
氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

堀田　竹広／
社会福祉法人あだちの里

施設長
平成12年当法人に生活支援員として入職。平成19年より施設長に就任。
施設運営と共に地域への障がい理解促進と連携を大切にし、足立区障が
い者ケアマネジメント評価会議委員等として活躍してきた。また、一人
ひとりと対話や関わりを大切にし、家族や職員からの信頼も厚く、法人
や障がい福祉サービス事業の発展に大きく貢献している。

東島　利成／
社会福祉法人あだちの里

施設長
平成12年に竹の塚福祉園に入職し、副主任、主任、副施設長として研鑽
を積み、平成20年に施設長に就任、現在に至る。培ってきた経験と知識
を活かし、平成28年度より東京都サービス管理責任者研修（介護）（※現・
基礎研修、更新研修）の講師・ファシリテーターとして活動。障がい福
祉サービスの発展と人材の育成に貢献している。

菅野　忠／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

施設長
前法人（知的障害者入所更生施設）では指導員として最重度の知的障害
者支援を行う。平成16年１月より当法人に入職し、平成17年４月葛飾区
から移管された通所更生施設水元そよかぜ園の施設長に就任。平成30年
４月に葛飾区内で初めての知的障害者の入所支援施設パランしょうぶを
立ち上げ貢献し施設長として現在に至る。

福田　珠子／
社会福祉法人二俣尾保育園

理事長
社会福祉法人二俣尾保育園の理事・監事・理事長として、長年にわたり
運営発展に貢献され、現在は理事長として法人運営全般に尽力されてい
る。

髙木　博康／
社会福祉法人鈴風会
鈴の音保育園

理事長
当園理事及び理事長として15年、園長を補佐し、公正且つ円滑な運営が
行えるよう尽力している。PTA会長、自治会長、青少年対策委員、市
の体育指導員を歴任。青少年の健全な育成と地域社会の向上に寄与して
いる。

川杉　孝夫／
社会福祉法人鈴風会

理事
理事として保育園運営が公正に行われるよう尽力している。温厚な人柄
で、子どもたちとの関わりを大切にし、健やかな成長を願い誠心誠意そ
の任に当っている。PTA会長、青年会議所理事長、農協の理事を歴任、
地域の発展に貢献している。

久野木　美穂／
社会福祉法人秋川あすなろ会
秋川あすなろ保育園

主任保育士
平成10年に保育士として秋川あすなろ保育園に入職。平成23年より主任
保育士を務め、現在に至る。安全対策や家族支援も含めた幅広い分野の
研鑽を積みリーダーシップを発揮するとともに、ご家族や関係機関との
良好な関係を築き連携することで、他方面からの信頼も厚く、園の発展
に多大な貢献を果たした。

３　社会福祉施設役職員功労者� 40 名
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

西口　智子／
社会福祉法人秋川あすなろ会
あすなろみんなの家

看護師
平成11年に非常勤看護師としてあすなろみんなの家に入職。契約職員を
経て、平成20年５月から正規職員となり、現在に至る。医療ニーズのあ
る利用者受け入れへの柔軟な対応のほか、認知症など幅広い分野の研鑽
を続けており、利用者やご家族、職員、関係機関からの信頼も厚く、施
設の発展に多大な貢献を果たした。

諸橋　敬子／
社会福祉法人秋川あすなろ会
西秋留保育園

主任保育士
平成12年に保育士として秋川あすなろ保育園に入職。平成15年西秋留保
育園へ異動し、平成29年から主任保育士を務め、現在に至る。豊富な経
験を基にリーダーシップを発揮するとともに、保護者や関係機関との良
好な関係を築き信頼を獲得することで、保育園活動の活性化、園の発展
に多大な貢献を果たした。

小川　正和／
社会福祉法人アゼリヤ会

施設長
平成８年介護職として特養「みやま大樹の苑」に入職、基本ケアの充実
に取組む。平成21年介護主任に昇格しケアプランに沿った介護展開に
リーダーシップを発揮した。平成28年養護「美山苑」に支援課長として
異動。職員のチームワークを重点目標に挙げ、利用者支援の向上に注力
してきた。令和３年美山苑施設長に就任し、現在に至る。

