
1 村山　純子 道地本札幌保育労組委員長 北海道

2 冨岡よし子 道地本苫小牧保育分会委員長 北海道

3 石川ひとみ 道地本執行委員 北海道

4 福田　恭子 北海道地本札幌保育労組委員長 北海道

5 池内　喬 北海道地本初代委員長 北海道

6 青山　勝義 北海道地本初代書記長 北海道

7 土岐由紀子 北海道地本書記長 北海道

8 柏木　恵子 北海道地本長井学園分会委員長 北海道

9 石川　ひとみ 北海道地本苫小牧保育分会委員長 北海道

10 五十嵐加代子 北海道地本保育所労組委員長 パート保育士 北海道

11 丸銭美恵子 北海道地本北見めぐみ会執行委員長 北海道

12 渡部　幸雄 秋田地本元執行委員長 (福)晃和会ひだまりサービスＣ課長 秋田

13 大和田　勉 日社労組秋田支部執行委員長 秋田

14 高橋はるき 日社労組山形支部委員長 山形

15 高橋　マサ 日社労組山形支部書記長 山形

16 江刺多恵子 福島支部組合員 福島

17 佐藤　育子 福島支部組合員 福島

18 佐藤　律子 福島支部組合員 福島

19 清野　京子 福島支部組合員 福島

20 椎名　敦子 福島支部組合員 福島

21 野中ツギ子 福島支部組合員 福島

22 矢島　享子 福島支部組合員 福島

23 齋藤美智子 福島支部組合員 福島

24 渡辺　慧子 東京保育所労組委員長 福島

25 田辺　純子 群馬支部ももの木分会組合員 保育園園長 群馬

26 石川　芳子 福祉保育労中央本部書記次長 群馬県保育問題連絡会事務局次長 群馬

27 平石　美奈 (福）はとの会はと保育園園長 群馬

28 佐久間　奈々 埼玉県本部さくらさくらんぼ第２保育園分会委員長 市議会議員 埼玉

29 古澤　幸子 東京地本副委員長 東京

30 細野　正子 東京地本組合員 なし 東京

31 西堀　廣子 東京地本組合員 元保育園園長 東京

32 星野　久子 桜ケ丘第1保育園分会組合員 (福）巨玉会理事 東京

33 佐々木亜古 新中杉支部副分会長 (福）紅旗社杉並ゆりかご保育園園長 東京

34 村山　教子 第二さくら保育園分会組合員 東京

35 川畑　和美 東京地本みたかつくしんぼ保育園分会委員長 保育園園長 東京

36 遠藤　充子 東京地本執行委員 椎名町ひまわり保育園園長 東京

37 高橋　政直 東京地本執行委員 （福)三鷹ひまわり会事務長/施設長 東京

38 小倉　要　　 東京地本調狛府中支部委員長 児童養護施設二葉学園施設長 東京

39 八木澤眞理子 東京地本調狛府中支部書記長 二葉くすのき保育園園長 東京

40 奥野　宣子 東京地本二葉学園分会執行委員 東京

41 高田　礼子 東京地本板橋支部支部長 保育園園長 東京

42 山吹　京子 東京地本副委員長 さゆり保育園園長 東京

43 小早川淳子 東京地本副委員長 桃が丘さゆり保育園園長 東京

44 石井　義久 東京地本副委員長 児童養護施設施設長 東京

45 飯田　由美 東京地本副執行委員長 東京

46 佐藤　正子 東京地本六踏園分会執行委員 東京

47 東　れい子 東京地本六踏園分会執行委員 東京

48 能登　和子 東京地本六踏園分会書記長 東京

49 高橋　成子 東京地本六踏園分会組合員 東京

50 山川　慎子 東京地本六踏園分会組合員 東京

51 中村ちえ子 東京地本六踏園分会組合員 東京

52 渡辺　泉 東京地本六踏園分会組合員 東京

53 布川　順子 東京保育所労組・多摩南支部・支部長 保育園園長 東京

54 奥野　謙介 日社労組中央執行委員 東京

55 佐々木路子 日社労組東京支部執行委員 東京

56 南百瀬千代 日社労組東京支部副委員長 東京

57 羽田　敦子 (福）巨玉会野方さくら保育園園長 東京

58 大沼　　隆 (福）紅旗社理事長 東京

59 百瀬　圭吾 (福）二葉保育園本部職員 東京
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60 北相模　正浩 (福）巨玉会/桜ヶ丘第一保育園園長 東京

