
 

 

 

 
 

○健康福祉関係団体等一覧 
 

 

本章では、県内の主な健康福祉関係団体を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 健康福祉関係団体等一覧

団 体 名
代 表
者 職

代表者氏名 事務局長等 事務所所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

長野県救護施設協議会 会　長 西村　行弘 －
長野市新諏訪1-1-60
救護施設旭寮内

026-232-3412 026-237-3360

社会保険診療報酬支払基
金長野支部

支部長 山口　充 － 長野市鶴賀1457-44 026-232-8001 026-232-8002

長野県弁護士会 会　長 三浦　守孝 －
長野市妻科432
長野県弁護士会館内

026-232-2104 026-232-3653

(一財)長野県遺族会 〃 横田　久 轟　宏孝
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-228-0334 026-217-5080

長野県日中友好協会 〃 高波　謙二 中澤　保範
長野市岡田町166-1
森ビル新館４F

026-224-6517 026-224-6518

長野県国民健康保険団体
連合会

理事長 小口　利幸 吉澤　悦男
長野市西長野143-8
長野県自治会館内

026-238-1550 026-238-1559

長野県後期高齢者医療広
域連合

広域連合長 羽田　健一郎 清水　剛一
長野市大字中御所79-5
NOSAI長野会館2階

026-229-5320 026-228-1850

(一社)長野県医師会 会　長 関　隆教 浅井　秋彦 長野市大字三輪1316-9 026-219-3600 026-235-6120

(一社)長野県歯科医師会 会　長 伊藤　正明 田村　英男 長野市稲葉2141 026-222-8020 026-222-3060

(一社)長野県薬剤師会 会　長 日野　寛明 中島　崇 松本市旭2-10-15 0263-34-5511 0263-34-0075

長野県製薬協会 会　長 神澤　陸雄 －
長野市アークス13-11
長野市薬剤師会館内

026-217-0892 026-217-1021

長野県医薬品卸協同組合 理事長 島　宏幸 清水　清
松本市中央4-9-63
松本薬業会館内

0263-36-7616 0263-36-7616

長野県医薬品配置協議会 会　長 折田　忠 － ― ― ―

長野県医療機器販売業協
会

会　長 上條　栄規 －
松本市笹賀7600-19
㈱上條器械店内

0263-58-1711 0263-58-8952

長野県薬草生産振興組合 組合長 牧　幸男 －
長野市篠ノ井御幣川879-2
長野県生薬㈱内

026-293-6671 026-293-6672

長野県温泉協会 会長 小日向　義夫 －
長野市大字南長野字幅下667-6
土木センター内

026-238-7760 026-238-7761

(公社)長野県看護協会 会　長 松本　あつ子 竹淵　哲雄 松本市旭2-11-34 0263-35-0421 0263-34-0311

(一社)長野県助産師会 会　長 鹿野　恵美 －
松本市島内4660-4
稼ぐ家姫13号102号

0263-31-0880 0263-31-0015

(一社)長野県歯科技工士
会

会　長 伊比　篤 － 松本市島内3920-1 0263-40-0035 0263-40-0036

(一社)長野県診療放射線
技師会

会　長 大塚　亨 －
松本市笹部1-3-7
GBオフィス102号

0263-87-7778 0263-27-8886

(公社)長野県柔道整復師
会

会　長 高田　　保 － 長野市安茂里伊勢宮2167-9 026-224-6800 026-224-7575

(一社)長野県理学療法士
会

会　長 佐藤　博之 －
長野市南県町685-2
長野県食糧会館5階

026-234-3540 026-234-3550

(一社)長野県作業療法士
会

会　長 大月　肇 －
長野市若里5-22-1
長野赤十字病院内リハビリテー
ション科内

026-226-4131 026-226-4155

長野県精神科病院協会 会　長 遠藤　謙二 －
上田市中央東4-61
千曲荘病院内

0268-22-6611 0268-22-6612

長野県精神保健福祉士協
会

会　長 夏目　宏明 藤澤　忠臣
上田市住吉167-1
多機能型事業所 ピア・ちくま内

0268-25-2000 0268-25-2427

(公社)長野県栄養士会 会　長 廣田　直子 －
長野市南県町685-2
長野県食糧会館内

026-235-2308 026-235-0632

(一社)長野県臨床検査技
師会

会　長 村山　範行 － 松本市笹部1-3-7 0263-87-5601 0263-87-5588

(NPO法人)長野県歯科衛
生士会

会　長 宮嶋　典子 － 千曲市粟佐1128-2 026-273-6366 026-273-6366

(一社)長野県針灸師会 会　長 安田　政寛 － 長野市川中島町今井1024-8 026-283-8651 026-83-8656

(一社)長野県はり灸マッ
サージ師会

