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「社会福祉法等の改正に対する緊急請願書」 
  【請願項目】 

１．社会福祉法人に対し、あらたな「地域公益活動」の義務化はおこなわないこと。生活困窮者 

への支援など、現行施策の対象となっていない諸課題は、公的制度の拡充で対応すること。 

２．憲法２５条（生存権規定）に基づいて、継続的・安定的に社会福祉事業の運営ができる十分 

な財源を確保して、介護・障害福祉の報酬や保育・子育て支援の公定価格を引き上げること。 

３．社会福祉施設職員等退職手当共済制度への公費助成の対象を拡充すること。障害者施設・事 

業、保育所への公費助成を廃止しないこと。 

 

 

署名いただいた団体（2015年 6月 3日までの事務局集約分） 
 

※前々回までの公表分に重複がありましたので訂正しています 

       ※略称は、（福）＝社会福祉法人・（社）＝社団法人・（NPO）＝特定非営利法人 

 

【北海道】（NPO）きらりオフィスきらり  （NPO）きらりグループホームおたのしけ 

（４３） （NPO）きらりグループホームグラン・パレ 

（NPO）障害者地域活動支援センターとんとん  （NPO）スワンの家 

（NPO）ニムビン  （NPO）ひどり窓  （福）あかしあ労働福祉センター 

（社）旭川翔輝会就労継続支援 B 型事業所かがやき工房 

（福）札幌南勤労者医療福祉協会  （福）札幌東勤労者医療福祉協会 

旭川労働組合総連合  柏ヶ丘在宅総合センター 

株式会社北海道勤労者在宅医療福祉協会  勤医協小樽在宅総合センター 

勤医協菊水在宅総合センター  勤医協北白石在宅総合センター 

勤医協きよた在宅総合センター  勤医協中央区在宅総合センター 

勤医協月寒在宅総合センター  勤医協ふじの在宅総合センター 

勤医協もなみの里在宅総合センター  勤医協余市在宅総合センター  クレスト元町 

黒松内在宅総合センター  光星はとポッポ保育園  札幌保育労組光星はとポッポ分会 

札幌保育労働組合  札幌保育労働組合あやめ分会  札幌保育労働組合桑園分会 

札幌保育労働組合ゆりかご分会  全日本建設交運一般労働組合旭川地域支部 

特別養護老人ホームもなみの里  ひかり工房  福祉保育労北海道地方本部 

福祉保育労北海道地方本部あかしあ労働福祉センターあかしあ分会 

福祉保育労北海道地方本部旭川葦の会分会  福祉保育労北海道地方本部旭川支部 

福祉保育労北海道地方本部かりぷあつべつ分会  福祉保育労北海道地方本部緑花分会 

福祉保育労北海道地本岩見沢保育園分会 福祉保育労北海道地本札幌明啓院分会 

旭川アカシア会 

 

【青森県】青森保健生活協同組合  福祉保育労青森支部  福祉保育労青森支部如月分会 

（５） 福祉保育労青森支部きんたろう分会  福祉保育労青森支部さくら園分会 

 

【岩手県】岩手県保育連絡会  福祉保育労岩手県社会福祉労働組合 

（７） 福祉保育労岩手社福労組青山保育園分会  福祉保育労岩手社福労組県社協・共募分会 

福祉保育労岩手社福労組南仙北分会  福祉保育労岩手社福労組わかば分会 

福祉保育労岩手社福労組キンダ―ホーム分会 
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【秋田県】（NPO）秋田はまなすの会  （NPO）秋田はまなすの会秋田はまなす共同作業所 

（４６） （NPO）共生センターとっと工房  （NPO）障がい者自立生活センター「ほっと大仙」 

  （福）慈泉会  （福）秋田希望ふくし会自立支援センター希望園 

  （福）秋田県身体障害者福祉協会  （福）一羊会  （福）一羊会とうふ屋丸木橋六兵衛 

  （福）一羊会夢.究塾明日葉  （福）大館圏域ふくし会矢立育成園 

  （福）グリーンローズ  （福）グリーンローズ子ども発達支援センターオリブ園 

  （福）ゆたか会  （福）ゆたか会つどいの家  （福）秋田いなほ福祉会 

（福）秋田いなほ福祉会いなほ作業所  （福）慈泉会サンワークの家  （福）南秋福祉会 

（福）南秋福祉会大潟つくし苑  （福）南秋福祉会潟上天王つくし苑 

（福）南秋福祉会南秋つくし苑  （福）慈泉会生活支援センターサンあんぐる 

（福）慈泉会もくもく道場 

秋田県社会就労センター協議会  秋田県重症心身障害児（者）を守る会 

秋田県知的障害者福祉協会  グループホームずっと  グループホーム竹飛歩 

グループホームにぎやか倶楽部  愛心苑  秋田県手をつなぐ育成会 

秋田市手をつなぐ育成会  一羊会保護者会  株式会社スクールファーム河辺 

さんとらっぷ  サンワーク六郷  指定障害福祉サービス事業所さくら園 

障害者支援施設虹のいえ  杉の木園  象潟健成会  福祉保育労秋田地方本部 

福祉保育労秋田地本秋田市社協分会  福祉保育労秋田地本こばと保育園分会 

福祉保育労秋田地本太平荘分会  まつくら 

 

【宮城県】（NPO）多夢多夢舎中山工房理事会  （NPO）多夢多夢舎中山工房  （福）あゆみ会 

（４２） （福）あゆみ会つめ草保育園  （福）太陽の丘福祉会  （福）なのはな会こまくさ苑 

（福）なのはな会はまなす苑  （福）なのはな会はまゆう  （福）はらから福祉会 

（福）はらから福祉会えいむ亘理  （福）はらから福祉会くりえいと柴田 

（福）はらから福祉会就労継続支援 B 型業所ふきのとう村田 

（福）はらから福祉会はたまき・手づくりの里  （福）はらから福祉会びいんず夢楽多 

（福）はらから福祉会ふきのとう村田 

蔵玉すずしろ  障害者の明日を考える市民のつどい  はらから福祉会くりえいと柴田 

宮城アピール大行動実行委員会  杏林会宮城労働組合 

居宅介護支援宮城野の里  ケアハウス宮城野の里  児童発達支援センターなのはな園 

仙台市あおぞらセンター  仙台市なかよし学園  仙台市なのはなホーム 

短期入所生活介護施設福田町  デイサービスセンター木の実 

なのはなサポートセンター  福祉保育労宮城支部  福祉保育労宮城支部なかよし分会 

福祉保育労宮城支部宮城厚生福祉会保育園分会  福祉保育労宮城支部宮城野の里分会 

福田町デイサービスセンターⅠ  福田町デイサービスセンターⅡ 

ヘルパーステーション宮城野の里  宮城県医療労働組合連合会 

宮城県医療労働組合連合会女性部  宮城県医労連ヘルパー・介護労働組合 

宮城県商工団体連合会  宮城県保育関係団体連絡会  介護老人福祉施設十符・風の根 

 

【山形県】（NPO）じゃがいも畑  （NPO）ぶどうの家  （福）杉の子保育園  （福）ゆい三友 

（１５） （福）たんぽぽ会たつのこ保育園  たんぽぽ福祉会新庄最上ローカルユニオン 

特別養護老人ホームかけはし  とちの実保育園 

福祉保育労山形地本玉葉会支部蔵王長寿園分会  福祉保育労山形地本しおん会分会 

福祉保育労山形地本鶴岡分会  福祉保育労山形地本とかみ共生苑分会 

福祉保育労山形地本最上支部  特別養護老人ホームなごみの里 
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【福島県】（NPO）大地  （福）くわの福祉会  （福）とやの福祉会  （福）にんじん舎の会 

（２５） （福）わたり福祉会  医療生協わたり病院  介護老人保健施設はなひらの 

くわの福祉会後援会  ケアハウスはやま自治会 

郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園  指定居宅介護支援事業所はなしのぶ 

就労継続支援 B 型事業所ふれんどりー大玉  新日本婦人の会福島県本部 

全日本建設交通一般労働組合福島県本部  デイサービスセンターはなしのぶ 

特別養護老人ホームはなしのぶ  はなひらの指定居宅介護支援事業所 

はなぷらん指定居宅介護支援事業所  ヘルパーステーションはなしのぶ 

福島医療生活協同組合  福島医療生協労働組合  福島県生活と健康を守る会連合会 

福島地方労働組合総連合  ヘルパーステーションはなひらの 

老人デイサービスセンターはなひらの 

 

【茨城県】（福）希望会あすなろ園  （福）翠清福祉会 

（２） 

 

【栃木県】（福）あらぐさ会  （福）スイートホーム  （福）つめくさ会  （福）とみた会 

（２４） （福）なすびの里  （福）博愛会ありんこ保育園  （福）平松愛児会 

（福）フレンズ会  （福）美のりの里ありんこ保育園  宇都宮河内地域労働組合総連合 

全栃木教職員組合  全栃木教職員組合県立学校支部  全栃木教職員組合安佐支部 

全日本年金者組合栃木県本部小山支部  栃木県一般労働組合  栃木県労働組合総連合 

福祉保育労栃木支部  福祉保育労栃木支部風の子分会 

福祉保育労栃木支部たんぽぽ分会  福祉保育労栃木支部西仁会分会 

福祉保育労栃木支部花見ケ岡分会  福祉保育労栃木支部ひまわり分会 

福祉保育労栃木支部ポッポ分会  ふじかしおひさま保育園 

 

【群馬県】（福）おひさま福祉会  （福）おひさま福祉会おひさま倉賀野保育園 

（３３） （福）こころみの会  （福）こころみの会風の子保育園 

（福）こころみの会児童発達支援事業てぃだのふぁ 

（福）こころみの会就労継続支援Ｂ型結まーる 

（福）こころみの会つむぎの里グループホーム 

（福）こころみの会つむぎの里デイサービス 

（福）こころみの会放課後児童健全育成事業いちばんぼし 

（福）こころみの会放課後等デイサービスゆめわかば 

（福）こころみの会放課後等デイサービスあし・うたり 

（福）コスモス福祉会コスモス保育園  （福）三愛荘  （福）太陽福祉会 

（福）太陽福祉会玉村おひさま保育園  （福）山びこ会 （福）山びこ会ももの木保育園 

（福）新生会  あゆみ保育園  風の子保育園  つくしんぼ保育園 

福祉保育労群馬支部  福祉保育労群馬支部あゆみ保育園分会 

福祉保育労群馬支部おひさま飯塚保育園  福祉保育労群馬支部おひさま飯塚保育園分会 

福祉保育労群馬支部おひさま倉賀野保育園分会  福祉保育労群馬支部風の子保育園分会 

福祉保育労群馬支部コスモス保育園分会  福祉保育労群馬支部玉村おひさま保育園分会 

福祉保育労群馬支部つくしんぼ保育園分会  福祉保育労群馬支部はと分会 

福祉保育労群馬支部はと分会（第 2 はと）  福祉保育労群馬支部ももの木保育園分会 
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【埼玉県】（NPO）いちご福祉会  （NPO）いちご福祉会いちごハウス  （NPO）おにの家 

