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公益社団法人日本精神保健福祉士協会 

２０１６年度及び２０１７年度代議員名簿 
 
［任期］2016年４月１日～2018年３月 31日 

ブロック・コ

ード（注１） 
都道府県 定数 氏 名 よみがな 勤 務 先（注２） 備 考 

北海道 01 北海道 ３ 

神原 巧 かんばら たくみ 
特定医療法人さっぽろ悠心の郷 相談支援事業所 相談室こす

もす  

木村 孝 きむら たかし 有限会社サハスネット  

林 浩幸 はやし ひろゆき 日本赤十字社 北見赤十字病院  

東北 

02 青森県 １ 津川 貴史 つがわ よしふみ 青森県立つくしが丘病院 支部選出 

03 岩手県 １ 阿部 祐太 あべ ゆうた 独立行政法人国立病院機構 花巻病院 支部選出 

04 宮城県 １ 長谷 諭 はせ さとし 宮城県精神保健福祉センター 支部選出 

05 秋田県 １ 根田 悠士 こんだ ゆうし 医療法人三愛会 秋田東病院  

06 山形県 １ 牧野 直樹 まきの なおき 社会医療法人公徳会 佐藤病院 支部選出 

07 福島県 １ 菅野 正彦 かんの まさひこ 一般財団法人桜ヶ丘病院 桜ヶ丘病院  

関東・

甲信越 

08 茨城県 １ 池永 潤 いけなが じゅん 医療法人社団有朋会 栗田病院  

09 栃木県 １ 稲見 聡 いなみ さとし 医療法人報徳会 宇都宮病院  

10 群馬県 １ 横澤 岳志 よこざわ たけし 医療法人群馬会 くわのみハウス地域活動支援センター  

11 埼玉県 ２ 
笹岡 紀子 ささおか のりこ 

医療法人社団ユーアイエメリー会 すずのきメンタルケアクリ

ニック 
 

関口 暁雄 せきぐち あきお 社会福祉法人恩賜財団埼玉県済生会 夢の実ハウス  

12 千葉県 ２ 
松尾 明子 まつお あきこ 特定非営利活動法人ほっとハート  

森山 拓也 もりやま たくや 船橋市地域活動支援センターオアシス  

13 東京都 ６ 

岩本 操 いわもと みさお 学校法人武蔵野大学 武蔵野大学  

加藤 雅江 かとう まさえ 学校法人杏林学園 杏林大学医学部付属病院  

近藤 周康 こんどう ちかやす 学校法人昭和大学 昭和大学附属烏山病院  

松永 実千代 まつなが みちよ 特定非営利活動法人ライフリンク  
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吉澤 豊 よしざわ ゆたか 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校  

