
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

相談窓口内容 電話相談
時間 10:00～17:00

職場 介護福祉士

相談員名 舩戸　紀子

7 8 9 10 11 12 13

相談窓口内容 電話相談 電話相談 電話相談 電話相談
時間 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

職場 介護福祉士 介護福祉士 介護福祉士 介護福祉士

産業カウンセラー 介護支援専門員

相談員名 丸山　加代子 田川　唯 藤森　千恵子 笹野　晴美

14 15 16 17 18 19 20

相談窓口内容 電話相談 電話相談 面接相談 電話相談 サロン

時間 10:00～17:00 10:00～17:00 13:00～15:00 10:00～17:00 ケアラーズカフェ

職場 介護福祉士 介護福祉士 公認心理師 介護福祉士 14:00～16:00

臨床心理士 岐阜県音楽療法士桜華会館（小桜）

相談員名 舩戸　紀子 牧　雅美 近藤　重晴 今井　まや 須名　隆志

21 22 23 24 25 26 27

相談窓口内容 電話相談 電話相談 電話相談
時間 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

職場 介護福祉士 介護福祉士 介護福祉士

産業カウンセラー 介護支援専門員

相談員名 舩戸　紀子 丸山　加代子 藤森　千恵子

28 29 30 31

相談窓口内容 電話相談 電話相談
時間 10:00～17:00 10:00～17:00

職場 介護福祉士 介護福祉士

相談員名 田川　唯 向井　千代子

　　　　　　　　　令和5年 ５月（介護職員相談窓口）相談員シフト表　※相談員は都合により変更になる場合があります。



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

相談窓口内容 面接相談 電話相談
時間 13:00～15:00 10:00～17:00

職場 社会保険労務士 介護福祉士

相談員名 林　達雄 舩戸　紀子

4 5 6 7 8 9 10

相談窓口内容 電話相談 電話相談 電話相談 電話相談
時間 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

職場 介護福祉士 介護福祉士 介護福祉士 介護福祉士

社会福祉士 産業カウンセラー 介護支援専門員 社会福祉士

相談員名 神林　万理恵 丸山　加代子 藤森　千恵子 神林　万理恵

11 12 13 14 15 16 17

相談窓口内容 電話相談 電話相談 面接相談 電話相談 サロン

時間 10:00～17:00 10:00～17:00 13:00～15:00 10:00～17:00 ケアラーズカフェ

職場 介護福祉士 介護福祉士 弁護士 介護福祉士 14:00～16:00

介護支援専門員 桜華会館（小桜）

相談員名 舩戸　紀子 田川　唯 熊田　均 池田　久恵 池田　久恵

18 19 20 21 22 23 24

相談窓口内容 電話相談 電話相談 電話相談
時間 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

職場 介護福祉士 介護福祉士 介護福祉士

介護支援専門員 産業カウンセラー

相談員名 藤森　千恵子 丸山　加代子 牧　雅美

25 26 27 28 29 30

相談窓口内容 電話相談 電話相談 電話相談
時間 10:00～17:00 10:00～17:00 10:00～17:00

職場 介護福祉士 介護福祉士 介護福祉士

岐阜県音楽療法士 ケアマネージャー

相談員名 今井　まや 田川　唯 向井　千代子

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

　　　　　　　　　令和5年 ６月（介護職員相談窓口）相談員シフト表　※相談員は都合により変更になる場合があります。



名前 職場 資格

熊田　均 熊田法律事務所 弁護士

林　達雄 ハヤシ労務管理事務所 社会保険労務士

近藤　重晴 東京福祉大学社会福祉学部 教員 公認心理師・臨床心理士・社会福祉士

須名　隆志 中京病院付属介護老人保健施設 主任介護福祉士 介護福祉士・介護支援専門員

池田　久恵 介護福祉士・介護支援専門員

服部　春久 老人保健施設満天星 介護部長 介護福祉士

金　朋子 介護福祉士・介護支援専門員

山本　日登美 特別養護老人ホーム くわがい 介護福祉士・認定介護福祉士

阪部　寿子 社会福祉法人せんねん村 施設長 介護福祉士・社会福祉士・保育士

笹野　晴美 小林記念病院 介護福祉士

牛田　篤 同朋大学社会福祉学部 准教授
介護福祉士・社会福祉士

精神保健福祉士・介護支援専門員

福本　弥生 特別養護老人ホーム ぬく森・第二
介護福祉士・認知症介護指導者・

介護支援専門員

西山　記己 特別養護老人ホーム 高浜安立荘 介護福祉士・認知症介護指導者

長崎　宏 デイサービスセンター ひなたぼっこ 介護福祉士

本多　孝輔 介護老人保健施設 メディコ春日井
介護福祉士・介護支援専門員

認知症介護指導者

原田　美河 グレイシャスビラ安城 介護福祉士

神林　万理恵 愛知商工連盟協同組合 介護福祉士・社会福祉士

佐藤　有紀奈 デイサービスパーラーちばる 介護福祉士

牧　雅美 社会福祉法人百千鳥福祉会 介護福祉士

藤森　千恵子 やわらぎ居宅介護相談センター 主任ケアマネ 介護福祉士・介護支援専門員

宇恵　和美 社会福祉法人 ともいき福祉会 施設長
介護福祉士・社会福祉士

認知症介護指導者・介護支援専門員

丸山　加代子 介護福祉士・産業カウンセラー

田川　唯 老健ひきやま 介護福祉士

舩戸　紀子 NPO法人 ベタニアホーム 介護福祉士

向井　千代子 株式会社 サンケイ チアフル浅井 介護福祉士・ケアマネ―ジャー

今井　まや 介護講師 介護福祉士・岐阜県音楽療法士

                                                      介護職員相談窓口業務　相談員一覧表


