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【社会福祉功労】

１　受賞者・受賞団体数

８８４名、５７団体

２　表彰の概要

（１）民生委員・児童委員功労者

　多年にわたり、民生委員・児童委員として、社会福祉の推進に
貢献し、その功績が顕著なもの

（338 名） 1 頁

（２）民生委員優良活動団体

　多年にわたり、民生委員活動を積極的に行っている団体であっ
て、その功績が顕著なもの

（33 団体） 8 頁

（３）共同募金運動奉仕者・団体

（30 名） 10 頁

（24 団体） 11 頁

（４）社会福祉事業従事功労者

　多年にわたり、社会福祉事業の従事者として、その業務に精励
し、その功績が顕著なもの

(299 名） 12 頁

（５）社会福祉事業関係団体功労者

　多年にわたり、社会福祉事業関係団体の役員等として、社会福
祉事業の発展のために貢献し、その功績が顕著なもの

（41 名） 24 頁

（６）福祉事務所等職員功労者

　多年にわたり、福祉事務所等職員として、社会福祉行政の円滑
な運営に常に努力を重ね、地域社会の人々の福祉の向上に貢献
し、その功績が顕著なもの

(152 名） 26 頁

（７）生活保護指導職員等功労者

　多年にわたり、生活保護指導職員等として、生活保護行政の適
切な運営に常に努力を重ね、その功績が顕著なもの

(17 名） 33 頁

（８）地域福祉活動功労者

　多年にわたり、地縁による団体の役員として、率先して地域福
祉活動を行い、その功績が顕著なもの

(7 名） 34 頁

【ボランティア功労】

１　受賞者・受賞団体数

５５名、１５６団体

２　表彰の概要

（55 名） 35 頁

（156 団体） 37 頁

厚生労働大臣表彰

　多年にわたり、福祉分野などでボランティア活動を率先して行い、
またはボランティア活動への支援を行うなど、その功績が顕著なもの

（内訳）表彰区分

　多年にわたり、共同募金運動の推進のための奉仕者・団体とし
て、率先して活動を行い、その功績が顕著なもの

頁



 厚生労働大臣表彰

民生委員・児童委員功労者

 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

北海道 今村　美弥子

北海道 甲田　直嗣

北海道 髙橋　信子

北海道 千葉　一男

北海道 本田　光一

北海道 山下　道子

青森県 石澤　享子

青森県 大湯　惠津子

青森県 平野　悦子

岩手県 及川　昇

岩手県 河東　智子

岩手県 髙畑　小三郎

岩手県 竹野　武子

宮城県 岡﨑　正利

宮城県 佐々木　喜枝

宮城県 宮城　隆雄

秋田県 田中　義則

秋田県 田村　利満

秋田県 戸田　公雄

山形県 板垣　壯典

山形県 伊藤　宏

山形県 加藤　眞弓

福島県 伊藤　哲雄

福島県 佐藤　寛子

福島県 細谷　寿江

茨城県 飯泉　孝司

茨城県 岩月　榮子

茨城県 倉持　嘉男

茨城県 長島　洋治

栃木県 磯　勝子

栃木県 井本　正司

栃木県 小磯　英夫

群馬県 飯塚　幸枝

群馬県 小林　進

群馬県 前田　行雄

埼玉県 青木　裕子

埼玉県 大橋　登喜夫

埼玉県 三瓶　スミ子

埼玉県 鈴木　康夫

埼玉県 武田　和子

埼玉県 吉田　豊子

千葉県 岡田　はる美

千葉県 坂井　眞由美

千葉県 髙橋　明子

千葉県 冨田　清

千葉県 吉本　葉子

東京都 谷　幸子

東京都 小村　眞理
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 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

東京都 下村　咲子

東京都 須藤　正

東京都 田中　茂和

東京都 内藤　孝雄

東京都 畠山　香壽惠

東京都 松澤　好男

東京都 吉本　みな子

神奈川県 鎌田　茂之

神奈川県 笹谷　月慧

神奈川県 三觜　壽則

神奈川県 村瀬　てる代

新潟県 阿部　常子

新潟県 長谷川　芙美子

富山県 山岸　玲子

石川県 加藤　政雄

石川県 武田　幸次

石川県 竹田　百合子

石川県 德野　三知應

石川県 新田　秀逸

石川県 東　伸明

石川県 舩本　定子

石川県 前野　英次

石川県 松村　和子

福井県 富田　榮

福井県 山崎　喜重

福井県 吉田　昭宣

山梨県 丸山　喜美子

山梨県 望月　信子

山梨県 山本　好子

長野県 土屋　珠江

長野県 永田　繁江

長野県 堀篭　幸子

岐阜県 中澤　なみ子

岐阜県 馬場　光一

静岡県 川口　育代

静岡県 田中　孝子

静岡県 森田　一久

愛知県 小栗　照夫

愛知県 加藤　恒二

愛知県 下里　太喜

愛知県 森川　小夜子

愛知県 由良　俊英

三重県 安藤　幸子

三重県 伊藤　和子

三重県 大門　眞津子

三重県 河村　照美

三重県 西城　彰男

三重県 塩谷　光久

三重県 塩津　史子

三重県 中川　長子
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 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

三重県 中村　充

三重県 八田　重次

三重県 松田　敏己

三重県 村田　哲也

三重県 山川　良樹

三重県 山本　さな

滋賀県 小松　多喜子

滋賀県 田邉　多美子

滋賀県 長谷川　すみ子

京都府 中川　國彦

京都府 福川　昭男

京都府 吉川　園子

大阪府 西　人

大阪府 中野　重和

大阪府 前田　厚子

大阪府 岡　賀子

兵庫県 岡本　直子

兵庫県 岡本　佑子

兵庫県 田中　和美

兵庫県 矢羽田　德子

奈良県 木谷　千津子

奈良県 永田　善弘

奈良県 吉田　小夜子

和歌山県 石田　節子

和歌山県 福田　行男

鳥取県 一岡　忠司

鳥取県 井中　信一

鳥取県 　聡

島根県 三島　悦

岡山県 楳溪　幸子

岡山県 福圓　良子

岡山県 眞木　好之

広島県 岡野　恒二

広島県 西川　節夫

広島県 福永　眞千子

山口県 石川　和芳

山口県 伊藤　信弘

山口県 中　元

山口県 森田　葉子

徳島県 原井　知代子

徳島県 村井　純子

徳島県 森中　順子

香川県 大岡　子

香川県 野崎　紀子

香川県 松下　雄

愛媛県 青木　眞利恵

愛媛県 池田　匠子

愛媛県 日野　郁子

高知県 小野川　益基

高知県 川下　清喜
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 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

高知県 宮地　亀好

福岡県 千代原　一惠

福岡県 中道　フサ子

福岡県 西津　雅子

福岡県 古見　悦子

佐賀県 大隈　直美

佐賀県 無津呂　幸子

佐賀県 渡辺　惠

長崎県 太田　秀夫

長崎県 宮﨑　勝代

長崎県 來德　登喜子

熊本県 杉本　陽子

熊本県 西田　清美

熊本県 吉田　和信

大分県 江藤　まつみ

大分県 久恒　光子

大分県 藤本　節子

宮崎県 小妻　由布子

宮崎県 﨑村　洋子

宮崎県 佐保　恭博

宮崎県 横瀬　鉄郎

鹿児島県 茅原　眞理子

鹿児島県 肥後　順子

鹿児島県 牧之瀬　良子

鹿児島県 山下　健藏

沖縄県 玉城　一恵

沖縄県 山城　静子

札幌市 下村　晃

札幌市 千秋　由紀子

札幌市 野村　子

仙台市 飯塚　定男

仙台市 後藤　郁雄

仙台市 佐々木　茂

さいたま市 浅倉　光子

さいたま市 岡本　則子

さいたま市 島田　壽子

千葉市 清水　葉子

千葉市 田　真貴子

千葉市 戸井　良弘

横浜市 紅林　千津子

横浜市 本田　桂子

横浜市 松浦　正義

横浜市 渡　多喜男

川崎市 伊藤　孝子

川崎市 竹仲　密昭

川崎市 向井　ふみじ

相模原市 内山　妙子

相模原市 三幣　芙佐子

新潟市 鹿島　裕美子

新潟市 豊岡　敬子
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 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

新潟市 宮沢　佐代子

静岡市 清野　文雄

静岡市 宗　萬里

浜松市 井村　元子

名古屋市 小出　弘子

名古屋市 原田　美津子

京都市 射場　和子

京都市 津　かづ子

京都市 馬塲　善久

大阪市 岸本　明典

大阪市 野　太一郎

大阪市 千田　守男

大阪市 羽鹿　誠一

堺市 谷　達郎

堺市 梁間　久夫

堺市 三木　準一

神戸市 市橋　祐子

神戸市 稲垣　かつ代

神戸市 中田　裕康

岡山市 野﨑　実

岡山市 福光　光一

岡山市 光岡　嘉子

広島市 岡本　和三

広島市 金子　郁枝

広島市 中野　玲子

北九州市 馬場　京子

北九州市 増田　常

北九州市 松下　喜久代

福岡市 岡本　幸代

福岡市 谷村　幸子

福岡市 鳥飼　京子

熊本市 内原　富美子

熊本市 久保田　節子

熊本市 小島　とよ子

函館市 武山　いく子

函館市 中村　ひでの

旭川市 窪田　静一

旭川市 小島　惠美子

青森市 近藤　裕子

青森市 中村　良子

八戸市 荒川　繁信

八戸市 久保沢　清二

秋田市 相原　彰子

秋田市 村松　功英

山形市 太田　貞雄

山形市 西塔　淳子

山形市 柴田　京子

山形市 茂木　美雪

福島市 幕田　由美子

郡山市 白井　智子
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 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