藤井　裕子／
社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会
東村山生活実習所

主任生活支援員
平成３年に生活支援員としてさやま園（入所施設）に入職。当時として
は入所施設からの企業就労、地域生活（GH）が殆どない中、積極的に
地域移行に取り組んできた。その後主任支援員として、利用者・家族が
安心して地域生活を継続できるよう支援してきた。保護者・職員からの
信頼も厚く、事業所の発展に多大な貢献を果たした。

山田　俊一／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠学園

副施設長
平成８年に児童指導員として至誠学園に入職。平成27年からは自立支援
コーディネーターとして卒園予定及び退所後の児童のケアを行い、平成
31年から副施設長を兼任。また園内に本部があるボーイスカウト活動の
指導でもリーダーシップを発揮し、児童・保護者からの信頼も厚く、園
と地域との良好な関係づくりに大きく貢献している。

小島　哲／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠学園

自立支援担当職員
職業指導やグループワークなどの活動、グループホームの運営、地域子
育て支援プログラムとして実施する児童館（自主事業）や子育て短期支
援事業など、多岐にわたり経験。児童の退所前後のケアを担う傍ら、副
主任として、研修、人材養成など運営業務にも精力的に携わっており、
施設への大きな貢献となっている。

木山　美穂／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠大地の家

副施設長
長年の児童指導員としてのスキルを活かし、至誠大地の家開設時から職
員の中心的役割を担い、児童の日常的養育から家族支援にわたり支援体
制の基盤を築くにあたって尽力した。副施設長に就任してなお職員育成
はじめ、施設運営にもその手腕を発揮し、大きく貢献している。
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

髙橋　誠一郎／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠大地の家

児童事業本部　副本部長　兼　事務局長
至誠大地の家開設時より施設長として長年その運営を担ってきた。児童
事業本部副本部長に就任後は、法人の児童養護施設他事業所の管理・指
導に尽力している。同時に、東京都社会福祉協議会児童部会においても
副部会長としてその手腕を発揮し児童養護の発展に貢献しており、その
功績は大きい。

後藤　恭子／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠大地の家

保育士
モンテッソーリ教育の資格を活かし、園内保育室の責任者として児童養
護施設入所児童の幼児教育に長年にわたり尽力してきた。現在は、児童
発達支援事業所の開設に向けて中心的役割を担っており、法人に大きく
貢献している。

大友　正樹／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠ホーム

園長
障害者福祉の業務に従事した後、至誠ホームに入職した。特別養護老人
ホームの介護職を経て、自己研鑽に励み介護福祉士、社会福祉士、介護
支援専門員の資格を取得した。その後在宅サービスの相談員として活躍
し、現在は園長に就任し活躍している。勤務態度も誠実で、周囲からの
信頼も厚く職員の模範となっている。

芳村　光守／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠ホーム

副センター長
至誠ホームでは特別養護老人ホームの介護職でキャリアをスタートさ
せ、主に地域在宅部門で経験を積んできた。社会福祉士、介護福祉士、
介護支援専門員の資格も取得し、その専門性を深めながら業務に活かし
ている。現在は在宅部門の責任者としてチームもまとめており、地域福
祉並びに法人に大きく貢献している。

吉住　聡子／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠ホーム

セクションマネージャー
至誠特別養護老人ホームで介護職、生活相談員として、また居宅介護支
援事業所で介護支援専門員として経験を重ねてきた。介護福祉士、社会
福祉士、介護支援専門員の資格の取得にも励み、利用者・家族・地域の
方々との連携と調整、職員間の取りまとめなど、誰からも信頼と安心感
を得られる高齢者ケアの模範となっている。

君塚　映子／
社会福祉法人児童愛護会
一宮学園

児童指導員（生活支援課係長）
児童養護施設の児童指導員として従事し、児童の育成に貢献してきた。
定員19名の中舎制児童寮の責任者として活躍後、平成29年に担当寮が定
員８名の小規模グループケア体制に移行。施設全体の小規模化の先駆け
となって、問題点や課題の抽出、その解決に取り組み、後の地域小規模
児童養護施設開設に貢献した。

