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2018.4.4 有限会社創生活環境運営 代表取締役　伊東　進 安曇野市豊科高塚 3

2018.4.20 社会福祉法人雄仁会 理事長　小澤　基一 松本市波田 1

2018.5.28 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 理事長　和田　恭良 長野市若里 19

2018.6.7 社会福祉法人萱垣会 理事長　萱垣　光英 飯田市鼎一色 17

2018.6.8 株式会社ソーシャル・ネットワーク
代表取締役社長
　　　　　　中山　禎二

塩尻市広丘高出 7

2018.6.11 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 会長　中島　武津雄 飯田市東栄町 27

2018.6.12 株式会社福老 代表取締役　中島　純 長野市中越 3

2018.6.13 医療法人龍川会 理事長　多田　伸 飯田市本町 1

2018.6.13 特定非営利活動法人宅老所いこいの家 理事　小林　伸子 下伊那郡阿南町富草 1

2018.6.14 株式会社シックスセンス 代表取締役　堀内　昇 東御市鞍掛 2

2018.6.14 合同会社和み 管理者　新井　雅和 北安曇郡池田町大字会染 2

2018.6.14 特定非営利活動法人宅老所花・HANA 理事　五反田　豊彦 北安曇郡松川村 3

2018.6.14 有限会社ほっとスマイルケア
代表取締役社長
　　　　　　竹田　雄一

東御市和 1

2018.6.15 社会福祉法人千代しゃくなげの会 理事長　小澤　正昭 飯田市千代 3

2018.6.18 株式会社イトウ
代表取締役
　　　　　　小林　繁則

安曇野市穂高 1

2018.6.18 社会福祉法人明星会 理事長　宮下　智 飯田市駄科 2

2018.6.18 医療法人あさま会 理事長　備前　敦 松本市浅間温泉 2

2018.6.19 特定非営利活動法人わだの家 理事長　遠山　信一郎 飯田市南信濃和田 2

2018.6.19 株式会社エスポワール 代表取締役　甘利　庸子 小諸市和田 4

2018.6.19 社会福祉法人のぞみ福祉会 理事長　甘利　庸子 小諸市和田 4

2018.6.19 株式会社シルバーケアのぞみ 代表取締役　甘利　庸子 小諸市和田 4

2018.6.21 特定非営利活動法人どんつく 理事長　熊谷　圭笑 下伊那郡豊丘村大字河野 1

2018.6.21 一般社団法人上伊那ひまわり企画 代表理事　辰ノ口　与司彦上伊那郡箕輪町中箕輪 2

2018.6.22 株式会社横澤建築 代表取締役　横澤　圭一 大町市常盤 1
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2018.6.19 社会福祉法人梓の郷 理事長　豊田　喜久夫 松本市梓川倭 11

2018.6.26 株式会社ＰＯＬ 代表取締役　髙橋　知行 茅野市玉川 2

2018.6.28 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 4

2018.6.28 社会医療法人栗山会 理事長　千葉　恭 飯田市大通 4

2018.7.2 医療法人白楊会 代表理事　桑原　宣彦 長野市南長野南県町 1

2018.7.2 有限会社ケアサービス・りんどう 代表取締役　新妻　田鶴 長野市篠ノ井塩崎 1

2018.7.4 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 5

2018.7.4 社会福祉法人愛知慈恵会 理事長　谷川喜久雄 愛知県一宮市萩原町西御堂 1

2018.7.4 株式会社ツクイ
代表取締役社長
　　　　津久井　宏

神奈川県横浜市港南区
上大岡西

23

2018.7.5 株式会社サニーケア
代表（管理者）
　　　　横山　佳宏

松本市神林 1

2018.7.9 特定非営利活動法人おおぞら 理事長　尾上　　利香 上伊那郡中川村片桐 1

2018.7.17 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 9

2018.7.18 株式会社ウィッシュ
代表取締役
　　　　勝野　眞紀子

塩尻市広丘野村 3

2018.7.20 社会福祉法人恵仁福祉協会 理事長　黒澤　博身 上田市真田町長 21

2018.7.25 社会医療法人財団　慈泉会 理事長　相澤　孝夫 松本市本庄 13

2018.7.26
特定非営利活動法人
サポートセンターたつまち

理事長　冨沢　由明 須坂市大字須坂 1

2018.7.27 社会福祉法人　サン・ビジョン 理事長　堤　修三 名古屋市東区葵 31

2018.8.24 株式会社サルーテ
代表取締役社長
      有吉　眞

長野市大字南長野妻科 2

2018.9.18 医療法人百藤会　インターコート藤　 理事長　菅生　元康 長野市青木島町綱島 3

2018.9.18 株式会社インターコート藤 代表取締役　竹内　伊吉 長野市青木島町綱島 1

2018.11.20 社会福祉法人　長野市社会福祉協議会 会長　増山　幸一 長野市大字鶴賀緑町 34

2018.12.18 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 3
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2018.3.2 株式会社雪村 代表取締役　雪村八一郎松本市浅間温泉 2

2018.3.7 株式会社カリナ 代表取締役　新井弘 長野市桐原 3

2018.3.9 医療法人大和会 理事長　秋城大司 駒ケ根市赤穂 3

2018.3.12 特定非営利活動法人ハートラインまつもと 理事長　岩井和子 松本市寿北 4

2018.3.12 株式会社ライフ・ケア 代表取締役　竹内善彦 長野市大字栗田 9

2018.3.14 社会福祉法人ジェイエー長野会 理事長　油井博一 長野市大字南長野北石堂町 6

2018.3.19 社会福祉法人御代田町社会福祉協議会 会長　土屋敏夫 北佐久郡御代田町大字御代田 5

2018.3.22 株式会社ひだまり 代表取締役　森下あゆみ 下伊那郡松川町元大島 1

2018.3.23 特定非営利活動法人しんまち 理事長　坂元芳治 長野市信州新町上条 1
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