
　　社会福祉法人　須坂市社会福祉協議会役職員名簿　　　　　　　　　（敬称略）

氏　　　名 役　　職　　名 氏　　　名 役　　職　　名
三　木　正　夫 須坂市長 霜　田　協　一 穀町区長
村　石　正　郎 県議会議員 長谷川　　　倢 本上町区長
永　井　一　雄 県議会議員 玉　林　政　彦 上中町区長
永　井　康　彦 市議会議長 小　林　季　澄 中町区長
中　沢　　　允 前社協会長 髙　橋　光　司 春木町区長
井　上　忠　惠 副市長 武　田　包　修 太子町区長
渡　邊　宣　裕 市教育長 山　﨑　喜一郎 新町区長
吉　池　　　武 会長 越　　　公　保 横町区長
板　倉　充　明 副会長（区長会長） 小　林　駿一郎 東横町区長
返　町　忠　吉 副会長（民協会長） 持　田　正　治 北横町区長
土　谷　フミエ 市議会総務文教委員長 三　上　裕　通 立町区長
宮　本　勇　治 学識経験者 小　林　紀　雄 馬場町区長
吉　池　　　武 学識経験者 滝　沢　明　雄 西町区長
板　倉　充　明 区長会長（米持町区長） 南　澤　政　敏 須坂ハイランド町区長
返　町　忠　吉 市民生児童委員協議会会長 宮　崎　胤　門 坂田町区長
荒　井　壽　夫 区長会副会長（新田町区長） 青　木　邦　夫 南原町区長
黒　岩　　　致 区長会副会長（村山町区長） 羽生田　和　雄 北原町区長
彦　坂　　　亮 区長会副会長（大日向町区長） 傘　木　一　夫 屋部町区長
大日方　延　男 市民生児童委員協議会副会長 宮　本　良　明 八幡町区長
永　田　繁　江 市民生児童委員協議会副会長 小　林　　　勳 境沢町区長
山　岸　　　衛 市健康福祉部長・福祉事務所長 鈴　木　　　洋 高橋町区長
矢　澤　信　男 市老人クラブ連合会長 島　田　勝　明 大谷町区長
村　石　美智子 市連合婦人会長 越　　　　　強 本郷町区長
神　屋　初　枝 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体代表者 藤　澤　太　三 高畑町区長
丸　山　哲　行 市社会福祉施設代表者（浅間育豊園） 宮　崎　博　元 南小河原町区長
宮　沢　雅　雄 市社会福祉協議会事務局長 荻　原　静　雄 小河原町区長
岩　田　修　二 市議会福祉環境委員長 土　屋　博太朗 小島町区長
神　林　夏　雄 上部支部長（上町区長） 三　木　一　博 相之島町区長
勝　山　　　昭 東部支部長（常盤町区長） 長谷川　　　明 北相之島町区長
本　藤　正　秀 西部支部長（南横町区長） 日向野　靖　司 旭ヶ丘町区長
永　井　敎　雄 南部支部長（小山町区長） 熊　井　　　勝 松川町区長
關　　　悌二郎 日滝支部長（相森町区長） 馬　場　義　直 光ヶ丘ニュータウン区長
小　出　忠　男 豊洲支部長（豊島町区長） 金　井　敏　廣 八重森町区長
鈴　木　五十自 旭ヶ丘支部長（北旭ヶ丘町区長） 松　山　速　雄 沼目町区長
小布施　佑　児 日野支部長（高梨町区長） 小　栁　賢　兒 塩川町区長
平　野　　　正 井上支部長（福島町区長） 渋　谷　佳　孝 五閑町区長
酒　井　雅　之 高甫支部長（明徳町区長） 深　海　龍　夫 田の神町区長
山　岸　朝　美 仁礼支部長（仁礼町区長） 林　　　　　豊 井上町区長
坂　田　茂　美 豊丘支部長（豊丘上町区長） 堀　内　浩　司 中島町区長
山　﨑　耕　藏 市民生児童委員協議会地区長 近　藤　正　弘 九反田町区長
小布施　　　武 市民生児童委員協議会地区長 山　岸　昭　雄 幸高町区長
古　家　敏　男 市民生児童委員協議会地区長 弓　田　正　雄 二睦町区長
角　田　幸　男 市民生児童委員協議会地区長 町　田　　　毅 上八町区長
梅　本　　　薫 市民生児童委員協議会地区長 荒　井　謙　一 下八町区長
吉　池　和　夫 市民生児童委員協議会地区長 冨　澤　良　雄 野辺町区長
永　田　袈裟藏 市民生児童委員協議会地区長 青　木　　　敬 村石町区長
大　峽　榮　治 市民生児童委員協議会地区長 島　田　　　薫 望岳台区長
弓　田　　　忍 市民生児童委員協議会地区長 羽生田　　　修 亀倉町区長
田　中　勇　藏 市民生児童委員協議会地区長 山　下　袈裟治 夏端町区長
池　田　信　輔 市民生児童委員協議会地区長 竹　前　正　勝 米子町区長
内　川　　　満 市民生児童委員協議会地区長 谷　口　正　典 塩野町区長
土　屋　阿さ子 学識経験者（ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 古　川　茂　紀 峰の原高原区長
中　田　隆　雄 市遺族会副会長 森　山　睦　男 豊丘町区長
須　藤　寿美江 市母子寡婦福祉会会長 神　山　修　司 市老人クラブ連合会副会長
山　岸　　　守 市身体障害者福祉協会理事長 石　井　　　泉 市老人クラブ連合会副会長
北　沢　二　郎 市傷痍軍人会長 羽生田　美奈子 市老人クラブ連合会副会長
松　本　善　雄 市手をつなぐ育成会会長 八　谷　栄　子 市連合婦人会副会長
石　川　仁　志 市ＰＴＡ連合会長 黒　岩　恵利子 市はげみ会会長
山　浦　弘　子 市保健補導員会長 青　木　信一郎 市健康づくり課長
北　澤　礼　子 市赤十字奉仕団委員長 羽生田　豊　雄 市市民課長
樋　口　妙　子 市精神障害者家族会代表 塩　野　孝　志 市公民館長
小　林　芳　彦 市福祉課長・福祉事務所次長
須　田　　　進 市高齢者福祉課長・福祉事務所次長
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職　　　名 氏　　　名 職　　　名 氏　　　名