いわき市 伊藤　みよ子

いわき市 小松　実千江

水戸市 雨谷　多江子

水戸市 菊地　則行

宇都宮市 竹原　祥子

宇都宮市 野中　信夫

前橋市 島田　剛志

前橋市 服部　尚子

高崎市 新井　正昭

高崎市 遠山　洋子

川越市 谷内　正代

川越市 貫井　壽子

川口市 綿引　とき江

越谷市 内田　裕見子

越谷市 島田　富子

船橋市 内藤　富江

船橋市 府野　れい子

柏市 成島　すい

柏市 沼部　光子

八王子市 島﨑　誠

八王子市 永井　五月雄

横須賀市 風戸　芳樹

横須賀市 八木　眞弓

富山市 石坂　啓三

富山市 竹中　敏一

富山市 中村　正弘

富山市 細野　忠

金沢市 中崎　龍雄

金沢市 藤　美枝子

福井市 川中　洋治

福井市 黒川　俊枝

甲府市 井出　學

甲府市 柄沢　眞

松本市 横山　百合子

岐阜市 本田　順一

豊田市 北村　眞美

豊田市 藤井　玲子

大津市 呉屋　之保

大津市 竹本　勝

豊中市 中村　光昭

豊中市 濵　節子

吹田市 宮本　修

吹田市 渡邉　眞

高槻市 秋山　宗由

高槻市 下村　和子

枚方市 岸本　良子

枚方市 中口　勝代

八尾市 藤岡　憲明

八尾市 吉村　とみ子

寝屋川市 石川　とみ子
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 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

寝屋川市 吉原　孝枝

東大阪市 乾野　好久

東大阪市 丸若　恒雄

姫路市 浦岡　貴與美

尼崎市 阿部　光子

明石市 坂　文子

明石市 橋田　ちづ代

西宮市 佐川　和子

西宮市 本田　三延

奈良市 三國　良子

奈良市 森山　節子

和歌山市 中嶋　滋

和歌山市 秦野　勉

鳥取市 木下　義臣

鳥取市 田中　和子

松江市 佐藤　昭雄

倉敷市 内田　浩二

倉敷市 永瀨　潤一

呉市 玉置　孝枝

呉市 藤原　健志

下関市 上野　幸子

下関市 山中　由美子

高松市 深田　幸夫

松山市 曽我部　八重子

松山市 山城　喜武

高知市 山﨑　文太

久留米市 池田　喜次

久留米市 山田　三男

長崎市 大岡　征子

佐世保市 桑原　俊子

佐世保市 　美代子

大分市 伊勢嶋　耐子

大分市 松本　豊

宮崎市 井上　順子

宮崎市 冨髙　水穗子

鹿児島市 金井　ユリ子

鹿児島市 小牧　眞由美

鹿児島市 前本　恭子

那覇市 伊佐　和子

那覇市 山内　ヨシ子
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民生委員優良活動団体

 自治体名 　　　　氏　名　　・　　団　体　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

青森県 むつ市大湊地区民生委員児童委員協議会 むつ市

岩手県 北上市黒沢尻北地区民生委員児童委員協議会 北上市

秋田県 横手市雄物川民生児童委員協議会 横手市

栃木県 黒磯地区民生委員児童委員協議会 那須塩原市

群馬県 神流町民生委員児童委員協議会 多野郡神流町

埼玉県 深谷市岡部地区民生委員・児童委員協議会 深谷市

千葉県 根郷地区民生委員児童委員協議会 佐倉市

東京都 江戸川区民生・児童委員協議会 江戸川区

滋賀県 多賀町民生委員児童委員協議会 犬上郡多賀町

京都府 与謝野町民生児童委員協議会 与謝郡与謝野町

大阪府 茨木市民生委員児童委員協議会 茨木市

兵庫県 宍粟市山崎民生委員児童委員協議会 宍粟市

奈良県 磐園地区民生児童委員協議会 大和高田市

和歌山県 新宮市民生委員児童委員協議会 新宮市

鳥取県 灘手地区民生児童委員協議会 倉吉市

山口県 光市第一地区民生委員児童委員協議会 光市

徳島県 美馬市木屋平地区民生委員児童委員協議会 美馬市

熊本県 南関町民生委員児童委員協議会 玉名郡南関町

札幌市 札幌市厚別区厚別西地区民生委員児童委員協
議会

札幌市

仙台市 西多賀地区民生委員児童委員協議会 仙台市

千葉市 千葉市第５１１地区民生委員児童委員協議会 千葉市

横浜市 横浜市瀬谷区南瀬谷地区民生委員児童委員協
議会

横浜市

川崎市 中原区小杉第２地区民生委員児童委員協議会 川崎市

名古屋市 新栄民生委員児童委員協議会 名古屋市
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 自治体名 　　　　氏　名　　・　　団　体　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

京都市 大枝学区民生児童委員協議会 京都市

神戸市 神戸市北区西鈴蘭台地区民生委員児童委員協
議会

神戸市

広島市 広島市南区青崎地区民生委員児童委員協議会 広島市

北九州市 北九州市八幡西区千代地区民生委員児童委員
協議会

北九州市

福岡市 福岡市博多区第７地区民生委員児童委員協議
会

福岡市

八戸市 八戸市田面木地区民生委員児童委員協議会 八戸市

宇都宮市 陽南地区民生委員児童委員協議会 宇都宮市

和歌山市 楠見地区民生委員児童委員協議会 和歌山市

那覇市 首里第二民生委員児童委員協議会 那覇市
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共同募金運動奉仕者

 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

青森県 佐藤　鈴子

岩手県 大下　正

宮城県 齋藤　俊美

宮城県 須藤　弘

茨城県 佐藤　幸正

茨城県 杉山　イネ

埼玉県 立川　文子

埼玉県 増渕　將

千葉県 矢口　見

東京都 木村　温眞

東京都 寺本　亮洞

神奈川県 中畑　信行

神奈川県 新田　清美

京都府 尾﨑　義明

奈良県 城垣　圭一郎

山口県 佐伯　泰司

徳島県 山田　京子

香川県 尾藤　修市

愛媛県 德永　米子

さいたま市 岡田　弘俊

さいたま市 田中　岑夫

横浜市 奥津　倫子

川崎市 伊東　正光

大阪市 大垣　純一

広島市 山口　厚司

北九州市 一丸　正一

北九州市 畠中　聡之

熊本市 西村　正一

秋田市 藤澤　浩

松山市 古川　由加里
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共同募金運動奉仕団体

 自治体名 　　　　氏　名　　・　　団　体　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

青森県 板柳町行政連絡員協議会 北津軽郡板柳町

茨城県 日立市コミュニティ推進協議会 日立市

群馬県 富岡市区長会 富岡市

埼玉県 蕨市民生委員・児童委員協議会連合会 蕨市

千葉県 八千代市赤十字奉仕団 八千代市

東京都 社会福祉法人興望館 墨田区

神奈川県 善行地区老人クラブ連合会 藤沢市

福井県 越前地区婦人福祉協議会 丹生郡越前町

静岡県 株式会社清水銀行 静岡市

三重県 伊勢市女性団体連絡協議会 伊勢市

兵庫県 小野市民生児童委員協議会 小野市

奈良県 株式会社杉本カレンダー奈良工場 磯城郡川西町

鳥取県 上井地区民生児童委員協議会 倉吉市

岡山県 神在地区社会福祉協議会 総社市

山口県 有限会社吉岡土建 阿武郡阿武町

徳島県 東みよしＴＦ 三好郡東みよし町

宮崎県 学校法人久保学園都城高等学校 都城市

沖縄県 北谷町老人クラブ連合会 中頭郡北谷町

さいたま市 日本ボーイスカウト埼玉県連盟さいたま第２
１９団

さいたま市

川崎市 神木本町自治会 川崎市

相模原市 新磯地区民生委員児童委員協議会 相模原市

広島市 広島市西区井口明神地区共同募金委員会 広島市

横須賀市 港南地区民生委員児童委員協議会 横須賀市

鹿児島市 上花棚町内会 鹿児島市
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社会福祉事業従事功労者

