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和歌山県和歌山市生まれ

【職歴】
昭和 62 年４月１日
高年福祉部

社会福祉法人全国社会福祉協議会に入局。

所属

（昭和 62 年４月～平成７年５月）

全国老人福祉施設協議会の事務局を担当。同協議会の総務、調査研究、
制度政策、予算対策、研修、全国大会等の職務を担う。
出版部

所属

（平成７年５月～平成 12 年３月）

月刊誌 『介護のプロへの応援誌 ふれあいケア』の創刊から５年間に
わたり編集を担当したほか、『図説高齢者白書』、『福祉の「職場研修」
マニュアル』等の単行本編集の職務を担う。
全国ボランティア活動振興センター

所属

（平成 12 年４月～平成 13 年３月）

全国ボランティア活動振興センター（現在：全国ボランティア・市民活
動振興センター）の事務局を担当したほか、ボランティアフェスティバル
の開催等の職務を担う。

中央福祉学院

所属

（平成 13 年４月～平成 20 年３月）

厚生労働省からの委託・補助研修および中央福祉学院の独自研修等、
社会福祉従事者向け現任研修の企画立案のほか、社会福祉士通信課程の
担当として、国家試験対策を含む通信課程事務局業務の職務を担う。
また、各県域での「職場研修担当者研修会」の開催にあたり、同研修の
インストラクターとして派遣され、社会福祉施設等の研修担当者向けの講義
および演習を担当する。
【主な担当研修】 社会福祉士通信課程事務局／介護教員講習会／社
会福祉法人経営者研修会／社会福祉施設指導職員特別研修会／社
会福祉施設長サービス管理研修会／介護福祉士養成実習施設実習
指導者特別研修会／市区町村社会福祉協議会管理職員研修会／職
場研修担当者研修会
民生部

所属

ほか

（平成 20 年４月～平成 22 年３月）

全国民生委員児童委員連合会の事務局の職務を担う。同連合会の評議員
会や理事会等の会務、「人権・同和に関する特別委員会」等を通じた涵養
活動、『民生委員・児童委員活動支援情報システム（エムジェイ・アシス
ト）』の運営管理、全国民生委員児童委員大会の企画・運営、『View』
『ひろば』の編集等を担当したほか、都道府県・指定都市民生委員児童
委員協議会等で開催された研修会で講師を経験する。
平成 22 年 ３月 31 日
平成 22 年 ５月 25 日
平成 23 年 12 月 24 日

社会福祉法人全国社会福祉協議会を退職。
「合同会社 泉惠造研修企画工房」を設立、開業。
「研修企画工房」を商標登録出願。

平成 24 年 ５月 25 日

「研修企画工房®」を商標登録（登録第 5496097 号）。

【学歴】
昭和 57 年３月

智辯学園和歌山高等学校卒業

昭和 62 年３月

関西学院大学卒業

平成 17 年３月

東北福祉大学大学院総合福祉学研究科社会福祉学専攻修士課程修了。
社会福祉学修士。

【泉惠造研修企画工房の理念】
◎研修に対する“こだわり”と“いつくしみ”を忘れません
◎お客様の職場にマッチした“オーダーメイド研修”を提案します
◎お客様と共に悩み、共に創り、共に喜びを分かち合える
“研修パートナー”であり続けます

【委員会・部会活動】
◇『武蔵野市健康福祉総合計画（地域福祉計画）策定に関わる
地域懇談会および関係機関ワークショップ実施報告書』
（平成 23 年３月／ルーテル学院大学コミュニティ人材養成センターに業務協力）
◇『武蔵野市民社会福祉協議会・第３次地域福祉活動計画策定委員会』
（平成 23 年９月～平成 25 年３月 ／武蔵野市民社会福祉協議会に業務協力）
◇『民生委員・児童委員活動検討部会』副部会長
（平成 23 年４月１日～平成 25 年３月／千葉県民生委員児童委員協議会に業務協力）
◇『研修アドバイザー』
（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月／広島県民生委員児童委員協議会に業務協力）
◇『民生委員・児童委員研修教材の検討及び作成に関する検討委員会』座長
（平成 24 年９月 27 日～平成 25 年３月／静岡県社会福祉協議会に業務協力）
◇『平成 25 年度絆再生事業 沿岸地区民児協訪問事業』
（平成 25 年４月～平成 26 年３月／岩手県民生委員児童委員協議会に業務協力）
◇『平成 26 年度絆再生事業 沿岸地区民児協訪問事業』
（平成 26 年６月～平成 27 年３月／岩手県民生委員児童委員協議会に業務協力）
◇『公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会 ちば民児協だより編集委員会』委員
（平成 28 年 12 月～平成 31 年 11 月／千葉県民生委員児童委員協議会に業務協力）

