.介護における尊厳の保持・自立支援
　　　 　人権と尊厳を支える介護 社会福祉士 7年

佐藤　みどり 常勤 学科 　2.介護における尊厳の保持・自立支援
　　　　 介護の理念 介護福祉士 10年

渡辺　祐子 常勤

学科 　2.介護における尊厳の保持・自立支援
　　　 　自立支援に向けた介護
　　　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　住環境と福祉用具

介護福祉士 7年

坂爪　奈里子 常勤 学科 　3.介護の基本
     　　介護職の役割、専門性と多職種との連携 介護福祉士 9年

小黒　美智子 常勤 学科 　3.介護の基本
     　　介護職の職業倫理 介護福祉士 12年

神保　孝 常勤
学科 　3.介護の基本
   　　介護における安全の確保とリスクマネジメント
特別授業　認知症の人のリスクマネジメント

社会福祉士 8年

長谷川　照美 常勤

学科 　3.介護の基本　　 感染症対策の基礎知識
    　 4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携
　　　　 看護と介護の連携
　　　 4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携
　　　　 リハビリテーションの理念

看護師 11年

冨田　幸二 常勤
学科 　4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携
     　　介護保険制度
学科 　特別授業　地域で認知症の人を支える

社会福祉士 12年

小林　雄治 常勤 学科 　4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携
     　　障害福祉制度 社会福祉士　介護福祉士 5年

白島　美栄子 常勤 学科 　5.介護におけるコミュニケーション技術
     　　介護におけるコミュニケーシヨン 介護福祉士 11年

大平　和枝 常勤

学科 　6.老化の理解
     　　①老化に伴うこころとからだの変化と日常
　　　 6.老化の理解
　　　　 ②高齢者と健康

看護師 10年

名地　一直 常勤・非常勤 学科 　7.認知症の理解
     　　①認知症状の理解 介護福祉士 11年

中林　千夏 常勤 学科 　7.認知症の理解
      　 ②認知症の人の理解 介護福祉士 8年

山本　里花 常勤 学科 　7.認知症の理解
      　 ③認知症高齢者の家族支援 介護福祉士 3年

佐藤　主一 常勤 学科 　8.障害の理解
     　 　障害の理解 理学療法士 14年

松浦　正子 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　高齢者のこころのしくみ 社会福祉士　介護福祉士 7年

小池　裕子 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　からだのしくみ① 看護師 5年

粉川　隆子 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　からだのしくみ② 看護師 5年

五十嵐　新子 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　生活と家事 社会福祉士　介護福祉士 10年

渡辺　麻美子 常勤

学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　介護の基本的考え方
学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　整容
　　　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
         整容実技

介護福祉士 7年

渡邊　亜矢子 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　整容実技 介護福祉士 7年

渡部　綾子 常勤

学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　移乗・移動介助
　　　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
         移乗・移動介助実技

理学療法士 5年

渡邊　聡子 常勤      　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　移乗・移動介助実技 理学療法士 6年

槇　弘美 常勤

学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　食事介助と口腔ケア
　　　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
         食事介助と口腔ケア実技

介護福祉士　歯科衛生士 10年

矢川　佳代子 常勤     　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技     食事介助と口腔ケア実技 介護福祉士　歯科衛生士 10年

佐藤　典子 常勤

学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　入浴介助
　　　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
         入浴介助実技

介護福祉士 10年

齊藤　里美 常勤     　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技     入浴介助実技 介護福祉士 8年

高野　ひとみ 常勤

学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　排泄介助
　　　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
         排泄介助実技

介護福祉士 6年

古川原　希実子 常勤     　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技     排泄介助実技 介護福祉士 5年

小森　紀子 常勤

学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技 　　睡眠介助と寝具の整え方
　　　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
         睡眠介助と寝具の整え方実技

介護福祉士 6年

訓　　練　　実　　施　　体　　制　　一　　覧　　表
（受託決定後の変更は原則認めません。やむを得ない変更についてはテクノスクールと協議の上、変更理由書と変更訓練実施体制一覧表を提出すること）

担　　当　　業　　務　　内　　容

カリキュラムの作成、訓練指導、専門科目の講義、公的機関への届け出、講師依頼調整、進行管理 、苦情受付、研究・研修に関わる業務全般

担　　当　　業　　務　　内　　容

講師連絡調整、実習依頼調整、出席状況の管理、申請書類の管理、訓練に関する各種事務処理
、電話受付、訓練生からの相談等、訓練生対応全般

業　務　に　関　す　る　資　格

社会福祉士　介護福祉士



保刈　奈穂美 常勤     　 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
実技     睡眠介助と寝具の整え方実技 介護福祉士 3年

野崎　孝子 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　終末ケア①② 介護福祉士 3年

大熊　英之 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　在宅サービスにおける介護過程①② 介護福祉士 2年

江原　滋 常勤 学科 　9.こころとからだのしくみと生活支援技術
     　　施設サービスにおける介護過程①② 介護福祉士 9年

小林美砂子 常勤 学科 　10.振返り　振返り①②
　　　 実習指導 社会福祉士 10年

小川　浩樹 常勤  
実技 　・レクリエーション体験学習 介護福祉士 4年

大堀　肇 常勤  
実技 　・レクリエーション体験学習 作業療法士 7年

川上　直子 常勤 学科 　特別授業　認知症の人との共感的ケア 社会福祉士 12年

就職支援責任者
氏　　　　名 常勤・非常勤の別 担　当　業　務　内　容 指導経験年数

平野　政信 常勤 就職支援業務、就職指導講義、 7年

就職支援担当者
氏　　　　名 常勤・非常勤の別 担　当　業　務　内　容 指導経験年数

平野　政信 常勤 就職支援業務、個別面談指導、就職活動促進指導 6年

仲川　八寿男 常勤 就職支援業務、個別面談指導、就職活動促進指導 7年

竹内　敏広 常勤 就職支援業務、個別面談指導、就職活動促進指導 6年

ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞ作成ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（旧登録ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）もしくはｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（※訓練期間１か月を超えるｺｰｽは必須とし、資格取得ｺｰｽは任意）
氏　　　　名 常勤・非常勤の別 担　当　業　務　内　容 指導経験年数

平野　政信 常勤 ジョブカード作成指導、個別アドバイス 7年

仲川　八寿男 常勤 ジョブカード作成指導、個別アドバイス 5年

竹内　敏広 常勤 ジョブカード作成指導、個別アドバイス 6年

※ 指導担当者は、プロポーザル参加資格申請時に提出の別紙２「４指導体制について」の項目１、２のいずれかに該当する指導員を訓練生定員10人あたり1人以上の配置を行って下さい。
※ デュアルシステム訓練においては、実習型訓練再委託先における訓練指導担当者も記載してください。未定の場合は氏名欄にその旨を記載の上プレゼンテーション時に説明いただきます。
※ 担当業務には、訓練担当は担当教科名を就職支援・情報収集及び提供は担当業務等を記載してください。

※ 必要に応じて枠を追加してください。

ジョブカード作成アドバイザー

ジョブカード作成アドバイザー

※ 該当の箇所を○印で囲んでください。

業　務　に　関　す　る　資　格

ジョブカード作成アドバイザー

ジョブカード作成アドバイザー

ジョブカード作成アドバイザー

業　務　に　関　す　る　資　格

ジョブカード作成アドバイザー

業　務　に　関　す　る　資　格

ジョブカード作成アドバイザー