 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

北海道 野　尻　知恵子 （こども園）夕張保育協会ゆうばり丘の上こども園園長

青森県 五十嵐　美　加 （児厚）黒石市立西部児童館総括主任兼児童厚生員

青森県 工　藤　あゆみ （児厚）黒石市立北地区児童センター総括主任兼児童厚生員

青森県 村　上　礼　子 （社福）藤聖母園弘前大清水ホーム看護主任

岩手県 鈴　木　清　子 （社福）金ケ崎町社会福祉協議会放課後等デイサービスクレヨン管
理者

岩手県 多　田　秀　子 （社福）遠野市社会福祉協議会ヘルパーステーション薬研淵所長

岩手県 向川原　　　嚴 知的障害者相談員

岩手県 渡　辺　祥　子 （社福）滝沢市保育協会ふうりん保育園保育士

宮城県 浅　野　律　子 （その他）県北地域福祉サービスセンターセンター長

宮城県 及　川　公　子 （障害福祉）恵泉会サービス管理責任者兼生活支援員

宮城県 小　湊　千　浩 （保育所）八幡保育所所長

宮城県 酒　井　文　仁 （養護老人）きたかみ園調理員

宮城県 白　井　　　玄 （相談）ステップワン管理者

宮城県 松　浦　友　美 （その他）地域支援センターなごみな所長

秋田県 青　山　裕　子 （保育所）花輪さくら保育園保育士

秋田県 有　原　養　子 （保育所）にしの杜保育園園長

秋田県 小野崎　和　司 （養護老人等）秋田県南部老人福祉総合エリア管理者

秋田県 加　藤　敦　美 （保育所）醍醐保育園園長

秋田県 川　村　金　高 （障害支援施設）桐ヶ丘施設長

秋田県 鈴　木　珠　美 （児童養護）陽清学園園長補佐

山形県 櫻　井　敏　幸 （障害支援施設）総合コロニー希望が丘ひめゆり寮副寮長（兼）総
括援助専門員

山形県 佐　藤　佐保子 （特養）介護老人福祉施設池幸園介護指導員

山形県 清　野　利　洋 （障害支援施設）梓園園長

山形県 平　　　憲　治 （養護老人）おいたま荘荘長
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

山形県 深　瀬　善　信 （救護）泉荘荘長

山形県 堀　　　由美子 （老人デイ）デイサービスセンターあずま事業管理者

栃木県 穴　原　綱　子 （発達センター）ぱれっとクラブあしかが所長

栃木県 飯　塚　敏　子 （保育所）足利市三重保育所所長

栃木県 遠　藤　充　子 （障害支援施設）マ・メゾン光星施設長

栃木県 塩　谷　秀　士 （障害支援施設）栃の葉荘生活支援員

栃木県 中　田　安　孝 （特養）佐野サンリバー支援センター長

栃木県 藤　生　か　よ （保育所）やままえ保育園副園長

群馬県 川　上　季　和 （児童養護）鐘の鳴る丘少年の家施設長

群馬県 久保田　佳　代 （障害福祉）てんしゃば生活支援員

群馬県 髙　梨　弘　孝 （こども園）かわば森のこども園園長

群馬県 生　巣　　　晋 （相談）あがつま相談支援センターやまばと管理者兼主任相談支援
員

群馬県 新　嶋　京　子 （特養）のぞみの苑調理員

群馬県 古　谷　忠　之 （特養）ハーモニー広沢施設長

埼玉県 恩　田　隆　弘 （障害支援施設）社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団副理事長（あ
げお園長兼務）

埼玉県 勝　田　京　子 （特養）東松山ホーム看護師

埼玉県 小　林　三知子 （社福）深谷藤沢福祉会監事

埼玉県 田　島　則　夫 （障害福祉）コスモスハイツ支援員

埼玉県 松　田　賢　治 （乳児院）富士見乳児院施設長

千葉県 青　野　順　子 （特養）みどり荘事務長

千葉県 麻　生　千恵子 （乳児院）聖愛乳児園保育士

千葉県 近　藤　千賀代 （保育所）須賀保育園保育士

千葉県 志　村　すい子 （保育所）慶櫻市野谷保育園施設長

東京都 秋　山　秀　阿 （保育所）光徳保育園園長

東京都 櫻　井　眞　里 （特養）日の出紫苑施設長
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

東京都 平　本　玲　子 （乳児院）東京恵明学園乳児部　施設長

神奈川県 秋　森　ちあき （保育所）二葉保育園副主任保育士

神奈川県 飯　塚　裕　子 （保育所）比々多保育園園長

神奈川県 多　田　佐智子 （保育所）なでしこ第２保育園園長

神奈川県 丸　山　裕　子 （障害児入所）社会福祉法人聖テレジア会鎌倉療育医療センター小
さき花の園保育士

新潟県 安　藤　かよ子 （居宅）（社福）長岡市社会福祉協議会訪問介護員

富山県 黒　川　博　子 （特養）清寿荘介護長

富山県 長　原　万里子 （特養）二上万葉苑看護師

富山県 干　場　睦　子 （特養）きらら介護職員

富山県 牧　野　久美子 上市町ホームヘルパーステーションサービス提供責任者

石川県 竹　田　宏　美 （保育所）野々市市立あすなろ保育園園長

石川県 竹　平　紀　子 （養護老人）養護老人ホーム第二松寿園施設長

石川県 竹　村　利津子 （保育所）山中ふたば保育園園長

石川県 長　谷　勝　信 （障害福祉）つばさの会統括施設長

石川県 端　　　久　美 （特養）特別養護老人ホーム福寿園兼地域密着型特別養護老人ホー
ム鶴来ふくまるハウス

福井県 木　村　典　子 （こども園）認定こども園たいら保育園園長

福井県 田　中　優　香 （こども園）たんぽぽ認定こども園園長

福井県 西　川　文　博 （相談）友愛会相談支援センター（やすらぎの郷）所長補佐

福井県 藤　澤　佳　江 （障害福祉）コミュニティかすみ生活支援員

福井県 三　嶋　初　美 （特養）大野和光園看護職員

福井県 三田村　清　美 （特養）第２和上苑施設長

山梨県 浅　川　まゆみ （居宅）グループホームやすらぎ管理者

山梨県 石　田　幸　美 （こども園）菜の花こども園副園長兼任主幹保育教諭

山梨県 東　條　美　奈 （保育所）南アルプス市立若草保育所長

山梨県 新　津　英　男 （障害支援施設）山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮管理課
長
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

山梨県 山　本　美　咲 （障害支援施設）宝山寮サービス管理責任者

山梨県 渡　邊　千恵美 （特養）小山荘介護職員

長野県 坂　内　孝　之 （社福）坂城福祉会理事長兼総合施設長

岐阜県 伊　藤　園　美 （障害児入所）岐阜県立ひまわりの丘第一学園園長

岐阜県 髙　木　房　代 （障害支援施設）岐阜県立三光園ケアワーカー

岐阜県 武　藤　く　に （相談）ひまわりの丘地域生活支援センターケアワーカー

静岡県 石　井　昌　明 （社福）あしたか太陽の丘障害者支援施設あまぎ学園施設長

静岡県 佐　野　光　正 （社福）春風会あしたかホーム副施設長

愛知県 伊　藤　　　毅 （特養）愛厚ホーム一宮苑苑長

三重県 池　田　敬　子 （社福）名張市社会福祉協議会介護支援課居宅介護支援事業所「ふ
れあい」主任

三重県 大　田　ひとみ （社福）名張市社会福祉協議会介護支援課老人福祉センター「ふれ
あい」主任

三重県 千代田　由　香 （社福）四日市市社会福祉協議会訪問介護事業所訪問介護員

三重県 前　村　裕　司 （社福）伊勢市社会福祉協議会事務局長

三重県 森　田　晴　美 （社福）四日市市社会福祉協議会訪問介護事業所訪問介護員

滋賀県 川那部　祐　昌 （こども園）しろふじ保育園副園長

滋賀県 北　野　富美代 （特養）坂田青成苑療養副部長・看護職員

滋賀県 塚　本　秀　一 （こども園）「保育の家しょうなん」園長

滋賀県 藤　原　明　彦 （社福）彦根市社会福祉協議会北老人福祉センター所長

滋賀県 元　部　明　江 （社福）東近江市社会福祉協議会ヘルパーステーションゆうあいの
家主任主事（管理者）

滋賀県 山　田　育　代 （居宅）悠紀の里居宅介護支援事業所管理者兼介護支援専門員

京都府 大　木　　　環 （保育所）ゆうかり乳児保育所保育士

京都府 奥　村　勝　弘 （障害福祉）花ノ木医療福祉センター准看護師

京都府 小　林　　　修 （その他）綾部市西部地域包括支援センターセンター長

京都府 瀬　川　裕美子 （障害支援施設）ききょうの杜支援員

京都府 鍋　島　　　緑 （児童養護）舞鶴学園児童指導員
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

京都府 山　本　節　子 （養護老人）成相山青嵐荘調理員

大阪府 大　橋　　　裕 （養護老人）四天王寺松風荘支援員

大阪府 片　岡　正　年 （相談等）愛の家相談支援専門員

大阪府 佐々木原　明美 （こども園）認定こども園アンビー保育教諭

大阪府 田　端　誉　富 （障害者支援施設）ゆかりの里施設長

大阪府 平　居　啓　治 （無低診療）泉尾病院院長

大阪府 宮　田　　司 （特養）遊づる施設長

兵庫県 近　江　佐惠子 （保育所）有岡乳児保育所副主任保育士

兵庫県 奥　　　正　樹 （その他）浜坂温泉保養荘支配人

兵庫県 谷　垣　眞　弓 （保育所）豊陵保育園主任保育士

兵庫県 椿　野　美恵子 （乳児院）くれよん保育士

奈良県 井　上　栄　子 （こども園）片岡の里こども園保育教諭

奈良県 上　嶋　智　子 （こども園）いこまこども園保育教諭

奈良県 大　中　たけ子 （障害支援施設）大淀園生活支援員

奈良県 岡　田　　　悟 （児童養護）大和育成園施設長

奈良県 清　水　靖　子 （養護老人）慈母園支援員

奈良県 松　本　勝　利 （相談）インクルーシブケアセンター美吉野園美吉野園相談支援セ
ンター相談支援員

和歌山県 植　山　良　典 （障害支援施設）悠久の杜生活支援部副部長

和歌山県 小　南　千恵子 （障害福祉）生活介護事業所リハビリ橋本Ⅱサービス管理責任者

和歌山県 冨　田　安　子 （老短期入所）在宅複合型施設グリーンヴィレッジ古座川介護係長

和歌山県 野　上　紀　代 （こども園）橋本こども園園長

和歌山県 廣　瀬　令　子 （その他）グループホームもみの樹介護職員

和歌山県 舩　木　栄　子 （障害児通所）桃郷常務理事

鳥取県 内　田　清　光 （相談）和おんセンター長

鳥取県 門　脇　智　子 （保育所）車尾保育園園長
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鳥取県 塩　　　俊　英 （特養）湯梨浜はごろも苑苑長