（２１１）（NPO）埼玉県障害者協議会  （NPO）さいたま市視覚障害者福祉協会 

（NPO）サポートハウスみんなのて （NPO）ひまわりの家 （NPO）みんなの風福祉会 

（NPO）みんなの風福祉会風のうた  （NPO）みんなの風福祉会風舎 

（NPO）みんなの風福祉会風舎家族会  （NPO）むつみ会 

（社）やどかりの里  （社）やどかりの里あゆみ舎  （社）やどかりの里エンジュ 

（社）やどかりの里おやじの会  （社）やどかりの里喫茶ルポーズ 

（社）やどかりの里すてあーず  （社）やどかりの里浜砂貝 

（社）やどかりの里まごころ  （社）やどかりの里やどかり情報館 

（福）あらぐさ福祉会  （福）粟の実福祉会  （福）鴻沼福祉会 

（福）かがやきの会  （福）くわの実会  （福）さくら会 

（福）さくら会さくらんぼ保育園  （福）さくら会第二さくら保育園 

（福）すこやか福祉会八潮かえで保育園  （福）ともに福祉会 

（福）ともに福祉会グループホームアオイ  （福）ともに福祉会グループホームなないろ 

（福）ともに福祉会児童発達支援センターまる 

（福）ともに福祉会多機能型事業所ドリームセンターともに 

（福）ともに福祉会ともにケアセンター  （福）日和田会  （福）緑の風福祉会 

（福）緑の風福祉会保護者会  （福）皆の郷障害者地域生活支援センターほがらか 

（福）皆の郷ほくほくハウス  （福）みぬま福祉会白岡市障害者デイサービスセンター 

（福）みぬま福祉会アトリエ輸  （福）みぬま福祉会オレンジホーム 

（福）みぬま福祉会川口市障害者相談支援センターみぬま 

（福）みぬま福祉会川口太陽の家  （福）みぬま福祉会ケアホームサンライズ 

（福）みぬま福祉会さいたま市大宮区障害者生活支援センターみぬま 

（福）みぬま福祉会さいたま市北区障害者生活支援センターみぬま 

（福）みぬま福祉会埼葛北障害者生活支援センターきらら 

（福）みぬま福祉会埼葛北障害者生活支援センターたいよう 

（福）みぬま福祉会サポートセンターたいよう  （福）みぬま福祉会シャイン 

（福）みぬま福祉会障害者施設大地  （福）みぬま福祉会白岡太陽の家にじ 

（福）みぬま福祉会生活サポートセンターたいよう  （福）みぬま福祉会大地家族会 

（福）みぬま福祉会太陽の里  （福）みぬま福祉会久喜市地域活動支援センターたいよう 

（福）ゆずの木会  （福）若あゆの会若あゆ作業所   

（福）鴻沼福祉会あざみ共同作業所  （福）鴻沼福祉会きりしき共同作業所 

（福）鴻沼福祉会つばさ共同作業所  あざみ共同作業所家族会（あざみの会） 

（福）くるみ会くるみ保育園  （福）こぐま会やまばと学童クラブ 

（福）こぐま会やまばと保育園  （福）みぬま福祉会蓮田はすの実作業所  あゆみ福祉会 

いちご福祉会キューポラの家  一般社団法人埼玉県身障者問題をすすめる会 

医療法人財団アカシア会地域活動支援センターパティオ  浦和歩む会 

浦和活動支援センター  大宮太陽の家家族会  大宮中部活動支援センター 

大宮東部活動支援センター  桶川・さといも作業所  おひさまの会  かえでホーム 

かえでホーム家族会  風の子クラブ  風の子クラブ父母会 

カフェ＆ベーカリーどんなときも  かりんホーム  かりんホーム家族会 

川口市民の会  川越いもの子作業所  川越初雁高校分会  かわせみ保護者会 

越谷特別支援学校分会  越谷西特別支援学校  コンパス  埼玉県教職員組合 

埼玉県立上尾かしの木特別支援学校埼玉県高教組分会  埼玉県立岩槻商業高等学校分会 

埼玉県立川越特別支援学校  埼玉県立草加かがやき特別支援学校分会 
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埼玉県立白岡高等学校  埼玉県高教組浦和特別支援学校分会 

埼玉県高教組川口特別支援学校分会  埼玉県高教組久喜特別支援学校分会 

埼玉県高教組埼中支部  埼玉県高教組狭山特別支援学校分会 

埼玉県高教組三郷高等学校分会  埼玉県高教組障害児教育部 

埼玉県高教組宮代特別支援学校分会  さいたま市浦和区障害者生活支援センターやどかり 

さいたま市大宮区障害者生活支援センターやどかり 

さいたま市見沼区障害者生活支援センターやどかり  さいたま障害者労働センター 

さいたま障害者労働センター家族・職員の会  さくら保育園 

サポートステーションやどかり  障害児者のくらしを守る市民の会 

障害者（児）の生活と権利を守る上尾市民の会  障害者の生活と権利を守る川越市民の会 

障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会  障害者のゆたかな福祉をめざす会 

障害福祉サービス事業所かわせみ  障害福祉サービス事業所第三かわせみ・ふわふわ 

障害福祉サービス事業所第二かわせみ  障害児（者）支援ルームともに 

白岡市障害者デイサービスセンター  白岡太陽の家にじ家族会 

生活介護事業所ともにハウス  そめや共同作業所  そめや共同作業所家族会 

第 1 たかさご荘  第１たかさご荘家族会  第 2 川越いもの子作業所 

第 2 たかさご荘家族会  第 2 たかさご荘  第 3 川越いもの子作業所 

第 3 川越いもの子作業所寿町事業所  第 3 たかさご荘家族会  大官中央高校通信制分会 

太陽の里家族会  多機能型事業所ドリームセンターともに  地域活動支援センター来夢 

中央区障害者生活支援センター来夢  つばさ共同作業所家族会  所沢北高校分会 

ともに福祉会支える会  なつめホーム  なつめホーム家族会  のぞみホーム 

のぞみホーム家族会  深谷高校分会  福祉作業所かしのき 

福祉保育労埼玉県本部  福祉保育労埼玉県本部鴻沼福祉会分会 

福祉保育労埼玉県本部さくら・さくらんぼ・第二さくら保育園分会 

福祉保育労埼玉県本部ともにハウス分会  福祉保育労埼玉県本部日和田会分会 

福祉保育労埼玉県本部緑の風福祉会分会  福祉保育労働組合埼玉県本部いもの子分会 

福祉保育労東京地本八潮かえで保育園分会  福祉保育労埼玉県本部やまばと保育園分会 

街づくりの会  見沼区障害者生活支援センター来人  みぬま福祉会 

みぬま福祉会アトリエ輪家族会  みぬま福祉会川口太陽の家家族会  みぬま福祉会後援会 

やどかりの里グループホーム  よつばハイツ  よつばハイツ家族会  よもぎ野事業所 

和光養護分会  鴻沼福祉会後援会  埼玉県高教組 

埼玉県高教組上尾かしの木特別支援学校分会  埼玉県高教組岩槻特別支援学校分会 

埼玉県高教組岩槻北陵高校分会  埼玉県高教組浦和東高校分会 

埼玉県高教組大宮武蔵野高校分会  埼玉県高教組大宮ろう分会 

埼玉県高教組桶川高校分会  埼玉県高教組川口北高分会  埼玉県高教組北本高校分会 

埼玉県高教組騎西特別支援学校分会  埼玉県高教組草加西高校分会 

埼玉県高教組熊谷市高校分会  埼玉県高教組熊谷支部熊谷西高分会 

埼玉県高教組越谷総合教職高校分会  埼玉県高教組埼玉県立所沢高等学校分会 

埼玉県高教組坂戸ろう分会  埼玉県高教組三郷特別支援学校分会 

埼玉県高教組児王高校分会  埼玉県高教組児王支部  埼玉県高教組志木高校分会 

埼玉県高教組新座高校分会  埼玉県高教組進修館高校分会  埼玉県高教組狭清陵高校分会 

埼玉県高教組所沢おおぞら特別支援学校分会  埼玉県高教組所沢中央高校分会 

埼玉県高教組所沢特別支援学校分会  埼玉県高教組所沢西高校分会 

埼玉県高教組東松山特別支援学校分会  埼玉県高教組日高特別支援学校分会 

埼玉県高教組盲学校分会  埼玉県高教組本左高校分会 
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埼玉県高教組和光南特別支援学校分会  埼玉県高教組蕨高校分会  第 3 たかさご荘 

オリオン  サポートセンターみどりの風  デイケアくすの樹  みどりの風  

 

【東京都】（NPO）アフタースクールの会  （NPO）コイノニア  （NPO）ちょんこめ会 

（２４１）（NPO）日本障害者センター  （NPO）八丈島ロベの会  （NPO）福光 

（NPO）プロジェクツけやきのもり （NPO）レマーニ （NPO）わんぱくクラブ育成会 

（NPO）はらから東京の会 

（福）あけぼの福祉会  （福）あけぼの福祉会地域生活支援センターあけぼの 

（福）あけぼの福祉会ワークセンターこむたん  （福）おあしす福祉会 

（福）おあしす福祉会（倭託事業）港区地域生活性んセンターあいはーと・みなと 

（福）おあしす福祉会共同生活援助クローバーハウス 

（福）おあしす福祉会就労継続支援 B 型オアシス・プラス 

（福）おあしす福祉会就労継続支援 B 型コム・オアシス 

（福）おあしす福祉会多機能型事業所ピアワーク・オアシス 

（福）おあしす福祉会地域活動支援センターウィル・オアシス相談支援事業所 

（福）かがやけ福祉会  （福）かがやけ福祉会エタンセール 

（福）かがやけ福祉会かがやけ共同作業所  （福）かがやけ福祉会かがやけ第 2 共同作業所 

（福）かがやけ福祉会相談支援センターかがやけ  （福）きょうされん虹のセンター25 

（福）巨玉会野方さくら保育園  （福）清瀬わかば会工房わかば  （福）厚生館 

（福）厚生館厚生館保育園  （福）さゆり会  （福）白梅会梅の木の家共同作業所 

（福）白梅会グループホームみち  （福）白梅会レスポワール工房 

（福）白梅会童里夢工房  （福）新川中原保育会  （福）新田保育園  （福）なぜの木会 

（福）虹旗社  （福）ネット十二月  （福）ネット仲間の家 

（福）練馬山彦福祉会山彦相談支援事業所  （福）練馬山彦福祉会 

（福）練馬山彦福祉会やまびこ第二作業所  （福）のびのび福祉会介護ステーション太陽 

（福）のびのび福祉会のびのび共同作業所大地 

（福）のびのび福祉会のびのび作業所フーズ  （福）はる  （福）はるパイ焼き茶房 

（福）ひばり福祉会  （福）ひばり福祉会作業所スクラム  （福）ひばり福祉会集いの家 

（福）ひばり福祉会むさし結いの家  （福）ひばり福祉会わかたけ作業所 

（福）府中えりじあ福祉会  （福）みな実福祉会とちの実作業所 

（福）ゆめグループ福祉会  （福）若松福祉会ギャロップ  （福）和光会 

（福）厚生館厚生館立花  （福）府中えりじあ福祉会西府いこいプラザ共同生活援助 

（福）三鷹ひまわり会  ひまわりユニオン 

阿佐谷保育園  あさやけ鷹の台作業所  板橋社保協 

一般社団法人全日本視覚障害者協議会  いぶき寮  大田区保育問題協議会 

かがやけ共同作業所保護者会  かがやけ第二共同作業所保護者会  活動センターかなえ 

吉祥寺泉寮  クラブ保育園  グループホームちょんこめ銀河の家 

グループホームフラワー  慶応義塾労働組合四谷支部  建交労中央女性部 

建交労全国鉄道本部  こぐま保育園  こどもの家保育園  桜ヶ丘第一保育園 

三多摩肢障協  品川保育問題協議会  障害者の家族と生活と権利を守る都民連絡協議会 

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会  障害をもつ子どものグループ 

自立センターあけぼの  新婦人町田支部  杉並さゆり保育園・同幼児分園 

杉並ゆりかご保育園  生活寮ひだまり  生活寮ひだまり第 2  生活寮ひだまり第 3 

成城つくしんぼ保育園  赤十字子供の家労働組合  世田谷つくしんぼ保育園 

全医労多摩全生園支部  全国肢体障害者団体連絡協議会  全国福祉保育労働組合 
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第 1リサイクル洗びんセンター  第２クローバーハウス  第 2リサイクル洗びんセンター 