【著書・報告書等】
◇『ちば民児協だより（編集協力）
』
（千葉県民生委員児童委員協議会／平成 23 年度～）
◇ＤＶＤ教材『活動記録記入講座』ナレーション出演
（千葉県民生委員児童委員協議会／平成 29 年度）
◇『かながわ福祉人材センター福祉就活支援パンフレットシリーズ』
（神奈川県社会福祉協議会／平成 23 年度）
◇『民生委員・児童委員研修教材』
（静岡県社会福祉協議会／平成 24 年度）
◇『第３次武蔵野市地域福祉活動計画』
（武蔵野市民社会福祉協議会／平成 23・24 年度）
◇『民児協だより（編集協力）』
（広島県民生委員児童委員協議会／平成 26 年度～）

【その他の活動】
◇カルチャーセンター講師活動
言葉を人に伝えることの大切さ、心を伝えることの大切さを、
“声優演技”
“朗読”という手法を使って学んでいただいています。
・『声の演技術』（神奈川県逗子市・小笠原学園）
・『朗読入門』 （ 同上 ）
・『ボイスアクト』（神奈川県藤沢市・湘南台カルチャーセンター）

【お取引先】（平成 30 年 12 月１日現在／順不同・敬称略）
東北 青森県社会福祉協議会
青森県民生委員児童委員協議会
青森市社会福祉協議会
青森市民生委員児童委員協議会
岩手県社会福祉事業団
岩手県社会福祉協議会
岩手県民生委員児童委員協議会
宮城県民生委員児童委員協議会
仙台市青葉区民生委員児童委員協議会
秋田県社会福祉協議会
秋田県民生児童委員協議会
山形県社会福祉協議会
山形県東根市
山形県東根市民生委員児童委員協議会
福島県社会福祉協議会
福島県民生児童委員協議会
福島県いわき市
関東 関東ブロック民生委員児童委員連合協議会
茨城県社会福祉協議会
茨城県民生委員児童委員協議会
茨城県下妻市
茨城県下妻市民生委員児童委員協議会
茨城県鉾田市
茨城県鉾田市連合民生委員児童委員協議会
茨城県笠間市
茨城県笠間市連合民生委員児童委員協議会
茨城県守谷市
茨城県守谷市民生委員児童委員連合協議会

茨城県常陸大宮市
茨城県常陸大宮市民生委員児童委員協議会
茨城県精神保健協会
茨城県常陸太田市
茨城県常陸太田市民生委員児童委員協議会
茨城県土浦市
茨城県土浦市民生委員児童委員協議会連合会
茨城県牛久市
茨城県牛久市民生委員児童委員協議会
茨城県東海村社会福祉協議会
栃木県社会福祉協議会
栃木県民生委員児童委員協議会
栃木県壬生町
栃木県壬生町民生委員児童委員協議会
群馬県
群馬県社会福祉協議会
群馬県民生委員児童委員協議会
群馬県みどり市
群馬県みどり市民生委員児童委員協議会
群馬県前橋市社会福祉協議会
群馬県前橋市民生委員児童委員連絡協議会
群馬県館林市民生委員児童委員協議会
埼玉県
埼玉県社会福祉協議会
埼玉県春日部市
埼玉県春日部市民生委員児童委員協議会
埼玉県飯能市
埼玉県飯能市民生委員児童委員協議会
埼玉県東松山市
埼玉県東松山市民生委員児童委員協議会
埼玉県坂戸市社会福祉協議会
埼玉県寄居町社会福祉協議会
埼玉県神川町
埼玉県児玉郡民生・児童委員協議会連絡会（上里町・美里町・神川町）
株式会社ＪＴＢ関東

法人営業埼玉支店

さいたま市
さいたま市社会福祉協議会
さいたま市

桜区南部圏域地域包括支援センター ザイタック

千葉県
千葉県社会福祉協議会
千葉社協職員連絡協議会
千葉県民生委員児童委員協議会
千葉県船橋市前原地区社会福祉協議会
千葉県八千代市
千葉県八千代市民生委員児童委員協議会連合会
千葉県流山市社会福祉協議会
千葉県流山市民生委員児童委員協議会
千葉県柏市社会福祉協議会
千葉県柏市民生委員児童委員協議会
千葉県袖ケ浦市社会福祉協議会
千葉県袖ケ浦市民生委員児童委員協議会
千葉県習志野市
千葉県習志野市民生委員児童委員協議会
千葉県大網白里町（当時）
千葉県大網白里町民生委員児童委員協議会（当時）
千葉県栄町
千葉県栄町社会福祉協議会
千葉県栄町民生・児童委員協議会
千葉市社会福祉協議会
東京都板橋区
東京都武蔵野市
東京都武蔵野市民社会福祉協議会
東京都武蔵野市

