
氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

前田　武昭／
社会福祉法人さくら会

理事長
平成15年に当法人の理事及び評議員、翌年からは理事長に就任。品川区
初の介護老人保健施設ケアセンター南大井を中核施設とする高齢者のた
めの複合施設を運営。医師としての経験と知識を生かし地域に多大なる
貢献をしている。品川区の医療・福祉・教育の発展にとってなくてはなら
ない存在である。

太田　佼子／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事及び施設長
昭和62年から任意団体の葛飾区手をつなぐ親の会の指導員として障害者
福祉に関わり、その後主任を経て施設長に就任。平成13年の現法人化に
向けて多大に尽力した。葛飾の地域でも人望信頼が厚く、現在も理事及
び施設長として地域の障害者支援に貢献している。

南雲　美枝子／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事
平成11年に任意団体の葛飾区手をつなぐ親の会副会長に就任。平成13年
の現社会福祉法人手をつなぐ福祉会の法人化に向けて貢献し、現在葛飾
区知的障害者相談員としても地域に住む障害者からの信用信頼が厚い。

鈴木　康雄／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事
法人化以前に任意団体葛飾区手をつなぐ親の会の活動に、地元商店街の
相談役として尽力。平成13年の現法人化に向けて貢献し、法人の発展に
多大な貢献を果たした。

竹澤　孝雄／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事
平成４年に任意団体の葛飾区手をつなぐ親の会会長に就任。平成６年か
ら無認可のしょうぶ福祉作業所の所長として養護学校卒業後の働く場の
開拓に尽力。平成13年の現法人化に向け初代理事長として法人の発展に
多大な貢献を果たした。

大塚　佳昭／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事
元葛飾区知的障害者相談員として地域の知的障害者及びそのご家族等か
らの相談に尽力。平成13年の現法人化に向けて貢献し、地元法人理事と
して、また、地域福祉に関する実情に通じている。

江原　正晃／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

監事
平成13年の当法人立ち上げから監事として就任。前職は葛飾区知的障害
者福祉司であり、葛飾区民の知的障害者の福祉に関する様々な相談を受
け付けたり、日常生活などの指導を行ってきた。現在は社会福祉事業の
経営に職見を有する者として尽力している。

中村　二朗／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

監事
平成13年の当法人立ち上げから監事として就任。法人内での財務諸表読
解者として財務管理について職見を有し最大限尽力した。

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

齋藤　初夫／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事
平成13年の現法人化に向けて貢献した。現葛飾区教育委員でもあり、元
葛飾区区議会議員でもあることから地域での信頼が厚く、他の法人の評
議員としても努めている。

根本　文夫／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事長
平成13年から当法人の認可現法人化に向けて貢献。理事を経て現在は理
事長として法人の発展に多大な貢献を果たしている。昨年度は葛飾区で
初めての入所施設の立ち上げに尽力。地元の知的障害者団体の会長でも
あることから葛飾の地域でも信頼が厚い。

髙山　喜美子／
社会福祉法人手をつなぐ福祉会

理事及び施設長
平成11年に任意団体の葛飾区手をつなぐ親の会第六しょうぶ福祉作業所
所長に就任。平成13年の法人取得に貢献。平成19年より現多機能型施設
しょうぶエバンズの施設長として貢献している。また、平成23年から法
人理事としても尽力している。

小林　　清／
社会福祉法人やまゆり福祉会

監事
弁護士として法律の専門的な立場から、法人運営等に関して適切に指導
助言を頂くなど存在感、信頼感が大きい。また、人権擁護・虐待等に対
する見識も広く、法人へ多大なる貢献をもたらしている。

中島　敦子／
社会福祉法人愛隣会
のぞみ保育園

保育士
のぞみ保育園では主任に次いで勤務経験が長く、フロアリーダーとして
複数クラスのまとめ役を但っている。若手保育士に対する指導・相談を
受け持つ他、業務の改善策を提案や取りまとめをするなど多方面で活躍
している。ベテラン保育士として、保護者からの信頼も厚い。