地域活動支援センターウィル・オアシス  地域交流支援センター 

地域生活支援センタープラザ  ちょんこめ会職員の会  ちょんこめ家族の会 

ちょんこめ作業所  ちょんこめ作業所利用者の会  東京医労連癌研究会労働組合 

東京公害患者と家族の会  東京肢体障害者団体連絡協議会  東京地方医療労働組合連合会 

東京土建多摩西部支部昭島中央分会  東京土建多摩西部支部朝日分会 

東京土建多摩西部支部国立分会  東京土建多摩西部支部けやき分会 

東京土建多摩西部支部後継者対策部  東京土建多摩西部支部シ二ヤ友の会 

東京土建多摩西部支部女性の会  東京土建多摩西部支部砂川分会 

東京土建多摩西部支部高松分会  東京土建多摩西部支部玉川分会 

東京土建多摩西部支部拝島分会  東京土建多摩西部支部拝東分会 

東京土建多摩西部支部富士見分会  東京土建多摩西部立南分会 

東京土建東村山支部シニア八国会  東京都生活と健康を守る連合会 

東京民医連労働組合  東京民医連労働組合健生会支部  豊島区社保協 

とちの木保育園  ドリームクラブハウス  ドリーム第二  西東京社保協 

西都保健生活協同組合小平協議会  ネットワークゆめ工房  年金者組合昭島支部 

年金者組合町田支部  のぞみの家  のはら保育園  のびのび共同作業所青空 

のびのび共同作業所エコ  のびのび共同作業所大河  のびのび共同作業所第二大地 

のびのび作業所デリバリー  白十字あかつきの里  白十字八国苑 

白十字八国苑相談センター  白十字ホーム  白十字ホーム・八国苑労働組合 

東村山社保協  ひばり福祉会後援会  フェニックス（就労継続支援 B 型事業所） 

福祉保育労東京地本かがやけ分会 

福祉保育労東京地本北足立支部三星分会  福祉保育労東京地本北足立支部新田保育園分会 

福祉保育労東京地本北足立支部紫磨園分会  福祉保育労東京地本城東支部 

福祉保育労東京地本城東支部あおやぎ保育園分会 

福祉保育労東京地本城東支部厚生館保育園分会 

福祉保育労東京地本城東支部江東無認可保育所分会 

福祉保育労東京地本城東支部なの花保育園分会  福祉保育労東京地本城北支部 

福祉保育労東京地本城北支部西池袋そらいろ保育園分会 

福祉保育労東京地本城北支部山彦作業所分会  福祉保育労東京地本南央支部松原分会 

福祉保育労東京地本新中杉支部あかね苑分会 

福祉保育労東京地本新中杉支部杉並さゆり保育園分会 

福祉保育労東京地本新中杉支部杉並ゆりかご保育園分会 

福祉保育労東京地本新中杉支部野方さくら保育園分会  福祉保育労東京地本洗心保育園分会 

福祉保育労東京地本調狛府中支部二葉くすのき保育園分会 

福祉保育労東京地本調狛府中支部六踏園分会 

福祉保育労東京地本西多摩支部山の子の家分会 

福祉保育労東京地本八王子支部多摩養育園分会 

福祉保育労東京地本みたかつくしんぼ保育園分会  福祉保育労東京地本南多摩支部 

福祉保育労東京地本南多摩支部桜ヶ丘第一保育園分会 

福祉保育労東京地本南多摩支部つるかわ学園分会 

福祉保育労東京地本南多摩支部ひらお保育園分会 

福祉保育労東京地本城北支部椎名町ひまわり保育園分会 

福祉保育労東京地本西多摩支部みずほひじり保育園分会 

福祉保育労東京地本城東支部江戸川たんぽぽ保育園分会 
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福祉保育労東京地本調狛府中支部多摩同胞会分会 

福祉保育労東京地本なんぶ支部  福祉保育労東京地本なんぶ支部なかよし保育園分会 

福祉保育労東京地本北多摩第三支部三鷹ひまわり共同作業所分会 

二葉くすのき保育園  府中共同作業所  ふれあい工房 

フレンドリープラザ中川児童館  放課後等デイサービス事業所アフタースクールの会 

放課後等デイサービス事業所めぐろアフタースクール  町田社保協 

町田地区労働組合協議会  丸山ハイツ  みたかつくしんぼ保育園  みどりの丘保育園 

目黒区障害児・者の生活を向上させる会  桃が丘さゆり保育園  山彦作業所 

ゆにおん同愛会  ゆめ工房  ゆめ工房北砂  陽光保育園  リサイクル工房サラヱ 

ワークショップさかえ  ワークス多摩  ワークセンターれすと  わかまつ共同作業所 

寄合所あおば八国苑  建交労全国学童保育指導員部会  建交労全国環境部会 

建交労全国競走部会  建交労全国建設・関連部会  建交労全国建設現場部会 

建交労全国事業団・高齢者部会  建交労全国重機部会  建交労全国青年部 

建交労全国セメント・生コン部会  建交労全国ダンプ部会  建交労全国トラック部会 

建交労全国労職業病部会  建交労中央本部書記分会 

西府いこいプラザ就労継続支援 A 型就労継続支援 B 型  全日本教職員組合 

全日本建設交運一般労働組合  全日本年金者組合  全労連全国一般労働組合 

全労連全国一般労働組合共済会  全労連全国一般労働組合自世代委員会 

全労連全国一般労働組合女性センター  中央社会保障推進協議会 

日本医療労働組合連合会  日本医労連女性協議会  日本医労連青年協議会 

白十字あおば相談センター  ワークショップ石神井 

 

【千葉県】（NPO）トライアングル西千葉  建交労千葉合同支部マルエス分会  ここすも 

（４６） 子すずめ保育園  コスモス  障害児者の生活と権利を守る千葉県絡協議会 

ショートステイやわら木苑  千葉県断酒会  千葉県保育問題協議会 

千葉県法律関連労働組合  千葉市高齢者・障害者の介護を良くする会 

デイサービスセンターやわら木苑  都障教組しいの木分会  ななくさ 

二和病院ソラマメの会  ひまわり工房  福祉保育労千葉支部 

福祉保育労千葉支部子すずめ保育園分会  ホームヘルプサービスやわら木苑 

やわら木苑ショートステイ五香  やわら木苑居宅介護支援事業所  君津市職員組合 

君津市職員組合現業評議会  建交労千葉県本部  建交労千葉県本部・労災職業病支部 

社会保障推進千葉県協議会  千葉県労働組合連合会  千葉土建一般労働組合 

千葉土建一般労働組合鎌ヶ谷支部  千葉土建一般労働組合佐倉支部 

千葉土建一般労働組合山武支部  千葉土建一般労働組合市川支部 

千葉土建一般労働組合松戸支部  千葉土建一般労働組合船橋習志野支部 

千葉土建一般労働組合長生支部  千葉土建一般労働組合柏流山支部 

千葉土建一般労働組合八千代支部  千葉土建一般労働組合野田支部 

千葉土建市原支部  千葉土建八街支部  船橋市役所職員労働組合 

全日本年金者組合佐倉支部  特別養護老人ホームやわら木苑 

日本自治体労働組合総連合千葉県本部  郵政産業労働者ユニオン千葉支部 

労務サポートセンター 

 

【神奈川県】（NPO）あすなろ会  （NPO）あすなろ会浦島作業所  （NPO）あまね 

（１４５） （NPO）神奈川県障害者自立生活支援センター  （NPO）神奈川県腎友会 

（NPO）こぶしの会  （NPO）西区はーとの会パソコン工房 DELTA 



9 

 

（NPO）ポトピの会地域活動支援センターワークショップポトピ 

（社）かわさき福祉・保育研究所  （福）あらぐさ会わかば保育園  （福）泉会 

（福）泉会たんぽぽ保育園  （福）瀬谷はーと  （福）紡ランチボックス 

（福）紡ランチボックス職員団体会  （福）紡ランチボックス利用者団体会 

（福）紡リサイクルバザー職員団体会  （福）同愛会第一空とぶくじら社 

（福）同愛会ハイムかわしま  （福）ピヨピヨの会  （福）みのりの会 

（福）夢 21 福祉会  （福）夢 21 福祉会まどか工房  （福）夢 21 福祉会まどか工房Ⅰ 

（福）夢 21 福祉会まどか工房Ⅲ  （福）夢 21 福祉会夢 21 上星川Ⅲ職員一同 

（福）夢 21 福祉会ワークショップ夢 21 西谷Ⅲ  （福）同愛会第三空とぶくじら社 

（福）同愛会第二空とぶくじら社  （福）紡リサイクルバザー 

（福）紡リサイクルバザー利用者団体会  （福）夢 21 福祉会まどか工房Ⅲ家族一同 

（福）夢 21 福祉会まどか工房Ⅲ利用者一同  （福）夢 21 福祉会まどか工房家族一同 

（福）夢 21 福祉会まどか工房利用者一同  （福）夢 21 福祉会夢 21 上星川 

（福）夢 21 福祉会夢 21 上星川Ⅰ  （福）夢 21 福祉会夢 21 上星川Ⅰ職員一同 

（福）夢 21 福祉会夢 21 上星川Ⅲ  （福）なないろ長沢ベーカリー 

（福）なないろほっとピア  グループホームほっとホット  サンハイム羽沢職員一同 

サンハイム仏向入居者一同  生活介護トライ茜洋舎  あすなろ荘 

アトリエ夢喰虫地域活動支援センター  あまね共同作業所 

安保廃棄・諸要求実現神奈川県統一促進会議  小田原バリアフリーを考える会 

偕恵いわまワークス  神奈川県医療労働組合連合会  神奈川県建設労働組合連合会 

神奈川県社会保障推進協議会  神奈川県障害児学校教職員組合 

神奈川県障害児学校教職員組合金沢養護学校分会 

神奈川県障害児学校教職員組合みどり分会 

神奈川県障害児学校教職員組合横浜南養護学校分会 

神奈川県職労福祉連（保健横浜連絡協議会） 

神奈川県立障害児学級教職員組合芽ヶ崎養護分会  神奈川県労働組合総連合 

神奈川県労働者学習協会  神奈川私学教職員組合連合 

神奈川視覚障害者の生活と権利を守る会 

神奈川視覚障害者の生活と権利を守る会平塚班 

神奈川視覚障害者の生活と権利を守る会藤沢班 

神奈川視覚障害者の生活と権利を守る会三浦半島班 

神奈川視覚障害者の生活と権利を守る会横浜班  神奈川肢体障害者団体連絡協議会 

神奈川自治労連現業評議会  神奈川自治労連公務公共一般労働組合 

神奈川自治労連青年部  神奈川労働福祉協会矢向保育園  神奈川労連相談センター 

鎌倉保育問題協議会  神障教組小田原養護学校分会  かもめはうす  キッチンハウ 

きょうされん神奈川支部  居宅介護支援事業所あまね 

軍事費を削ってくらし、教育・福祉の充実を神奈川県大運動実行委員会 

小雀みどり保育園  こもれび  サンハイム西川島  サンハイム西川島パート会 

サンハイム西川島メンバー会  サンハイム羽沢  サンハイム羽沢Ⅰ 

サンハイム羽沢Ⅱ職員一同  サンハイム羽沢Ⅱ入居者一同 

サンハイム羽沢Ⅱパート職員一同  サンハイム仏向  サンハイム仏向パート会 

サンハイム緑園都市  サンハイム緑園都市入居者会  サンハイム緑園都市パート会 

障害児者の生活と権利を守る神奈川県連絡協議会  障害者福祉を考える小田原の会 

新日本婦人の会神奈川県本部  全労連全国一般神奈川地本横浜保育所分会あおぞら第２班 

全労連全国一般神奈川地本横浜保育所分会あおぞら谷津班 
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全労連全国一般神奈川地本横浜保育所分会かながわ班 

全労連全国一般神奈川地本横浜保育所分会ことは班 

全労連全国一般神奈川地本横浜保育所分会西川島班 

全労連全国一般労働組合神奈川地方本部  全労連全国一般労働組合神奈川地本本部支部 

たんぽぽ共同保育所  地域作業所おだか  地域作業所第二おだか  とうふ工房夢 21 

日本国民救援会神奈川県本部  日本自治体労働組合総連合神奈川県本部 

福祉保育労神奈川県本部  福祉保育労神奈川県本部小雀みどり分会みどり班 

福祉保育労神奈川県本部瀬谷はーと分会  福祉保育労神奈川県本部空とぶくじら社分会 

福祉保育労神奈川県本部ピヨピヨ保育園分会 

福祉保育労神奈川県本部横浜市社会福祉協議会分会 

福祉保育労神奈川県本部よこはま無認可保育所分会日吉みんなの保育園班 

福祉保育労神奈川県本部緑陽苑分会  福祉保育労神奈川県本部風祭の森分会 

福祉保育労神奈川県本部小百合分会  福祉保育労神奈川県本部横浜保育所分会たんぽぽ班 

福祉保育労神奈川県本部横浜保育所分会戸塚班  矢向班 

豊かな障害児教育を実現する会  夢 21 西谷Ⅰ家族一同  夢 21 西谷Ⅰ職員一同 

夢 21 西谷Ⅰ利用者一同  夢 21 ホームサンハイム鶴ヶ峰職員の会 

夢 21 ホームサンハイム鶴ヶ峰パート会  夢 21 ホームサンハイム鶴ヶ峰利用者の会 

横浜教職員の会  横浜教職員の会障害児部  横浜市交通局従業員労働組合 

横浜市社会保障推進協議会  横浜市障害者地域作業所連絡会  横浜市民団体連絡会 

横浜地区労働組合協議会  横浜母親連絡会  横浜労働組合総連合 

ワークショップ夢 21 西谷Ⅲ利用者一同  ワークハウスあまね 

神障教組三ッ境養護学校分会 

 