鳥取県 谷　本　弓美子 （障害支援施設）ヴェルヴェチアサービス管理責任者係長

鳥取県 逸　見　桂　子 （障害支援施設）もみの木園支援課長

岡山県 宇那木　靖　子 （社福）田邑保育園園長

広島県 石　見　昌　己 （無低診療）広島病院次長兼臨床工学室長

広島県 貞　保　治　喜 （障害福祉）西の池学園グループホーム施設長

広島県 田　部　知　紀 （障害支援施設）西の池学園サービス管理責任者

広島県 原　　　啓　子 （障害福祉）未来図主任生活支援員

山口県 久　保　志津香 （その他）周南東部地域包括支援センター看護師

山口県 白　石　正　典 （保育所）琴崎保育園園長

山口県 髙　杉　直　江 （特養）光葉苑介護職員

山口県 田　中　由美子 （障害支援施設）山口県コロニー協会栄養士

山口県 村　岡　　　博 （保育所）荘宮寺保育園園長

山口県 山　根　紀　子 （特養）松寿苑介護職員

徳島県 北　内　久　子 （特養）長生園施設長

徳島県 清　水　悦　子 （保育園）板東みやま保育園園長

徳島県 竹　田　富　代 （その他）勝浦町地域包括支援センター保健師

徳島県 西　田　健　人 （特養）ねんりん施設長

徳島県 堀　本　孝　博 （相談）おりなす参与（相談支援専門員）

香川県 石　原　美智子 （保育所）南部保育所保育士

香川県 岩　倉　眞由美 （救護）萬象園主任看護師

香川県 岡　根　あつみ （保育所）白方保育所保育士

香川県 川　西　基　雄 （特養老人）リベラルサンシャイン施設長

香川県 山　西　　　恭 （障害支援施設）朝日園賃金向上達成指導員

愛媛県 大　野　公　代 （社福）大洲市社会福祉協議会訪問介護事業所東大洲訪問介護員
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福岡県 沖　　　幸　治 特別養護老人ホーム副施設長兼事務長

福岡県 片　山　聖　子 児童養護施設管理栄養士

福岡県 田　中　則　子 保育所保育士

福岡県 安　増　　　妙 障害者支援施設支援員

福岡県 渡　邉　康　智 障害者支援施設施設長

佐賀県 中　尾　律　子 （保育所）青葉保育園園長

熊本県 菊　池　ミ　カ （児童養護）八代ナザレ園保育士

熊本県 田　上　玲　子 玉東町ホームヘルパーステーション訪問介護員

熊本県 原　田　順　也 社会福祉法人勝縁会理事長

熊本県 三　宅　浩　徳 （救護）天草園副施設長

大分県 池　田　早　苗 （障害支援施設）博愛会福祉農場コロニー久住施設長

大分県 岩　井　由　美 （養護老人）亀鶴苑看護職員

大分県 宇　川　員　代 （養護老人）常楽荘キャンティーン所長

大分県 白　根　智　代 （障害福祉）大分療育センターりんく看護師

大分県 末　　　裕　子 （障害福祉）めじろ園支援課課長

大分県 松　並　勇　治 （老人デイ）八つ星の丘所長

宮崎県 甲　斐　由美子 （障害者支援施設）相談員

宮崎県 芝　　　洋　子 （居宅）訪問介護員

鹿児島県 江　良　伸　一 事務長

鹿児島県 國　光　政　江 主査支援員

鹿児島県 出　口　和　代 副施設長

鹿児島県 福　岡　亮　一 施設長

鹿児島県 松　林　大　生 園長

鹿児島県 松　山　美年子 通所介護員

沖縄県 石　嶺　元　子 （保育所）喜名保育園園長
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沖縄県 花　城　千枝子 （保育所）ひよどり保育園園長

札幌市 谷　　　恵　子 （保育所）まごころ保育園調理員

札幌市 森　　　幸　子 （保育所）菊水元町第二保育園保育教諭

仙台市 伊　藤　敏　江 （障害福祉）パルいずみ副管理者

仙台市 髙　橋　恵美子 （居宅）仙台福祉サービス協会ヘルパーステーション所長ほか

仙台市 土　屋　志津子 （こども園）仙台保育園園長

仙台市 中津川　千　鶴 （障害支援施設）禎祥ワークキャンパス生活支援員

仙台市 渡　邉　真由美 （母子生活）仙台つばさ荘主任母子支援員

さいたま市 鈴　木　孝　幸 （特養）尚和園生活相談員

さいたま市 鶴　若　浩　行 （障害福祉）春光園園長

さいたま市 山　下　和　彦 （社福）欣彰会企画・事業部長

千葉市 野　田　和　孝 （老人福祉センター）指導員

千葉市 福　田　陽　一 （老人福祉センター）指導員

横浜市 近　藤　清　子 （保育所）社会福祉法人しののめ会しののめ保育園保育士

横浜市 鈴　木　綾　子 （救護）社会福祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会救護施設岡野福
祉会館主任

横浜市 渡　辺　紀　子 （保育所）利正寺保育園副園長

川崎市 黒　田　千　晴 社会福祉法人長寿福祉会ふくじゅ保育園主任保育士

静岡市 森　山　明　夫 （社福）恩賜財団済生会静岡済生会療育センター令和施設長

名古屋市 加　藤　　　朗 （障害支援施設）名古屋市総合リハビリテーションセンター就労支
援員

名古屋市 長谷川　弘　顕 （保育所）名港保育園施設長

名古屋市 村　井　辰　彦 （障害支援施設）一粒荘副荘長

京都市 伊　﨑　友　絵 （母子生活）野菊荘事務員

京都市 片　岡　滋　夫 （保育所）椥辻こども園施設長

京都市 橋　本　さかゑ （保育所）こばと夜間保育園施設長

大阪市 木　田　博　之 （救護）じきょう事務局長
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大阪市 田　辺　正　治 （障害者支援施設）指定障害者支援施設豊生園施設長

堺市 　谷　和　子 （幼保連携型認定こども園）北野田こども園施設長

堺市 宮　田　英　幸 （特養）あけぼの苑施設長

神戸市 長　田　祐　子 （障害児通所）（特非）にじのかけ橋　放課後等デイサービスなな
いろ管理者

神戸市 小　泉　恵　子 （こども園）幼保連携型認定こども園ポートピア　園長

神戸市 樋　口　清　美 （児童養護）（社福）基督教日本救霊隊神戸実業学院

神戸市 三　好　美佐子 （こども園）幼保連携型認定こども園オリンピア都こども園　園長

岡山市 髙　山　　　学 （社福）竜之口保育園園長

岡山市 藤　堂　博　之 （障害児入所）旭川児童院院長代理

岡山市 三　宅　律　子 （障害支援施設）吉備ワークホーム所長

広島市 荒　木　ひとみ （社福）川内福祉会保育所みのり祇園施設長

広島市 松　永　幸　枝 （社福）広島常光福祉会認知症対応型共同生活介護グループホーム
げんき馬木管理者

広島市 安　田　孝　弘 （社福）広島県同胞援護財団養護老人ホーム千歳園生活相談員

広島市 山　本　克　子 （社福）伴福祉会とも認定こども園副園長

北九州市 尾　形　奈々美 （特養）サポートセンター門司施設長

北九州市 岡　本　こずえ （保育所）西戸畑保育所長

北九州市 郡　司　紀　子 （障害児入所）北九州市立総合療育センター看護科看護第二係看護
師長

北九州市 中　村　千鶴子 （障害児入所）北九州市立総合療育センター看護科総看護師長

北九州市 西　村　幸　子 （乳児院）社会福祉法人鳳雲会北九州乳児院副院長

福岡市 江　頭　惠　子 （特養）第２花畑ホーム施設長

福岡市 小　幡　悦　子 （保育所）星の原団地保育園主任保育士

福岡市 片　本　佐恵子 （保育所）第１中央保育園主任保育士

福岡市 西　熊　万由美 （保育所）まごころ保育園主任保育士

福岡市 平　塚　修　一 （特養）愛信園介護職員

秋田市 泉　　　正　樹 （特養）ぬくもり山王施設長
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秋田市 高　橋　美樹子 （社福）秋田市社会福祉協議会手話通訳者