岡本　正久／
社会福祉法人あだちの里　
竹の塚ひまわり園

常務理事施設長
昭和54年福祉職として足立区の障害者施設等に勤務。障害福祉課を経て
障害福祉センター係長として勤務し区を退職。平成25年より、当法人に
て施設長、常務理事として勤務し、足立区において法人の障害福祉サー
ビス事業の発展に大きな貢献を果たした。

西岡　高広／
社会福祉法人青梅白寿会　
特別養護老人ホーム
シルバーコート丹三郎

福祉総務課管理係リーダー
開設まもなくから入職し、長く介護現場でケアにあたった。主任という
大役も一定期間担い、現在は管理係として、入居者と関わっている。介
護福祉士も早くに取得するなど、意欲ある職員である。

田中　敏子／
社会福祉法人清徳会　
特別養護老人ホーム清徳苑

介護職
平成11年に入職以来介護職を務め、働きながら介護福祉士の資格を取得
した。朗らかな声かけなど、利用者を優しく包み込むような介護を行
い、各種行事に参加を促す等うるおいのある施設生活を過ごせるよう取
り組んできた。利用者及びそのご家族からの信頼も厚く、後進の介護士
の教育も率先して行う等清徳苑の発展に多大なる貢献をした。
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

本多　公恵／
社会福祉法人滝乃川学園
地域支援部　

施設長
昭和57年に入職し、利用者の就職先開拓など地域に目を向けた取り組み
をした。平成13年からは療育等相談事業のコーディネーターを務め、そ
の実績から相談支援研修などで講師も経験。福祉業界全体の質の向上を
目指し、後進の育成にも携わっている。平成22年より地域支援部の施設
長として、利用者のニーズに合わせた地域向け事業の統括を行ってい
る。

松岡　由里／
社会福祉法人滝乃川学園
グループホーム部

専門科長
昭和58年に事務職として入職。福祉施設の事務、法人運営の水準を上げ
ることに尽力してきた。特に、東社協の書記会（現事務スタッフ会）で
は主体的に会合に参加しけん引した。長く滝乃川学園で暮らす利用者、
ご家族からの信頼は厚く、礼拝堂で奏でるオルガン演奏は、職員、利用
者問わず癒し続けている。

布施谷　咲子／
社会福祉法人天童会
秋津療育園

看護師
平成７年入職。重症児（者）の看護は、自分で痛みなどを訴えることが
難しく、顔の表情や日々の変化から体調変化を察知しケアを行い、疾患
による体の変形による二次的障害を理解するなど特殊性が高い。人材確
保が厳しい中、25年以上重症児の看護に携わり、看護技術の確立、後進
の指導など当園の発展にも大きく貢献した。

戸塚　経緯子／
社会福祉法人東京援護協会
目黒区東が丘障害福祉施設
東が丘福祉工房

主任生活支援員
平成３年に当法人に入職して以来、障害者分野で活躍している。特に、
自閉症の支援において、利用者本位を徹底している姿勢は見習うべきも
のがある。その確かな技術に加え、豊富な経験をいかし、後輩職員等の
人材育成に多大な貢献を果たしている。主任としての的確なリーダー
シップにより家族や職員からの信頼も厚く、大切な存在である。

齋藤　哲也／
社会福祉法人東京援護協会
目黒区東が丘障害福祉施設
あじさいホーム

あじさいホーム係長
高齢者分野で16年間、特別養護老人ホームの主任・係長としてチームを
まとめていた。障害者分野へ異動後は重度高齢化している利用者へ適切
な支援を行っている。現在は福祉ホームと短期入所の係長として豊富な
経験と責任感の強さから、利用者や家族、職員から信頼をされており、
施設の運営に多大な貢献をしている。