【山梨県】（福）いずみ会  （福）いずみ会いずみ園  （福）共立福祉会 

（１２） （福）共立福祉会さくらんぼ保育園  （福）やまなし勤労者福祉会 

児童発達支援センターひまわり  つくし保育園  山梨県社会福祉労働組合 

山梨県社会福祉労働組合いずみ園ひまわり分会  山梨県社会福祉労働組合つくし分会 

山梨県社会福祉労組さくらんぼ分会  山梨県労働組合総連合 

 

【長野県】（NPO）ハートラインまつもと  （福）絆の会地域活動支援センター皆神ハウス 

（２２） （福）こぶしの会ひよこ保育園  （福）古里会  （福）アルプス福祉会 

きょうされん長野支部  コムハウス  第 2 コムハウスＪＭＩＵコツナ支部 

かわじデイサービスセンター  全日本年金者組合中高支部 

デイサービスセンターおよりて  長野県障害者運動推進協議会 

長野県中高地区労働組合連合会  長野県難病患者連絡協議会 

長野高教組高水須坂支部  福祉保育労長野支部 

福祉保育労長野支部あゆみ保育園分会  福祉保育労長野支部ひよこ保育園分会 

介護相談センターゆい  障がい者支援センター七和の里  特別養護老人ホームゆい 

 

【新潟県】（NPO）障がい者生活ステーションさんろーど  （NPO）新潟ミラクル福祉会 

（４９） （NPO）新潟ミラクル福祉会地域活動支援センターみらくる  （福）かえつ福祉会 

（福）亀田郷芦沼会  （福）ゆうえい会  （福）坂井輪会  Ｂｅトゥインクル 

あどばんす  グループホームぎんが  こぶしの里  在宅介護支援センターあしぬま荘 

指定老人訪問看護ステーションあしぬま  就労継続支援 B 型事業所さんろーど 

障害者の生活と権利を守る新潟県連絡協議会  ショートステイあしぬま 
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全国障害者問題研究会新潟支部  大樹の家  大樹の家を支える会 

短期入所生活介護事業所特別養護老人ホームあしぬま荘 

地域活動支援センター大きなかぶ  デイサービスセンターあしぬま 

デイサービスセンターさわやかあしぬま荘  特別養護老人ホームあしぬま荘 

特別養護老人ホームあしぬま荘訪問介護  新潟医療介護事業協同組合 

新潟県視覚障害者友好協議会  新潟県肢体障害者の未来を切り開く会 

新潟県民主医療機関連合会  新潟民医連労働組合  新潟民医連労働組合下越病院支部 

ほがらか福祉園  ほがらか福祉園トゥインクル  ほがらか保育園  ワーカーズゆたか 

横越のぎくのぎくの家  特別養護老人ホームなごみ荘  福祉保育労新潟地方本部 

福祉保育労新潟地本なかよし保育園分会  福祉保育労新潟地本ほなみの里労働組合 

秋葉区生活と健康を守る会  黒崎生活と健康を守る会  三条生活と健康を守る会 

長岡生活と健康を守る会  新潟北区生活と健康を守る会 

新潟県生活と健康を守る会連合会  新潟生活と健康を守る会 

新潟生存権裁判を支える会  村上生活と健康を守る会 

 

【富山県】（福）とやま虹の会  （福）ラッコハウス 

（９） （福）ラッコハウス生活介護施設ラッコハウス  介護老人保健施設レインボー 

しらいわ苑ホームヘルプセンター  水橋南地域包括支援センター 

生活サポートセンターかけはし  特別養護老人ホームしらいわ苑 

水橋生活サポートセンターデイサービスかけはし 

 

【石川県】（NPO）ワークショップすず  （福）ひろびろ福祉会 

（２０） （福）ひろびろ福祉会ワークショップひなげし  （福）やすらぎ福祉会 

  石川保育運動連絡会  かほく市肢体不自由児・者父母の会からーず 

  きょうされん石川支部  すまいる工房  デイサービスやすらぎ家族会 

特別養護老人ホーム入居待機者家族会  特別養護老人ホームやすらぎホーム 

ひろびろ作業所  ひろびろ作業所家族会  ひろびろ作業所仲間の会 

やすらぎホーム家族会  ワークショップひなげし家族会  奥能登健康友の会 

新日本婦人の会金沢支部  福祉保育労石川県支部 

福祉保育労石川県支部あゆみ保育園分会 

 

【福井県】（福）つくし会つくしんぼ保育園  福祉保育労つくしんぼ分会 

（３） 福祉保育労ハスの実の家分会 

 

【静岡県】（福）静岡あらぐさ福祉会つくしんぼ保育園  （福）静岡福祉会 

（１９） （福）清水あすなろ福祉会風の子保育園  （福）たんぽぽ会たんぽぽ保育園 

（福）ひよこ福祉会ひよこ保育園  （福）みんなの森福祉会 

（福）みんなの森福祉会くすのき保育園  （福）みんなの森福祉会どんぐり保育園 

（福）十字の園  くすのき保育園父母と職員の会  たんぽぽ保育園父母会 

どんぐり保育園父母と職員の会  福祉保育労静岡地本静岡支部 

福祉保育労静岡地本静岡支部つくしんぼ保育園分会 

福祉保育労静岡地本浜松支部どんぐり分会  福祉保育労静岡地方本部 

福祉保育労静岡地本静岡支部たんぽぽ保育園分会 

福祉保育労静岡地本浜松支部たんぽぽ保育園分会  福祉保育労静岡地本ひよこ分会 
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【愛知県】（NPO）あいち障害者センター  （NPO）あした  （NPO）あした児童ディケアえがお 

（４１１）（NPO）あした児童ディサービスあした  （NPO）昴  （NPO）てのひら 

（NPO）ナイス  （NPO）なかよし  （NPO）なかよし・デイサービスセンターなかよし 

（NPO）なごみ  （NPO）ビリーブ  （NPO）福祉サポート滝ノ水 

（NPO）三河健生会  （NPO）ユアウェルフェア  （NPO）愛知県難病団体連合会 

（NPO）夢工房  （NPO）つくし  （NPO）なかまの家  （NPO）福祉発信基地友の家 

（社）あいち障害者自立支援協会特定相談支援事業所「ベスト」 

（福）ＴＵＴＴＩ  （福）池内福祉会池内わらべ保育園 

（福）池内福祉会かわらまち保育園  （福）エゼル福祉会 

（福）恩賜財団愛知県同胞援護会特別養護老人ホーム春緑苑  （福）清里木場清里苑 

（福）清里ショートステイ山王  （福）清里ディサービスセンター大野木 

（福）さくらんぼの会  （福）さふらん会  （福）すこやか会  （福）すずかけ福祉会 

（福）ともいき福祉会ケアハウスハートフル 

（福）ともいき福祉会特別養護老人ホームぬく森  （福）名古屋新生会福祉会 

（福）名古屋東福祉協会山吹ワーキングセンター  （福）なごや平和福祉会 

（福）なのはな会  （福）真人舎あおば保育園  （福）みなと福祉会うろじの家 

（福）みのりの会  （福）ゆたか福祉会ライフサポートゆたか 

（福）ゆたか福祉会リサイクルみなみ作業所  （福）ゆたか福祉会 

（福）ゆたか福祉会つゆはし作業所  （福）ゆたか福祉会デイサービス宝南 

（福）ゆたか福祉会トライズ  （福）ゆたか福祉会なるみ作業所 

（福）ゆたか福祉会ふれあい作業所  （福）ゆたか福祉会みのり作業所 

（福）ゆたか福祉会ゆたか希望の家  （福）ゆたか福祉会ﾜｰｸｾﾝﾀｰﾌﾚﾝｽﾞ星崎 

（福）一宮乳児福祉会  （福）犬山福祉会  （福）犬山福祉会犬山さくら保育園 

（福）犬山福祉会赤ちゃんの家さくらんぼ  （福）春日井福祉会 

（福）春日井福祉会第一そだち保育園  （福）春日井福祉会第二そだち保育園 

（福）新瑞福祉会  （福）新瑞福祉会あさがお学童保育所 

（福）新瑞福祉会こすもす保育園  （福）新瑞福祉会さざんか保育園 

（福）新瑞福祉会たんぽぽ保育園  （福）新瑞福祉会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあさがお 

（福）新瑞福祉会ななくさ保育園  （福）新瑞福祉会障害児相談支援事業所あさがお 

（福）新瑞福祉会第 2 あさがお学童保育所  （福）清里 

（福）西三河子供の家こぐま保育園  （福）西三河子供の家こぐま保育園職員一同 

（福）西三河子供の家後援会  （福）西三河子供の家第二こぐま保育園 

（福）西三河子供の家第二こぐま保育園父母の会  （福）西尾こどもの家くさの実保育園 

（福）千種福祉会  （福）池内福祉会  （福）朝日福祉会いっぷくの里 

（福）朝日福祉会軽費老人ホーム朝日荘  （福）朝日福祉会朝日ディサービスセンター 

（福）朝日福祉会特別養護老人ホーム朝日荘  （福）天白福祉会あおぞら保育園 

（福）熱田福祉会  （福）熱田福祉会けやきの木保育園 

（福）熱田福祉会のぎく保育園職員会  （福）熱田福祉会びわの実保育園  （福）麦 

（福）尾張健友福祉会  （福）芳龍福祉会  （福）名古屋キリスト教社会館 

（福）名古屋キリスト教社会館南部地域療育センターそよ風  （福）名南子どもの家 

（福）名南子どもの家あいかわ保育園  （福）名南子どもの家くるみ保育室 

（福）名南子どもの家さわやかヘルパー星崎  （福）名南子どもの家デイサービス星崎 

（福）名南子どもの家ほしざき保育園  （福）名南子どもの家みよし保育園 

（福）名南子どもの家星崎居宅介護支援事業所  （福）名北福祉会  （福）緑の丘福祉会 

（福）緑の丘福祉会さくらんぼ保育所  （福）杁中福祉会いりなか保育園 
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（福）杁中福祉会おおしま保育園  （福）翔寿会ケアハウス「寿睦苑」 

（福）翔寿会老人ディサービスセンター「えんどう」  （福）あずま福祉会 

（福）きそがわ福祉会  （福）きそがわ福祉会フラワー玉の井 

（福）きそがわ福祉会きそがわ作業所  （福）きそがわ福祉会北方ホーム 

（福）きそがわ福祉会玉の井ホーム  （福）きそがわ福祉会ぬくもりホーム 

（福）きそがわ福祉会ゆうゆう  （福）さくらんぼの会親の会はーもにぃ 

（福）ポレポレ  （福）みなと福祉会  （福）名北福祉会のびのびクラブ 

（福）名北福祉会ヘルパーステーションそら  （福）名北福祉会めいほく友の家 

（福）やまびこ福祉会福祉会家族会 

愛高教愛工分会  愛高教障害児学校部一宮東特別支援学校分会 

愛高教障害児学校部一宮聾学校分会  愛高教障害児学校部大府特別支援学校 

愛高教障害児部名古屋聾学校分会  愛知医労連女性協  愛知県医療介護労働組合連合会 

愛知県医労連青年協  愛知県共同保育所連合会  愛知県国家公務関連労働組合共闘会議 

愛知県社会保障推進協議会  愛知県生活と健康を守る会連合会  愛知県保険医協会 

愛知県民主医療機関連合会  愛知県立佐織特別支援学校分会  愛知県労働組合総連合 

愛知県高教組春日井西分会  愛知県高教組豊川特別支援学校分会 

愛知県高教組豊橋特別支援学校分会  愛知県高教組港特別支援学校分会 

愛知国民春闘共闘委員会  愛知視覚障害者協議会  愛知肢体障害者こぶしの会尾張支部 

あいち自由協同一般労働組合  愛知争議団連絡会議  愛知地域労働組合きずな 

愛知保育団体連絡協議会  愛知民医連部会  愛労連・中村地域労働組合センター 

愛労連職員労働組合  愛労連女性協議会  愛労連青年協議会 

愛労連パート・臨時労組連絡会  愛労連労働相談センター  愛労連ローカルユニオン 

あおぞら保育園父母の会  あかつき共同作業所  あかつきﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝはなキリン 