三木 良子 みき りょうこ 学校法人東京成徳学園 東京成徳大学  

14 
神奈川県 

（４） 
４ 

池田 陽子 いけだ ようこ 医療法人社団博奉会 相模ヶ丘病院 支部選出 

金井 緑 かない みどり 樹診療所 支部選出 

辻川 彰 つじかわ あきら 社会福祉法人横浜市社会事業協会 法人本部事務局 支部選出 

山田 龍 やまだ りょう ソーシャルワークオフィス寒川 支部選出 

15 新潟県 １ 堀口 賢二 ほりぐち けんじ 社会福祉法人南魚沼福祉会 相談支援センターみなみうおぬま  

19 山梨県 １ 森屋 直樹 もりや なおき 国立大学法人山梨大学 障害学生修学支援室 支部選出 

20 長野県 １ 板倉 重彦 いたくら しげひこ 社会福祉法人長野りんどう会 ライフサポートりんどう  

東海・

北陸 

16 富山県 １ 福井 淳夫 ふくい あつお 医療法人社団緑心会 砺波サナトリウム福井病院  

17 石川県 １ 岡安 努 おかやす つとむ 社会福祉法人共友会  

18 福井県 １ 辻 尚子 つじ なおこ 医療法人厚生会 福井厚生病院  

21 岐阜県 １ 加藤 利昭 かとう としあき 医療法人清仁会 生活訓練施設さくら  

22 静岡県 ２ 
前林 勝弥 まえばやし かつや 静岡市役所 保健福祉局 保健衛生部 精神保健福祉課  

山口 雅弘 やまぐち まさひろ 公益社団法人復康会 鷹岡病院  

23 愛知県 ４ 

伊東 安奈 いとう あんな 医療法人福知会 メンタルヘルスサポートセンター  

小川 隆司 おがわ たかし 
中村メンタルクリニック こころと生活の相談センターこもれ

び 
 

杉丸 桂太 すぎまる けいた 
特定非営利活動法人メンタルネットとよかわ レインボーホー

ム 
 

森 謙次 もり けんじ 医療法人八誠会 守山荘病院  

24 三重県 １ 山本 綾子 やまもと あやこ 三重県立こころの医療センター  

近畿 

25 滋賀県 １ 葛原 史博 くずはら ふみひろ 滋賀県立精神保健福祉センター 支部選出 

26 京都府 １ 金井 浩一 かない こういち 医療法人光樹会 たかぎクリニック  

27 大阪府 ３ 

伊藤 大士 いとう だいし 社会福祉法人明星福祉会 芥川事業所  

小野 史絵 おの ふみえ 医療法人藤井クリニック  

金 文美 きん ふみ 学校法人大阪滋慶学園 大阪保健福祉専門学校  

28 兵庫県 ２ 北岡 祐子 きたおか ゆうこ 医療法人尚生会 就労移行支援事業「（創）Ｃ．Ａ．Ｃ」  
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河野 康政 かわの やすまさ 医療法人社団かもめクリニック  

29 奈良県 １ 髙橋 健太 たかはし けんた 社会福祉法人萌 ひなた舎  

30 和歌山県 １ 磯﨑 朱里 いそざき あかり 医療法人田村病院  

中国 

31 鳥取県 １ 松村 健司 まつむら けんじ 社会医療法人明和会 医療福祉センター渡辺病院 支部選出 

32 島根県 １ 村社 克紀 むらこそ かつのり 社会医療法人昌林会 安来第一病院 支部選出 

33 岡山県 １ 横山 なおみ よこやま なおみ 学校法人旭川荘 旭川荘厚生専門学院  

34 広島県 ２ 
奥崎 真理 おくさき まり 独立行政法人国立医療機構 賀茂精神医療センター 支部選出 

河村 隆史 かわむら たかし 医療法人社団共愛会 己斐ヶ丘病院 支部選出 

35 山口県 １ 田村 良次 たむら りょうじ 医療法人光の会 重本病院  

四国 

36 徳島県 １ 黒下 良一 くろした りょういち 医療法人第一病院  

37 香川県 １ 照下 善則 てるした よしのり 株式会社マックスＪ 相談支援事業所マックス  

38 愛媛県 ２ 
清家 斉 せいけ ひとし 社会福祉法人きらりの森  

法野 美和 ほの みわ 一般財団法人真光会 真光園  

39 高知県 １ 朝比奈 寛正 あさひな ひろまさ 医療法人慈光会 岡豊病院 支部選出 

九州・

沖縄 

40 福岡県 ３ 

笠 修彰 かさ なおあき 学校法人西南女学院 西南女学院大学短期大学部  

富岡 賢吾 とみおか けんご 医療法人光陽会 伊都の丘病院  

渡邉 俊一 わたなべ しゅんいち 合同会社希づき 支部選出 

41 佐賀県 １ 筒井 美香子 つつい みかこ 学校法人九州アカデミー学園 九州医療専門学校  

42 長崎県 １ 三谷 亨 みたに りょう 医療法人志仁会 西脇病院  

43 熊本県 ２ 
木ノ下 高雄 きのした たかお 社会福祉法人青生会 菊陽苑  

茶屋道 拓哉 ちゃやみち たくや 学校法人熊本城北学園 九州看護福祉大学  

44 大分県 １ 森﨑 大輔 もりさき だいすけ 学校法人後藤学園 智泉福祉製菓専門学校 支部選出 

45 宮崎県 １ 大迫 健二 おおさこ けんじ 宮崎市生目・小松台地区地域包括支援センター  

46 鹿児島県 １ 鶴田 啓洋 つるた あきひろ 一般社団法人Ｓａａ・Ｙａ  

47 沖縄県 １ 唐木 増久 からき ますひさ 那覇保護観察所  

全   国 71  

注１：総務省統計局の「統計に用いる標準地域コード（都道府県）」を使用 

注２：勤務先は立候補時又は支部選出時点 