手塚　紀恵／
社会福祉法人東京援護協会
東が丘荘

管理係　主任栄養士
平成６年に栄養士として就職。その後、高齢者施設の栄養士として経験
を積み、高島平福祉園等、障害者とも関わり、現在に至る。高齢者や障
害者の栄養管理に心を配りながら、利用者自身との関わりも大切にする
姿勢が一貫している。主任としてのリーダーシップを発揮し、周りの信
頼も厚く、法人の発展に多大な貢献をしている。
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

今井　　克／
社会福祉法人東京援護協会
東が丘荘

管理係　係長
平成７年に町田荘、生活支援員として入職。関町福祉園の区から運営委
託の引き継ぎや田柄福祉園の運営立ち上げと関わる中で、リーダーシッ
プを発揮する。利用者と同じ立場に立って物事を考えることができ、家
族とのやり取りも丁寧であり、周りの信頼も厚い。

阪本　祐子／
社会福祉法人東京弘済園
ケアハウス弘陽園

ケアワーカー
昭和63年にケアワーカーとして入職。実践に基づく豊富な経験を活かし
て、職員間の調整や職員と利用者、ご家族の諸問題の解決に積極的に取
り組んでいる。利用者、ご家族からの信頼も厚い。

三村　陽子／
社会福祉法人パール　
恵比寿居宅介護支援事業所

介護支援専門員
２年間の老健勤務を経て、以降15年以上にわたり在宅介護サービスの第
一線で、サービス提供責任者、ケアワーカーとして従事。当法人業務の
細部にわたって係わり、土台を支えてきた。長年の経験を活かし、後進
の指導も実施し、現在は居宅介護支援事業所の介護支援専門員として従
事している。

吉田　英憲／
社会福祉法人パール
訪問介護事業所パールケア
パール居宅介護支援事業所

訪問介護員　介護支援専門員
在宅介護、ハンディキャブ移送、配食等、15年以上にわたり在宅介護
サービスにおいてサービス提供責任者、ケアワーカーとして従事。介護
現場の第一線のリーダー格として活躍。当法人業務の細部にわたって係
わり、土台を支えてきた。長年の経験を活かし、後進の指導が期待さ
れ、現在は居宅介護支援事業所の介護支援専門員として従事している。

綿谷　奈保子／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

生活福祉課課長
平成６年に入職。生活係副主任、主任を経て、平成25年からは生活福祉
課課長に就任。介護職全体のマネジメント業務や人材育成、利用者ケア
の質の向上推進を担っている。働きにくさを抱える方の就労支援でも中
心的役割を果たすなど、事業所に欠かせない人材である。

三種　充世／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

生活福祉課　主任
平成５年、特別養護老人ホームに入職。平成17年にデイサービスへ異動
し、介護職のマネジメント業務や人材育成、利用者ケアの質の向上推進
に尽力する。平成28年からは白十字ホーム生活福祉課主任として、在宅
ケアの経験を活かしながら、フロアの利用者ケアにおいて中心的役割を
果たしている。

宇野　　敬／
社会福祉法人ボワ・すみれ
福祉会　ボワ・エール

支援職員
長きわたり、当法人職員として利用者支援に従事し、大きな貢献を果た
している。

鈴木　千絵／
社会福祉法人村山苑
救護施設　村山荘

介護職員
平成11年に救護施設村山荘に入職。平成18年から副主任を務め、現在に
至る。施設入所者のかかわりでは豊富な経験と適格なリーダーシップに
より信頼も厚く、施設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

松本　加代子／
社会福祉法人六踏園
調布学園

児童指導員
生活習慣や発達に問題を抱えた児童の養育に尽力し、子どもたち一人ひ
とりの成長に寄り添った養護を実践してきた。卒園した児童も氏を頼り
に来園する事があり、当施設の養護を長年にわたり支えてきた。