あさがお学童保護者会  ありんこ作業所  池内わらべ保育園父母会 

いりなか・おおしま保育園後援会  いりなか保育園父母の会  医労連東海北陸ブロック 

おおしま保育園父母の会  尾張中部地区労働組合総連合  音楽サークルどらむす 

介護支援ひだまり  革新県政県職員の会  春日台特別支援学校分会 

かもめ三ツ井分会  かもめ保育園を守る会  かもめ保育園父母の会 

かわらまち保育園父母の会  共同生活援助七色の麦  金融ユニオン東海支部愛知ブロック 

くまのまえ保育園職員会  くまのまえ保育園分会  グルーポホームエール 

グルーポホーム宝南の家  ケアハウスすこやかの里  ケアハウスちあき  けやきの家 

げんきっこクラブ学童保育所  建交労愛知学童保育支部  建交労愛知県本部女性部 

建交労愛知県本部保育パート支部  健生クラブ連合会  建交労愛知学童保育支部中村分会 

国土交通労働組合中部本局分会  国土交通労働組合東海建設支部庄内川分会 

こぐま保育園父母の会  こすもす保育園運営委員会  こすもす保育園保護者会 

栄総行動実行委員会  作業所えがお  さくらんぼ保育所父母会 

自治労連名古屋市職員労働組合中地区協議会  自治労連名古屋ブロック中地区協議会 

自治労連名古屋ブロック中村地区協議会  衆善会保育園  授産所ふくふく 

障害児相談支援事業所ちよだ  障害者児の生活と権利を守る尾張地域懇談会 

ショートステイありんこ  ショートステイちあき  白鳩保育園 

新日本婦人の会北支部かたつむり班  新日本婦人の会北支部金城班 

新日本婦人の会千種支部  新日本婦人の会守山支部あすなろ B 班 

新日本婦人の会守山支部そよかぜ班  すこやか診療所  すずかけ共同作業所後援会 

すずかけ共同作業所保護者会  すずかけの明日をつくる会  すずかけホーム 

全国障害者問題研究会愛知支部  全日本年金者組合愛知県本部 
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全日本年金者組合豊橋田原支部  全日本年金者組合名古屋北支部 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部日本アクリル分会 

全労連・全国一般労働組合愛知地方本部あいち支部名古屋地域分会 

全労連・名古屋中地域労働組合センター  全労連東海北陸地方協議会 

千種区子育てマップをつくる会  つぼみ保育室 

デイサービスＡＣＴ  デイサービスセンターちあき 

ディサービスセンターやなぎ指定通所介護事業所  デイサービスちよだ 

デイサービスなぐら  デイサービス愛  デイサービス友  天白区手をつなぐ育成会 

特別養護老人ホーム蒲郡眺海園  特別養護老人ホーム楠清里苑 

特別養護老人ホーム五井眺海園  特別養護老人ホーム山田清里苑  友国作業所 

豊橋高齢者福祉をすすめる会  どんぐり保育園運営委員会  どんぐり保育園職員会 

なえしろ保育園  名古屋市学童保育連絡協議会  名古屋市公立保育園父母の会 

名古屋市職員労働組合  名古屋市職員労働組合福祉支部  名古屋市水道労働組合 

名古屋市立高等学校教員組合  名古屋特別支援学校分会  名古屋南地域労働組合総連合 

年金者組合中村支部  年金をよくする一宮西の会  発達センターあつた 

発達センターちよだ  発達センターちよだ保護者会  東三河労働組合総連合 

ひまわり保育園父母の会  福祉保育労東海地本あいかわ保育園分会 

福祉保育労東海地本新瑞福祉会分会こすもす保育園 

福祉保育労東海地本新瑞福祉会分会さざんか保育園 

福祉保育労東海地本新瑞福祉会分会たんぽぽ保育園 

福祉保育労東海地本新瑞福祉会分会ななくさ保育園 

福祉保育労東海地本荒畑もちの木保育室分会  福祉保育労東海地本かわらまち保育園分会 

福祉保育労東海地本くさのみ保育所分会  福祉保育労東海地本すずかけ共同作業所分室 

福祉保育労東海地本田代保育園分会  福祉保育労東海地本天白福祉会分会 

福祉保育労東海地本なえしろ保育園分会  福祉保育労東海地本ほしざき保育園分会 

福祉保育労東海地本みなと福祉会分会  福祉保育労東海地本めぐみ保育園分会 

福祉保育労東海地本 TUTTI 分会  福祉保育労東海地本いっぱい笑顔分会 

福祉保育労東海地本くさのみ保育園分会  福祉保育労東海地本さくらんぼの会分会 

福祉保育労東海地本東部地域医療センターぽけっと分会 

福祉保育労東海地本ねーぶる分会  福祉保育労東海地本ほっとはむ分会 

福祉保育労東海地本めいほく障害部分会  福祉保育労東海地本やまびこ福祉会分会 

福祉保育労東海地方本部けやきの木分会  福祉保育労東海地方本部こぐま分会 

福祉保育労東海地方本部昭天瑞支部池内わらべ分会 

福祉保育労東海地方本部千種名東支部どんぐり保育園分会 

福祉保育労東海地方本部千種名東支部清明山分会 

福祉保育労東海地方本部尾張支部犬山さくら分会 

福祉保育労東海地方本部名市大分会  福祉保育労東海地本第 2 めいほく保育園分会 

福祉保育労東海地本のぎく保育園分会  福祉保育労東海地本第二こぐま分会 

福祉レクリエーションつくし  ふたばの会  瑞穂区保育団体連絡会 

みどり区東部まちづくりの会  みなと医療生協労働組合  港区障害者児を育てる会 

南区生活と健康を守る会  みのりの会後援会  名ブロ北地区協  名北労連 

めいほく保育園職員一同  名水労名西支部  めだか保育室  めばえ保育園父母の会 

めばえ保育園  守山区保育・教育・子育ての会 

八事天白渓線・東山公園計画を考える会  有限会社ニト計画事務所  ゆたか作業所 

ゆたか生活支援事業所なるお  ゆたか相談支援事業  ゆたか生活支援事業所あつた 
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ゆたか生活支援事業所なかがわ  ゆたか生活支援事業所みどり  ゆたか通勤寮 

ゆたか福祉会第２ゆたか希望の家  ゆたか福祉会保護者連合会  夢サポートくまのて 

リサイクル港家族会  リサイクル港作業所  愛知県高教組障害児学校部 

愛知県障害者児の生活と権利を守る連絡協議会  愛知肢体障害者こぶしの会 

愛知肢体障害者こぶしの会名古屋支部  一宮の保育をよくする会  一宮の保育を考える会 

介護保険サービスセンターちあき  株式会社心音ディサービスセンター心音 

株式会社マハロ  ㈱アサヒホームもみの木豊橋営業所  岩倉デイサービスセンターちあき 

岩倉小規模多機能ホームちあき  犬山市母子生活支援施設ｷﾙｼｪﾊｲﾑ 

菜の花保育園  子どもセンターみどり 

児童発達支援センター南部地域療育センターそよ風  春日井福祉会分会 

障害児相談支援事業所ぽけっと  障害者とともに歩む麦の会  清明山保育園 

千種区待機児童を考える会  全労連・全国一般愛知地本 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部あつた分会 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部大藤電設分会 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部河口サポート分会 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部女性部 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部東信化成分会 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部名古屋地域分会 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部名古屋地域分会北部青年ユニオン 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部ナトコ労働組合 

全労連・全国一般愛知地本あいち支部御園サービス分会 

全労連・全国一般愛知地本アメイジング分会 

全労連・全国一般愛知地本木村電溶機製作所支部 

全労連・全国一般愛知地本サンスイ支部 

全労連・全国一般愛知地本フロンティア 21 支部 

第二そだち保育園父母の会  第二めいほく保育園職員会  天使みつばち保育園 

天使みつばち保育園うみ組  天使みつばち保育園そら組 

天使みつばち保育園つき・ほし組  天使みつばち保育園職員会 

天使みつばち保育園父母会  田代保育園  東部地域療育センターぽけっと 

藤が丘デイサービスセンター  特別養護老人ホームちあき  特養ちあき第二  麦の里 

宝南指定居宅介護支援事業所  北区保育団体連絡会  名北福祉会を支える会 

名北福祉会歳暮医療センターくさのみ保育所  名北福祉会第二めいほく保育園 

有限会社樹舎  緑の丘福祉会ひまわり保育園  さざんか保育園保護者会 

どんぐり保育園保護者会  あじさいの会  イルカ作業所  笑顔の会 

おそうざいのさくらんぼ  親の会さくらんぼ  親の会ドリーム 

グループホームきらきら  黒田ドリーム作業所  ケアホームさくらんぼ 

さくらんぼ CC  障害福祉サービス事業所ほっとはむ  ショートステイさくらんぼ 

すずかけ共同作業所  相談支援事業所さくらんぼ  相談支援センター夢うさぎ 

第二きそがわ作業所  多機能就労継続 B 型さくらんぼ  多機能生活介護さくらんぼ 

地域生活支援センターけらしおん  ネットワークみなと  のびのび会 

平針ほっとらいふ  ふたばドリーム作業所  ふれあいの会  ほっとはむ家族会 

ほっとはむ居宅支援センター  みなとホーム  めいほく友の家運営委員会 

わかばドリーム作業所 
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【岐阜県】（NPO）あおぞら会  （福）ポップコーン福祉会  （福）いぶき福祉会  いぶき 

（７） いぶき福祉会後援会  岐阜県社会就労センター協議会  きょうされん岐阜支部 

 

【三重県】（NPO）すずか希望の里  （福）希望の里  亀山母親連絡会 

（１０） 高齢者施設をつくるみんなの会亀山  三泗地区高齢期運動連絡会 

新日本婦人の会亀山支部  中勢地域労働組合  みえ医療福祉生協亀山支部 

みえ自治労連中賀自治体一般労働組合  四日市・三重郡社会保障推進協議会 

 

【滋賀県】（NPO）滋賀労働相談センター  （福）あゆみ福祉会虹彩工房  （福）おうみ福祉会 

（８３） （福）おおつ福祉会  （福）おおつ福祉会おおつ北部活動センター 

（福）おおつ福祉会後援会  （福）おおつ福祉会社会就労センターあおぞら 

（福）おおつ福祉会唐崎やよい作業所  （福）おおつ福祉会南志賀ひまわりホーム 

（福）蒲生野会あかね  （福）蒲生野会東近江地域障害者生活支援センターれいんぼう 

（福）蒲生野会東近江地域障害者生活支援センターれいんぼうデイ 

（福）蒲生野会ホームクローバ  （福）蒲生野会ホーム明歌里 

（福）蒲生野会ホーム雪野山  （福）蒲生野会みんなの家  （福）きぬがさ福祉会 

（福）きぬがさ福祉会きぬがさ作業所  （福）きぬがさ福祉会グループホーム五個荘 

（福）きぬがさ福祉会グループホームコスモス 

（福）きぬがさ福祉会グループホーム能登川 

（福）きぬがさ福祉会グループホームはなみずき 

（福）きぬがさ福祉会障害者支援事業所いきいき  （福）志賀福祉会 

（福）ノエル福祉会  （福）ノエル福祉会ぽかぽか  （福）ひかり福祉会 

（福）ひかり福祉会 HEARTWORK 結  （福）ひかり福祉会たんぽぽ作業所 

（福）ひかり福祉会ひので作業所  （福）野洲慈恵会きたの保育園  あゆみ作業所 

あゆみホーム  おうみ作業所  おうみ作業所家族会  おうみ作業所利用者自治会 

おうみや  大津市発達障害者相談支援センターかほん 

おおつ北部活動センター利用者自治会虹の会  きょうされん滋賀支部 

グループホームすずか  コープしが労働組合  滋賀県医療労働組合連合会 

滋賀県公立高教組  滋賀県自治体労働組合総連合  滋賀県社会保障推進協議会 

滋賀県民主医療機関連合会  滋賀県労働組合総連合  滋賀県労連・滋賀一般労組 

滋賀自治体一般ユニオン  滋賀自治体管理職ユニオン  社会就労センターこだま 

就労継続支援 B 型・自立訓練プリズム  障害福祉サービス事業所ノエルしごとの家 

スマイル  全教滋賀教職員組合  相談支援センターあおい  つつじ作業所 

なんぶでぃセンター  日本国民救援会滋賀県本部  働き・暮らしコトー支援センター 

東近江地域障害者生活支援センター居宅支援事業 

東近江地域障害者生活支援センターサテライト近江八幡 

東近江地域障害者生活支援センターサテライト近江八幡（居宅支援） 

東近江地域障害者生活支援センターれいんぼう  ひかり園  福祉保育労滋賀支部 

福祉保育労滋賀支部大津支援センター分会  福祉保育労滋賀支部第二びわこ学園分会 

福祉保育労滋賀支部学童保育分会  福祉保育労滋賀支部県社会福祉協議会分会 

福祉保育労滋賀支部第一びわこ学園分会  福祉保育労滋賀支部つくし会分会 

福祉保育労滋賀支部わたむきの里分会  福祉保育労滋賀支部わらべ保育園分会 

ヘルパーステーション You's  ホームおきの  ホームさくら  ホームつばさ 

ホームふきのとう  わたむきの里第 1 作業所  わたむきの里第 2 作業所 

滋賀民主医療機関連合会 
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【京都府】（NPO）河合義根・可根記念福祉会  （NPO）しゃくなげしゃくなげ共同作業所 

