
圏域 市町村名 所　属 職種 氏　名

洛和会音羽病院 精神保健福祉士 伊達　豊

京都市紫竹地域包括支援センター 主任介護支援専門員 小林　舞見

高齢者福祉施設西院 作業療法士 田端　重樹

京都福祉サービス協会高野事務所 社会福祉士、介護支援専門員 寺本　珠眞美

小規模多機能かたぎはら 主任介護支援専門員 岩﨑　由香里

京都市修学院地域包括支援センター 主任介護支援専門員 早崎　元弥

有限会社ケアサービス信愛 介護支援専門員 清水　健次

認知症の人と家族の会京都府支部 世話人、元看護師 奥野　茂代

十四軒町デイサービスセンター 生活相談員、介護職 面湫　美佳

クローバー居宅介護支援サービス 主任介護支援専門員 石田　和佳

優樹居宅介護支援事業所 介護支援専門員 山﨑　由花

認知症の人と家族の会京都府支部 認知症認定薬剤師 河合　雅美

バプテスト居宅介護支援事業所 主任介護支援専門員 小西　治子

ケアプランセンター愛 看護師、介護支援専門員 川﨑　祥美

ケアプランセンター京都八条 社会福祉士、主任介護支援専門員 濱淵　美保子

居宅介護支援事業所姉小路 介護支援専門員 西本　裕子

香東園やましな 相談員、介護福祉士 南本　進也

認知症の人と家族の会京都府支部 電話相談員 小枝指　恵子

認知症の人と家族の会京都府支部 世話人 越野　稔

醍醐病院 作業療法士 南村　彩香

長岡京市 長岡京市東地域包括支援センター 社会福祉士 島田　なぎさ

向日市中地域包括支援センター 主任介護支援専門員 村上　雅代

居宅介護支援事業所サンフラワーガーデン 介護支援専門員 川原林　由美子

にこにこオレンジカフェ実行委員会 高木　春男

大山崎町 大山崎町地域包括支援センター 主任介護支援専門員 濵田　咲子

宇治市福祉サービス公社広野事業所 主任介護支援専門員 島田　惠子

北宇治地域包括支援センター 保健師 岡本　惠子

北宇治地域包括支援センター 主任介護支援専門員 森下　良亮

北宇治地域包括支援センター 看護師 山本　佳津美

西宇治地域包括支援センター 社会福祉士 山上　法保

南宇治地域包括支援センター 介護支援専門員、社会福祉士 桂　淑子

中宇治地域包括支援センター 社会福祉士 利岡　嘉美

中宇治地域包括支援センター 保健師 物部　凡子

中宇治地域包括支援センター 主任介護支援専門員 立道　巳明

北宇治地域包括支援センター 社会福祉士 三宅　晃子

白川デイサービスセンター 介護支援専門員、介護福祉士 野々村　輝貫

中宇治地域包括支援センター 社会福祉士 兒玉　裕香

京都認知症総合センターカフェほうおう 相談員 桝村　雅文

北宇治地域包括支援センター 認知症コーディネーター、介護福祉士 冨澤　和矢

南宇治地域包括支援センター 主任介護支援専門員 宮本　美也子

東宇治北地域包括支援センター 主任介護支援専門員 園村　雅裕

東宇治北地域包括支援センター 保健師 清岡　美来

東宇治北地域包括支援センター 社会福祉士 平　匡宏

グループホーム鳳凰槇島 介護職 川口　麻衣子
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八幡市地域包括支援センター美杉会 主任介護支援専門員 平川　朋子

