
長野県社会福祉法人経営者協議会　会員名簿

R4.11.10

法人名 代表者職氏名 法人所在地

【佐久地域】

社会福祉法人　佐久福寿園 理事長　　和田　裕一 佐久市岩村田4213番地

社会福祉法人　愛灯園 理事長　　西川　宏 小諸市字高峯己1番地

社会福祉法人　小諸青葉福祉会 理事長　　佐藤　正雄 小諸市大字柏木1328

社会福祉法人　愛泉会 理事長　　後藤　浩 北佐久郡軽井沢町大字追分1607-4

社会福祉法人　育護会 理事長　　佐藤　公宣 北佐久郡軽井沢町大字長倉3725

社会福祉法人　軽井沢会 理事長　　荻原　敏孝 北佐久郡御代田町御代田4108-1374

社会福祉法人　望月悠玄福祉会 理事長　　竹花　健太郎 佐久市布施769-1

社会福祉法人　ハートフルケアたてしな 理事長　　森澤　光則 北佐久郡立科町大字芦田720-1

社会福祉法人　佐久平福祉会 理事長　　栁澤　陽子 佐久市長土呂158-1

社会福祉法人　佐久コスモス福祉会 理事長　　木内　正樹 佐久市岩村田1880-5

社会福祉法人　七草会 理事長　　植木　正弘 小諸市大字菱平字西丸山187

社会福祉法人　里仁会 理事長　　雨宮　雷太 佐久市下小田切50-1

社会福祉法人　のぞみ福祉会 理事長　　甘利　庸子 小諸市大字和田966番地151

社会福祉法人  上田しいのみ会 理事長　　村上　恒夫 上田市下室賀2826番地

社会福祉法人　上田明照会 会　 長　　横内　浄真 上田市中央北二丁目7番3号

社会福祉法人  敬老園 理事長　  斎藤　剛志 上田市常磐城2256番地1

社会福祉法人　大樹会 理事長　　丸山　和敏 小県郡青木村大字田沢3402番地1

社会福祉法人　別所清明会 理事長　　淺田　奨太 上田市別所温泉1828番地2

社会福祉法人　依田窪福祉会 理事長　　渡邉　和美 上田市下武石776-1

社会福祉法人　ちいさがた福祉会 理事長　　太田　心平 東御市常田２－１

社会福祉法人　みまき福祉会 理事長　　久堀　周治郎 東御市布下6-1

社会福祉法人  清明会 理事長　　小口　国之 諏訪郡富士見町落合9507-1

社会福祉法人  つばさ福祉会 理事長　　今井　照雄 岡谷市神明町四丁目11番14号

社会福祉法人  つるみね福祉会 理事長　　林　新一郎 岡谷市川岸上4-12-51

社会福祉法人　有倫会 理事長　　井口　光世 岡谷市出早2-6-33

社会福祉法人　聖母の会 理事長　　井上　淳哉 諏訪市湖南4894-1

社会福祉法人　こまくさ福祉会 理事長　　池田　輝明 茅野市ちの3000-1

社会福祉法人　誠心会 理事長　　五味　和夫 諏訪郡原村10377-2

社会福祉法人　ひなたぼっこ 理事長　　森　正明 諏訪郡富士見町富士見11650-1

【上小地域】

【諏訪地域】



法人名 代表者職氏名 法人所在地

社会福祉法人  上伊那福祉協会 理事長　　平澤　豊満 伊那市美篶7164番地1

社会福祉法人　たかずや福祉会 理事長　　伊藤　隆 伊那市東春近7000-8

社会福祉法人　高遠さくら福祉会 理事長　　中島　光孝 伊那市高遠町勝間220番地

社会福祉法人　伊南福祉会 理事長　　高坂　宗昭 駒ヶ根市赤穂3249番地4

社会福祉法人　すずらん福祉会 理事長　　松川　常夫 駒ヶ根市赤穂14424-3

社会福祉法人　りんどう信濃会 理事長　　菅沼　義郎 駒ヶ根市赤穂太田切16398-152

社会福祉法人　麦の家 理事長　　南風原　泰 上伊那郡中川村大草4559

社会福祉法人　飯田風越福祉会 理事長　　池田　延史 飯田市丸山町4-7537-10

社会福祉法人　萱垣会 理事長　　萱垣　光英 飯田市鼎一色551番地

社会福祉法人　下伊那社会福祉会 理事長　　岡庭　一雄 飯田市追手町2丁目678

社会福祉法人　明星会 理事長　　宮下　智 飯田市駄科2250

社会福祉法人　ゆいの里 理事長　　大原　泰一 飯田市龍江7159-1

社会福祉法人　悠水会 総　 長　　土屋　隆 飯田市毛賀1681番地10

社会福祉法人　綿半野原積善会 理事長　　小林　亮夫 飯田市三日市場2100番地

社会福祉法人　親愛の里 理事長　　黒岩　長造 下伊那郡松川町元大島1729-1

社会福祉法人  長姫福祉会 理事長　　沖津　敦司 飯田市仲ノ町305-6

社会福祉法人  林の杜 理事長　　北沢　幸保 下伊那郡豊丘村大字神稲4176

社会福祉法人  和順福祉会 理事長　　宮澤　徹成 飯田市丸山町2-6728

社会福祉法人　八反田 理事長　　岡田　寿眞子 飯田市上郷飯沼477-1

社会福祉法人　慈光福祉会 理事長　  高松　和子 飯田市宮の前4410番地1