（１４９）（NPO）スウィング  （社）全国手話通訳問題研究問題研究会 

  （社）京都府聴覚障害者協会  （福）ポップコーン福祉会  （福）信和福祉会 

（福）よさのうみ福祉会長岡ホーム  （福）よさのうみ福祉会峰山共同作業所 

（福）ふくちやま福祉会  （福）ふくちやま福祉会きらきら 

（福）ふくちやま福祉会第 2 ふくちやま作業所  （福）ふくちやま福祉会たんぽぽの家 

（福）ふくちやま福祉会ふきのとう作業所  （福）ふくちやま福祉会福知山共同作業所 

（福）ふくちやま福祉会ふくちやま作業所  （福）ふくちやま福祉会ホームいさ 

（福）ふくちやま福祉会ポップコープ  （福）伏見ふれあい福祉会京都ふれあい工房 

（福）まいづる福祉会ワークショップほのぼの屋  （福）アイアイハウス 

（福）葵友愛会あおい苑  （福）綾部福祉会  （福）綾部福祉会ともの家家族会 

（福）綾部福祉会ともの家自治会  （福）樹々福祉会  （福）亀岡福祉会 

（福）亀岡福祉会かめおか作業所  （福）亀岡福祉会第三かめおか作業所 

（福）亀岡福祉会デイセンターぽれぽれ  （福）京都ワークハウス 

（福）しあわせネットワーク  （福）七野会  （福）南光会  （福）鳩ヶ峰福祉会 

（福）はるの里  （福）保健福祉の会あらぐさ保育園  （福）まいづる福祉会 

（福）ももやま福祉会ぐんぐんハウス  （福）よさのうみ福祉会 

（福）よさのうみ福祉会伊根の里 

（福）よさのうみ福祉会障害児者多機能型生活支援センターろむ 

（福）よさのうみ福祉会すまいる  （福）よさのうみ福祉会野田川共同作業所 

（福）よさのうみ福祉会ヘルパーステーション結  （福）よさのうみ福祉会ホームすみれ 

（福）よさのうみ福祉会ホームゆめおり  （福）よさのうみ福祉会ほっとホーム 

（福）よさのうみ福祉会みやづ作業所  （福）よさのうみ福祉会ゆうゆう作業所 

（福）よさのうみ福祉会リフレかやの里  （福）よさのうみ福祉会ワークセンター花音 

あまづキッチン  あや作家族会  あやべ作業所  いきいき  いこいの村・とくらの家 

いこいの村栗の木寮あゆみ会  いこいの村梅の木寮 

いこいの村梅の木寮入所者自治会年輪の会  伊根在宅介護支援センター 

伊根デイサービス  岩滝あじさい苑  宇治作業所のびのび  宇治作業所保護者会 

宇治市障害者生活支援センター「そら」  宇治東福祉会ショートステイ宇治作業所 

宇治東福祉会デイセンター宇治作業所  宇治東福祉会なかまの家  亀岡福祉会保護者会 

きょうされん京都支部  京丹後市障害者相談支援事業所結  京都医療労働組合連合会 

京都医療労働組合連合会個人加盟分会  共同生活援助アイアイホーム 

京都聴覚言語障害者の豊かな暮らしを築くネットワーク  京都保育運動連絡会 

居宅介護事業ヘルパーステーションアイアイ  くりくま保育園  グループホームひだまり 

グループホームゆきなが  経費老人ホームケアハウス福寿荘 

障害者就業・生活支援センターこまち  障害者相談支援事業所結 

障害者地域生活支援センターほのぼの屋 

小規模多機能型居宅介護支援事業所おきなぎの家  ショートステイまいづる 

生活介護事業所はるの里  生活介護事業所アイアイハウス  生活支援総合センター姉小路 

第三かめおか作業所自治会  第二かめおか作業所  第二かめおか作業所自治会 

短期入所ショートステイアイアイ  地域活動支援センターonestep 

地域生活支援センターふきのとう  長寿苑短期入所生活介護事業所  つむぎ 

特別養護老人ホーム長寿苑  特別養護老人ホーム原谷こぶしの里  光の子保育園 
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福祉保育労京都地方本部  福祉保育労京都地本嵐山寮分会 

福祉保育労京都地本上京支部上京保育所分会  福祉保育労京都地本北支部のぞみ分会 

福祉保育労京都地本口丹支部あけぼの学園分会 

福祉保育労京都地本口丹支部口丹作業所分会 

福祉保育労京都地本口丹支部くわの実保育園分会  福祉保育労京都地本高齢種別協議会 

福祉保育労京都地本左京支部  福祉保育労京都地本左京支部一乗寺保育園分会 

福祉保育労京都地本左京支部風の子保育園分会 

福祉保育労京都地本左京支部左京学児分会 

福祉保育労京都地本左京支部朱い実保育園分会 

福祉保育労京都地本左京支部聖護院分会  福祉保育労京都地本左京支部高野保育園分会 

福祉保育労京都地本左京支部村松分会  福祉保育労京都地本下南支部たかせ分会 

福祉保育労京都地本下南支部西七条保育園分会  福祉保育労京都地本朱七分会 

福祉保育労京都地本中京支部聴言分会 

福祉保育労京都地本中京支部京都府社会福祉協議会分会 

福祉保育労京都地本中丹まいづる支部まいづる分会 

福祉保育労京都地本原谷こぶしの里分会  福祉保育労京都地本はるの里分会 

福祉保育労京都地本福知山分会  福祉保育労京都地本伏見支部京都老人ホーム分会 

福祉保育労京都地本保育種別協議会  福祉保育労京都地本洛南支部くりくま保育園分会 

福祉保育労京都地本洛南支部明星保育園分会  福祉保育京都地本八幡作業所分会 

福祉保育労京都地本洛南支部宇治作業所分会  福祉保育労働組合京都地本八幡作業所分会 

福知山障害児(者)親の会  ホームにしなか  ホームヘルプまいづる 

まいづる共同作業所まいづる作業所保護者会  まいづる共同作業所まいづる作業所友の会 

まいづる作業所  まいづる作業所あゆみ会  宮津・伊根地域の作業所を支える会 

みやづ作業所親の会  やわた作業所  よさのうみ福祉会みねやま作業所 

与謝野町障害者相談支援事業所結  ワークセンター宇治作業所 

綾部東部デイサービスセンター  綾部東部在宅介護支援センター 

障害者支援施設いこいの村・栗の木寮  西・右京地区労働組合協議会 

 

【大阪府】（NPO）吹田の精神保健福祉を考える市民の会こころの交差点 

（３１９）（NPO）子育てサポートくるみ  （福）青い鳥福祉会  （福）あおば福祉会 

（福）いずみ野福祉会ウオッシュハウスサンライズ 

（福）いずみ野福祉会高石障害者作業所家族会  （福）いずみ野福祉会東山自立センター 

（福）大阪福祉事業財団あかつきの家  （福）大阪福祉事業財団あさひ希望の里 

（福）こごせ福祉会すずらんホーム  （福）こごせ福祉会拓共同作業所 

（福）こごせ福祉会たんぽぽ学童  （福）こころの窓  （福）コスモス 

（福）コスモスいづみ保育園  （福）コスモスおおはま障害者作業所 

（福）コスモスコスモスケアホームえると  （福）コスモスほくぶ作業所 

（福）コスモス老人デイサービスセンター結いの里  （福）こばと会 

（福）さつき福祉会  （福）さつき福祉会あいほうぷ吹田 

（福）さつき福祉会ワークセンターくすの木  （福）新よどがわつくしんぼ西保育園 

（福）創の会北田辺保育園  （福）創の会こぐま保育園  （福）豊中きらら福祉会 

（福）豊中きらら福祉会親の会  （福）豊中きらら福祉会きらら作業所 

（福）豊中きらら福祉会工房「羅針盤」  （福）豊中きらら福祉会ほほえみ 

（福）豊中きらら福祉会やすらぎの家  （福）豊中きらら福祉会らしんばんの家 

（福）豊中きらら福祉会ワークセンターとよなか  （福）のぞみ福祉会 
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（福）ひがしよどがわ福祉会あすわーく  （福）ひびき福祉会 

（福）ひびき福祉会鴻池ハイツ  （福）ひまわり会ひまわりの家里鳳 

（福）ひまわり会ひまわり保育園  （福）ヒューマン福祉会  （福）福祉ネット大和川 

（福）ふたかみ福祉会  （福）ふたかみ福祉会はびきの園 

（福）まりも会グループホーム樹の実  （福）まりも会わかたけ 

（福）まりも会わかたけ家族会  （福）むくの会こっこ保育園 

（福）療育・自立センター  （福）わかくさ福祉会ひむろ作業所  （福）城東福祉会 

（福）新よどがわつくしんぼ西保育園  （福）大阪福祉事業財団 

（福）大阪福祉事業財団阿保くすの木保育園  （福）大阪福祉事業財団すみれ児童館 

（福）大阪福祉事業財団すみれ保育園  （福）大阪福祉事業財団せんごくの里 

（福）大阪福祉事業財団高鷲学園  （福）大阪福祉事業財団高鷲保育園 

（福）大阪福祉事業財団槻ノ木荘  （福）大阪福祉事業財団豊里学園 

（福）大阪福祉事業財団関目寮  （福）大阪福祉事業財団城東特別養護老人ホーム 

（福）大阪福祉事業財団城東養護老人ホーム 

２１世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会  HOPE  あいほうぷ家族会 

あいらぶ家族会  あいらぶ工房  あいらぶフレンズ会  あおば福祉会おおぞら保育園 

あおば福祉会おひさま保育園  あおば福祉会箕面保育園  あおば福祉会瀬川保育園 

アクティビティセンターひびき  あすなろホーム  いずみ野福祉会浜手家族会 

茨木教職員組合女性部  茨木市学童保育指導員労働組合  茨木市民主商工会 

茨木市民主商工会婦人部  茨木市立障害者生活支援センターともしび園 

茨木母親連絡会  上野芝陽だまり保育園  梅の里ホーム  梅の里ホーム家族会 

大阪障害児者を守る会岸和田支部  大阪障害児者を守る会東大阪支部 

大阪聴覚障害者福祉会なかまの里  大阪福祉事業財団救護施設高槻温心寮 

大阪福祉事業財団南海香里のさと  大阪福祉事業財団三島の郷  おおはま障害者作業所 

お手話の会碧い鳥  貝塚こすもすの里を支える会  鴨川ホーム  カンナ共同保育所 

岸和田グループホーム「三田の家第一」  岸和田市肢体不自由児者父母の会 

岸和田市登録手話通訳者の会  岸和田障害者・児関係団体連絡協議会 

岸和田障害者共同作業所  岸和田市立児童福祉施設いながわ療育園父母の会 

岸和田第三作業所家族会 

岸和田福祉ホーム・グループホーム・ケアホーム入所者家族連絡会 

きょうされん大阪支部  くぬぎ会双葉保育園  グループホームたんぽぽ 

鴻池ポッポ福祉会  工房モコ  コスモスケアプランセンターせんぼく 

コスモスケアホームえると  コスモスケアホームせんぼく 

コスモス地域福祉活動センターえると  コスモスヘルパーステーションほくぶ 

こばと保育園  堺東部障害者作業所  さくら福祉会中央保育園 

さくら福祉会めだか保育園  さくらんぼ保育園  さくら苑  さくら保育園 

さざんか福祉会どろんこ保育園  さざんか福祉会どろんこ保育園保護者会 

さつき障害者作業所  さつき障害者作業所家族会  サンプレイスひびき 

支援センターはる  支援センターひびき  シュレオーテ  シュレオーテ家族会 

障害児者を守る豊中連絡協議会  障害者(児)生活支援センターおおはま 

障害者（児）を守る東大阪連絡協議会  障害者の生活の場を広げる会 

障害者の豊かな生活をすすめる会  しろきた福祉会ありんこ保育園  信貴福祉会家族会 

新日本婦人の会吹田支部桃山班  新婦人槻ノ木荘班  吹田市聴言障害者協会 

吹田市障害児者を守る連絡協議会  吹田市手をつなぐ親の会 

吹田市立障害者支援交流センターあいほうぷ吹田  砂川第一ホーム  すみれ会 
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すみれ保育園保護者会  せんごくの里家族会  泉南作業所  せんなん生活支援相談室 

