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※

№ 種　別 市区別 参加者名 事 務 所 名 № 種　別 市区別 参加者名 事 務 所 名 № 種　別 市区別 参加者名 事 務 所 名

中村　秀一 （一社）医療介護福祉制作研究フォーラム 39 社福 豊岡市 長島　ひかり 社会福祉法人豊友会 83 会員 大阪市 林　　　竜弘 公認会計士・税理士林光行事務所

蒔苗　浩司 厚労省社会・援護局　福祉基盤課長 40 社福 豊岡市 藤本　佐智代 社会福祉法人豊友会 84 会員 大阪市 前田　有太可 公認会計士・税理士林光行事務所

社協 神戸市 宿院　耕平 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会 41 社福 高砂市 一ノ木　勇基規 社会福祉法人常寿会 85 会員 大阪市 小林　　　匠 公認会計士・税理士林光行事務所

社協 神戸市 荻田　藍子 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会 42 社福 宝塚市 脇田　幸治 社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 86 会員 大阪市 益田　みどり 公認会計士・税理士林光行事務所

社福事業団 生駒市 辻村　泰範 社会福祉法人宝山寺福祉事業団 43 社福 西脇市 垣内　宏康 社会福祉法人日野こども園 87 会員 大阪市 林　　　　幸 公認会計士・税理士林光行事務所

社福 印西市 湯川　智美 社会福祉法人六親会 44 社福 西脇市 長谷川　仁美 社会福祉法人日野こども園 88 会員 大阪市 中本　行則 公認会計士・税理士中本行則事務所

1 会員 富山市 中村　　厚 あおぞら経営税理士法人 45 社福 赤穂郡 森谷　由美 社会福祉法人郡光福祉会 89 会員 大阪市 中務　裕之 中務会計事務所

2 会員 大阪市 薩摩　嘉則 薩摩公認会計士事務所 46 社福 佐用郡 小林　歩美 社会福祉法人佐用福祉会 90 会員 大阪市 金井　博基 株式会社継栄クリニック

3 会員 さいたま市 原島　良幸 株式会社財務工房 47 社福 奈良市 樋山　幸児 社会福祉法人青葉仁会 91 会員 大阪市 濱田　　聡 株式会社継栄クリニック

4 会員 大阪市 林　　光行 公認会計士・税理士林光行事務所 48 社福 奈良市 田島　祐樹 社会福祉法人青葉仁会 92 会員 大阪市 花野　　拓 吉田豊道綜合会計税務事務所

5 社協 大阪市 真田　政稔 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 49 社福 大和高田市 吉村　光智 社会福祉法人安寧福祉会つぼみ認定こども園 93 会員 大阪市 岡　　 庄吾 岡庄吾公認会計士事務所

6 社協 大阪市 片岡　哲司 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 50 社福 生駒市 林　　昌弘 社会福祉法人長命荘 94 会員 大阪市 中丸　一恵 日本クレアス税理士法人

7 社協 大阪市 浅井　良一 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 51 社福 北葛城郡 松尾　友康 社会福祉法人郁慈会 95 会員 大阪市 津田　承子 日本クレアス税理士法人

8 社協 堺市 山本　豊広 社会福祉法人　堺市社会福祉協議会 52 社福 西牟婁郡 内川　一志 社会福祉法人紀伊の郷 96 会員 大阪市 塩路　広海 塩路法律事務所

9 社協 豊中市 飯野　哲生 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 53 社福 徳島市 曽我部　陽子 社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会 97 会員 茨木市 後藤　美加 税理士法人えびす会計

10 社協 広島市 衣笠　正純 社会福祉法人広島県社会福祉協議会 54 社福 徳島市 遠藤　麗子 社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会 98 会員 堺市 西辻　勇人 指吸会計センター株式会社

11 社協 広島市 今西　可奈子 社会福祉法人広島県社会福祉協議会 55 社福 徳島市 大道　真理 社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会 99 会員 堺市 大本　幸生 指吸会計センター㈱

