
1 (社福)佑啓会 ふるさと学舎　蔵波 児童 今井　一仁 君津

2 (社福)いちいの会 グループホームかえで 入所 金　隆史 野田

3 (社福)佑啓会 ふる里学舎和田浦 入所 嶋田　圭 安房

4 (社福)野栄福祉会 のさか学園 入所 島田　正仁 海匝

5 (社福)いずみ会 袖ケ浦学園 入所 高野　啓介 君津

6 (社福)みらい工房 みらい工房 生活 元木　一貴 千葉

7 (社福)心聖会 小池更生園 入所 吉田　茂弥 習志野

8 (社福)桐友学園 沼南育成園 入所 永原　一茂 柏

9 (社福)心友会 しいのみ園 入所 高見　正 千葉

10 (社福)愛光 めいわ 入所 富谷　宏喜 印旛

11 (社福)さざんか会 北総育成園 入所 加瀬　裕一 香取

12 (社福)いずみ会 袖ケ浦学園 入所 山﨑 みどり 君津

13 (社福)かずさ萬燈会 木更津中郷丸 入所 小沢　太 君津

14 (社福)児童愛護会 青松学園 入所 （氏名掲載不可） 長生

15 (社福)安房広域福祉会 中里の家 入所 安西　裕介 安房

16 (社福)八光聰 八日市場学園 入所 磯田　行治 海匝

17 (社福)槇の実会 第２ひかり学園 入所 宇野　航 香取

18 (社福)いちょうの里 みずほ学園 入所 遠藤　雅史 夷隅

19 (社福)清郷会 協和厚生園 入所 加藤　崇 印旛

20 (社福)クローバー会 第２クローバー学園 入所 床井　祐介 市原

21 (社福)千手会 さくら千手園 入所 永瀬　哲彦 印旛

22 (社福)かずさ萬燈会 木更津中郷丸 入所 北條　克明 君津

23 (社福)大久保学園 代宿地域支援ｾﾝﾀｰ 児童 松本　太樹 君津

24 (社福)香取学園 香取学園瑞穂寮 入所 （氏名掲載不可） 香取

25 (社福)いちいの会 くすのき苑 入所 伊藤　雅章 野田

26 (社福)安房広域福祉会 中里の家 入所 （氏名掲載不可） 安房

27 (社福)菜の花会 ネクスト名木小 入所 渡部　聡 印旛

28 (社福)野栄福祉会 のさか学園 入所 伊藤　直樹 海匝

29 (社福)大久保学園 大久保学園 入所 芋田　憲慶 船橋

30 (特非)みらい工房 ぱれっと 生介 渡邉　秀人 長生

31 (社福)心友会 しいのみ園 入所 高山　嶺 千葉

32 (社福)千葉県社会福祉事業団 袖ケ浦福祉センター更生園 入所 上野　和伸 君津

33 (社福)一路会 咲楽苑 生介 （氏名掲載不可） 市川

34 (社福)高柳福祉会 わかたけ社会センター 就Ｂ 着能　聡 柏

35 (社福)フラット きらり 生介 田渕　優 印旛

36 (社福)安房広域福祉会 中里の家 入所 水島　健介 安房

37 (社福)大泉旭出学園 大利根旭出福祉園 入所 鎌形　千尋 香取

38 (社福)児童愛護会 青松学園 入所 （氏名掲載不可） 長生

39 (社福)南台五光福祉協会 やまぶき園 入所 横山　晃博 市川

40 (社福)かずさ萬燈会 木更津中郷丸 入所 井上　裕太 君津

41 (社福)千葉県社会福祉事業団 袖ケ浦福祉センター更生園 入所 山下　将輝 君津

42 (社福)一路会 咲楽苑 生介 （氏名掲載不可） 市川

43 (社福)泰斗会 八街わらの里 生介 戸村　裕通 印旛

44 (社福)はーとふる ひばり 生介 宮川　厚子 野田

45 (社福)菜の花会 しもふさ工房 生介 石川　絋平 印旛

46 (社福)みらい工房 みらい工房だいち 生介 呉屋 翔太郎 千葉

47 (社福)大久保学園 東葛中部地区総合開発
事務組合立みどりの家 生介 小市　直人 松戸

48 (社福)野田芽吹会 野田芽吹学園 入所 片野　美保 野田

49 (特非)いちよう会 はみんぐばあど 生介 遠山　恭子 船橋

50 (社福)菜の花会 しもふさ学園 入所 加羽澤　俊介 印旛

51 (特非)あおぞら 江ヶ崎アルファー工房 生介 永嶋　愛美 海匝

52 (社福)槇の実会 ひかり学園アネックス中村 生介 藤井　祐一 香取

53 (社福)清郷会 日吉厚生園 生介 松本　惠衣 印旛
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54 (社福)大久保学園 大久保学園 入所 飯田　光洋 船橋

55 (社福)心友会 しいのみ園 入所 橋本　太陽 千葉

56 (社福)晴山会 鎌取晴山苑 入所 植田　浩之 千葉

57 (社福)一路会 かしわい苑 生介 小山内　南 市川

58 (社福)大久保学園 代宿地域支援ｾﾝﾀｰ 生介 澤田　耕太郎 君津

59 (特非)コミュニティワークス hanahaco 生介 神子田　明日菜 君津

60 (社福)ききょう会 吉沢学園 入所 岡本　晴喜 市原

※所属事業所等は令和２年６月１日現在
※種別欄について、「入所」は障害者支援施設、「児童」は福祉型障害児入所施設、
　「生介」は生活介護事業所、「就Ｂ」は就労継続支援Ｂ型事業所
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