社会福祉法人　安曇野福祉協会 理事長　　宮澤　学 安曇野市豊科5126番地1

社会福祉法人　誠心福祉協会 理事長　　森下　芙玖江 安曇野市三郷小倉2685-1

社会福祉法人　恵清会 理事長　　相澤　孝夫 松本市寿中2-20-1

社会福祉法人　国際保健支援会 理事長　　横内　定明 松本市筑摩3丁目15-31

社会福祉法人　信濃友愛会 理事長　　櫻井　俊夫 松本市刈谷原町759-1

社会福祉法人　高綱の里　 理事長　　能　慶子 松本市島立4883

社会福祉法人　中信社会福祉協会 理事長　　渡辺　明 松本市梓川梓2288-3

社会福祉法人　松本ハイランド 理事長　　松澤　幹夫 松本市大字和田2240-33

社会福祉法人　七つの鐘 理事長　　関　健 安曇野市三郷小倉6079-1

社会福祉法人　心泉会 理事長　　上條　裕朗 松本市大字中山7494-10

社会福祉法人　てまり 理事長　　篠崎　まり子 松本市高宮南6-25

【松本地域】

【上伊那地域】

【飯伊地域】



法人名 代表者職氏名 法人所在地

社会福祉法人　ハーモニー 理事長　　大久保　典昭 松本市大字島内字広田4064番地2

社会福祉法人　梓の郷 理事長　  豊田 喜久夫 松本市梓川倭3234番地15

社会福祉法人　れんげ福祉会 理事長　　藤巻　秀卓 大町市常磐6850-24

社会福祉法人　信濃の郷 理事長　　伊東　正幸 北安曇郡池田町大字中鵜3080

社会福祉法人　幸充 理事長　　小林　昇 北安曇郡池田町会染1498-1

社会福祉法人　あさひ福祉会 理事長　　三澤　大輔 長野市稲里町下氷鉋682番地

社会福祉法人　円福会 理事長　　藤本  光世 長野市篠ノ井横田798-1

社会福祉法人　光仁会　富竹の里 理事長　　中野　清史 長野市大字富竹1621

社会福祉法人　ジェイエー長野会 理事長　　上原　孝義 長野市大字南長野北石堂町1177-3

社会福祉法人　信濃福祉 理事長　　西村　行弘 長野市新諏訪1-25-43

社会福祉法人　しののい福祉会 理事長　　穂苅　紀雄 長野市篠ノ井布施五明2259

社会福祉法人　大勧進養育院 理事長　　吉澤　俊一 長野市屋島2373番地

社会福祉法人　長野県社会福祉事業団 理事長　　和田　恭良 長野市大字高田364番地1

社会福祉法人　長野市社会事業協会 理事長　　横地　克己 長野市若里6丁目6番14号

社会福祉法人　長野南福祉会 理事長　　倉石　和明 長野市栗田732-1

社会福祉法人　長野りんどう会 理事長　　宮尾　美代子 長野市徳間３２２２

社会福祉法人　ながのコロニー 理事長　　柄澤　顕司 長野市篠ノ井布施五明464番地1

社会福祉法人　博仁会 理事長　　川上　淑人 長野市篠ノ井二ッ柳字大当1535-1

社会福祉法人　博悠会 理事長　　荒木　智子 長野市吉田4-19-5

社会福祉法人　八葉会 理事長　　月岡　光彦 千曲市稲荷山3842-1

社会福祉法人　豊寿福祉会 理事長　　髙橋　宏 長野市篠ノ井岡田3241

社会福祉法人　湖会 理事長　　香山　篤美 長野市松代町東条字腰巻108番地2

社会福祉法人　ハーモニー福祉会 理事長　　三井　五夜子 長野市大字吉1823-1

社会福祉法人　杏の郷 理事長　　海野　秀彦 千曲市大字倉科1048-1

社会福祉法人　林檎の里 理事長　　寺島　渉 上水内郡飯綱町大字芋川6013-6

社会福祉法人　坂城福祉会 理事長　　坂内　孝之 埴科郡坂城町坂城9086-1

社会福祉法人　エマオ会 理事長　　小山　仲一郎 長野市篠ノ井小森751番地1

社会福祉法人　すこう福祉会 理事長　　宮﨑　隆司 須坂市大字小河原1234-1

社会福祉法人　花工房福祉会 理事長　　小池　邦子 長野市川中島町今井1387-1

社会福祉法人　夢工房福祉会 理事長　　松本　善雄 須坂市大字高梨343-1

社会福祉法人　絆の会 理事長　　太田　廣美 長野市若里3-14-23

社会福祉法人　大西福祉会 理事長　　大西　富佐恵 千曲市大字桜堂367-3

【大北地域】

【長野地域】



法人名 代表者職氏名 法人所在地

社会福祉法人　さかえ 理事長　　鎌田　雄三 長野市吉田3-13-27

社会福祉法人　くりのみ園 理事長　　島津　隆雄 上高井郡小布施町都住1238-2

社会福祉法人　いなりやま福祉会 理事長　　安藤　正幸 千曲市大字稲荷山2046-1

社会福祉法人　賛育会 事務長　　森 佐知子 長野市豊野町豊野634

社会福祉法人　グリーンアルム福祉会 理事長　　更級　尚 須坂市大字二礼7-10

社会福祉法人　飯山学園 理事長　　山田　晃 飯山市大字飯山3180

98法人（内県のみ会員１法人）

【北信地域】