渡邉　知加子／
社会福祉法人恩賜財団東京都
同胞愛護会
指定障害者支援施設さやま園

看護師
平成５年に看護師としてさやま園に入職。毎年、職員腰痛予防研修を実
施するなど職員の健康管理に尽力している。また、利用者の肥満予防や
高齢化対策などの入所利用者の健康管理にも継続的に取り組んでいる。
家族と嘱託医師との連絡調整の他、的確な判断・処置により、利用者や
家族からの信頼も厚い。

山浦　宣洋／
社会福祉法人東京武尊会
九十九園

生活相談課長
平成11年に入職以来、介護職員として長年にわたり利用者サービスに携
わった。その後、生活相談員や生活相談係長を経て、平成31年からは生
活相談課長として組織のとりまとめに尽力してきた。施設のケアマネと
して相談業務や地域との連携、苦情相談の窓口業務も行い、施設運営に
貢献し、家族からの信頼も大変厚い。

羽染　弥榮子／
社会福祉法人フロンティア
特別養護老人ホーム
文京くすのきの郷

施設長
平成11年に非常勤介護職員として入職し、正規職員に昇格した後、平成
19年には特養の副施設長、平成23年には施設長となり、大規模施設の管
理者として、施設運営に力を注いでいる。また、職員のみならず家族会
からも大きな信頼を寄せられている。平成27年から理事として法人の経
営にも多大な貢献をしている。

永坂　敦子／
社会福祉法人フロンティア
松が丘高齢者在宅サービ
スセンター

主任事務員
平成11年に非常勤事務員として入職し、正規職員に昇格後は、副主任・
主任として後輩職員への指導とサポートを行い、育成に取り組んでい
る。また、来客者には率先して対応するなど、利用者のみならず、その
家族からの信頼も厚い。高齢者施設だけでなく、障害者施設でも勤務を
こなすなど幅広い知識を持って業務に取り組んでいる。

荒井　博美／
社会福祉法人フロンティア
池袋ほんちょうの郷
ケアプラン相談センター

介護支援専門員
平成11年に非常勤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。この間に蓄積した介護現場のノウハウを後輩に伝えるた
め、職員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
厚い。定期年齢到達後は、再雇用で非常勤介護支援専門員として従事
し、引き続き多大な貢献を果たしている。

橋本　孝子／
社会福祉法人フロンティア
特別養護老人ホーム
池袋ほんちょうの郷

業務員
平成11年に入職し、長きにわたり、特養において正規職員を補佐してい
る。利用者の日常の生活に支障がないよう、その生活の細部にまで気を
配り、職務内容に捉われることなく、幅広く業務をこなすことで施設運
営に多大な貢献を果たしている。
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氏名／所属施設・団体名 内　　　　　容

岡田　美和／
社会福祉法人フロンティア
池袋ほんちょうの郷
高齢者在宅サービスセンター

生活相談員
平成11年に非常勤職員として入職。以来、利用者の介護に精力的に取り
組んできた。デイサービスや訪問介護に従事し利用者の在宅介護に貢献
しながら、子育てと仕事を両立してきた。また、蓄積した介護現場のノ
ウハウを後輩に伝えるための職員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、組織への多大な貢献を果たしている。

坂本　美和／
社会福祉法人鈴風会　
鈴の音保育園

保育士
保育士としての使命感は誰よりも強く、確固たる信念を持ち、子ども達
に優しく、温かく寄り添う心豊かな保育士である。マラソン大会の実施
により、子供たちの自信と強い精神力を培い、その成果を上げている。
身近な動植物を通じて、生命の大切さや慈しむ心を養うべく昆虫観察、
植物栽培等にも日々積極的に取り組んでいる。

森田　悦子／
社会福祉法人鈴風会　
鈴の音保育園

栄養士
21年の長きにわたり、栄養士として当園の栄養管理、献立立案、調理に
携わっている。また、季節感のある行事食の作成や子どもたちとのクッ
キングを通じて食への興味を養うよう研鑽に励み、保護者からのアレル
ギー相談、食育指導等にも誠心誠意対応している。また後進の育成にも
献身的に取り組み、保護者、職員からの人望も厚い。
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