秋田市 中　村　ひとみ （養護）松寿園主任看護職員

山形市 会　田　る　み （特養）ながまち荘業務主査

山形市 片　桐　千　秋 （老短期入所）小白川ケアセンター介護職員

山形市 寒河江　礼　子 （老短期入所）小白川ケアセンター主任介護職員

山形市 鈴　木　かおり （保育園）さくら保育園園長

山形市 山　川　直　美 （その他）小白川ケアセンター副主任介護職員

山形市 山　口　仁　志 （その他）小白川ケアセンター事務主査

郡山市 会　田　賢　一 （特養）あたみホーム主任生活相談員

郡山市 早　津　由　紀 （特養）あたみホーム副主任介護員

郡山市 堀　越　　　薫 （特養）あたみホーム副主任介護員兼グループリーダー

いわき市 片　寄　孝　則 （障害福祉）いわき学園管理者

いわき市 三　瓶　宏　美 （障害福祉）いわき光成園事業部長

いわき市 沼　田　浩　美 （障害者支援施設）いわき育成園栄養課長

いわき市 松　﨑　　　亨 （障害福祉）ライフサポートセンター「ゆう・ゆう」管理者

宇都宮市 長谷川　友　子 （その他）地域包括支援センター　センター長，主任介護支援専門
員

前橋市 富　井　夏　子 （母子生活）のぞみの家少年指導員

前橋市 萩　原　敦　子 （保育所）あゆみ保育園園長

前橋市 原　田　晴　美 （居宅）春日の里ホームヘルパーステーション訪問介護員

前橋市 村　山　良　明 （障害支援施設）社会福祉法人前橋あそか会常務理事

高崎市 黒　川　たい子 （特養）榛名憩の園調理員

高崎市 佐々木　正　子 （障害福祉）なごみ障がい者サービス看護師

高崎市 友　松　澄　人 （特養）誠の園ユニットリーダー

高崎市 松　山　秀　樹 （軽費）榛名春光園施設長

八王子市 柊　澤　章　次 （保育所）めじろ保育園施設長
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富山市 古　本　好　子 （こども園）常盤台保育園理事長（園長）

金沢市 荒　清　昭　美 （こども園）こども園アイリス園長

金沢市 玉　作　千加子 （こども園）かもめこども園園長

金沢市 本　田　督　啓 （老人デイ）陽風園介護員

福井市 藤　田　佐富美 （社福）足羽福祉会福井大東包括支援センター（ゼネラルマネージ
ャー）

長野市 荒　井　伴　夫 （社福）信濃福祉救護施設旭寮主任支援員

長野市 西　村　篤　子 （社福）長野市社会福祉協議会介護サービス課課長補佐

長野市 古　沢　知　子 （社福）長野市社会福祉協議会柳町介護サービスセンター所長

豊中市 栗　島　留　美 （社福）豊中市社会福祉協議会へルパーステーション管理者兼サー
ビス提供責任者

八尾市 村　井　慶　二 （保育所）ふじ第二保育園　園長

東大阪市 岩　村　幸　子 （こども園）くすのきこども園看護師

東大阪市 國　井　　　裕 （児童養護）花園精舎総括

東大阪市 古　長　弘　美 （児童養護）生駒学園保育士

東大阪市 柴　尾　貴美子 （介護老人福祉施設）総合ケアセンター八戸ノ里向日葵看護師

姫路市 足　立　富佐則 （障害支援施設）播磨福祉事業館施設長

姫路市 白　石　昌　弘 （養護老人）白鷺園養護老人ホーム副施設長兼主任生活指導員

姫路市 白　坂　里　美 （乳児院）ピューパホール調理員

尼崎市 植　村　　　瞳 （障害福祉）福成会主任

尼崎市 島　　　祐　貴 （障害福祉）福成会部長

尼崎市 白　井　忠　志 （特養）サンホーム大庄西副主任

尼崎市 山　内　麻　衣 （障害福祉）福成会生活支援員

明石市 梶　　　佳津代 （乳児院）（社福）ひとまる会明石乳児院保育士

西宮市 下　田　孝　美 （こども園）パドマ・ナーサリースクール保育教諭

西宮市 藤　原　和　子 （こども園）やまよしＫｉｄｓ　ｇａｒｄｅｎ園長

西宮市 三　浦　真理子 （障害支援施設）ななくさ育成園支援員
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奈良市 秋　吉　美由紀 （特養）ならやま園施設長

奈良市 久　保　ひろ子 （軽費）佐保苑調理員

奈良市 田　中　明　美 （こども園）極楽坊あすかこども園主幹保育教諭

奈良市 渕　側　政　一 （軽費）特定施設入居者生活ケアハウス八重垣園調理員

和歌山市 翁　長　ゆかり （こども園）木ノ本こども園主幹保育教諭

和歌山市 永　岡　佐和子 （こども園）広瀬幼保園主幹保育教諭

鳥取市 岩　成　美恵子 （社福）あすなろ会高草あすなろ次長

鳥取市 幸　本　いづみ （社福）あすなろ会松の聖母学園主幹

鳥取市 小　林　和　子 （社福）鳥取県厚生事業団障害者福祉センター厚和寮調理士

鳥取市 冨　吉　由美子 （社福）あすなろ会久松保育園施設長

倉敷市 岡　本　康　晴 （老人デイ）デイサービスセンター浮洲園部長

倉敷市 新　見　芳　枝 （保育所）竜王保育園園長

呉市 國　貞　由紀子 （養護老人）呉清光園生活相談員

呉市 田　中　典　子 （特養）常楽園施設長

呉市 平　田　明　美 （こども園）銀の鈴こども園園長

福山市 田　中　夕　美 （相談）相談支援事業所ほっぷ相談支援専門員

高松市 川　田　佳　子 （保育所）高松第二保育園主任保育士

高松市 三　木　一　平 （保育所）あすなろ保育園園長

松山市 栂　村　実　穂 （社福）三愛園栄養士

久留米市 久　富　初　美 （幼保連携型認定こども園）青木こども園副園長

大分市 加　藤　仁　文 （特養）指定介護老人福祉施設清静園介護職員

大分市 首　藤　幸　子 （軽費）ケアハウスジョリーメイト清流苑介護職員・調理員

鹿児島市 上　野　孝　代 （社福）鹿児島市社会事業協会なぎさ保育園園長

鹿児島市 中　村　久　代 （社福）鹿児島市社会事業協会薬師保育園園長

鹿児島市 松　元　直　美 （社福）鹿児島市社会事業協会やくし乳児院副院長
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社会福祉事業関係団体功労者

 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

北海道 栗　林　和　史 （社福）南幌苑理事長

青森県 葛　西　嘉四次 （社福）中泊町社会福祉協議会理事

青森県 白　取　正　美 （社福）藤崎町社会福祉協議会代表監事

青森県 近　村　　　敦 （社福）中泊町社会福祉協議会理事

岩手県 小　坂　　　明 （社福）天神会理事

岩手県 山　田　　　林 （社福）三陸福祉会理事長

福島県 斎　藤　崇　淳 （社福）新地町社会福祉協議会理事

福島県 目　黒　留美子 （社福）鶴翔会理事

茨城県 齊　藤　裕　介 （社福）常総市社会福祉協議会理事

埼玉県 馬　場　信　幸 （社福）栄寿会理事長

千葉県 上　條　公　司 （社福）印西市社会福祉協議会会長

千葉県 守　　　正　 （社福）滋生福祉会理事長

富山県 柳　溪　暁　秀 富山県子育て支援センター連絡協議会会長

石川県 雄　谷　良　成 （社福）佛子園理事長

岐阜県 西　尾　とき子 （社福）美徳会理事長

静岡県 村　田　雄　二 （特非）静岡県介護支援専門員協会会長

滋賀県 　司　昌　宏 竜王町手をつなぐ育成会会長

兵庫県 伊富貴　幸　廣 （社福）洲本たちばな福祉会理事長

兵庫県 福　本　芳　博 （社福）宝塚市社会福祉協議会理事長

鳥取県 相　見　槻　子 （その他）倉吉市精神障がい者家族会会長

広島県 赤　坂　秀　則 （社福）平成会理事長

徳島県 土　江　信　昭 阿波市身体障害者会会長

香川県 内　藤　　　保 （社福）白百合福祉会理事長

福岡県 藤　田　君　子 福岡県母子寡婦福祉連合会理事長
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

佐賀県 藤　谷　　　顯 （社福）社会福祉法人同朋理事長

熊本県 石　田　浩　一 芦北郡手をつなぐ育成会会長

さいたま市 鳥　海　定　吉 さいたま市南部地区社会福祉協議会副会長

京都市 菊　池　初　江 （社福）京都市右京区社会福祉協議会副会長

京都市 寺　本　演　夫 （社福）京都市右京区社会福祉協議会副会長

堺市 林　　　大　司 （社福）堺市社会福祉協議会監事

神戸市 泥　　　可　久 社会福祉法人神戸市兵庫区社会福祉協議会理事

広島市 中　島　幸　子 広島市畑賀地区社会福祉協議会会長

秋田市 藤　原　昌　一 （社福）幸楽会理事

宇都宮市 浜　野　　　修 （社福）宇都宮市社会福祉協議会理事

福井市 喜　世　喜代子 福井市婦人福祉協議会（監事）

福井市 林　　　洋　子 福井市婦人福祉協議会（常任理事）

福井市 吉　田　新　内 （社福）新清会（理事長）

鳥取市 藤　岡　由　美 鳥取市連合母子会会長

福山市 神　原　泰　子 （社福）啓喜会理事

佐世保市 末　瀬　喜美子 （社福等）社会福祉法人光の子福祉会理事

佐世保市 中　村　利　明 （社福）社会福祉法人新光会理事長
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福祉事務所等職員功労者

