
氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

谷山　哲浩／
社会福祉法人いたるセンター
法人本部

理事
平成元年、当法人の理事に就任。障害福祉サービスの提供を持続継続す
るため、安定した経営基盤の確立に奔走。理事長就任後は、私費を投じ
て土地を購入し、措置制度の下で公的助成が受けられる法人化を成し遂
げ、重度知的障害者への総合的な支援体制を整備し、安定した地域福祉
の発展に寄与した。

児島　　充／
社会福祉法人東京恵明学園

理事
事務、事務長を経て各部の園長に就任し、長年にわたり学園全体の運営
に携わってきた。児童部会の書記会では研究の成果を上げ、児童養護施
設の書記業務の礎を築いた。また、厚生労働省での小規模グループケア
のワーキンググループに参画をし、小規模GCを推進するなど社会的養
護の分野において貢献した。

野上　妙子／
社会福祉法人中野区福祉サー
ビス事業団

理事・施設長
平成６年にしらさぎホーム開設準備のため入社以来、看護師として利用
者支援に携わり、平成20年４月に副施設長、平成26年４月に施設長に就
任。現在は事業団の理事及びしらさぎホーム施設長として法人経営に大
きな貢献を果たしている。

荒井　富夫／
社会福祉法人やまゆり福祉会

理事
評議員として当初就任し、その後、理事として公正で見識ある立場で施
設運営に適格かつ建設的に取り組んでいる。また、町会長として地域に
密着した施設運営の原動力となり、施設の公益的な取組の担い手として
活躍し、福祉に関する実情に通じている。

加藤　雄次／
社会福祉法人東京雄心会
指定介護老人福祉施設
こぐれの里

理事長・施設長
平成16年法人設立時に理事就任、翌年の施設開所時に「こぐれの里施設
長」に就任した。まもなく、東京都社会福祉協議会、制度検討委員会委
員に選出され現在も継続。平成26年に法人理事長に就任し、法人・施設
運営に邁進するとともに、農福連携等地域貢献ネットワーク活動を積極
的に展開している。

増山　貴士／
社会福祉法人東京雄心会
指定介護老人福祉施設
こぐれの里

介護職員
専門学校卒業後より、介護福祉士として活躍し、こぐれの里では豊富な
経験のもと施設の開設年度に尽力し、ユニットマネージャー、委員会委
員長を務め、施設の発展に貢献している。

宮本　康治／
社会福祉法人東京雄心会
指定介護老人福祉施設
こぐれの杜

介護職員　フロアーリーダー
障害者施設、高齢者通所を経験し、平成22年こぐれの杜開所時からユ
ニットマネージャーとして高齢者の生活支援業務に携わる。令和１年10
月よりフロアーリーダーとしてフロアー管理に努め、現在に至る。

（３）社会福祉施設役職員功労者� 40 名
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萩原　美奈子／
社会福祉法人愛理会
墨田区ひきふね保育園

保育士　副主任
平成11年度に保育士としてナースリー保育園に就職。平成20年度当法人
が墨田区より公設民営として委託された墨田区ひきふね保育園に保育を
継承する人材として異動。保育リーダーを経て令和元年度より副主任保
育となり現在に至る。当法人の保育の継承に大きな貢献を果たしてい
る。

池田　喜代江／
社会福祉法人愛隣会
のぞみ保育園

保育士
平成４年保育士として当園に就職。以来30年近くにわたり、現場一筋に
勤務。子どもの思いを受け止め、主体性を大切にした保育を進めている
ので、子どもから慕われ、卒園後も訪問が続いている。また、経験豊富
なベテラン保育士なので、ピンチヒッターとしてクラス担任に入ること
もあり、欠かせない人材である。

伊藤　節子／
社会福祉法人秋田県民生協会
障害者支援施設　友生園

支援係長
平成２年に支援員として阿仁かざはり苑に就職。平成25年に友生園に異
動し支援主任、支援係長に昇格し現在に至る。障害者とのかかわりに関
する各種研修を受け、豊かな経験のもと保護者や職員からの信頼も厚
く、施設の発展に多大な貢献を果たした。