会　長 臼井　武文 － 松本市旭2-11-38 0263-33-1660 0263-33-7566

(福)長野県社会福祉協議
会

〃 藤原　忠彦 原　佳正
長野市若里7-1-7
長野県社会福祉総合センター内

026-228-4244 026-228-0130

長野県民生委員児童委員
協議会連合会

〃 伊藤　篤志 長田　修一
長野市若里7-1-7
長野県社会福祉総合センター内

026-225-1613 026-228-0130

(福)長野県共同募金会 〃 合津　文雄 塩澤　宏之
長野市西長野143-8
長野県自治会館内

026-234-6813 026-234-3024

(公社)｢小さな親切｣運動
長野県本部

代　表 成澤　一之 河辺　　毅
長野市岡田178-13
八十二別館内

026-224-8604 026-224-8604

長野県社会福祉法人経営
者協議会

会　長 佐藤　正雄 清水　一男
長野市若里7-1-7
長野県社会福祉総合センター内

026-226-7330 026-227-0137

(公社)長野県社会福祉士
会

〃 萱津　公子 小池　正志
長野市南長野南県町685-2
長野県食糧会館6階

026-266-0294 026-266-0339

(更)長野県保護観察協会 理事長 林　泰章 吉田　篤
長野市旭町1108
長野保護観察所内

026-237-7370 026-237-7370
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団 体 名
代 表
者 職

代表者氏名 事務局長等 事務所所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

長野県老人保健施設協議
会

会　長 清水　健 宮島　慎
長野市小島田町380　介護老人保
健施設　コスモス長野内

026-214-3240 026-214-3241

（公社）長野県介護福祉
士会

〃 柳澤　玉枝 橋本　雅男
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-223-6670 026-223-6679

（一社）長野県高齢者福
祉事業協会

〃 萱垣　光英 樋口　隆教
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-228-5005 026-228-5045

（公財）長野県長寿社会
開発センター

理事長 内山　二郎 松倉　義明
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-226-3741 026-226-8327

（一財）長野県シニアク
ラブ連合会

会　長 近藤　定利 松下　隆志
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-228-0303 026-228-0370

（一社）法人長野県介護
支援専門員協会

〃 小林　広美 －
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-268-1366 026-268-1367

ＮＰＯ法人長野県宅老
所・グループホーム連絡
会

理事長 今井　祐輔 伝田　景光
上田市常田3-4-14
第2陽光ハイツ1階

0268-75-7383 0268-75-8212

長野県ケアハウス協議会 会　長 徳武　正男 西内　善昭
長野市大字吉1823-1
レインボーわかつき内

026-295-1810 026-295-1812

(福)長野県社会福祉事業
団

理事長 和田　恭良 善哉　健次 長野市大字高田364番地1 026-228-0337 026-228-0310

(福)長野県身体障害者福
祉協会

〃 小林　和夫 池田　義久
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-228-0317 026-228-8006

(福)長野県視覚障害者福
祉協会

〃 青木　勝久 小山　治秀
松本市旭2-11-39
長野県視覚障害者福祉センター
内

0263-32-5632 0263-32-7854

(福)長野県聴覚障害者協
会

〃 松原　武 内田　博幸
長野市下駒沢586
長野県障がい者福祉センター内

026-295-3612 026-295-3610

ＮＰＯ法人信州難聴者協
会

〃 宮崎　　進 佐藤　和宏 小県郡長和町和田5672-145 － 050-3730-7641

長野県ピアサポートネッ
トワーク

代表 大堀　尚美 谷口　高徳
長野市県町460-2
長教ビル２F 203号室

026-219-2780 026-219-2740

ＮＰＯ法人長野県精神保
健福祉会連合会

理事長 草間　博 －
長野市大字中御所字岡田98番１
長野保健福祉事務所内

026-225-6400 026-225-6422

せいしれん 会長 中村　美恵子 牧　千秋
千曲市戸倉1770番地１
一般社団法人しょう

026-274-5184 026-274-5185

長野県手をつなぐ育成会 理事長 中村　　彰 塚田なおみ
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-227-6811 026-227-6836