泉南デイホーム  全日本年金者組合大阪羽曳野支部 

全日本年金者組合大阪府本天王寺支部  全日本年金者組合高槻・島本支部 

せんぼく障害者作業所  相談支援センターきらら  相談室きしわだ 

第２おおはま障害者作業所  第２堺東部障害者作業所のあのあ 

第２さつき障害者作業所の仲間の会  第 2 せんぼく障害者作業所 

第２ふれあいの里かたくら  第三岸和田作業所  第二さつき障害作業所家族会 

第二さつき障害者作業所  高石障害児（者）生活支援相談室  高石障害者作業所 

高石手をつなぐ親の会  高鷲保育園保護者会  拓共同作業所後援会  たけのこ 

たけのこ保護者会  たけのこを支える会  たんぽぽ学童後援会 

たんぽぽ福祉会津の辺保育園  地域生活支援センターかむかむ 

地域生活支援センターらいと  中央会計税理士法人  ちよだ福祉会おおさかちよだ保育園 

つじやま作業所  つじやま作業所家族会  つじやま相談室  つばさ保育園 

槻ノ木荘利用者の会槻ノ木会  デイセンターせんなん家族会  デイセンターわくわく 

デイセンターを育てる会  天王寺区社会保障推進協議会  豊中きらら福祉会分会 

どんぐり福祉会  どんぐり福祉会久宝寺保育園  どんぐり福祉会どんぐり保育園 

とんぼ福祉会  とんぼ福祉会新玉水ホーム  とんぼ福祉会生活支援センターあゆ 

とんぼ福祉会相談支援センターとんぼ  とんぼ福祉会第２とんぼ作業所 

とんぼ福祉会第２発達支援センターとんぼ  とんぼ福祉会玉水ホーム 

とんぼ福祉会とんぼ作業所  とんぼ福祉会とんぼ作業所・だい２とんぼ作業所家族会 

とんぼ福祉会発達支援センターとんぼ  とんぼ福祉会東奈良ホーム 

とんぼ福祉会よつばホーム  とんぼわかくさ会  のぞみ家族会 

野の花福祉会のぎく保育園  ハイワークひびき  パピースクール父母会 

羽曳野医療生活協同組合  羽曳野市職員労働組合  羽曳野民主商工会 

東大阪市職員労働組合保育所支部  東大阪市職員労働組合保育所支部友井保育所 

ひびき家族会  ひびき後援会  ひびきヘルパーステーション 

ピヨピヨ福祉会ピヨピヨ保育園  福祉保育労大阪地方本部 

福祉保育労大阪地本大阪市支部  福祉保育労大阪地本大阪市支部ありんこ保育園分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪市社協分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪福祉事業財団分会あさひ希望の里班 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪福祉事業財団分会すみれ愛育館班 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪福祉事業財団分会豊里学園班 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪府視覚障害者福祉協会分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部遠里小野保育園分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部こぐま保育園分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部城東福祉会分会今福保育園班 

福祉保育労大阪地本大阪市支部どろんこ保育園分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部ひかり分会 

福祉保育労大阪地本大阪聴覚障害者福祉会分会あいらぶ工房班 

福祉保育労大阪地本大阪福祉財団分会なかよしすみれ保育園班 

福祉保育労大阪地本大阪福祉財団分会三島の郷班 

福祉保育労大阪地本大阪福祉事業財団分会 

福祉保育労大阪地本大阪福祉事業団分会高槻温心寮班 

福祉保育労大阪地本河南支部おおば福祉分会みつばち保育園班 

福祉保育労大阪地本北河内支部たんぽぽ福祉分会つくし保育園班 
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福祉保育労大阪地本北河内支部まりも分会  福祉保育労大阪地本北河内支部むくの会分会 

福祉保育労大阪地本北摂支部さつき福祉会分会 

福祉保育労大阪地本北摂支部穂積福祉会分会ほづみ保育園班 

福祉保育労大阪地本北摂支部おおば福祉分会おひさま岡町保育園班 

福祉保育労大阪地本財団分会すみれ乳児院班 

福祉保育労大阪地本堺支部あおば福祉会分会 

福祉保育労大阪地本堺支部あおば福祉会分会新金岡センター保育園班 

福祉保育労大阪地本堺支部上野芝陽だまり保育園分会 

福祉保育労大阪地本堺支部コスモス分会 

福祉保育労大阪地本堺支部コスモス分会いずみ保育園班 

福祉保育労大阪地本堺支部コスモス分会えると班 

福祉保育労大阪地本堺支部コスモス分会かたくら班 

福祉保育労大阪地本堺支部コスモス分会ほくぶ班 

福祉保育労大阪地本堺支部コスモス分会麦の子班 

福祉保育労大阪地本堺支部ひまわり保育園分会  福祉保育労大阪地本堺支部麦の会分会 

福祉保育労大阪地本たんぽぽ福祉会分会津之辺保育園班 

福祉保育労大阪地本東部支部大阪福祉事業財団分会高鷲学園班 

福祉保育労大阪地本東部支部信貴福祉会分会 

福祉保育労大阪地本東部支部ひびき福祉会分会 

福祉保育労大阪地本東部支部ポッポ保育園分会 

福祉保育労大阪地本豊中きらら福祉会分会 

福祉保育労大阪地本どんぐり福祉会分会久宝寺保育園班 

福祉保育労大阪地本日本ヘレンケラー財団分会  福祉保育労大阪地本北摂支部 

福祉保育労大阪地本北摂支部財団分会槻ノ木荘班 

福祉保育労大阪地本北摂支部保住福祉会分会水尾保育園班 

福祉保育労大阪地本北摂支部穂積福祉協会分会水尾保育園班 

福祉保育労大阪地本北摂支部わかくさ分会わかくさ南会班 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪市身体障害者団体協議会分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪発達総合療育センター分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部新よどがわ分会つくしんぼ西保育園班 

福祉保育労大阪地本河南支部  福祉保育労大阪地本河南支部コロニー事業団分会 

福祉保育労大阪地本こごせ福祉会分会 

福祉保育労大阪地本財団分会阿保くすの木保育園班 

福祉保育労大阪地本上野芝陽だまり保育園分会 

福祉保育労大阪地本財団分会せんごくの里班  福祉保育労大阪地本財団分会高鷲保育園班 

福祉保育労大阪地本財団分会槻ノ木荘班 

福祉保育労大阪地本大阪市支部大阪聴力障害者福祉協会分会 

福祉保育労大阪地本大阪市支部末次保育園分会 

ふれあいの里かたくら  穂積福祉会ほづみ保育園  穂積福祉会水尾保育園 

南河内障害児者団体連絡会  麦の子保育園  山直ホーム  山直ホーム家族会 

豊かな高齢期づくり高槻連絡会  よさみ野福祉会  よさみ野福祉会よさみの障害者作業所 

らしんばんの家  リサイクルセンターいずみ野  ワークショップきしわだ 

ワークセンターくすの木家族会  ワークセンターひびき  わかくさ会  わかくさ作業所 

わかくさ南障害者作業所  わたぼうし福祉会八尾たんぽぽ保育園 

貝塚こすもすの里家族会  社会福祉施設経営者同友会  城東老人ホーム家族会 
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西淀川福祉会  大阪福祉事業財団なかよしすみれ保育園  大阪福祉事業財団ひまわり 

第 2 工房「羅針盤」  特別養護老人ホームいのこの里  福寿会 

放課後等デイサービスはなはな  放課後等デイサービスポンポン 

茨木市役所職員労働組合保育所支部  茨木保育運動連絡会  大阪市保育運動連絡会 

大阪市役所労働組合福祉保育支部  大阪保育運動連絡会  大蓮保育所 

東大阪市職労石切分会  東大阪市職労鳥居分会  東大阪市職労六万寺分会 

東大阪市立岩田保育所 

 

【兵庫県】（NPO）ファミリーフォーム  （NPO）ほほえみ・もやの会 

（９６） （NPO）みんなの労働文化センターGH やどかり荘 

（NPO）みんなの労働文化センター雑居工房 

（NPO）みんなの労働文化センターポレポレハウス  （NPO）IPPO 

（NPO）みんなの労働文化センター労文グループ介護舎てにてを  （株）セルフサポート 

（社）全国知的障害者施設家族連合会  （社）兵庫県聴覚障害者協会はりまふくろうの家 

（福）芦屋みどり福祉会  （福）あぜくら福祉会あぜくら生活支援センター 

（福）あぜくら福祉会上坂部なかまの家  （福）あまーち  （福）いかり 

（福）いかりいかり共同作業所  （福）いかり共同作業所家族の会  （福）いかり後援会 

（福）いかりホームいかり  （福）かがやき神戸 

（福）かがやき神戸多機能型なでしこの里 

（福）かがやき神戸地域活動支援センター虹の里 

（福）かがやき神戸ミニなでしこ  （福）木の芽福祉会咲くら工房 

（福）木の芽福祉会地域活動支援センターわかば  （福）木の芽福祉会をささえる会 

（福）杏林会  （福）さくらんぼ  （福）ゆうわ福祉会北むつみ 

（福）甲山福祉センター甲寿園 

OCB（ORGANIC CHICKEN BOYS）  あしや喜楽苑ホーム家族会  芦屋みどり作業所 

芦屋みどりホーム  あぜくら相談支援事業所わごん  あぜくら福祉会後援会 

あまーち家族会  あまーち後援会  あまーちマイプラン指定特定相談支援事業所 

あまーちライフサポート  尼崎あぜくら作業所  尼崎あぜくら作業所分場 

あんず保育園  あんず保育園保護者会  エム・ワークス  小野福祉工場  風の谷 

北むつみ会内北家族会  きょうされん兵庫支部  ぐりぃと  神戸市学童保育連絡会 

さくら工房  さくらんぼを支援する会  サポートセンターさくら 

指定特定相談支援事業所すみれ  就労継続支援事業 B 型だんだん 

ショートステイあまーち  自立訓練いちにのさん  生活介護事業所コスモスの里 

生活介護事業つくしんぼ  第一森友寮  第三森友寮  第二森友寮 

地域活動支援センターあんず  なかまが輝くニコニコ会（なかニコ会）  なないろ 

のびのびホーム  兵庫県社会保障推進協議会  兵庫視覚障害者の生活と権利を守る会 

兵庫視覚障害者の生活と権利を守る会神戸支部  兵庫障害者連絡協議会 

ひらめの家 B 型  ひらめの家生活訓練  ファレ「モナモナ」  立花ひよこ会 

福祉保育労兵庫地本  福祉保育労兵庫地本あんず保育園分会 

福祉保育労兵庫地本尼崎あぜくら福祉会分会  福祉保育労兵庫地本いかり共同作業所分会 

福祉保育労兵庫地本神戸支部  福祉保育労兵庫地本神戸ポイントユニオン分会 

福祉保育労兵庫地本峰相福祉グループ分会  福祉保育労兵庫地本めぐみ愛児園分会 

福祉保育労兵庫地本杉の子太陽の子分会太陽の子分班 

福祉保育労兵庫地本尼崎ひまわり保育園分会 

保育学習サークル青空グループ  ほっとスペースあまーち  御影倶楽部  六甲倶楽部 
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夙川さくらんぼ保育園  夙川さくらんぼ保育園労働組合  西そのだ親子まつり実行委員会 