 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

北海道 大　西　　　清 室蘭市保健福祉部生活支援課面接相談員

北海道 加　藤　真　司 北海道立女性相談援助センター相談支援課長

北海道 千　　信　一 北海道立心身障害者総合相談所指導主任看護師

北海道 土　田　恵　美 北海道保健福祉部室蘭児童相談所子ども支援課長

青森県 川　村　裕　之 中南地域県民局地域健康福祉部こども相談総室主幹

青森県 笹　森　春　樹 東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室保護課長

岩手県 東　　　育　子 久慈市生活福祉部社会福祉課生活保護面接相談員

岩手県 大　向　幸　男 岩手県宮古児童相談所所長

山形県 阿　良　正　輝 福祉相談センター所長

福島県 金　田　瑞　恵 福島県中央児童相談所専門心理判定員兼児童福祉司

福島県 熊　坂　和　美 福島県女性のための相談支援センター主幹兼次長

茨城県 金　子　恵　美 茨城県日立児童相談所児童健全育成主査

茨城県 瀬成田　みゆき 茨城県福祉相談センター係長

茨城県 間　宮　　　敏 常総市役所福祉部社会福祉課課長補佐兼生活保護支援室長

栃木県 鮎ケ瀬　好　一 栃木県県北児童相談所総括所長補佐兼管理課長

栃木県 佐　山　恵　子 栃木県県南児童相談所所長

群馬県 宇佐見　勝　一 藤岡市健康福祉部福祉課課長補佐兼係長

群馬県 小　林　　　豊 群馬県中央児童相談所次長

埼玉県 石　川　克　美 上尾市健康福祉部長兼福祉事務所長

埼玉県 春　山　雅　子 埼玉県熊谷児童相談所担当部長

埼玉県 三　宅　佳　乃 埼玉県越谷児童相談所副所長

埼玉県 宮　本　栄　男 新座市総合福祉部生活支援課専門員兼生活保護第２係長兼査察指導
員兼社会福祉主事

埼玉県 渡　辺　理　恵 埼玉県所沢児童相談所担当課長

千葉県 池　田　さとみ 八街市福祉部社会福祉課主査
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

千葉県 柏　﨑　　　司 松戸市福祉長寿部生活支援一課専門監兼松戸方面支援室長

千葉県 鹿　野　丈　二 銚子市社会福祉課社会福祉室主査

千葉県 橋　詰　信一郎 習志野市こども部子育て支援課子ども家庭総合支援係長

東京都 石　井　秀　夫 杉並区保健福祉部杉並福祉事務所高井戸事務所保護第二係長

東京都 石　森　一　嘉 調布市福祉健康部生活福祉課主査

東京都 久　保　　　隆 江東児童相談所統括課長代理（児童福祉担当）

東京都 甲　賀　俊　明 練馬区福祉部練馬総合福祉事務所保護第五係長

東京都 小　平　かやの 東京都児童相談センター治療指導課長

東京都 白　武　広　恵 世田谷区烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課障害支援担当係
長

東京都 高　橋　　　晋 東京都児童相談センター相談援助課課長代理（児童福祉相談第一担
当）

東京都 田　上　俊　成 足立児童相談所課長代理（児童福祉相談担当）

東京都 栃　澤　博　志 東京都児童相談センター相談援助課統括課長代理（児童福祉第一担
当）

東京都 南　部　亜紀子 杉並児童相談所課長代理（心理指導担当）

東京都 藤　掛　博　行 新宿区福祉部生活福祉課長

東京都 溝呂木　恵　子 八王子児童相談所課長代理（児童福祉相談担当）

東京都 宮　川　久　季 小平市健康福祉部生活支援課保護担当係長

東京都 武　藤　　　等 板橋区福祉部赤塚福祉事務所保護第六係課長補佐（査察）

東京都 持　丸　由紀子 東京都心身障害者福祉センター障害認定課課長代理（知的障害担当
）

東京都 森　下　りえこ 東京都女性相談センター保護担当主任

東京都 山　田　　　弘 稲城市福祉事務所長

東京都 山　本　美津江 江戸川区児童相談所虐待対応協力員

神奈川県 今　井　美津江 厚木市福祉事務所ケースワーカー

神奈川県 北　村　充　子 平塚保健福祉事務所専門福祉司

神奈川県 佐　藤　和　宏 厚木児童相談所課長

新潟県 加　茂　　　忍 上越地域振興局児童・障害者相談センター（上越児童相談所）次長
（相談判定課長）
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

新潟県 桑　原　和　文 長岡地域振興局児童・障害者相談センター（長岡児童相談所）所長

富山県 森　田　和　也 富山県富山児童相談所所長

石川県 谷　口　茂　幸 石川県石川中央保健福祉センター福祉相談部地域支援課課長

石川県 藤　田　陽　子 七尾市健康福祉部福祉課専門員

福井県 岸　野　　　徹 福井県総合福祉相談所所長

岐阜県 岡　本　名　月 岐阜県中濃子ども相談センター家庭支援課長

岐阜県 加　藤　早　織 岐阜県東濃子ども相談センター家庭支援課長

岐阜県 新　堂　恵　理 岐阜県中央子ども相談センター判定課長

静岡県 鈴　木　智一郎 静岡県中央児童相談所長

愛知県 國　枝　早　苗 海部福祉相談センター児童育成課長

愛知県 武　田　靖　志 新城設楽福祉相談センターセンター長

愛知県 六　鹿　　　豊 新城設楽福祉相談センター次長兼地域福祉課長

滋賀県 粂　田　憲　治 滋賀県彦根子ども家庭相談センター参事

滋賀県 南　部　康　彦 滋賀県立リハビリテーションセンター専門員兼係長

京都府 木　村　辰　己 京都府家庭支援総合センター課長補佐

京都府 濱　田　芳　孝 舞鶴市福祉事務所査察指導員

大阪府 樋　口　啓　司 大阪府吹田子ども家庭センター所長

大阪府 昼　馬　正　積 泉佐野市福祉事務所生活福祉課保護係再任用職員

大阪府 福　田　　　透 羽曳野市保健福祉部生活福祉課参事

大阪府 安　岡　一　樹 池田市福祉部生活福祉課長

兵庫県 大瀬戸　美喜子 中央こども家庭センター保護第２課長

兵庫県 山　地　左　千 中央こども家庭センター副所長兼育成支援課長

兵庫県 山　本　敏　行 川西市福祉事務所長

奈良県 乾　　　信一郎 奈良県高田こども家庭相談センター課長

和歌山県 小　畑　和　香 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター障害者支援課主任
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

和歌山県 水　﨑　佳　恵 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター子ども相談第一課主任

島根県 嶋　田　　　隆 島根県益田児童相談所長

岡山県 藤　原　克　彦 津山市環境福祉部社会福祉事務所生活福祉課主幹兼査察指導主査

岡山県 吉　田　悦　子 岡山県福祉相談センター次長

広島県 齋　藤　理　江 広島県東部こども家庭センター相談援助第二課長

広島県 中　村　真由美 広島県西部こども家庭センター次長兼政策監

山口県 永　山　洋　子 山口県宇部児童相談所所長

徳島県 片　矢　美　鈴 徳島県中央こども女性相談センター課長補佐（児童相談担当）

徳島県 美　馬　史　彦 徳島県東部保健福祉局＜徳島＞次長（生活福祉担当）

愛媛県 﨑　野　順　雄 愛媛県福祉総合支援センター児童支援専門員

福岡県 井ノ本　美　紀 福岡県大牟田児童相談所所長

福岡県 久　保　紀美子 福岡県障がい者更生相談所所長

福岡県 深　見　隆　博 福岡県田川保健福祉事務所保護第六課長

福岡県 森　本　英　明 福岡県福岡児童相談所所長

佐賀県 田　中　英　夫 鳥栖保健福祉事務所福祉支援課課長

佐賀県 　　　勝　昭 唐津市福祉事務所生活保護課主幹

長崎県 伊　福　大　剛 長崎こども・女性・障害者支援センター相談支援二課長

長崎県 佐　藤　正　樹 松浦市福祉事務所参事兼生活福祉第二係長

熊本県 隈　部　寛　子 熊本県福祉総合相談所次長兼中央児童相談所長

熊本県 芝　田　忠　博 熊本県上益城福祉事務所福祉課長

大分県 河　野　洋　子 大分県こども・女性相談支援センターセンター長

鹿児島県 紙　屋　一　朗 障害・社会福祉課長

鹿児島県 中　島　誠　一 地域支援指導課長

札幌市 太　田　　　亙 北区保護三課保護一係長

札幌市 永　山　辰　美 西区保護三課保護三係
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

札幌市 藤　島　明　男 手稲区保健福祉部保護課長

札幌市 松　村　　　彰 子ども未来局相談判定一課相談四係長

仙台市 土　田　清　一 仙台市泉区保健福祉センター保護課保護第三係長

仙台市 中　村　　　洋 仙台市子供未来局児童相談所長

さいたま市 清　水　　　悟 さいたま市桜福祉事務所参事兼福祉課長

さいたま市 清　水　秀　夫 さいたま市緑福祉事務所福祉課長

横浜市 胡　桃　千　晶 横浜市中区福祉保健センター高齢・障害支援課長補佐

横浜市 越　川　健　一 横浜市中区福祉保健センター担当部長

横浜市 島　田　敦　子 横浜市港北区福祉保健センター生活支援課長補佐

横浜市 瀧　川　真理子 横浜市泉区福祉保健センター生活支援課長

横浜市 袋　　　和　美 横浜市こども青少年局こども福祉保健部中央児童相談所支援課長

川崎市 荻　田　　　真 高津区役所保護課（保護第２係長）

相模原市 倉　田　洋　平 中央福祉事務所主査

相模原市 佐　藤　晴　美 中央福祉事務所主査

静岡市 近　江　一　禎 静岡市葵区役所葵福祉事務所生活支援課課長

名古屋市 伊　藤　達　也 名古屋市中川区富田支所区民福祉課保護・子ども係主事

名古屋市 篠　田　昌　弘 名古屋市中川区保健福祉センター福祉部民生子ども課保護係長

名古屋市 中　島　正　春 名古屋市瑞穂区保健福祉センター福祉部民生子ども課保護係主事

京都市 小　泉　勝　則 下京区役所保健福祉センター健康福祉部生活福祉課保護第一係長

京都市 服　部　直　人 北区役所保健福祉センター健康福祉部生活福祉課長

京都市 山　下　由紀子 南区役所保健福祉センター健康福祉部生活福祉課課長補佐

大阪市 兼　田　眞理子 都島区役所生活支援担当課長代理

大阪市 羽　鹿　眞　美 西区役所保健福祉課担当係長

大阪市 福　﨑　順　子 此花区役所子育て支援担当課長代理兼教育委員会事務局総務部教育
政策課此花区教育担当課長代理

大阪市 森　　　美　穂 大阪市北部こども相談センター虐待対応担当課長代理
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