長野県肢体不自由児者
父母の会連合会

会　長 浅井　　茂 上野智恵子
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-224-2827 026-224-2827

長野県身体障害者施設協
議会

〃 佐藤　正雄 －
小諸市柏木1328
やまびこ園内

0267-23-9515 0267-23-9516

(一社)長野県知的障がい
福祉協会

〃 宮下　　智 水野　信子
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-225-0704 026-225-0714

長野県信鈴会 〃 上條　和男 － 塩尻市宗賀1813-2 0263-52-8768 0263-52-8768

長野県ことば・きこえ親
の会

〃 工藤　雅子 正木　敏彦
伊那市伊那3221
伊那市立伊那小学校内

0265-72-5205 0265-72-5206

日本筋ジストロフィー協
会 長野県支部

支部長 牧島　千広 － 上田市上田原1205-8 0268-22-6152 －

(公財）長野県障がい者
スポーツ協会

理事長 三村　一郎 轟　寛逸
長野市下駒沢586
長野県障がい者福祉センター内

026-295-3661 026-295-3662

長野県社会福祉施設利用
者共済互助会

会　長 宮下　　智 －
長野市若里7-1-7
長野県社会福祉総合センター内

026-223-2682 －

長野県障害者運動推進協
議会

代表委員 松丸　道男 竹田　恵子
長野市高田中村276-8
県労連会館１階

026-264-5256 026-264-5256

ＮＰＯ法人長野県セルプ
センター協議会

理事長 小池　邦子 大宮　一敏
長野市大字中御所字岡田98-1
長野保健福祉事務所内

026-291-8280 026-291-8290

信州葬祭業協同組合 理事長 田中　淳
征矢　武平
（専務理事）

辰野町下辰野１７２３－２ 0266-41-0463 0266-41-3744

会長

会長

理事長

026-226-0643

0267-26-3282

026-226-1740 026-228-7099

長野市岡田町３０　県獣医師会館内

小諸市大字菱平字前新田２７２５
県動物愛護ｾﾝﾀｰ内

長野市南長野宮東426-1
建築士会館内

長野市大字南長野字幅下692-2
県庁舎内５階

長野市大字南長野字聖徳545-3
食品衛生ｾﾝﾀｰ内

026-233-0795

026-228-7099

026-234-5057

026-234-0024 026-234-6155

会長理事

理事長

会長

小平　満
（動愛ｾそうだん課長）

米久保　香代

中沢　良助

会長

026-235-3612

026-226-7749

026-233-0795
(内) 4817

026-226-1740

026-234-5046
(内) 4776

竹内　　　誠

中澤　律子

木下　茂人

久保田　俊一

長 野 県 動 物 愛 護 会

（一社）長野県食品衛生協
会

（一社）長野県調理師会

長野県食肉組合連合会

小池　義一

（一社）長野県獣医師会

萩原　清

湯本　忠仁

今井　政男

唐澤　千春

長野市若里３－１０－３4
朝日サニター（株） 内

長野市若里３－１０－３４
朝日サニター（株） 内

026-234-0369

026-234-0369澤　文一

宮下　憲治

大内　宏

大内　宏

宮澤　貴光

026-235-3612

長野県ペストコントロール協
会

（一社）長野県ビルメンテナ
ンス協会

　0267-24-5071

長野市大字南長野字宮東４２６－１
建築士会館内

長野市大字南長野字宮東４２６－１
建築士会館内

（公財）長野県生活衛生営
業指導センター

（一社）長野県生活衛生同
業組合連合会

理事長

会長


