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報道関係 各位 

平成 27年 3月 27日 

一般社団法人シルバーサービス振興会 

 
介護プロフェッショナルキャリア段位制度 
新規レベル認定者誕生に関するお知らせ 

 

○新たなレベル認定者の誕生（85名）について 

介護プロフェッショナルキャリア段位制度のレベル認定に取り組む介護職員は、全国 47都道府県に広がってお

り、レベル認定の取り組みが着実に推進されています。 

こうした中で、3月 26日のレベル認定委員会で審議の結果、新たに 85名のレベル認定者が誕生しました。 

今回のレベル認定によって、レベル認定者の総数は合計 428名となりました。 

都道府県別にみると、これまでに全国 44都道府県で認定者が誕生しております。 

 

【新規認定者数の推移】 

25年度 14名 

26年度（上期）86名 

26年度（下期）30名（26年 10月） ⇒ 40名（11月） ⇒ 49名（12月） 

⇒ 46名（27年 1月） ⇒  78名（2月）  ⇒ 85名（3月） 

【新規認定者数の内訳】  

別紙を参照してください。 

 

参考：レベル認定者（総数：428名）の内訳 

① サービス種別内訳 

介護老人保健施設：103名  介護老人福祉施設：108名  介護療養型医療施設：8名  訪問介護：53名 

訪問入浴介護：2名  通所介護：55名 通所リハビリテーション：24名 特定施設入居者生活介護：10名 

短期入所生活介護：12名 短期入所療養介護：1名  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護：7名 

小規模多機能型居宅介護：12名 認知症対応型共同生活介護：14名 認知症対応型通所介護：8名  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護：2名 複合型サービス：3名 病院：2名 回復期リハビリ病院：2名 

 障害者支援施設：2名 

 

② 都道府県別内訳 全国 44都道府県 

北海道：39名  青森県：19名 岩手県：19名  宮城県：12名  秋田県：4名  山形県：3名  福島県：18名 

茨城県：5名   栃木県：7名  群馬県：9名  埼玉県：5名  千葉県：8名  東京都：44名 神奈川県：13名 

新潟県：8名   富山県：5名  石川県：6名   福井県：9名   山梨県：4名  長野県：9名   岐阜県：4名 

静岡県：10名  愛知県：19名 三重県：6名  京都府：2名   大阪府：34名  兵庫県：15名  奈良県：8名 

和歌山県：2名 鳥取県：16名 岡山県：2名  広島県：17名  山口県：4名   徳島県：1名   香川県：2名 

愛媛県：4名   高知県：3名  福岡県：11名  佐賀県：2名   長崎県：4名  熊本県：6名   大分県：4名 

宮崎県：2名  鹿児島県：4名 

 

③ レベル別内訳 

・レベル２①：135名 ・レベル２②：128名 ・レベル３：92名 ・レベル４：69名 ・ユニット：4名 
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【別 紙】 

 

○新規認定者数の内訳 

No. 都道府県 サービス種別 事業所・施設名 レベル 認定者名 アセッサー名 

1 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム緑愛園 ２① 眞鍋 健治 瀬山 和代 

2 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム緑愛園 ２① 新海 利恵子 泉水 康之 

3 北海道 介護老人福祉施設 デイサービスＣ緑愛園 ２① 安部 知子 相沢 和臣 

4 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム青葉のまち ２① 非公表 非公表 

5 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム青葉のまち ２① 非公表 非公表 

6 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム青葉のまち ２① 非公表 非公表 

7 北海道 通所介護 デイサービスセンター青葉のまち ２① 尾上 一樹 西脇 誠一 

8 北海道 小規模多機能型居宅介護 非公表 ２① 非公表 非公表 

9 宮城県 通所介護 ＮＰＯ法人 おひさまくらぶ ２① 石田 久美子 今入 和歌子 

10 群馬県 介護老人保健施設 介護老人保健施設 あけぼの苑 ２① 非公表 堀込 菊代 

11 群馬県 介護老人保健施設 介護老人保健施設 あけぼの苑 ２① 茂木 博行 非公表 

12 群馬県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム タマビレッジ ２① 非公表 非公表 

13 埼玉県 介護老人保健施設 介護老人保健施設鴻巣フラワーパレス ２① 遠藤 俊男 非公表 

14 千葉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームまごころ館四街道 ２① 境野  晃 根本  充 

