
- 40 - 

＜別表１＞                                 
役員・委員会体制 

 
１ 役員体制（任期 2019.6.22 選任、2021.6 定時総会まで） 

                                 （理事五十音順） 

役職名 氏  名 所  属 所属地区支部 

会 長 神内秀之介 社福）手稲ロータス会 道  央 

副会長 佐藤 雅幸 社福）緑ヶ丘学園サポート末広 道  北 

副会長 平田  淳 社会福祉士事務所たりたり 道  北 

副会長 村上 敦哉 特定非営利活動法人 おたる AtoZ 道  央 

理 事 石黒 建一 社会福祉士事務所うらら和 日  胆 

理 事 今井  敦 社福）旭川三和会 特別養護老人ホーム緑が丘あさひ園 道  北 

理 事 岩佐 宏希 医療法人社団健和会 ケアプランセンターあかまつ 道  南 

理 事 櫻井 宏樹 社福）苫小牧市社会福祉協議会 日  胆 

理 事 澤田 憲一 別海町役場福祉部福祉課 釧  根 

理 事 髙桑 純一 社福）治恵会 北見市西部・相内地区地域包括支援センター オホーツク 

理 事 綱渕 美穂 旭川市永山地域包括支援センター 道  北 

理 事 東村 智之 社福）慧誠会 多機能ホームいなほ 十  勝 

理 事 水戸 由子 一般社団法人ジャスミン権利擁護センター 道  央 

理 事 山口  潤 大樹町役場 大樹町老人ディサービスセンター 十  勝 

理 事 渡邊 建司 社福）しべつ福祉会 相談支援センターほっと 道  北 

理 事 渡辺洋一郎 芽室町議会 十  勝 

会員監事 大内 髙雄 日本医療大学 道  央 

外部監事 石塚 慶如 札幌弁護士会所属ゆいと法律事務所 道  央 

相談役 清野 光彦 ＮＰＯ法人地域福祉支援センターちいさな手 十  勝 

相談役 竹田  匡 釧路町役場企画財政部まちづくり推進課 釧  根 

 

２ 委員会体制                                   

（１）常設委員会（任期 2019.7.27 選任、2021.7 理事会まで）                         

  ①企画総務委員会 ②生涯研修委員会 

会長/副会長 佐藤 雅幸 村上 敦哉 

理事 
東村 智之  澤田 憲一 

綱渕 美穂 

渡邊 建司  東村 智之 

岩佐 宏希  石黒 建一 

委員長 東村 智之 （十勝） 渡邊 建司（道北） 

委員 芳賀 憂子 （道央） 近藤 尚也（道央） 

委員 木田 祥平 （道南） 本間 由美（道南） 

委員    堤  舞子 （オホーツク） 岸  美佳（道北） 

委員 亀田 拓臣 （日胆）    大谷 綾子（オホーツク） 

委員  有澤 克英（日胆） 

委員  寺本 圭佑（十勝） 

委員         髙橋 功成（釧根） 
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 ③ぱあとなあ北海道 