12 社福事業団 西白河郡 深谷　　明 社会福祉法人福島県社会福祉事業団 56 社福 西予市 清家　浩之 社会福祉法人西予総合福祉会 100 会員 神戸市 三宅　由佳 三宅由佳税理士事務所

13 社福事業団 西白河郡 関口　隼人 社会福祉法人福島県社会福祉事業団 57 社福 西予市 楠　　　陽次 社会福祉法人西予総合福祉会 101 会員 神戸市 三宅　洋行 三宅由佳税理士事務所

14 社福事業団 西白河郡 赤城　　知 社会福祉法人福島県社会福祉事業団 58 会員 岩見沢市 菅野　聖人 税理士法人ＭＢＬ 102 会員 鈴鹿市 松永　光司 税理士法人松永会計事務所

15 社福事業団 尼崎市 大住　秀雄 社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団 59 会員 奥州市 佐藤　晃信 佐藤晃信税理士事務所 103 会員 鈴鹿市 松本　恵子 税理士法人松永会計事務所

16 社福事業団 神戸市 三村　莉代
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
総合リハビリテーションセンター

60 会員 山形市 柴田　健一 税理士法人あさひ会計 104 会員 鈴鹿市 真鍋　智子 税理士法人松永会計事務所

17 社福 西白河郡 内山　重人 社会福祉法人清峰会 61 会員 山形市 葛西　裕之 税理士法人あさひ会計 105 会員 鈴鹿市 木下　航平 税理士法人松永会計事務所

18 社福 小山市 池田　哲也 社会福祉法人洗心会 62 会員 山形市 五島　　賢 税理士法人あさひ会計 106 会員 和歌山市 中山　朋哉 本田公認会計士事務所

19 社福 小山市 石橋　須見江 社会福祉法人パステル 63 会員 福島市 尾形　克彦 尾形克彦公認会計士事務所 107 会員 田辺市 光吉　直也 光吉直也税理士事務所

20 社福 小山市 中島　麻里 社会福祉法人パステル 64 会員 福島市 尾形　克彬 尾形克彦公認会計士事務所 108 会員 田辺市 太田　朋子 光吉直也税理士事務所

21 社福 さいたま市 本間　　仁 社会福祉法人欣彰会 65 会員 千代田区 中根　　穣 ＯＡＧ税理士法人 109 会員 田辺市 楠本　和恵 光吉直也税理士事務所

22 社福 さいたま市 中村　　誠 社会福祉法人むつみ会　春陽苑 66 会員 品川区 岩波　一㤗 監査法人アシスト東京事務所 110 会員 岡山市 小椋　祥一 株式会社あさひ合同会計

23 社福 東村山市 池田　武久 社会福祉法人緑風会 67 会員 品川区 鵜篭　貴之 監査法人アシスト東京事務所 111 会員 岩国市 藤中　秀幸 藤中秀幸税理士事務所

24 社福 名古屋市 奥村　邦寿 社会福祉法人衆善会 68 会員 新宿区 門田　恭子 公認会計士・税理士門田恭子事務所 112 会員 岩国市 稲田　喜文 藤中秀幸税理士事務所

25 社福 名古屋市 岩田　竜司 社会福祉法人華陽会 69 会員 昭島市 山田　諭子 山田諭子税理士事務所 113 会員 岩国市 中村　良太 藤中秀幸税理士事務所

26 社福 亀岡市 細川　景子 社会福祉法人利生会 70 会員 昭島市 山田　　彰 山田諭子税理士事務所 114 会員 岩国市 別府　有里 藤中秀幸税理士事務所

27 社福 泉大津市 宮本　裕子 社会福祉法人みおつくし福祉会助松寮 71 会員 横浜市 辻村　祥造 税理士法人シンワ綜合税務 115 会員 宇部市 河野　義法 河野会計事務所

28 社福 枚方市 大熊　康仙 社会福祉法人枚方療育園 72 会員 相模原市 八木　時雄 八木時雄税理士事務所 116 会員 高松市 三井　景子 税理士法人共同経営センター

