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累計合格者数１,０００人を突破 

第 9 回「介護福祉経営士 2 級」資格認定試験に 89 名が合格 

 

 

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会は、平成 28年 2月 21日（日）に、第 9回「介護福祉

経営士 2級」資格認定試験を実施しました。本日、試験の合格者番号を公示いたしましので、ここに

発表いたします。 

 

2級試験においては、全国 8会場（札幌市 1、仙台市 1、東京都千代田区 1、名古屋市 1、金沢市 1、

大阪市 1、福岡市 1、那覇市 1）で 144名が受験し、89名が合格しました（合格率 61.8％）。 

合格者は、当会への入会登録申請後、審査を経て「介護福祉経営士 2級」資格の認定を受け、認定

証が交付されます。 

なお、平成 25 年 4 月に第 1 回試験を実施して以来、2 級試験の受験者数は合計 1,891 名、合格者

数は同 1,085名となりました。 

 

■平成 28 年度試験日程 

 

次回は、第 10回「介護福祉経営士 2級」資格認定試験を、平成 28年 7月 10日（日）に実施しま

す。なお、平成 28年度の試験日程は下記の通り。 

＜平成 28 年度試験日程＞ 

■2 級 

第 10 回「介護福祉経営士２級」資格認定試験 平成 28 年 7 月 10 日（日） 

第 11 回「介護福祉経営士２級」資格認定試験 平成 28 年 11 月 13 日（日） 

第 12 回「介護福祉経営士２級」資格認定試験 平成 29 年 3 月 5 日（日） 

■1 級 

第 3 回「介護福祉経営士１級」資格認定試験 平成 28 年 11 月 13 日（日） 

 

 

〈本件に関するお問い合わせ先は、下記までお願いします〉 

一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会 事務局（星野・山口） 

TEL：03-3256-0571  FAX：03-3256-0572  Mail:info@nkfk.jp 



一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会  http://www.NKFK.jp 

◆第 9回「介護福祉経営士 2級」資格認定試験結果 

受験申込者数  160名 

受験者数  144名 

合格者数   89名 

受験率  90.0％ 

合格率  61.8％ 

 

【合格者の構成】 

○年齢別構成 

29歳以下    11名（合格者に占める割合 12.4％） 

30歳～39歳    43名（同 48.3％） 

40歳～49歳    21名（同 23.6％） 

50歳～59歳    13名（同 14.6％） 

60歳以上      1名（同  1.1％） 

 

○男女別構成 

男性   77名（合格者に占める割合 86.5％） 

女性   12名（同 13.5％） 

 

○勤務先の業種別構成 

介護施設・事業所   13名（合格者に占める割合 14.6％） 

金融機関  20名（同 22.5％） 

コンサルティング  5名（同  5.6％） 

医療機関  21名（同 23.6％） 

その他  30名（同 33.7％） 

 

○保有資格別構成（複数回答・上位 5位まで） 

医療経営士             36名（合格者に占める割合 40.4％） 

ホームヘルパー          14名（同 15.7％） 

介護福祉士、ケアマネジャー 各 12名（同各 13.5％） 

ファイナンシャルプランナー   10名（同 11.2％） 

 

○都道府県別構成（上位 5都府県／受験者の届け出住所地） 

東京都       18名（合格者に占める割合 20.2％） 

千葉県、大阪府  各 7名（同  7.9％） 

福岡県     6名（同  6.7％） 

北海道     5名（同 5.6％） 
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◆「介護福祉経営士」の活動を支える地域支部 

  お互いの経営課題を持ち寄って解決策を検討したり、学習や人脈づくりに役立てたりする活

動基盤として、全国に地域支部を設置し、研究会・勉強会等を継続的に行っています。 

 

 

支部 支部長 所属 

北海道 谷内 好 社会福祉法人渓仁会理事長 

東北 齊藤 淳 社会福祉法人楽晴会理事長 

関東 時田 純 社会福祉法人小田原福祉会理事長 

一般社団法人 24時間在宅ケア研修会理事長 

東海 中澤 明子 社会福祉法人せんねん村常務理事・総合施設長 

医療法人仁医会専務理事 

一般社団法人これからの福祉と医療を実践する会理事長 

北信越 宮島 渡 社会福祉法人恵仁福祉協会 

高齢者総合福祉施設アザレアンさなだ総合施設長 

関西 松本 力 社会医療法人愛仁会常務理事・本部局長 

大阪府介護老人保健施設協会理事・顧問 

大阪府私立病院協会事務長会会長 

中国 廣江 研 社会福祉法人こうほうえん理事長 

四国 山本 恵子 社会福祉法人ふるさと自然村理事長 

九州 冨永 健司 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団理事長 

敬称略
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◆一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会 概要 

 ○ 設立  ：平成 24年 9月 3日 

○ 所在地 ：東京都千代田区神田東松下町 17番地 もとみやビル 3階 

○ 役員一覧 

 

役職 氏名 所属 

代表理事 多田 宏 元・社団法人シルバーサービス振興会理事長 

元・厚生省事務次官 

副代表理事 北島 政樹 国際医療福祉大学学長 

元・慶應義塾大学病院病院長 

元・慶應義塾大学医学部医学部長 

副代表理事 時田 純 社会福祉法人小田原福祉会理事長 

一般社団法人 24時間在宅ケア研究会理事長 

理事 大橋 謙策 公益財団法人テクノエイド協会理事長 

元・日本社会事業大学学長 

理事 小笠原 浩一 東北福祉大学大学院総合福祉学研究科教授 

日本介護経営学会副会長 

理事 川渕 孝一 東京医科歯科大学大学院 

医歯学総合研究科 医療経済学分野 教授 

理事 清水 康之 特定非営利活動法人福祉総合評価機構理事長 

元・川崎医療福祉大学教授 

元・厚生省児童家庭局長 

理事 中澤 明子 社会福祉法人せんねん村常務理事・総合施設長 

医療法人仁医会専務理事 

一般社団法人これからの福祉と医療を実践する会理事長 

理事 林 諄 株式会社日本医療企画代表取締役 

株式会社ヘルスケア総合政策研究所代表取締役 

監事 太田 孝昭 OAG税理士法人代表社員 

社会福祉法人福田会理事長 

敬称略・順不同 

 