尼崎ひまわり保育園  尼崎ひまわり保育園育てる会  尼崎保育運動連絡会 

デザイン工房エアー企画 

 

【奈良県】（NPO）アンダンテ農園  （NPO）みつわ会  （福）大和郡山育成福祉会 

（５１） （福）萌 BonCafe  （福）秋篠茜会あかね保育園  あっとほーむ香芝  あとりあ 

  いっぽの家  彩食キッチン Bon  えいぶる  おかわり  かたつむり 

きょうされん奈良支部  きょうされん奈良支部利用部会「あかつき」 

ケアホーム春日苑  ここに  こぶし後援会  こぶしの会相談支援センター 

こぶしの会労働組合  コミュニティースペースはなな  コミュニティワークこッから 

こもれび  さわやぎ  サントアースⅡ  指定障害福祉サービス事業所 Pit 八木 

ジョイアススクールつなぎ  障がい福祉サービス事業所リベルテ  すたぁと 

スペースＴＡＫＵ  生活支援センターいろは  生活支援センターなっつ 

生活支援センターぴあぽーと  生活支援センターふらっと 

生活支援センターぽると・ベル  全国障害者問題研究会奈良支部  たむたむ荘 

地域活動支援センター  地域活動支援センターぴあぽーと 

地域活動支援センターふらっと  十津川村地域活動支援センター  奈良県障害者協議会 

奈良県障害者の生活と権利を守る連絡会  ひなた舎  ふきのとう  ふゅーちゃー 

ふれあい工房  ホームヘルプステーションさくらんぼ  ぽらりす  らそら 

ワークスペースこすもす  新日本婦人の会奈良県本部  新日本婦人の会奈良支部 

奈良県保育運動連絡協議会 

 

【和歌山県】（福）いなほ福祉会いなほ作業所  （福）いなほ福祉会平見ハイツ  （福）神愛会 

（８）  就労継続支援 B 型事業所エコ工房四季  福祉保育労和歌山支部 

福祉保育労和歌山支部作業所分会  福祉保育労和歌山支部ふたば作業所分会 

ワークショップゆう 

 

【岡山県】（福）「結い」  （福）あゆみ会あゆみ保育園  あゆみ保育園保護者会 

（１３） 岡山肢体障害者の会  障害者の生活と権利を守る岡山県連絡協議会  林友の会 

ワークハウス・わくわく！  岡山県社会保障推進協議会  岡山県医療労働組合連合会 

全医労岡山地区協議会  全医労岡山病院支部  福祉保育労岡山支部 

福祉保育労岡山支部あゆみ保育園分会 

 

【広島県】（NPO）希望のいりぐちさんさん作業所  （NPO）つくしんぼ作業所 

（７５） （NPO）広島聴覚障害者福祉会  （NPO）ふたば就労継続支援Ｂ型事業所ふたば 

（NPO）むきの家  （NPO）ゆいねっと  （NPO）ゆいねっと後援会準備会 

（福）「ゼノ」少年牧場ゆめの木・わかば  （福）あさみなみ  （福）あさみなみかろかろ 

（福）あらくさ  （福）おりづる  （福）清流  （福）くさのみ福祉会くさのみ作業所 

（福）くさのみ福祉会ピクトハウス  （福）やぎ  （福）聖恵会 

（福）清流可部つちくれの家職員一同  （福）八国見  ＮＫサービス 

就労継続支援Ｂ型事業所ふたば利用者自治会  SOAR きつつき 

あらくさ  あらくさ家族会  あらくさ仲間の会  うぐいす共同作業所 

おりづる・自治会  おりづる後援会  可部つちくれの家  きつつき第三作業所 

くさのみ作業所家族会  くさのみ福祉会くさのみ作業所あゆみの会 

くさのみ福祉会後援会  くさのみ福祉会発達支援教室くれよん阿品  交響ホーム清風台 
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工房とも  作業所あいあい広場  作業所わくわく  サポートセンターおりづる 

サポートセンターゆいねっと  就労支援事業所かがやき 

障害者と家族のくらしと権利をまもる広島連合会 

障害者の生活と権利を守る広島県東部連絡会  生活介護事業所おりづる作業所 

生活支援センターゆいねっと  全国障害者問題研究会広島県支部廿日市ｻｰｸﾙ 

相談支援事業所くさのみ  第一きつつき共同作業所  第二きつつき共同作業所 

短期入所オリーブ  短期入所事業所せせらぎ  地域活動支援センターアンダンテ 

地域活動支援センターオリーブ  地域活動支援センターくれよん 

地域活動支援センターふらっと  にじ色ホーム 発達支援教室くれよん串戸 

発達支援教室くれよん地御前  ピクトハウス家族会  広島医療生協共立ひよこ保育園 

広島肢体障害者の会  広島障害フォーラム  広島ろう重複障害者アイラブ作業所 

福祉保育労広島支部  福祉保育労広島支部くすの木苑分会 

ふたば家族会（就労継続支援 B 型事業所ふたば） 

ふたば後援会（就労継続支援 B 型事業所ふたば）  ふれあい共同作業所くちわ 

ヘルパーステーションアイラブ  放課後デイサービス手と手の広場  ホームクローバー 

みどり作業所  みんなの働く場いっぽ  老人福祉施設くすの木苑  わぁーく！わかば 

有限会社スタジオケンゾー 

 

【山口県】福祉保育労こぐま保育園分会 

 （１）  

 

【島根県】（NPO）プロジェクトゆうあい  （福）おおつ保育園  （福）竹矢福祉会 

（３２） （福）虹の子福祉会  （福）ひまわり福祉会  （福）ふらっと 

（福）ふらっと従業員互助会  （福）松江福祉公社  企業組合労協しまね事業団 

建交労島根県本部  建交労島根労災職業病支部  古志ひまわり保育園 

就労継続支援 A 型事業所ビストロ庵タンドール  障がい者支援事業所ピー・ター・パン 

障がい者自立支援事業所ぽんぽん船  相談支援事業所ジョイ  しまね保育連絡会 

地域活動支援センタージョイ  特別養護老人ホームひまわり園 

ナーシングセンターひまわり  ひまわり第１保育園  ひまわり第２保育園 

福祉保育労島根支部おおつ保育園分会  福祉保育労島根支部古志ひまわり保育園分会 

福祉保育労島根支部こばと保育園分会  福祉保育労島根支部虹の子分会 

福祉保育労島根支部ひまわり第１保育園分会 

福祉保育労島根支部ひまわり第 1 保育園分会 

福祉保育労島根支部ひまわり第 2 保育園分会 建交労島根県本部大田支部 

全日本建設交運一般労働組合（建交労）島根県本部 

全日本建設交運一般労働組合（建交労）島根県本部大田支部 

 

【香川県】（福）こぶし福祉会  （福）こぶし福祉会こぶし中央保育園  福祉保育労香川支部 

（６） 福祉保育労香川支部こぶし今里保育園分会  福祉保育労香川支部こぶし中央分会 

福祉保育労香川支部こぶし花園分会 

 

【愛媛県】（NPO）パステルくらぶ  （NPO）福祉の店コットン  （福）紡ぎの里 

（１５） （福）紡ぎの里共同作業所なかよし村利用者自治会いちごの会  （福）紡ぎの里後援会 

（福）でふか今治市さざなみ園  あいあい工房・手織り研究会  きょうされん愛媛支部 

共同作業所なかよし村  共同作業所なかよし村保護者会  なかま共同作業所家族の会 
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なかま共同作業所後援会  新居浜肢体不自由児者父母の会 

新居浜市身障害者（児）団体連合会  福祉の店「コットン」V 綿ぼうし 

 

【徳島県】株式会社きらりサポートきらり  ワークセンタースマイル 

 （２） 

 

【高知県】（福）土佐福祉会  高知市民間保育所労働組合  福祉保育労高知支部 

（４） 福祉保育労高知地本 

 

【福岡県】（NPO）大牟田知的障害者育成会  （NPO）なおみの会  （NPO）ばでぃ 

（７０） （NPO）福祉フォーラムこすもすワークショップたんぽぽ 

（NPO）福祉フォーラムこすもす  （福）さざなみ福祉会 

（福）すみれ育成会すみれアクティブセンター  （福）地域活動支援センターさくらんぼ 

（福）ちどり福祉会  （福）つくしの里福祉会  （福）つくしの里福祉会第 2 つくしの里 

（福）福岡ひかり福祉会ひかり作業所  （福）福岡ひかり福祉会ひかり相談支援センター 

（福）福岡ひかり福祉会ひかりヘルパーステーション 

（福）福岡ひかり福祉会風ひかり作業所  （福）ほっと福祉会ふるはーと 

（福）やまばと会評議員会  （福）やまばと会理事会 

（福）わかすぎの森やまのこ保育園  （福）紅百合会  （福）紅葉会玄海風の子保育園 

（福）崇友会 

TUKUSI すまいるホーム  いきいきハウス箱崎  いきいき箱崎短期入所生活介護 

いきいき箱崎デイサービス  いきいき八田短期入所生活介護  いきいき八田デイサービス 

いきいき八田デイサービスゆとり  きょうされん福岡支部  共同作業所「はな」 

共同生活援助すてっぷ  工房 B 陶友仲間の自治会流れ星  工房陶友 

こばと保育園職員会  さざなみ Aloha 家族会  秀峰園 

就労継続支援 B 型さざなみ Aloha  障がい児・者の地域生活を考える「らしくの会」 

障害者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会 

障害福祉サービス事業所就労継続支援 B 型いきいき工房  小規模多機能ホームのどか 

第 2 つくしの里みらいの会  田川第一法律事務所  宅老所よりあい 

地域活動支援センター山びこ  地域活動支援センターリプル  つくしの里 

つくしのさと仲間の会  陶友親の会  特別養護老人ホームいきいき箱崎 

特別養護老人ホームいきいき八田  福岡県視覚障害者友好協会 

福岡市城南区精神障がい者相談支援センター  福祉作業所そら 

福祉保育労九州ブロック協議会  福祉保育労福岡地方本部  福祉保育労福岡地本福岡支部 

福祉保育労福岡地本福岡支部ひかり分会  福祉保育労福岡地本福岡支部若竹分会 

福祉保育労福岡地本紅百合分会  ふれんず  まつぼっくり保育園父母の会 

福岡県社会保障推進協議会  福岡県保育センター  福岡県保育団体連絡会 

福岡市保育団体連絡会  紅百合保育園  紅百合保育園保護者会  若竹保育園父母の会 

 

【長崎県】（NPO）ロバの会  （福）健友会  （福）春風会  グループホーム風の丘 

（９） 健友会戸町ふくし村  小規模多機能ホームうちんがた戸町 

戸町ふくし村デイサービスセンター  有料老人ホームポポロの森 

有限会社長崎健康企画 
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【大分県】（福）希望の森  （福）夢ひこうせん  福祉保育労夢ひこうせん分会 

 （３） 

 

【熊本県】（NPO）IOB スポーツ推進事業団  （NPO）自立応援団 

（１２） （NPO）自立応援団クローバーの会  （福）くまもと福祉会  （福）さかえの杜 

（福）みどり福祉会地域活動支援センターあい  （福）やまびこ福祉会 

あいえすヘルパーステーション  おおぞらの会  グループホーム親和荘 

多機能型就労支援センターくまもと  特別養護老人ホームたくまの里 

 

【宮崎県】建交労宮崎県本部  建交労宮崎農林支部  建交労宮崎農林支部社会復帰事業団 

（５） 建交労九州支部宮崎分会  全国トンネルじん肺根絶訴訟原告団 

 

【鹿児島県】（NPO）ゆいネット輝北  （福）麦の芽福祉会  甘日市障害者団体連絡協議会 

（１３） 鹿児島ダンプの会  建交労鹿児島ダンプ支部  建交労九州支部鹿児島分会 

サポートセンターうぃる  障害児者の生活と権利を守るかごしまの会 

全国障害者問題研究会鹿児島支部  相談センターサニーサイド 

マイホールすまいるたいよう  麦の芽福祉会デイハウスびぃ  建交労鹿児島県本部 

 

【沖縄県】（NPO）あすなろ福祉会指定特定相談支援事業所あすなろの樹 

（２） サポートセンターあすなろ 

 

 

総計２４１５団体 