29 社福 堺市 城山　秀雄 社会福祉法人悠人会 73 会員 厚木市 西迫　一郎 西迫会計事務所 117 会員 松山市 菊池　博俊 菊池公認会計士事務所

30 社福 堺市 中田　侑子 社会福祉法人悠人会 74 会員 厚木市 石井　智久 西迫会計事務所 118 会員 松山市 𦚰　　 一文 有限会社𦚰経営

31 社福 尼崎市 枦　　亜矢子 社会福祉法人尼崎あすなろ福祉会 75 会員 厚木市 川向　和平 西迫会計事務所 119 会員 新居浜市 浮穴　和子 浮穴和子税理士事務所

32 社福 神戸市 竹本　　慎 社会福祉法人神戸老人ホーム 76 会員 厚木市 林　　省吾 西迫会計事務所 120 会員 北九州市 定野　陽一 松本健司税理士事務所

33 社福 神戸市 南　　俊郎 社会福祉法人神戸老人ホーム 77 会員 厚木市 竹田　圭子 西迫会計事務所 121 会員 北九州市 永松　明幸 松本健司税理士事務所

34 社福 神戸市 上杉　嘉来子 社会福祉法人神戸老人ホーム 78 会員 名古屋市 田中　育雄 田中会計事務所 122 会員 北九州市 玉城　博志 玉城税理士事務所

35 社福 神戸市 木村　一路 社会福祉法人神戸サルビア福祉会 79 会員 名古屋市 吉野　　仁 田中会計事務所 123 会員 長崎市 元尾　博之 税理士法人中央総合会計事務所

36 社福 神戸市 春日　俊憲 社会福祉法人神戸サルビア福祉会 80 会員 名古屋市 吉野　縫子 田中会計事務所 124 会員 長崎市 森内　和子 石井税理士事務所

37 社福 神戸市 渡辺　善友 社会福祉法人協同の苑 81 会員 京都市 田中　一実 新経営サービス清水税理士法人 125 会員 熊本市 岩下　彰夫 税理士岩下会計事務所

38 社福 豊岡市 永棟　あかね 社会福祉法人豊友会 82 会員 大阪市 本井　啓治 本井公認会計士事務所 126 賛助会員 仙台市 岸川　　剛 応研株式会社

講師及びパネラー
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127 賛助会員 仙台市 畠山　清彦 応研株式会社 135 会員優待 徳島市 森本　香奈江 税理士法人　アクシス 143 全経 豊島区 大岡　豊 （公社）全国経理教育協会

128 賛助会員 仙台市 内之浦隆治 応研株式会社 136 会員優待 朝倉市 稲葉　武彦 稲葉公認会計士事務所 144 全経 豊島区 八文字　典昭 （公社）全国経理教育協会

129 賛助会員 大阪市 小林　龍太郎 ピー・シー・エー株式会社 137 会員優待 朝倉市 時津　勝弘 稲葉公認会計士事務所 145 全経 豊島区 上野　充憲 （公社）全国経理教育協会

130 会員優待 さいたま市 青山　裕之 青山公認会計士事務所 138 会員優待 朝倉市 前間　良子 稲葉公認会計士事務所 146 全経 豊島区 田所　徹夫 （公社）全国経理教育協会

131 会員優待 さいたま市 大野　夏美 大野会計事務所 139 会員優待 朝倉市 堺　　幸恵 稲葉公認会計士事務所 147 全経 豊島区 柏尾　秀典 （公社）全国経理教育協会

132 会員優待 神戸市 本村　　勲 本村公認会計士事務所 140 全経 豊島区 岡部　隆男 （公社）全国経理教育協会 148 全経 豊島区 鈴木　一樹 （公社）全国経理教育協会

133 会員優待 徳島市 栗坂　和明 税理士法人　アクシス 141 全経 豊島区 渡辺　敏彦 （公社）全国経理教育協会 149 全経 豊島区 上田　泰弘 （公社）全国経理教育協会

134 会員優待 徳島市 鎌谷　郁代 税理士法人　アクシス 142 全経 豊島区 久次米　健一 （公社）全国経理教育協会 150 全経 豊島区 浅野　　諭 （公社）全国経理教育協会