運営委員会 

④現場実習指導者 

研修委員会 

⑤ケアマネジメン

ト委員会 

⑥地域包括支援 

センター支援委員会 

会長/副会長 平田  淳  神内秀之介   神内秀之介   佐藤 雅幸   

理事 
岩佐 宏希 

水戸 由子 
 今井  敦    

髙桑 純一 

今井  敦 
 

委員長 岩佐 宏希 道南 今井  敦 道北 神内秀之介 道央 髙桑 純一 オホーツク 

委員 菅 しおり 道央 越石  全 道央   島崎 顕生 道央 

委員 長井 巻子 道央 丸山 正三 道央   森  健二 道南 

委員 古山 明美 道央 久慈 隆之 道央   矢三  尚 道北 

委員 本間 芳樹 道南 長濱 章雄 道北   佐々木祐也 オホーツク 

委員 柴田  淳 道北 鈴木  舞 （道央）   伊藤 靖代 日胆 

委員 笹谷 貴志 オホーツク 北村 満広 （道北）   川向 優子 十勝 

委員 曽我真由美 日胆 齊藤 久恵 （十勝）   伊藤 靖代 釧根 

委員 河瀬  貴 十勝 笠間 沙織 公募（道央）     

委員 多田摩由美 釧根 横田 法律 公募（道央）     

委員   照井  彩 公募（道央）     
 

 
⑦障がい者等地域生活 

支援委員会 

⑧生活困難者 

支援委員会 
⑨災害対策委員会 

⑩司法分野との連携特

別委員会 

会長/副会長 佐藤 雅幸  平田  淳  平田  淳   村上 敦哉  

理事 澤田 憲一  
渡辺洋一郎 

澤田 憲一 
 

山口  潤 

石黒 建一 
 水戸 由子  

委員長 澤田 憲一 釧根 渡辺洋一郎 十勝 山口  潤 十勝 水戸 由子 道南 

委員 横山 史紀 公募（道央） 吉村 寿人 道央 柏  浩文 道央 海老 厚志 道央 

委員 三好由美子 公募（道央） 小平 涼子 道南 近藤 祐二 道南 小林 沙貴 道南 

委員 藤根美紀子 公募（道央） 来田  寛 道北 福島 将恭 道北 富田 佳佑 道北 

委員 西中 裕一 公募（道北） 岡田 博之 オホーツク 鈴木 卓也 オホーツク 立蔵 昭彦 オホーツク 

委員 橋本 政人 公募（日胆） 篠原  歩 日胆 石井 康浩 十勝 加藤 侑大 日胆 

委員 麻薙 悠子 （道南） 石川美佐絵 釧根 髙橋 功成 釧根 長村 麻子 十勝 

委員       久保田眞弓 釧根 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪子ども未来部会 

 会長/副会長 佐藤 雅幸 

理事 綱渕 美穂  櫻井 宏樹 

部会長 綱渕 美穂 道北 

委員 佐々木旭美 道央 

委員 齋藤 麻衣 道南 

委員 棟方 康明 道北 

委員 藤井 康成 オホーツク 

委員 鹿川 靖子 十勝 

委員 石川美佐絵 釧根 

委員 栗本 信明 公募（道央） 
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（２）事業部会（任期 2019.7.27 選任、2021.7 理事会まで） 

事業名 会長・副会長等 担当理事名 

福祉サービス第三者評価事業推進機構 神内秀之介 石黒 建一 

 

（3）倫理委員会委員（任期 2019.6.22 選任、2021.6 定時総会まで） 

   ぱあとなあ業務監査委員会委員（任期 2019.3.7 選任、2020.3.31 まで） 

区分 倫理委員会委員 区分 ぱあとなあ業務監査委員会委員 

会 員 尾崎  誠 道 央 理 事 東村 智之  

会 員 林  和典 道 北 理 事 渡辺洋一郎  

会 員 田巻 憲史 十 勝 会員外 小泉  純 札幌弁護士会 

会員外 難波 徹基 札幌弁護士会 会員外 高野 和美 精神保健福祉士協会 

会員外 橋本 達志 精神保健福祉士協会 会員外 高川 絵里 リーガルサポート 

 

３ 地区支部役員体制 

 
道 央 

地区支部 

道 南 

地区支部 

道 北 

地区支部 

日 胆 

地区支部 

十 勝 

地区支部 

釧 根 

地区支部 

オホーツク

地区支部 

支部長 菅 しおり 湯淺  弥 髙橋 通江 遠藤 実茂 石川 尚樹 竹田  匡 佐々木祐也 

副支部長 

海老 厚志 長谷山哲平 佐藤 雅幸 有澤 克英 寺本 圭佑 多田摩由美 高桑 純一 

島崎 顕生 岩佐 宏希 川田 哲也 亀田 拓臣 川向 優子 伊藤 靖代 大谷 綾子 

 奥山英梨香 柴田  淳  小松 健児   

    鹿内  輔   

事務局長 柏  浩文 渋谷 昌広 貞森 俊宏 國松 直人 東村 智之 浜尾 勇貴 藤井 康成 

会 計 鈴木  健 森  貴志 岸  美佳 大橋 隆道 田巻 憲史 望月  誠 笹谷 貴志 

幹 事 

芳賀 憂子 
（事務局次長） 

関川 敏江 
（事務局次長） 

間所 美幸 
（事務局次長） 櫻井 宏樹 金石 輝義 澤田 憲一 立蔵 昭彦 

鈴木  舞 木田 祥平 曽我部栄希 石黒 建一 長村 麻子 石川美佐絵 堤  舞子 

林  晃市 三谷 真理 菅原 輝晃 阿部 広明 山口  潤 髙橋 功成 中村 好秀 

尾崎  誠 麻薙 悠子 平川 俊彦 伊藤 靖代 山口 芳伸 金子 一成 鈴木 卓也 

山崎 真裕 斎藤 麻衣 来田  寛 加藤 侑大 渡辺洋一郎 久保田眞弓 豊田 亮輔 

近藤 尚也 小林 沙貴 石山 武浩 紙本 雅也 柴田 聡美 新田 雄大 寺尾 玲香 

佐々木旭美 本間 芳樹 加藤 岳大 篠原  歩 出口 延之   

出町 勇人 小平 涼子 久保田教之 鈴木 大輔 国安 令子   

長井 巻子 森  健二 北村 満広 曽我真由美 鳥瀬 一成   

三好由美子 近藤 祐二 柴崎久美子 田中みゆき 中村 育恵   

吉村 寿人 本間 由美 矢三  尚 橋本 政人 中山 晶子   

 宮島 友紀 宮澤  俊 山下 勇人    

 髙橋 鑑一 齋藤  厚 山中 浩子    

 寺尾 賢一 富田 佳佑 鷲津 輝朗    

 佐々木康寛 
馬場 義人 
（相談役） 

    

 山村  哲 
山口 昌宏 
（相談役） 

    

監 査 
斎藤 規和 尾形 永造 福島 将恭 大塚  彰 小林 信之 佐々木 寛 長内 節子 

中田 雅美  棟方 康明 浅野  豊   水橋真莉子 

 