15 千葉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームまごころ館四街道 ２① 鈴木 祥子 澁澤 隆之 

16 東京都 通所リハビリテーション 非公表 ２① 非公表 非公表 

17 東京都 通所リハビリテーション 非公表 ２① 非公表 非公表 

18 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホーム青戸 ２① 天野 義久 柳田  望 

19 東京都 複合型サービス まいほーむ北千住 ２① 笠嶋 明彦 伊藤 博徳 

20 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホーム青戸 ２① 栁田  望 天野 義久 

21 東京都 介護老人保健施設 老人保健施設千寿の郷 ２① 非公表 非公表 

22 東京都 介護老人保健施設 老人保健施設千寿の郷 ２① 非公表 非公表 

23 山梨県 通所リハビリテーション 非公表 ２① 非公表 非公表 

24 愛知県 通所介護 リハピネス梅森坂 ２① 田中 孝史 細谷 充弘 

25 兵庫県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームふたば ２① 非公表 非公表 

26 兵庫県 通所介護 デイサービスセンターいたやど ２① 河野 人世 鈴木 美弥子 

27 兵庫県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム高齢者総合福祉施設あまの里 ２① 木佐貫 加代子 平子 理恵 

28 和歌山県 通所介護 ケアパートナー和歌山 ２① 住口 陽輔 國澤 貴仁 

29 広島県 訪問介護 ニックス南訪問介護事業所 ２① 非公表 非公表 

30 山口県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム天王園 ２① 川田 洋子 国長 礼子 
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【別 紙】 

 

31 高知県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームふるさとの丘 ２① 森田 まりあ 髙田 晃成 

32 福岡県 通所リハビリテーション 青見通所リハビリテーション ２① 渡邊 美樹 城戸崎 直子 

33 長崎県 介護老人保健施設 介護老人保健施設 真寿苑 ２① 小林 篤史 大澤 真理 

34 熊本県 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ヒューマン・ケアこうしの杜 ２① 非公表 非公表 