小林　久人／
社会福祉法人秋田県民生協会
障害者支援施設　友生園

支援係長
平成３年に支援員として友生園に就職。平成23年から１年間県内障害者
施設に異動、平成24年に友生園に異動し支援主任、支援係長に昇格し現
在に至る。障害者とのかかわりに関する研修を受け、豊かな経験のもと
保護者や職員からの信頼も厚く、施設の発展に多大な貢献を果たした。

原田　健一／
社会福祉法人秋田県民生協会
障害者支援施設　友生園

支援員
平成３年に支援員として友生園に就職。支援主任、支援係長と昇格し、
現在は再雇用で支援員となり現在に至る。障害者とのかかわりに関する
各種研修を受け、豊かな経験のもと保護者や職員からの信頼も厚く、施
設の発展に多大な貢献を果たした。

富澤　達也／
社会福祉法人アゼリヤ会
救護施設優仁ホーム

施設長
平成７年に介護職員としてみやま大樹の苑に就職。介護主任を務めた
後、平成25年に救護施設優仁ホーム支援課長に就任。介護スキル、マネ
ジメント力を発揮し、平成28年に施設長に就任、現在に至る。障碍者の
自立支援に向けて、運営理念の「一人ひとりが主人公」をめざし、リー
ダーとして運営に取り組んでいる。

大住　　優／
社会福祉法人アゼリヤ会
特別養護老人ホームあかね苑

施設長
平成６年にあかね苑介護職員として就職。平成12年に主任、16年には生
活相談員、その後介護支援専門員も兼務し、平成23年には介護支援課
長、平成29年にはあかね苑施設長に就任する。この間、介護現場職員の
第一線で従事、施設の介護サービスの向上に大きな貢献を果たした。
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宮崎　智昭／
社会福祉法人あだちの里
あだちの里地域生活支援
センター他

施設長
平成８年、法人立ち上げ時に主任指導員として就職し、長年施設長とし
て法人に貢献してきた。また、東京都福祉サービス評価委員会障害者
ワーキンググループ、足立区障害者施設連絡会会長、足立区自立支援協
議会委員、特別支援学校運営協議会委員など、障害行政に寄与した。

佐藤　千枝／
社会福祉法人あだちの里
竹の塚ひまわり園他

施設長
昭和61年に足立区手をつなぐ親の会ひまわり作業所に勤務。平成11年に
あだちの里に入職し、支援員を経て平成16年より施設長として勤務。統
括施設長として法人の経営面、運営面の発展に貢献している。近隣の盲
学校連絡協議会や警察署協議会の委員として地域連携にも貢献した。

武田　久美子／
社会福祉法人茨城県道心園
児童養護施設
道心園東ホーム

施設長
昭和51年に保育士として茨城県道心園に就職。一時退職するが、平成13
年に非常勤保育士として再就職する。その後常勤保育士になり、寮をま
とめる役職を経て、平成20年に施設長に就任。児童・職員からの信頼も
厚く、園の発展に大きく貢献している。

小島　美智子／
社会福祉法人茨城県道心園
児童養護施設
道心園西ホーム

事務主任
昭和59年に保育士として茨城県道心園に就職。５年近く児童の養育に努
力し一時退職したが、児童の為に再び就職し、平成20年からは事務員と
して業務にあたる。現在は主任として現場をまとめている。児童・職員
からの信頼も厚く、園の発展に貢献している。

中泉　いづみ／
社会福祉法人茨城県道心園
児童養護施設
道心園東ホーム

保育士
昭和61年に保育士として茨城県道心園に就職。５年間児童の養育に努力
し一時退職したが、児童のために再び就職し尽力する。非常勤職員から
常勤へとなり、家庭支援専門相談員も長らく努め、現在に至る。

柿木　　崇／
社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会
指定障害者支援施設さやま園

副施設長
平成10年入職。小茂根福祉園を経て、平成29年さやま園赴任。現在は副
施設長として施設運営と人材育成を行っている。常に利用者を第一に考
え、冷静な判断と穏やかな対応で、利用者のみならず職員からも信頼を
得ている。市の自立支援協議会の相談部会にも参画している。