会長 吉　池　　　武 ■在宅介護係

副会長 板　倉　充　明 係長 畠　山　仁　美

副会長 返　町　忠　吉 〔訪問介護事業〕

事務局長 宮　沢　雅　雄 主任 斉　藤　智津子
事務局次長・助け合い起こし推進担当
介護支援専門員 高　橋　芳　子 サービス提供責任者 東　　　明　美

■庶務係 サービス提供責任者 毛　利　友　美

係長 須　山　範　一 サービス提供責任者 塚　田　祐　子

主事 勝　山　祥　典 サービス提供責任者 青　木　智恵子

主事 柄　澤　京　子 障害者自立支援法関係サービス提供責任者 久　保　智　子

事務職員 荒　井　多恵子 サービス提供責任者 高　藤　秀　子

■助け合い起こし推進係 介護職員 加　藤　綾　子

係長 関　　　佳代子 介護職員 関　　　孝　子

主事（ボランティアコーディネーター） 竹　前　真美子 介護職員 中　山　公　子

主事（福祉活動専門員） 小　林　　　勇 介護職員 伊　藤　良　子

事務職員 堀　　　絹　子 介護職員 青　木　陽　子

事務職員 月　岡　まゆみ 介護職員 面　田　直　美

事務職員 大　川　敬　子 介護職員 山　田　美　香

事務職員 堺　　　恒　子 介護職員 伊　藤　裕　子

心配ごと相談所相談員 田　幸　重　彦 介護職員 山　崎　悦　子

総合相談専任相談員 一　色　照　子 〔介護予防受託事業〕

■老人福祉センター　永楽荘 介護職員 湯　本　久　美

所長 善　財　　　保 〔訪問入浴事業〕

職員 関　野　直　美 看護職員 坂　田　真由美

職員 中　嶋　敏　江 ■通所介護係

職員 田　辺　徳　夫
係長兼デイサービスセンターぬくもり園管理者
兼生活相談員 小　松　正　典

■老人福祉センター　くつろぎ荘 〔デイサービスセンターぬくもり園〕

所長 山　上　茂　明
生活相談員
兼デイサービスセンターことぶき生活相談員 竹　前　敦　子

職員 板　倉　芳　江
看護職員兼機能訓練指導員
兼デイサービスセンターことぶき看護職員 田　中　美津子

職員 高　橋　由起子 介護職員 山　岸　清　子

職員 羽生田　清　士 介護職員 児　玉　くにい

■精神障害者授産施設　ぶどうの家 介護職員 宮　崎　寿　子

所長 田野口　光　子 介護職員 田　子　芽衣子

精神保健福祉士 石　山　佳　子 生活相談員 呉　羽　ますみ

精神障害者社会復帰指導員 荒　井　眞味子 〔デイサービスセンターことぶき〕

精神障害者社会復帰指導員 小　野　てるみ 管理者兼生活相談員 青　木　久美子

精神障害者社会復帰指導員 高　橋　葉　子 生活相談員 丸　山　布佐子

事務職員兼精神障害者社会復帰指導員 山　﨑　克　美
看護職員兼機能訓練指導員
兼デイサービスセンターぬくもり看護職員 伝　田　和　美

■居宅介護支援係 〔デイサービスセンターすえひろ〕
係長
兼第Ⅱ居宅介護支援事業管理者兼介護支援専門員 高　相　道　子

管理者兼生活相談員
兼世話付高齢者住宅安心確保事業主任 長　岡　惠　子

〔居宅介護支援〕
生活相談員
兼世話付高齢者住宅安心確保事業生活援助員 黒　岩　真由美

居宅介護支援事業管理者兼介護支援専門員 横　山　道　郎
看護職員兼機能訓練指導員

兼世話付高齢者住宅安心確保事業生活援助員兼介護支援専門員 玉　川　孝　子

介護支援専門員 竹　節　純　子
生活相談員
兼世話付高齢者住宅安心確保事業生活援助員 関　根　ゆかり

介護支援専門員 牧　　　久美子
生活相談員
兼世話付高齢者住宅安心確保事業生活援助員 平　田　澄　子

介護支援専門員 高　野　克　枝
介護職員
兼世話付高齢者住宅安心確保事業生活援助員 北　村　幸　範

介護支援専門員 櫻　井　多慈子
介護職員
兼世話付高齢者住宅安心確保事業生活援助員 岩　田　竜　樹

〔第Ⅱ居宅介護支援〕 看護職員兼機能訓練指導員 浦　野　あや子

介護支援専門員 荒　井　敏　彦 介護職員 平　野　初　枝

介護支援専門員 竜　円　富美子 介護職員 平　林　孝　子

介護支援専門員 渡　邉　弘　美

介護支援専門員 横　川　恵美子


