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2023 年度更新対象者（257 名） 
相場 光男 ⻘⽊ 晴実 秋⼭ 恒明※ 浅野 和幸※ 浅野 博⼠ 浅⾒ 純⼀ 
芦澤 健吾 安達 広恵 天沼 知也 天沼 祐⼦ ⾬宮 良治 新井 和久 
荒井 勇輝 荒⽊  綾 荒⽊ 勝彦※ 有岡 政輝※ 安藤 悦夫 安藤 孝夫 
安納 博之 飯島  渉※ 飯野 秀次 ⽣⽥ 詳⼦ 池⽥ 圭介 池⽥  悠 
池⽥ 康弘 ⽯井千恵⼦ ⽯川 宏美 ⽯原 希実 泉廣 早苗 市丸 博康 
伊藤 裕美 伊藤 ⾥佐 稲津 哲治 稲原祐加⼦ 今井 康則※ 岩崎 泰剛 
岩永 三穂 岩元 興⼈ 上野 和久 ⽜久 英明 内⽥ 雅美 浦野真由美 
漆原 貴之※ 榎本 守男※ 海⽼名博⾏※ 江森 直衛 遠藤 将希 ⼤⽯ 武彦 
⼤⾦  満 ⼤坂 浩⼆※ ⼤崎裕⼀郎 ⼤下 ⾹織※ 太⽥ 雅美 ⼤塚 孝雄 
⼤波  忠 ⼤⻄嘉奈⼦ ⼤野 敦司 ⼩笠原智宏 ⼩形 真澄 ⼩川 昌希 
荻野 隆⼀※ ⼩⽥切洋之 ⼩野 伸明 柿元  愛 梶川 玲⼆※ 柏本  裕※ 
⽚桐 裕⼦ 加藤  労 加藤 暢紘※ ⾦井  隆 叶  久輝 兼平 拓也 
樺⼭ 祝幸 唐澤 良夫 川嶋 健⼀ 川島 利朗 川嶋満美⼦ 川村  新 
神⽥ 吉也 菊池 正⾒ 岸野 直路 喜多  正 ⽊下  翔 ⽊下 秀記 
⽊村  学 草深 忠告 粂⽥ 広実 栗⽥ 弘則 栗原  浩 栗原  円 
⼩泉めぐみ 河内 輝佳 ⼩坂井宏幸 ⼩澤 篤史 越川  宏 腰⾼ 裕⼦※ 
後藤亜佐⼦ ⼩林  功 ⼩林沙奈絵※ ⼩林 千尋 ⼩林 理⾹ 駒坂 道⼦※ 
⼩和瀬俊裕 近藤  悟 今野 孝弘 ⻫藤さや⾹ ⻫藤 由彦 斎藤 良祐 
榊⽥ ⿇緒 逆井 直⼦ 阪下 瞬⼠ 坂本 博史 櫻井 綾⼦ 佐々⽊恵理⼦ 
佐々⽊ 健 佐藤 ⼀雄 佐藤 秀隆 佐藤 ⼀美 佐藤 ⽂泰 佐藤 昌弘 
佐藤真由⼦※ 佐藤友加⾥ 佐藤 佳弘 佐野美由紀 澤⽥ 恒久 澁澤 靖幸※ 
島⽊ 栄佳 島⽥ 雅彦 清⽔ 良祐 ⽩川 清⼈ 杉窪 りこ 杉村 明美 
鈴⽊ 朋之 鈴⽊由美⼦ 瀬川 利昭 関  喜隆 関根 ⼀夫 五⽉⼥直⾏ 
⾼⽊ 祐弥 ⾼嶋  豊※ 髙𣘺 ⽂⾹ ⾼橋砂緒⾥ ⽥⼝ 佳久 ⽵内 千史 
⽵下千賀⼦ ⽵⿐ 清⼈※ 多⽥ ⼤輔 ⽥中 ⾹織 ⽥中 裕樹 ⽥村  基 
丹治 純⼀ 千明 能訳 千葉 秀春 張   守 塚原 裕徳 塚本 ⼒也 
坪井 ⼀世※ 津村 正志 ⼟肥茉莉江 得⽥  伸※ 橡⽊ 雅之 富⼭ 芳丈 
豊永 健太 ⿃⽻ 典⼦ 中⾥ 裕⼦ 中島 千枝 永⽥ 善教※ 中津川 強 
⻑野 裕朗 中村 絢加※ 中村 俊明 名越 武徳 那須井友加⾥ 仁王 宏将 
濁川 理絵 ⻄村 久美 ⻄村 泰紀 根本 恵⼦ 根本 ⼣紀 林  昭彦 
林  克政 林   ⼀ 原澤 俊明 原⽥かおり 原⽥ 浩⼀ 彦坂 優佳 
平井 利明 平井 信之 平⽥瑠理恵 蛭川 和則 廣瀬 準司 廣⽥ 美紀 
廣部 良治 福⽥  修 福永 加奈 福原 幸⼀ 藤⽥  昭 藤⽥ 賢⼀ 
藤⽥  拓 弗⽥ ⾥佳 古川 博明 古舘  旭 星 誠太郎 星野 晴彦 

※2022年度救済措置者 
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2023 年度更新対象者 
細沢 健⼀ 堀江 好⼀ 牧⽥  恵※ 牧野 明弘 真坂 朋之 増⽥ 広恵 
増渕 雅彦 松林  宏 松村 和典 松⼭ 純也 三浦 潤⼀ ⽔落 ⾹織 
⽔⼾部貴俊 ⾒留 豊久 蓑⽥ 裕隆 三村 有蔵※ 宮井 裕明 宮川 葉⼦※ 
宮崎 弘⼆※ 宮澤  明 宮地 伸治※ 向井 拓也※ 村⽥ 育⼦ 村⽥ 沙紀※ 
森  巨樹 森⽥ 泰章 守⼭ 友也 薬師寺⼀成 ⽮代 茂⼰ ⾕津 将之 
梁川 晋治 ⼭⼝ 史⼦※ ⼭⼝ 正伸 ⼭下 拓郎 ⼭中  聡  ⼭中  博※ 
⼭本 昭⼦ ⼭本江美⼦ ⼭本 悟史 横沢  崇 吉澤 隆雄※ 吉⽥ 幸枝 
吉永 幸恵 吉本 和美 ⽶⼭ 雅史 若⼭ 隆夫 渡邊 純⼦ 渡辺 豊央 
渡辺 春美 渡邊 浩幸 渡邉 光昭 渡邉 律⼦ 綿貫  務  
保留対象者（15 名） 
飯吉 幸男 板橋 芳⼈ 遠藤 秀喜 ⼩野瀬 隼 甲斐 庸介 北川まゆみ 
⼩⾒⼾友恵 三宮瑛⼆朗 ⾼橋 篤義 ⾠⺒⿇梨⼦ 中⾥  進 中⻄ 章仁 
南雲 信幸 ⻄⼭ 知良 ⽶澤  剛    

※2022年度救済措置者 

 