西川　志江／
社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会
指定障害者支援施設さやま園

生活支援員
平成４年入職。生活支援員として、利用者の地域移行に取り組んでき
た。一旦退職するが、支援の手腕を必要とされ、平成28年再入職。副主
任として主に利用者の日中活動に尽力。今年度より主任として豊富な経
験を活かし利用者の生活が豊かになるよう、リーダーシップを発揮して
いる。
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藤原　綾子／
社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会
指定障害者支援施設さやま園

生活支援員
生活支援員として、利用者の自立支援に取り組み、多くの利用者を地域
移行に結び付けてきた。また、OT、PTとの連携による高齢化対策にも
積極的に取り組み、利用者家族からも大きな信頼を得ている。現在は主
任生活支援員として職員からの信頼も厚く、後輩への指導、助言による
育成にも努めている。

豊田　美智江／
社会福祉法人北区社会福祉事業団
特別養護老人ホーム
清水坂あじさい荘

介護職員
平成５年４月に入職し、特別養護老人ホーム上中里つつじ荘、田端高齢
者在宅サービスセンター、特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘の開設
スタッフとして開設及び運営業務に従事。平成22年４月に主任となり、
若手介護職員の育成・指導にも努めている。

熊田　典子／
社会福祉法人北区社会福祉事業団
東十条・神谷地域包括支
援センター

社会福祉士
平成10年９月に入職し、田端高齢者在宅サービスセンターに２年７か月
間、特別養護老人ホームつつじ荘に５年間、介護職員として従事した。
平成14年に社会福祉士資格を取得し、平成18年４月からは上中里つつじ
荘、平成24年４月からは東十条・神谷と二つの地域包括支援センターに
おいて、社会福祉士として従事している。

勝又　　啓／
社会福祉法人嬉泉
嬉泉福祉交流センター袖ケ浦

サービス管理責任者
長年、障害児者の直接支援にあたり、特にここ数年はグループホームの
サービス責任者となり、運営に携わり、後輩の指導や育成にあたってい
る。加えて、同法人の他事業所と連携して事故防止委員会の活動にも取
り組み、マニュアル作りやヒヤリハットを通して事故防止に努めるな
ど、幅広く活躍している。

諏訪　　逸／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠ホーム

施設長
平成11年に至誠ホームに入職後、新施設の立ち上げに大きく貢献。資格
を活かし相談員業務に従事。至誠ケアセンターもとまちの介護支援専門
員・責任者として、事業の安定に貢献。その後は国分寺ブロックの責任
者として後進の育成、事業の安定化、地域の高齢者支援などの役割を
担っている。

大久保　実／
社会福祉法人至誠学舎東京
高齢者総合福祉施設
吉祥寺ホーム

統括施設長
平成８年に看護職員として吉祥寺ホームに入職。在宅介護支援センター
での相談業務など在宅福祉に貢献した後、特別養護老人ホームに異動し
室長を務め、平成17年施設長に就任。平成23年に統括施設長であるホー
ム長に就任し現在に至る。行政・地域住民からの厚い信頼を得ている。

大野　まゆみ／
社会福祉法人白百合会
特別養護老人ホーム
恩方ホーム

介護職員　リーダー
平成７年４月に入職し平成12年３月介護福祉士に合格。平成22年７月ユ
ニットリーダー研修終了。平成16年12月～平成23年副主任を務め、引き
続きユニットリーダーに就任し現在に至る。
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高尾　一枝／
社会福祉法人墨田区社会福祉
事業団
すみだ福祉保健センター

リハビリテーション部デイサービス課　主任
平成12年に介護福祉士として本事業団に就職。高齢者在宅サービスセン
ターの業務に従事する。平成18年に主任に昇格し、現在に至る。福祉の
専門職として日々研鑽を重ね、豊富な知識と経験とともに誠実な人柄
は、利用者のみならず、職員の信頼も厚く、事業団の発展に貢献した。