堀越　敏男／
社会福祉法人墨田区社会福祉
事業団

サービス管理責任者・課長
平成14年に入職し、すみだ福祉保健センターはばたき福祉園で生活支援
員として従事。平成22年に現職に就任、現在に至る。障害者の地域生活
をサポートするため、資格取得や障害者支援の自己研鑽に励み、豊富な
経験と適格なリーダーシップにより、保護者や職員からの信頼も厚く、
園の発展に多大な貢献を果たした。
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

高瀬　祐二／
社会福祉法人滝乃川学園
成人部

常務理事
平成２年に入職。児童指導員として、特に青年期を迎える利用者の移行
先の開拓や地域移行に力を注いだ。東日本大震災後、いち早く被災地へ
向かい、利用者支援に困窮する事業所のサポートを行った。平成25年か
らは経営企画本部長として、高齢者介護に特化した建物を新築。令和３
年からは常務理事として法人の発展に尽力してきた。

木村　隆則／
社会福祉法人滝乃川学園
成人部

学園長
昭和58年より児童指導員として児童の療育にあたり、その後地域生活支
援センター長として運営を支えた。平成25年からはグループホーム部部
長として利用者の地域移行を推進し、地域で暮らす利用者の生活を支え
た。平成28年法人本部本部長となり、事業拡大に取り組み、令和４年４
月からは学園長として法人運営を取り仕切っている。

戸咲　瑞和子／
社会福祉法人滝乃川学園
成人部

支援スタッフ
昭和58年に成人部に入職。生活支援員として長きにわたり利用者支援に
携わってきた。また、織物や陶芸などの作品づくりの担当者として、利
用者に懇切丁寧に指導を行ってきた。その後、児童部、成人部の副科長
として後進の育成に取り組み、定年退職後も再雇用職員として現在も生
活介護に通う利用者の支援を行っている。

清水　浩美／
社会福祉法人東京弘済園

主任（作業療法士）
平成４年に作業療法士としてデイサービスセンター「弘済ケアセンター」
に入職。その後同法人デイサービスセンター「けやき苑」にて主任（作
業療法士）を務め現在に至る。豊富な経験と適格なリーダーシップによ
り、利用者やご家族、職員の信頼も厚く、園の発展に多大な貢献を果た
した。

宮﨑　早織／
社会福祉法人東京聴覚障害者
福祉事業協会
たましろの郷

支援部部長
平成14年施設設立時に重複聴覚障害利用者の生活支援員として入職。生
活支援員・主任を務め、令和２年から支援部部長に就任、現在に至る。
利用者との意思疎通、職員組織管理等、豊富な経験と受容肯定的なリー
ダーシップにより、保護者や職員からの信頼も非常に厚く、施設の継続
発展に大きく寄与した。

福泉　亜久理／
社会福祉法人東京聴覚障害者
福祉事業協会
たましろの郷

生活支援員・相談支援課長
平成14年施設設立時に重複聴覚障害利用者の生活支援員として入職。支
援員、相談支援専門員を務めた後、令和２年から相談支援課長に就任、
現在に至る。利用者との意思疎通、権利擁護等、豊富な経験とソーシャ
ルワークにより、利用者・保護者からの信頼も厚く、相談支援事業の継
続発展に大きく寄与した。
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

田中　真由美／
社会福祉法人東京聴覚障害者
福祉事業協会
たましろの郷

総務部　調理員
平成14年の施設設立時に調理員として入職。他の障害を併せもつ聴覚障
害者との意思疎通を図りながら、自営給食の提供を20年余り継続し、利
用者の健康維持増進に大きく寄与している。新入調理員に対して、聴覚
障害利用者の特性を適切に伝えるなど、豊富な調理経験とリーダーシッ
プにより、職員からの信頼も厚い。