堺市 波　元　綾　子 堺区役所堺保健福祉総合センター地域福祉課地域福祉係長

堺市 松　浦　靖　功 北区役所北保健福祉総合センター生活援護課援護第三係長

神戸市 阪　上　寿　彦 神戸市兵庫区保健福祉部生活支援課

神戸市 水　谷　哲　也 神戸市中央区保健福祉部生活支援課

広島市 福　原　浩　明 西福祉事務所地域支えあい課主幹

広島市 吉　田　康　生 南福祉事務所生活課主査

北九州市 阿　部　伸　司 小倉北区役所保護第一課医療・介護適正化担当係長

北九州市 松　藤　直　彦 八幡西区役所保護第二課保護第六係長

福岡市 井　上　和加子 福岡市こども未来局こども総合相談センターこども緊急支援課総括
主任

福岡市 田　邉　弓　子 福岡市こども未来局こども総合相談センターこども緊急支援課こど
も緊急支援係長

福岡市 鶴　田　智　子 福岡市こども未来局こども総合相談センターこども相談企画課総合
相談係長

函館市 山　田　耕　嗣 函館市福祉事務所亀田福祉課主査

旭川市 澤　井　佳　彦 旭川市福祉保険部保護第３課課長補佐

秋田市 佐　藤　英　臣 秋田市福祉事務所主席主査

いわき市 佐々木　とも子 いわき市小名浜地区保健福祉センター主幹兼次長

金沢市 橋　本　行　基 金沢市社会福祉事務所（児童家庭相談室長）

長野市 立　原　博　之 保健福祉部障害福祉課専門員

豊中市 沖　園　雄　二 福祉部福祉事務所主幹（自立支援担当）

八尾市 佐　藤　博　美 生活福祉課主査

明石市 藤　岡　真　史 明石市福祉局生活支援室生活福祉課保護第１係長

奈良市 松　尾　光　洋 福祉部保護課係長

福山市 橋　本　竜　治 福山市保健福祉局福祉部生活福祉課次長

下関市 中　村　忠　義 下関市福祉事務所生活支援課主任

松山市 伊　藤　栄　治 生活福祉業務第２課課長

松山市 寺　本　司　郎 生活福祉業務第１課副主幹
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 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

長崎市 田　代　しのぶ 長崎市南総合事務所地域福祉課専門官

鹿児島市 別　府　重　樹 鹿児島市健康福祉局福祉部保護第一課専門員

鹿児島市 山　口　祐　二 鹿児島市健康福祉局福祉部保護第一課主任
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生活保護指導職員等功労者

 自治体名 　氏　　　　名 　　　現　　　職　　　名

北海道 大　場　公　孝 北斗市福祉事務所嘱託医

北海道 本　間　紀久雄 北斗市福祉事務所嘱託医

千葉県 早　川　達　郎 千葉県健康福祉指導課嘱託医

東京都 内　田　晃　雄 練馬区福祉部石神井総合福祉事務所非常勤医師

神奈川県 大　山　浩　吉 海老名市福祉事務所嘱託医

石川県 四十住　伸　一 珠洲市福祉事務所嘱託医

石川県 松　田　健　志 能美市福祉事務所嘱託医

愛知県 大　岩　　　昇 知多福祉相談センター嘱託医

兵庫県 泉　　　　　昭 中播磨健康福祉事務所医務嘱託員

兵庫県 髙　島　康　治 淡路市福祉事務所嘱託医

岡山県 武　田　正　彦 岡山県美作県民局元嘱託医

高知県 尾　木　さおり 高知県安芸福祉保健所嘱託医

高知県 奥　宮　一　矢 土佐清水市嘱託医

福岡県 向　笠　洋　三 福岡県田川保健福祉事務所嘱託医

佐賀県 中　川　龍　治 嬉野市福祉事務所嘱託医

佐賀県 吉　本　静　志 鹿島市福祉事務所嘱託医

熊本県 井　上　吉　弘 芦北福祉事務所嘱託医
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地域福祉活動功労者

 自治体名 　氏　　　　名 　　　役　　　職　　　名

東京都 下　川　　　衛

東京都 鈴　木　賢　治

東京都 関　　　召　一

東京都 永久保　孝　治

東京都 松　本　政　男

静岡県 見　野　孝　子

船橋市 齋　藤　　　衞
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ボランティア功労者（個人）

 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

青森県 三戸　さつ

青森県 鈴木　芳子

岩手県 髙橋　重貴

宮城県 岩渕　恵子

宮城県 髙橋　康夫

秋田県 吉川　良治

秋田県 茂内　幸子

福島県 長谷川　和子

群馬県 氏家　淳子

群馬県 熊倉　玲子

埼玉県 阿部　良

神奈川県 加藤　光枝

神奈川県 桐村　典子

富山県 山田　和枝

石川県 西田　恭子

福井県 吉田　裕子

山梨県 古屋　和子

山梨県 望月　圭子

岐阜県 上田　みどり

愛知県 荒川　清明

三重県 今村　和代

滋賀県 山中　治美

京都府 武田　道子

大阪府 野　尚子

大阪府 原田　章子

大阪府 和久田　純子

兵庫県 池上　秀子

兵庫県 塩見　陽子

奈良県 田　末子

山口県 井原　洵子

山口県 沖原　悦子

徳島県 森　美恵子

徳島県 山下　薫

徳島県 米田　美智子

香川県 清水　節子

大分県 田中　生代

大分県 中山　キミ子

鹿児島県 柳元　定子

仙台市 阿部　信子

仙台市 栗田　さかえ

さいたま市 小指　政子

名古屋市 加藤　和雄

福岡市 坂口　雅子

熊本市 橋本　久子

秋田市 髙橋　幸六

船橋市 宮本　厚士

横須賀市 野　妙子

金沢市 橋本　典子

豊中市 加藤　博子

豊中市 鈴木　行子
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 自治体名  自治体名　氏　　　　名 　氏　　　　名

枚方市 脇　政人

寝屋川市 宇治　啓子

高知市 平岡　公子

大分市 平野　歌子

鹿児島市 府　勉
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ボランティア功労者（団体等）

 自治体名 　　　　　　団　　　体　　　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

北海道 地区たすけあいチーム活動推進協議会 網走郡美幌町

北海道 人形劇団「かざぐるま」 千歳市

北海道 登別市郷土資料館ボランティアグループＳＬ
Ｇ

登別市

北海道 ふみの会 苫小牧市

青森県 十和田地区更生保護女性会 十和田市

岩手県 おはなしの森 紫波郡紫波町

岩手県 花巻子ども劇場 花巻市

宮城県 面瀬地区ボランティアクラブ 気仙沼市

宮城県 沼辺笑楽寿来 柴田郡村田町

秋田県 アカシアの会 男鹿市

秋田県 子育てサポート「はっぴい・マム」 仙北市

秋田県 田中ボランティアグループ 横手市

秋田県 竹信会 能代市

茨城県 国際交流友の会「さ・か・い」 猿島郡境町

茨城県 送迎ボランティア　フェニックス 久慈郡大子町

茨城県 図書館ボランティア ひたちなか市

茨城県 日立トンカチの会 日立市

栃木県 佐野市聴覚障害者協会 佐野市

栃木県 ポケットの会 小山市

埼玉県 点字サークル「つくしんぼ」 飯能市

埼玉県 読み聞かせグループ　たんぽぽ 鴻巣市

千葉県 介助グループ「あいあい」 浦安市

千葉県 朗読グループやまびこ 八街市

神奈川県 おもちゃ図書館　ぱきらっこ 秦野市
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 自治体名 　　　　　　団　　　体　　　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

神奈川県 松林ケアセンター友の会 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子ボランタリーガイド楽部 逗子市

新潟県 やすづか学園菱里地域支援委員会 上越市

富山県 音訳ボランティアグループあかね 高岡市

富山県 三日市地区ボランティア部会 黒部市

石川県 押水第一小学校学校支援ボランティア　思い
やり隊

羽咋郡宝達志水町

石川県 げんきかい 能美市

福井県 手話サークル名水 大野市

福井県 ボランティアグループ　しゃっぽん花 丹生郡越前町

山梨県 味彩の会 南巨摩郡南部町

山梨県 大目若葉会 上野原市

山梨県 つる子どもまつり実行委員会 都留市

山梨県 ひまわりボランティア 南巨摩郡南部町

岐阜県 ミニデイサロン「ふる里の家」 可児市

静岡県 ぐるーぷ「鮎の詩」 下田市

静岡県 点訳グループ　いずかたつむり 伊豆の国市

静岡県 韮山声のボランティア 伊豆の国市

愛知県 チャレンジハウス弥富ボランティア 弥富市

愛知県 点訳の『いととんぼ』 海部郡飛島村

愛知県 西尾市点訳サークルひかりの会 西尾市

愛知県 平和町手話サークル「結びの会」 稲沢市

三重県 しおり会 南牟婁郡御浜町

三重県 東員点訳友の会 員弁郡東員町

滋賀県 彦根点字グループ 彦根市

滋賀県 ボランティアあさぎり会 近江八幡市
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 自治体名 　　　　　　団　　　体　　　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