八幡市地域包括支援センター梨の里 主任介護支援専門員 古住　圭永

八幡市地域包括支援センターやまばと 主任介護支援専門員 水口　智子

八幡市地域包括支援センター美杉会 保健師 中村　正子

八幡市地域包括支援センター梨の里 社会福祉士 牧野　由衣子

八幡市地域包括支援センター美杉会 介護支援専門員 山本　陽子

スローハンドケア八幡ケアプランセンター 介護支援専門員 谷尾　倫代

京田辺市 介護老人保健施設やすらぎ苑 支援相談員 掛川　奈美

井手町 井手町地域包括支援センター 社会福祉士 小山　烈

特別養護老人ホーム楽生苑 介護支援専門員 柴原　裕美子

久御山町社会福祉協議会 絆ネットコーディネーター 西村　小百合

宇治田原町 宇治田原町地域包括支援センター 主任介護支援専門員 葛城　あゆみ

山城ぬくもりの里居宅介護事業所 主任介護支援専門員 株柳　聡子

居宅介護支援事業所きはだの郷 主任介護支援専門員 高津　志保美

笠置町 笠置町地域包括支援センター 介護福祉士 藤田　拓人

精華町北部地域包括支援センター 看護師 岡田　典子

精華町北部地域包括支援センター 社会福祉士 原田　顕子

元気塾ケアプランセンター 主任介護支援専門員 酒井　朋子

司法書士井上合同事務所 司法書士 上田　具美子

川東地域包括支援センター 介護支援専門員、社会福祉士 平井　知世

川東地域包括支援センター 看護師 瀬野　朝子

飯野小児科内科医院 介護支援専門員 横田　知之

南丹市社会福祉協議会 社会福祉士 上薗　和子

南丹市社会福祉協議会 介護支援専門員、介護福祉士 下村　宏樹

老人福祉施設はぎの里 介護福祉士 今津　崇夫

老人保健施設はぎの里 支援相談員、介護支援専門員 川勝　知己

ケアハウス美山 相談員、介護支援専門員 竹中　織恵

特別養護老人ホームはぎの里 介護福祉士 稲葉　晋一

特別養護老人ホーム美山やすらぎホーム 介護支援専門員 酒田　智

南丹地域包括支援センター美山事務所 社会福祉士、介護支援専門員 藤田　裕一

ケアプランセンターほほえみ 介護支援専門員 橘　優子

京丹波町地域包括支援センター 保健師、主任介護支援専門員 島田　恵子

明治国際医療大学附属ケアプランセンター 介護支援専門員 西村　正代

山彦居宅介護支援センター 介護支援専門員 福本　洋子

京丹波町社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 山崎　史陽

介護老人保健施設さくら苑 相談員、社会福祉士 田村　優子

福知山ホームヘルプサービスセンター 介護支援専門員 宮谷　雅子

特別養護老人ホームみわの里 生活相談員、介護支援専門員 大槻　智也

岩戸ホーム 生活相談員兼介護支援専門員 大石　康裕

介護付き有料老人ホームメゾンパルテール福知山 主任介護支援専門員、看護師 森本　敬子

ニコニコハウスりんご村 生活相談員、介護福祉士 神内　明美

介護老人保健施設さくら苑 看護師 夜久　眞由美

南陵地域包括支援センター 主任介護支援専門員 加藤　美千子

福知山市福祉保健部地域包括ケア推進課 保健師 山野　奈津美

福知山市福祉保健部保健医療課 保健師 笹波　奈月
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ひだまりデイサービスセンター 生活相談員、介護福祉士 森下　勇一

グリーンビラ夜久野 介護支援専門員 西澤　美和

グリーンビラ夜久野 介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士 足立　厚子

城南地域包括支援センター 保健師 布川　紗希

介護相談室つなぐ 介護支援専門員 唐桑　佐和子

オンブラージュ矢之助 介護支援専門員 渡邊　拓馬

やすらぎ苑余部の家 介護福祉士 福村　香穂里

特別養護老人ホームやすらぎの郷 作業療法士 末村　亜紗美

新舞鶴・三笠地域包括支援センター 介護支援専門員 畠中　育子

大浦・朝来・志楽地域包括支援センター 社会福祉士、介護支援専門員 樋口　恵

ほーむけあセンター和心 介護支援専門員 皛　真由美

ほーむけあセンター和心 介護支援専門員 小寺　真由美

デイサービス絆 介護支援専門員、介護福祉士 白波瀬　正樹

小規模特養おかやす 介護福祉士 田中　良樹

ふらむはぁとリハマネジメント綾部 看護師、主任介護支援専門員 山口　万紀

小規模多機能そらいろ 介護支援専門員 四方　裕己

綾部市社会福祉協議会 社会福祉士 上田　智康

宮津市地域包括支援センター 主任介護支援専門員 中川　拓哉

宮津市地域包括支援センター 社会福祉士 山岡　秀明

社会福祉法人あしぎぬ福祉会 社会福祉士 藤原　りつ

ふれあいホーム桃山 介護支援専門員 山本　章代

久美浜居宅介護支援事業所 介護支援専門員 服部　紋子

久美浜居宅介護支援事業所 介護支援専門員 上本　康子

小規模多機能型居宅介護事業所あけぼの荘 介護支援専門員 松本　章子

小規模多機能型居宅介護事業所いさなご荘 介護支援専門員 有田　和弘

京丹後市健康長寿福祉部長寿福祉課 － －

伊根町 伊根町地域包括支援センター 社会福祉士 坂井　亜紀子

京都府こころのケアセンター　若年性認知症支援チーム 臨床心理士 山中　祥子

京都府こころのケアセンター　若年性認知症支援チーム 社会福祉士 木村　葉子
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