平井　伸幸／
社会福祉法人東京武尊会
特別養護老人ホーム
羽村園

生活相談室　課長
介護職員として、多くの利用者の介護業務に尽力。その後生活相談員と
して、利用者とご家族を繋ぐ役割を担う。通算21年９ヶ月勤務し、施設
に大きく貢献している。

武井　弘美／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

介護職員
平成12年10月に白十字八国苑の介護職として入職。平成17年４月より白
十字ホームで勤務することとなる。平成20年４月から平成25年３月まで
職務リーダーとして、平成25年４月から令和２年３月までは主任の職責
を努める。主に行事の担当として利用者の楽しみづくり、家族や地域と
のつながり作りに長きにわたり貢献している。

北島　京子／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

健康医務課　主任
平成13年４月に白十字ホームの看護職として入職。白十字ホーム入所者
170名とショートステイ利用者12名の健康管理業務を担当している。平
成24年４月から健康医務課主任に就任。主任業務の職責を担っている。
また、平成26年には痰の吸引指導者の資格を取得し、介護職員の痰の吸
引等の研修指導も行っている。

笠原　一浩／
社会福祉法人フロンティア

主任介護職員
平成13年に介護職員として入職以来、入所者の介護に精力的に取り組ん
できた。蓄積した介護現場のノウハウを後輩に伝えるための研修等にお
いてもリーダーシップを発揮し、職員からの信頼も厚く、組織へ多大な
貢献を果たしている。

松﨑　久美子／
社会福祉法人フロンティア

主任介護職員
平成13年に特別養護老人ホーム山吹の里に入職し、入所者がその人らし
く生活ができるような介護を心がけて、同施設にて18年在籍をし、主任
として後輩の指導を行うとともに入所者の方からの信頼も厚い。現在は
他の特別養護老人ホームに異動し、さらに入所者へのサービス向上のノ
ウハウを伝え、力を発揮している。

横尾　真彦／
社会福祉法人フロンティア

管理者　兼　主任介護支援専門員
平成12年に入職後、居宅介護支援事業所を経て、地域包括支援センター
の管理者として活躍。地域包括ケアシステムの構築を目的としたプロ
ジェクトに取組むとともに、コロナ禍における高齢者の支援を行ってき
た。地域住民からの信頼も厚く、現在は居宅介護支援事業所の管理者と
して活躍をしている。
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

桐生　絵里／
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会

主任
長きにわたり当法人において利用者支援に従事し、また、主任として施
設運営等にも大きな貢献を果たしている。

小宮　三智子／
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会

生活支援員
当法人において長きにわたり利用者支援に従事し、また、主任として施
設運営等にも大きな貢献を果たしている。

保坂　真吾／
社会福祉法人隆山會
特別養護老人ホーム
豊かな里

介護部　主任
法人設立当初から介護部を支え続け、後輩を育て、介護部のトップであ
る主任を務めている。介護職をまとめるだけでなく、災害時にもいち早
く駆けつけ、体制整備の要となった。また、介護スキルだけでなく制度
改正にも精通し、内外問わず介護に関する研修の講師を務めるなど、活
躍は多方面にわたる。

石毛　彩子／
社会福祉法人隆山會
特別養護老人ホーム
豊かな里

介護部　フロアリーダー
法人設立当初から介護部を支え続け、後輩を育て、介護部のフロアリー
ダーを務めている。卓越した介護スキルを遺憾なく発揮し、後輩の手本
となっている。他職員からの人望も厚く、何度も優秀職員に選ばれてい
る。

岡田　宏子／
社会福祉法人隆山會
特別養護老人ホーム
豊かな里

総務部　主任・事務員
法人の設立当初から総務部を支え続け、後輩を育て総務部のトップであ
る主任を長く務め、法人の運営に大きく貢献した。

浅利　晋／
社会福祉法人六踏園
調布学園

主任指導員
勤続30年を超える中で、学童寮、幼児型グループホームを担当し、幅広
い年齢の児童を養護してきた。現在は主任指導員として、養護や運営の
みならず地域支援事業にも尽力し、児童福祉・地域福祉に多大な貢献を
している。
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