地域福祉活動推進協議会（全 13 地域）

神奈川県社会福祉協議会
神奈川県民生委員児童委員協議会
神奈川県相模原市社会福祉協議会
神奈川県相模原市民生委員児童委員協議会
神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市民生委員児童委員協議会
神奈川県茅ケ崎市
神奈川県茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会
神奈川県鎌倉市
神奈川県鎌倉市民生委員児童委員協議会
神奈川県伊勢原市
神奈川県伊勢原市民生委員児童委員協議会
神奈川県三浦郡葉山町

神奈川県三浦郡葉山町民生委員児童委員協議会
神奈川県寒川町
神奈川県寒川町民生委員児童委員協議会
神奈川県西伊豆町
神奈川県西伊豆町民生委員児童委員協議会
横浜市社会福祉協議会
横浜市民生委員児童委員協議会
横浜市青葉区
横浜市青葉区民生委員児童委員協議会
横浜市鶴見区
横浜市鶴見区民生委員児童委員協議会
横浜市都筑区
横浜市緑区
横浜市緑区民生委員児童委員協議会
横浜市戸塚区社会福祉協議会
横浜市

社会福祉法人たすけあいゆい

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会
川崎市
川崎人権擁護委員協議会
川崎市民生委員児童委員協議会
川崎市多摩区社会福祉協議会
川崎市多摩区民生委員児童委員協議会
川崎市中原区社会福祉協議会
川崎市中原区民生委員児童委員協議会
川崎市幸区社会福祉協議会
川崎市幸区民生委員児童委員協議会
中部 新潟県民生委員児童委員協議会
東海 新潟県燕市民生委員児童委員協議会
北陸 新潟県魚沼市社会福祉協議会
新潟県長岡市
新潟県長岡市民生委員児童委員協議会
新潟県新発田市社会福祉協議会
新潟県新発田市民生委員児童委員連合会
新潟市民生委員児童委員協議会連合会
富山県
富山県社会福祉協議会
富山県民生委員児童委員協議会
富山県保育連絡協議会

横浜市泥亀地域ケアプラザ

富山県民間保育連盟
富山県保育士会
富山市社会福祉協議会
富山市民生委員児童委員協議会
富山県氷見市
富山県氷見市民生委員児童委員協議会
富山県南砺市
富山県南砺市民生委員児童委員協議会
呉西地区私立幼稚園・認定こども園連絡協議会
幼保連携型認定こども園

福野青葉幼稚園（富山県南砺市）

石川県社会福祉協議会
石川県民生委員児童委員協議会
石川県加賀市社会福祉協議会
石川県加賀市民生委員児童委員協議会
石川県能美市社会福祉協議会
石川県能美市民生委員児童委員協議会
山梨県
山梨県社会福祉協議会
山梨県民生委員児童委員協議会
山梨県甲府市
山梨県甲府市民生児童委員協議会
長野県社会福祉協議会
長野県民生委員児童委員協議会
長野県千曲市
長野県千曲市民生児童委員協議会
岐阜県民生委員児童委員協議会
岐阜県羽島市
岐阜県羽島市民生委員・児童委員協議会
岐阜県瑞浪市
岐阜県瑞浪市民生委員・児童委員協議会
静岡県
賀茂健康福祉センター
熱海健康福祉センター
東部健康福祉センター
御殿場健康福祉センター
富士健康福祉センター
中部健康福祉センター
西部健康福祉センター

静岡県社会福祉協議会
静岡県西伊豆町
静岡県西伊豆町民生委員児童委員協議会
静岡市社会福祉協議会
静岡市民生委員児童委員協議会
浜松市社会福祉協議会
浜松市民生委員児童委員協議会
愛知県一宮市
愛知県一宮市民生委員児童委員協議会
愛知県豊田市
愛知県豊田市民生委員児童委員協議会
三重県社会福祉協議会
三重県民生委員児童委員協議会
三重県東員町社会福祉協議会
三重県東員町民生委員児童委員協議会
近畿 滋賀県社会福祉協議会
滋賀県民生委員児童委員協議会連合会
滋賀県高島市
滋賀県高島市民生委員児童委員協議会連合会
滋賀県東近江市社会福祉協議会
滋賀県東近江市民生委員児童委員協議会
滋賀県彦根市
滋賀県彦根市民生委員児童委員協議会連合会
京都市
京都市民生児童委員連盟
京都市左京区
兵庫県
兵庫県民生委員児童委員連合会
兵庫県三田市
兵庫県三田市民生委員児童委員協議会
兵庫県西宮市

