
会　員

評議員　30名

正規職員 　 88名
会  　長　山﨑　和男 契約職員　  　3名
副会長 　井関　和明 パート職員 　82名

理事　14名 アルバイト　    1名
　　　　　　計 174名

常務理事（事務局長）　田中　文明

事務局次長　今川　政之

　

  　　　　　（所長）　木下　　 健 　

 ホームヘルプ 訪問看護 デイサービス コミュニティ 生活支援ハウス・ デイサービス 居宅介護 デイサービス 障がい者

 サービス ステーション センター カフェ事業 リラクゼーション センター 支援事業所 センター ケアホーム

 いずみ 　わかさ  いずみ 　きらやま茶屋 事業 　パレア若狭 　パレア若狭 　五湖の郷 　　五湖の郷

（パート職員） （主任） （主任） （主任） （正規職員） （主任） （主任） （本部長） （主任） （主任） （主任） （主任） （主任介護員） （主任看護師） （主任）

　渡辺　 光世 　中村　 麻美 　松村美津恵 　西川　 千夏 　吉田　 幸夫 　深川 　 　晃 　水江　 英子 　田辺　 隆明 　野頭由美子 　大林　 和代 　藤井　 浩一 　辻　　　泰裕 　中川　　 悟 　籔ノ内洋子 　澤  　　将之

　青池　 重孝 （正規職員） （正規職員） （正規職員） 　片山真喜子 （正規職員） （パート職員） （主任） （正規職員） （正規職員） （正規職員） （正規職員） （正規職員） （パート職員）

　井上　 和雄 　玉村　 美里 　近藤　　  均 　田辺　 明美 　村西　 朋子 　大野亜里紗 　坪内　 圭美 　西野　 仁敏 　江戸　 勝子 　橋本　 貴文 　増田　 静香 　井上　 仁子 　井上　 美佳 　下島　 樹美 　田辺由美子

生きいき 　西村由紀子 　中田　　  恵 　坊　　  明美 （パート職員） 　宮川　 　 将 　清水　 由子 （正規職員） 　伊藤　 真美 　中畑奈々江 　石崎喜美栄 　河合　 清美 　岡田　 恵美 　森井　 英信 　吉村　 節子

ふれあい舘 　西村　 千春 　澤　　  由香 　小堀　 絵美 　山田　 記子 　山本　 喜廣 　山中 まゆみ 　玉井　 裕子 　高鳥小百合 　杉下　 瑞恵 　深川　 育里 　重長里衣子 　松本　 和也 　赤尾　 知香 　奥田 　成子

   管理事業 　松本　 葉月   鳥羽　 伸良 （パート職員） 　小矢　 繁樹 （パート職員） （パート職員） 　小堀寿栄子 （パート職員） （パート職員） （パート職員） 　貝増　 志穂 　小堂恵梨佳 　中村 　明美

小規模多機能 （パート職員） 　坂本富志江 　山口　 和子 　西山　 和樹 　堂本　　  優 　井上　和代 （パート職員） 　澤　　  美保 　村上由美子 　大音智佳子 　藤田　 直美 　高田　 裕子 　梅木千寿子

ホームきやま 　桧鼻ふじよ （パート職員） 　藤本　 和子 　中村　 知洋 　塚本　　  渉 　川端　 順子 　永友　 美穂 　中村　 健次 　鳥居　　  綾 　岡本　 美和

  虹の家 　藤内いよ子 　清水　トクエ 　上下　 良香 　荻野　 一男 　辻村　 英子 　山田　 洋子 　遠藤　 紀恵 　山口　 寛之 　佐藤　 雅明

（主任） 　宇敷しのぶ 　北川沙央里 　久保美由紀 　植田 　　 稔 　堂脇久美子 　赤尾　 栄子 　坪田　 千枝 　田辺　　  瞳 　安井　 良太

　今安　 祥江 　香川　 奈々 　長岡　 千明 　勢馬　 徳夫 　島津　 寿末 　若新　 弘子 　元田香奈子 　柘原　 優江 　田中　 英里 （主任）

（正規職員） 　三宅あき子 　清水　 幸子 葬祭事業 小規模多機能 　米澤　 衣里 小規模多機能 （パート職員） 　青池　 智子

　岡垣　 泰子 　三宅みさゑ ホームほたる 　竹中 あゆみ 地域福祉事業 ホーム 　知場加代子 　榎本三恵子 （正規職員）

　安井望紀子 　下嶋　 邦代 （主任）   熊川宿 　小牧　 美順 みさき 　三宅喜久夫 　川合久美子 　田中　 恭子

（パート職員） 　西野　 静代 　 （主任） 　糀谷由香里 （主任） 　岡田由美子 　藤井　 早紀 　谷保　 泰彦

　田中由賀里 （契約職員） 　山本　 真輔 　宇野多希子 　渡辺　 純子 　浜川　 真依 　大島　 敦子 　前　　  好栄

　淺田あゆみ 　林　　  光博 （正規職員） 　山田　 真記 （正規職員） 　北村　  　隆

　山崎　 尚代 　日退　 義勝 　橋本　 朋美 　村松友利子 （主任） 　藤村　 麻有 （パート職員）

　垣東　 三奈 （アルバイト） 　宇野　 牧子 　宇野　 夏子 　小堀　 冨代

（パート職員） 　小堀　 美幸 （正規職員） 　荻野　 和美 　畠中　 幸子

　楯 　やす子 　仲上　 周吾 （パート職員） 　天野利惠子

　山下みつ江 　山本  まゆみ 　小西　 智美

　今枝  さをり 　辻　 眞理子 　大音　 雪子

　笠木　 容子 （パート職員） 　辻本富美代

　榎本　 智実 　澤　　  芳子 　藤原　 康寛

正規職員　　 19名 正規職員　　 22名

契約職員　　　3名 正規職員　　 4名 パート職員 　26名 正規職員　 　43名

パート職員 　21名 パート職員 　4名 アルバイト　　　1名 パート職員 　31名

グループホーム

　　　五湖の郷障がい者就労
継続支援事業

障がい者相談
支援センター
　　　　　わかさ

　　　　　 計　 43名 　　　　　　計　8名 　　　　　　計　49名 　　　　　　計　74名

食事サービス
　　　　　　事業

（所長）　清水　武久 　（所長）　内藤　利博

地域福祉事業 地域福祉事業
法人本部運営
　　　　　　事業

障がい者日中
活動支援施設

　　　特別養護老人ホーム
　　　　　　　　　　　　　五湖の郷

　いずみ事業所 三方駅事業所 パレア若狭本所 五湖の郷事業所

若狭町社会福祉協議会組織図（内示）

平成28年11月1日

全　体