35 青森県 訪問介護 非公表 ２② 非公表 非公表 

36 宮城県 訪問介護 にこにこケアサービス ２② 奥山 祐子 髙野  梢 

37 群馬県 認知症対応型共同生活介護 グループホームあかぎ ２② 小島  俊 非公表 

38 東京都 介護老人保健施設 ハートランド・ぐらんぱぐらんま ２② 天坂 咲子 堀澤 博樹 

39 東京都 介護老人保健施設 ハートランド・ぐらんぱぐらんま ２② 高橋 亜里沙 村山 雄一 

40 東京都 介護老人福祉施設 なりひらホーム ２② 藤木 貴利 宮田 聖子 

41 東京都 介護老人福祉施設 なりひらホーム ２② 中村 敦子 宮田 聖子 

42 東京都 認知症対応型共同生活介護 ほくと ひまわりの家 ２② 丹治 良江 西村 祐子 

43 東京都 介護老人福祉施設 墨田区特別養護老人ホームなりひらホーム ２② 柴田 祐子 井上 雅春 

44 新潟県 通所介護 生きがい広場地蔵堂デイサービス ２② 池田 絵海 池上 志津子 

45 新潟県 短期入所生活介護 ショートステイ ウエルネス中条 ２② 非公表 石山 京子 

46 三重県 介護老人保健施設 介護老人保健施設 みえ川村老健 ２② 前田 悠輔 野﨑  誠 

47 大阪府 訪問介護 ヘルパーステーションあいかわ ２② 非公表 河口 さかえ 

48 大阪府 訪問介護 ヘルパーステーションあいかわ ２② 非公表 非公表 

49 大阪府 介護老人福祉施設 大阪市立弘済院第１特別養護老人ホーム ２② 三村 博美 大橋 史子 

50 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設 岸和田徳洲苑 ２② 非公表 非公表 

51 兵庫県 通所介護 デイサービスローズガーデン ２② 青木 育代 河内 良子 

52 広島県 通所介護 ニックスディサービスセンター南 ２② 尾川 智子 西川 吉三 

53 愛媛県 介護老人保健施設 非公表 ２② 非公表 非公表 

54 高知県 訪問介護 ヘルパーステーション虹 ２② 新谷 伸子 和田  惠 

55 福岡県 特定施設入居者生活介護 ケアハウスらいふ戸畑 ２② 非公表 非公表 

56 北海道 通所介護 あおばデイサービスセンター ３ 非公表 非公表 

57 北海道 訪問介護 ヘルパーステーションかえで ３ 非公表 非公表 

58 岩手県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホ－ム 志和荘 ３ 北舘  愛 佐々木 節子 

59 岩手県 通所リハビリテーション 介護老人保健施設フレールはまゆり ３ 野田 千香子 菊池 博昭 

60 山形県 通所介護 健生ふれあいクリニック通所介護 ３ 高橋 典子 菅原 由紀 
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【別 紙】 

 

61 群馬県 介護老人保健施設 非公表 ３ 非公表 非公表 

62 埼玉県 介護老人福祉施設 非公表 ３ 非公表 非公表 

63 愛知県 介護老人保健施設 老人保健施設さくらの里 ３ 森  順也 亀井 幸恵 

64 三重県 介護老人保健施設 つつじの里 ３ 平波 多美子 石田 陽子 

65 大阪府 介護老人福祉施設 第二大正園 ３ 相良 絢子 石村 陽一 

66 大阪府 介護老人福祉施設 泉尾特別養護老人ホーム大正園 ３ 小澤 俊則 今村  太 

67 大阪府 通所介護 ゆめ長居公園 ３ 梅本 順二 岡田 恵介 

68 兵庫県 訪問介護 非公表 ３ 非公表 非公表 

69 岡山県 介護老人保健施設 老健あかね ３ 非公表 西村 よし子 

70 福島県 通所介護 通所介護 日和 ４ 佐藤 奈々恵 永田  学 

71 千葉県 その他 船橋市立リハビリテーション病院 ４ 本田 大将 磯部 香奈子 

72 千葉県 介護老人保健施設 市川市介護老人保健施設ゆうゆう ４ 笠原 正輝 岩崎 則子 

73 千葉県 介護老人保健施設 なのはな館 みさき ４ 飯田  崇 小滝  忍 

74 東京都 通所介護 ケアセンターけやき ４ 武藤 洋一 石川 将輝 

75 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設 志村さつき苑 ４ 山本 正人 非公表 

76 東京都 通所リハビリテーション 介護老人保健施設大泉学園ふきのとう ４ 樋口 真樹子 千葉 倫子 

77 新潟県 短期入所生活介護 ショートステイ穂波の里 ４ 寺井 寿晴 植木 聡明 

78 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設 水仙園 ４ 中野 芳美 永田 優子 

79 愛知県 通所介護 非公表 ４ 非公表 非公表 

80 三重県 通所介護 在宅総合ステーション デイサービス いがまち ４ 中村 ノリ子 長谷川 容子 

81 大阪府 介護老人福祉施設 第二大正園 ４ 吉村 真澄 石村 陽一 

82 大阪府 介護老人福祉施設 第二大正園 ４ 魚本  誠 石村 陽一 

83 大阪府 介護老人福祉施設 第二大正園 ４ 廣澤 千鶴子 石村 陽一 

84 奈良県 訪問介護 非公表 ４ 非公表 非公表 

85 宮崎県 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 特別養護老人ホーム仁の里 ４ 坂本 章子 谷川 房子 

※ユニット認定とは、レベル認定に必要な内部評価の継続が困難となった場合（アセッサーや被評価者の

退職・異動等）に、評価が完了した項目（ユニット）に限り、レベル認定を行うものです。 

※※「認定者名」「アセッサー名」については、ご本人の承諾をいただき氏名を公表しております。 

発信者・お問い合わせ先 

一般社団法人シルバーサービス振興会 
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-25-33 NP御成門ビル 6階 

 TEL:03-5402-4882（電話受付 10:00～17:00 土日祝休） 
FAX:03-5402-4884 Email: careprofessional@espa.or.jp 

           専用 HP http://careprofessional.org 