京都府 舞鶴市レクリエーション協会 舞鶴市

大阪府 いけだ筆記通訳グループ「すみれ」 池田市

大阪府 傾聴ボランティアグループ「やまびこ」 藤井寺市

大阪府 四條畷おもちゃライブラリー 四條畷市

兵庫県 愛善会 三田市

兵庫県 平福ボランティアグループ 佐用郡佐用町

兵庫県 やまつつじグループ たつの市

兵庫県 朗読グループ潮騒 たつの市

奈良県 おはなし会ねこじゃらし 生駒郡安堵町

和歌山県 特定非営利活動法人　和歌山盲ろう者友の会 和歌山市

岡山県 津山点字グループ「キタタキの会」 津山市

岡山県 津山トイボランティアサークル「ピコ」 津山市

広島県 大草あじさい会 三原市

広島県 神田つくし会 三原市

山口県 慶進高等学校 宇部市

山口県 点訳ひとみの会 美祢市

山口県 西田布施施設奉仕 熊毛郡田布施町

山口県 山口市ガールスカウト育成協議会 山口市

徳島県 藍畑ボランティア・婦人防火クラブ 名西郡石井町

徳島県 お話し玉手箱 那賀郡那賀町

徳島県 三三大橋周辺の環境を守る会 三好郡東みよし町

徳島県 特定非営利活動法人ふれあい福祉の会山びこ
へるぷ

鳴門市

香川県 お話しボランティア「野の花」 さぬき市

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院ボランティアいきい
き会

東温市

高知県 土佐清水市立清水小学校 土佐清水市
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 自治体名 　　　　　　団　　　体　　　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

高知県 ボランティアグループ「支えの会」 高岡郡四万十町

福岡県 朗読ボランティア広川テープの会 八女郡広川町

佐賀県 いなほ会 佐賀市

佐賀県 神埼市立千代田西部小学校 神埼市

熊本県 お話会「絵本のへや」 下益城郡美里町

熊本県 おはなし会「ほわ～っと」 合志市

大分県 家庭倫理の会佐伯市 佐伯市

大分県 図書館ボランティア　たんぽぽ 津久見市

大分県 みんなで遊び場をつくろう会 中津市

宮崎県 川南手話サークル「ひまわり」 児湯郡川南町

宮崎県 串間市点訳サークル「カンナ」 串間市

鹿児島県 吹上地域女性連絡協議会 日置市

沖縄県 西表西部　結の会 八重山郡竹富町

札幌市 Ｖ・リラの会 札幌市

仙台市 特定非営利活動法人あかねグループ 仙台市

仙台市 視覚障がい者支援活動「ウェルネット宮城」 仙台市

さいたま市 ガイドヘルプ若葉の会 さいたま市

さいたま市 ピーコック さいたま市

千葉市 千葉中央朗読奉仕会かがりび 千葉市

横浜市 「明るい社会をつくる」いちょうの会 横浜市

横浜市 港南音訳ボランティア　いとでんわ 横浜市

横浜市 瀬谷区手話サークル杉の会 横浜市

横浜市 横浜漢点字羽化の会 横浜市

川崎市 朗読ボランティアグループかざぐるま 川崎市

新潟市 音声訳　さやの会 新潟市
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 自治体名 　　　　　　団　　　体　　　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

名古屋市 特定非営利活動法人アサヒキャンプ名古屋 名古屋市

京都市 京都語り部の会 京都市

京都市 京都府視覚障害者協会　朗読ボランティアグ
ループ　さえずり会

京都市

京都市 たんぽぽ文庫 京都市

大阪市 特定非営利活動法人アジアハウス 大阪市

大阪市 粉浜高齢者食事サービス委員会 大阪市

大阪市 サロン・あべの 大阪市

大阪市 矢田東高齢者食事サービス委員会 大阪市

堺市 カトレア会Ｂ 堺市

堺市 向丘校区ボランティアグループ「コアラ」「
向丘こだま」

堺市

広島市 音訳ボランティアグループ「だんだん」 広島市

広島市 手話サークル高陽 広島市

福岡市 いもむし人形劇サークル 福岡市

福岡市 園芸福祉ふくおかネット 福岡市

福岡市 紅梅会 筑紫野市

福岡市 ひまわりのびっこクラブ 福岡市

函館市 青い鳥朗読奉仕団 函館市

函館市 パソコン点訳グループ「アイネット」 函館市

旭川市 音訳グループ旭川本の会 旭川市

秋田市 音楽ボランティアＭｏｋｏ＆Ｋｙｕ’ｓ 秋田市

秋田市 フラ・ティアレ 秋田市

いわき市 特定非営利活動法人いわきふれあいサポート いわき市

水戸市 ときわふれあいでんわの会 水戸市

水戸市 布の花 水戸市

高崎市 精神福祉ボランティアやよい会 高崎市
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 自治体名 　　　　　　団　　　体　　　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

高崎市 高崎アコーディオンサークル 高崎市

川越市 川越市保健推進員協議会 川越市

船橋市 認定ＮＰＯ法人　日本車椅子レクダンス協会
船橋支部

船橋市

柏市 ロータスの会 柏市

横須賀市 おもちゃドック『よこすか』 横須賀市

横須賀市 ハンディキャブ「よこすか」 横須賀市

富山市 キュア＆ハート 富山市

富山市 トレビアン 富山市

金沢市 額校下婦人部 金沢市

金沢市 米丸あすなろボランティア会 金沢市

福井市 手話サークルひよこ 福井市

福井市 和田ボランティアグループ 福井市

甲府市 山梨ボッチャの会 甲府市

松本市 白ゆり会 松本市

豊橋市 おおさきにこにこクラブ 豊橋市

豊橋市 肢体不自由者ガイドヘルプ「渋茶倶楽部」 豊橋市

岡崎市 さくらんぼの会 岡崎市

豊田市 豊田厚生病院ボランティア　かもボランテ 豊田市

吹田市 吹田傾聴「ほほえみ」 吹田市

八尾市 ヒューマン安中 八尾市

寝屋川市 活動ネットワーク北河内　傾聴ボランティア
「１４の耳」

寝屋川市

東大阪市 クリスタルききょうの会 東大阪市

尼崎市 おはなしグループ「ペガサス」 尼崎市

明石市 介護ボランティアたんぽぽ 明石市

倉敷市 しあわせの会 倉敷市
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 自治体名 　　　　　　団　　　体　　　名 　　　      所　　　在　　　地　　　

倉敷市 もめんの会 倉敷市

下関市 生野あそぼう会 下関市

下関市 ちょこっと便利屋どあーず 下関市

宮崎市 吟謡会 宮崎市

鹿児島市 西陵千寿会 鹿児島市

鹿児島市 ほほえみ手話グループ 鹿児島市

中央 特定非営利活動法人　全国移動サービスネッ
トワーク

世田谷区
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施設等の種別表記について（凡例） 

※本名簿では、施設種別を次のような略称で掲載しています。 

（種別は令和４年４月現在で整理しています。）  

 

◆ 保護施設 

救護施設･･････････････････････････････････････････････････････････（救護） 

更生施設･･････････････････････････････････････････････････････････（更生） 

授産施設･･････････････････････････････････････････････････････（生保授産） 

◆ 老人福祉施設 

養護老人ホーム（一般･盲）･･････････････････････････････････････（養護老人） 

特別養護老人ホーム ･･･････････････････････････････････････････････（特養） 

軽費老人ホーム････････････････････････････････････････････････････（軽費） 

老人デイサービスセンター･通所介護(デイサービス) ･･････････････（老人デイ） 

短期入所生活介護(ショートステイ)・老人短期入所施設･･･････････(老短期入所) 

老人福祉センター･･････････････････････････････････････････（老人センター） 

◆ 児童福祉施設 

助産施設･･････････････････････････････…･････････････････････・・（助産施設） 

乳児院･･･････････････････････････････････････････････････････････（乳児院） 

母子生活支援施設･･･････････････････････････････････････････････（母子生活） 

保育所･･･････････････････････････････････････････････････････････（保育所） 

幼保連携型認定こども園････････････････････････････････････････（こども園） 

児童養護施設･･･････････････････････････････････････････････････（児童養護） 

児童心理治療施設･･････････････････････････････････････････････（児童心理） 

児童自立支援施設･･･････････････････････････････････････････････（児童自立） 

障害児入所施設･･･････････････････････････････････････････････(障害児入所) 

児童発達支援センター･･･････････････････････････････････････(発達センター) 

児童厚生施設･･･････････････････････････････････････････････････････（児厚） 

◆  障害福祉サービス事業等 

障害福祉サービス事業(※)･･･････････････････････････････････････(障害福祉) 

障害者支援施設･････････････････････････････････････････････（障害支援施設） 

 障害児通所支援事業（児童発達支援センターを除く）･････････････(障害児通所) 

 相談支援事業･･･････････････････････････････････････････････････････(相談) 

※ 「障害福祉サービス事業」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助を指す。 

◆ その他の施設 

社会福祉法に基づく授産施設･････････････････････････････････････(事業授産) 

無料低額診療施設･･･････････････････････････････････････････････（無低診療） 

婦人保護施設･･･････････････････････････････････････････････････（婦人保護）  

訪問介護・居宅介護支援等････････････････････････････････････････････（居宅）  

上記以外の施設･･････････････････････････････････････････････････（その他） 