平田　和明／
社会福祉法人東京援護協会
板橋区立三園福祉園

主任生活支援員
平成７年に指導員として知的障がい者施設の蓮根福祉園に入職。法人内
の各事業所の開設当初に赴任し、事業開始に携わってきた。平成20年か
ら主任生活支援員に就任。豊富な経験と適切な支援で利用者家族からの
信頼も厚く、施設運営に多大な貢献を果たした。

篠崎　辰子／
社会福祉法人東京玉葉会
青陽園

施設長
平成２年にからまつ保育園の事務員として入職。平成11年からは園長に
就任し、子どもの健やかな成長に向けた支援及び質の高い教育と保育を
豊かな経験と的確な判断で実践し、保育者及び職員からの信頼も厚い。
平成26年からは青陽園の園長として、サービスや質の向上等に尽力し、
園の発展に貢献した。

谷口　和代／
社会福祉法人東京弘済園
特別養護老人ホーム弘済園

短期入所係長
平成３年に特別養護老人ホーム「弘済園」のケアワーカーとして就職。
現在は短期入所係長として活躍をしている。職員間の調整や職員と利用
者・ご家族の諸問題の解決には実践に基づく豊富な経験を活かして積極
的に職責に取り組み、利用者・ご家族からの信頼も厚い。

飯田　能子／
社会福祉法人日本フレンズ奉仕団
特別養護老人ホーム
フレンズホーム

施設長
世田谷区内施設長会発足時に、初代会長として主導的な役割を果たし
た。東社協老人福祉部では予算対策委員会委員等を務め、措置から介護
保険への転換時に直面した特養ホームの経営問題を整理した他、各種委
員会委員として世田谷区の施策をめぐる議論に参加するなど、一貫して
高齢者ケアの革新に取り組んでいる。

今井　康子／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

総務課　課長
平成３年に白十字八国苑事務職として入職。平成11年から平成13年の施
設整備事業及び大規模修繕において、事業運営の中核的存在として事業
達成に力を発揮した。長きに渡り経営面で多大な功績を残すとともに、
総務課課長として事務職業務のマネジメントと事務職員の育成に尽力し
ている。

八幡　由美子／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

健康医務課　課長
平成９年より白十字ホームに入職。利用者170名、ショートステイ利用
者12名の健康管理等の業務に従事。平成15年２月からは健康係副主任と
して、平成18年４月からは健康医務課課長として管理職としてもその職
責を担っている。また、職員の労働安全衛生面においても尽力してい
る。
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藤井　貞子／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

看護師
平成８年より白十字ホームに看護師として勤務。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。平成24年には痰の吸引指導
者の資格を取得し指導も行う。平成13年８月からの副主任時代も含め、
看護師のマネジメント業務も行ってきたことから、施設へ貢献が顕著で
ある。

宮本　哲夫／
社会福祉法人フロンティア
高齢者在宅サービスセン
ター山吹の里

施設長
平成12年に非常勤介護職として入職し、主に通所介護に携わってきた。
平成15年４月から正規職員となり、平成24年からは通所介護事業所の園
長を務め、平成31年には特養の副施設長も兼務し、管理職として職員の
育成にも努め、法人の施設運営に貢献している。

岩﨑　慎次郎／
社会福祉法人フロンティア
中野区鷺宮地域包括支援
センター

主任介護支援専門員
平成11年に非常勤介護職として入職し、その後着実に契約社員、正規職
員となった。平成20年からは、地域包括支援センターにおいて、さまざ
まな相談に適切に対応。特に、高齢者虐待など困難なケースに関しても
主任介護支援専門員として積極的に取り組んでおり、地域に多大なる貢
献をしている。

市丸　洋子／
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
ボワ・ミニヨン

施設長
長きに渡り、当法人職員として利用者支援に従事し、園長・施設長とし
て施設、法人運営に大きな貢献を果たしている。

前島　史郎
社会福祉法人友好福祉会
麦の家

相談支援専門員
平成12年に生活支援員として麦の家に就職。長年介護の現場に携わり、
利用者と真摯に向き合ってきた。平成25年に相談室を開設し相談支援専
門員となる。施設利用者の他地域の障害者、障害児の計画相談も担当
し、保護者、関係者からの信頼も厚く、必要不可欠な存在である。
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