61 柳澤　拓子 社会福祉法人紅旗社理事 東京

62 松尾よし子 元東京地本組合員 元保育園園長 山梨

63 遠藤　礼子 静岡地本・静岡支部こぐま分会 静岡

64 高松　令子 静岡地本・静岡支部執行委員 静岡

65 高池とめ子 静岡地本・静岡支部執行委員 静岡

66 佐野　さなゑ 静岡地本・静岡支部執行委員 静岡

67 上条　桂子 静岡地本・静岡支部執行委員 静岡

68 米沢　久代 静岡地本・静岡支部執行委員 静岡

69 松川　由美 静岡地本・静岡支部委員長 静岡

70 尾崎あき代 静岡地本・静岡支部委員長 静岡

71 海野佐智子 静岡地本・静岡支部組合員 静岡

72 渡部　千里 静岡地本・静岡支部組合員 静岡

73 平岡　朱美 静岡地本・静岡支部組合員 静岡

74 永桶　朋子 静岡地本・浜松支部委員長 静岡

75 中谷　則子 静岡地本・浜松支部委員長 静岡

76 竹内　国予 静岡地本執行委員長 静岡

77 飯尾　陽子 静岡地本執行委員長 静岡

78 桐野　淳一 静岡地本委員長 静岡

79 山下　純子 静岡地本書記長 静岡

80 大石　潤子 静岡地本書記長 静岡

81 西郷　雅子 静岡地本静岡支部組合員 静岡

82 森　香奈枝 静岡地本組合員 静岡

83 白鳥　和代 静岡地本組合員 静岡

84 八若　喜久江 静岡地本組合員 静岡

85 塩沢みず江 静岡地本副委員長 静岡

86 三冨　和歌子 東海地本執行委員長 田代保育園副園長 愛知

87 福田ひとみ 福祉保育労滋賀支部委員長 「猫のしっぽ鍼灸治療院」院長 滋賀

88 寺川　登 (福）あゆみ福祉会理事・あゆみ作業所 滋賀

89 西川　裕子 （N）きららワークパートナーきらら北山田所長 滋賀

90 渡部　武 ノエル福祉会理事長 滋賀

91 見神　守 京都地本副委員長 京都

92 小山　逸子 京都地本副委員長 民間保育園園長 京都

93 大谷　玲子 京都地本副委員長 京都

94 松井　信也 日社労組京都支部執行委員 飲屋オーナー 京都

95 齋藤　幸次 大阪地本コロニー事業団分会委員長 大阪

96 上田利恵子 大阪地本執行委員 社会福祉法人理事 大阪

97 塩見　一弥 大阪地本書記長 大阪

98 続　昌司 大阪地本書記長 大阪労連 大阪

99 荒芝　康夫 大阪地本副委員長 障害者施設管理者 大阪

100 北川　康彦 大阪地本分会長 大阪

101 山崎　健逸 中央本部副委員長 大阪

102 鷲尾　吉久 日社労組大阪支部委員長 大阪

103 中村　公三 日社労組大阪支部書記長 (福）こばと会事務局次長 大阪

104 久保　三夫 福祉保育労中央本部副委員長 大阪

105 松岡　信哉 日社労組兵庫支部委員長 兵庫

106 檜垣　年彦 日社労組兵庫支部委員長 兵庫

107 田中　研次 日社労組兵庫支部執行委員 兵庫

108 福原　俊一 日社労組兵庫支部執行委員 兵庫

109 平野　太市 日社労組兵庫支部執行委員 兵庫

110 渡辺　久 日社労組兵庫支部書記長 兵庫

111 衣川　哲夫 日社労組兵庫支部副委員長 兵庫

112 山本　孝司 日社労組兵庫支部副委員長 兵庫

113 小林　良守 日社労組兵庫支部副委員長 兵庫

114 桑野　明美 香川支部支部長 主任 香川

115 宮内　結子 高知地本愛仁会分会組合員 高知

116 松田　望 高知地本高知市民保労組委員長 会社員 高知

117 野中　玲子 高知地本高知市民保労組委員長 のぞみ保育園元園長 高知

118 宮内　次男 高知地本高知支部委員長 高知

119 西森　良子 高知地本のぞみ保育園分会執行委員 保育所パート 高知

120 前田　満子 高知地本のぞみ保育園分会書記長 のぞみ保育園元園長 高知

121 江口　善子 高知地本組合員 元市議会議員 高知



122 安岡　公子 高知地本副委員長 高知

123 村岡　芳江 高知地本副委員長 のぞみ保育園園長 高知

124 藤野登志子 福岡県幼児教育労働組合委員長 (福）わらべ福祉会杉の子保育園元園長 福岡

125 竹腰美佐子 福岡県幼児教育労働組合組合員 福岡県保育問題研究会事務局長 福岡

126 勝野　享子 福岡地本杉の子保育園分会副分会長 (福）わらべ福祉会杉の子保育園園長 福岡

127 井上　邦子 福岡地本副委員長 保育園園長 福岡

128 山本　勝己 福岡地本つくしの里分会委員長 グループホーム管理者 福岡

129 大脇　友弘 福岡地本委員長 工房陶友所長 福岡

130 吉松　郁美 福岡地本執行委員 福岡

131 大隈　昭子 福岡地本書記長 福岡

132 馬場由紀子 福岡地本副委員長 障害者グループホーム管理者 福岡

133 掛江　佐知子 福祉保育労福岡地本組合員 (福）やまばと会・こばと保育園施設長 福岡

134 （福）あらぐさ会 福岡

135 水江　千鶴 (福）頓野児童福祉会ポッポ保育園園長 福岡

136 鶴我　房子 (福）つくしの里常務理事 福岡

137 吉田とよ子 東京保育所労組書記長 熊本

138 芋生よしや 福岡県幼労組組合員 日本共産党参議院熊本選挙区予定候補 熊本

139 坂本　奈緒美

140 林田　美智子