甲東地区民生委員・児童委員協議会

兵庫県高砂市
兵庫県高砂市民生委員児童委員協議会
兵庫県播磨町民生委員児童委員協議会
兵庫県稲美町民生委員児童委員協議会
神戸市
神戸市社会福祉協議会市民福祉大学
奈良県社会福祉協議会

奈良県民生児童委員連合会
奈良県桜井市
奈良県桜井市民生委員児童委員協議会
和歌山県
和歌山県社会福祉協議会
和歌山県民生委員児童委員協議会
和歌山県田辺市社会福祉協議会
中国 鳥取県社会福祉協議会
鳥取県民生児童委員協議会
鳥取県東伯郡民生委員児童委員協議会
島根県社会福祉協議会
島根県民生児童委員協議会
島根県安来市民生児童委員協議会
広島県社会福祉協議会
広島県民生委員児童委員協議会
山口県社会福祉協議会
山口県民生委員児童委員協議会
山口県平生町
山口県平生町民生委員児童委員協議会
四国 徳島県社会福祉協議会
徳島県民生委員児童委員協議会
徳島県三好市
徳島県三好市民生委員児童委員連絡協議会
香川県社会福祉協議会
香川県民生委員児童委員協議会連合会
香川県東かがわ市
香川県東かがわ市民生委員児童委員協議会
香川県善通寺市社会福祉協議会
香川県善通寺市民生委員児童委員協議会
香川県丸亀市社会福祉協議会
香川県丸亀市民生委員児童委員協議会連合会
愛媛県社会福祉協議会
愛媛県民生児童委員協議会
愛媛県宇和島市
愛媛県宇和島市民生委員児童委員協議会
愛媛県大洲市
愛媛県大洲市民生児童委員協議会
愛媛県松山市社会福祉協議会

愛媛県松山市民生児童委員協議会
高知県社会福祉協議会
高知県民生委員児童委員協議会連合会
九州 福岡県社会福祉協議会
福岡県民生委員児童委員協議会
福岡県岡垣町社会福祉協議会
福岡県岡垣町民生委員児童委員協議会
福岡県遠賀町民生委員児童委員協議会
福岡県芦屋町民生委員児童委員協議会
福岡県水巻町民生委員児童委員協議会
北九州市社会福祉協議会
北九州市民生委員児童委員協議会
福岡市
福岡市民生委員児童委員協議会
福岡市城南区
福岡市城南区民生委員児童委員協議会
福岡市早良区
福岡市早良区民生委員児童委員協議会
佐賀県社会福祉協議会
佐賀県民生委員児童委員協議会
長崎県社会福祉協議会
長崎県民生委員児童委員協議会
長崎県佐世保市民生委員児童委員協議会連合会
長崎県諫早市社会福祉協議会
長崎県諫早市民生委員児童委員協議会
熊本県社会福祉協議会
熊本県民生委員児童委員協議会
大分県社会福祉協議会
大分県民生委員児童委員協議会
宮崎県社会福祉協議会
鹿児島県社会福祉協議会
鹿児島県民生委員児童委員協議会

≪福祉職員キャリアパス対応型生涯研修課程 講師実績≫
◇『平成 26 年度福祉職員キャリアパス対応型生涯研修課程 指導者養成研修課程』修了
（全国社会福祉協議会 中央福祉学院）
[管理職員編]
秋田県社会福祉協議会
[チームリーダー編]
山形県社会福祉協議会
群馬県社会福祉協議会
千葉県社会福祉協議会
岐阜県社会福祉協議会
[中堅職員編]
山形県社会福祉協議会

福祉の領域にたずさわる方々に対する、研修の企画・立案、実施を担います。

合同会社 泉惠造研修企画工房
Workshop Keizo Izumi, LLC
－Training Program Provider for Social Service Related Professionals

住
所
電話／FAX
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

〒274-0816 千葉県船橋市芝山 3-30-16-102
047-468-0135
kenshu@koboizumi.com

公式サイト

http://www.koboizumi.com
研修企画実績、Official ブログ、Facebook（フェイスブック）、
ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）、 メールマガジン 等をご覧になれます。
9040003001066（13 桁）

法人ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ

※「研修企画工房」は泉惠造研修企画工房の登録商標です。登録第 5496097 号

