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公益社団法人日本精神保健福祉士協会 

２０２０年度及び２０２１年度代議員名簿 
 
［任期］2020年４月１日～2022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 ５ 

一戸 真由美 いちのへ まゆみ 専門学校北海道福祉・保育大学校  

神原 巧 かんばら たくみ 特定医療法人さっぽろ悠心の郷 相談室こすもす  

木村 孝 きむら たかし 有限会社サハスネット  

竹内 亮平 たけうち りょうへい 特定医療法人社団千寿会 三愛病院  

矢田 洋介 やだ ようすけ 社会福祉法人函館恭北会 生活訓練・宿泊型自立訓練事業所トータスホーム  

東北 

02 青森県 １ 嶋津 聡子 しまづ さとこ 平川市地域包括支援センター 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 三品 竜浩 みしな たつひろ 仙台保護観察所 
補欠代議員（2021

年５月 18日届出） 

05 秋田県 １ 金子 幸太 かねこ こうた 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 支部選出 

06 山形県 １ 木川 真也 きかわ しんや 医療法人社団斗南会 秋野病院 支部選出 

07 福島県 １ 須藤 美梢 すとう みずえ 白河市東部地域包括支援センター 支部選出 

関東・

甲信越 

08 茨城県 １ 大隅 千歳 おおすみ ちとせ 医療法人圭愛会 日立梅ヶ丘病院  

09 栃木県 １ 成井 允彦 なるい のぶひこ 医療法人桂慈会 菊池病院 支部選出 

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  

11 埼玉県 ３ 

織田 洋一 おりた よういち 公益財団法人西熊谷病院  

鈴木 篤史 すずき あつし 社会福祉法人じりつ 障害福祉サービス事業所アバンディ  

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 鴻巣医療福祉センター地域支援事業統括本部  

12 千葉県 ３ 

飯ヶ谷 徹平 いいがや てっぺい 社会福祉法人フラット 座ぐり  

杉浦 世良 すぎうら せら 株式会社ベストサポート 相談支援事業所こんぱす  

和田 大史 わだ たいし 特定非営利活動法人はんどいんはんど東総  

13 東京都 ７ 

飯島 光彦 いいじま みつひこ 医療法人社団恵友会 三恵病院 支部選出 

毛塚 和英  けづか かずひで 社会福祉法人はらからの家福祉会 地域生活支援センタープラッツ 支部選出 

齋藤 健 さいとう たけし 医療法人財団厚生協会 大泉病院 支部選出 

坂入 竜治 さかいり りゅうじ 武蔵野大学 支部選出 

横手 美幸 よこて みゆき 北区障害者地域活動支援室 支援センターきらきら 

支部選出／補欠代

議員（2020年 10月

12日届出） 

宮井 篤 みやい あつし 医療法人社団翠会 こころのクリニックなります 支部選出 

吉澤 浩一 よしざわ こういち 特定非営利活動法人ヒーライトねっと 相談支援センターくらふと  

14 神奈川県 ５ 
池田 陽子 いけだ ようこ 医療法人社団博奉会 就労継続支援Ｂ型クロプファ 支部選出 

金井 緑 かない みどり 医療法人社団志朋會 樹診療所 支部選出 
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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 

土志田 務 どしだ つとむ e-シェア 支部選出 

藤嶋 享 ふじしま すすむ 神奈川区生活支援センター 支部選出 

15 新潟県 １ 渡邉 恵司 わたなべ けいじ 新潟医療福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 支部選出 

19 山梨県 １ 木村 良輔 きむら りょうすけ 社会福祉法人蒼渓会 山梨県立あゆみの家  

20 長野県 １ 森 恵美 もり めぐみ 公立大学法人長野大学  

東海・

北陸 

16 富山県 ２ 
小原 智恵 おはら ともえ 医療法人社団啓愛会 小矢部大家病院  

谷 香代子 たに かよこ 医療法人社団白雲会 あすなろセンター  

17 石川県 ２ 
岡安 努 おかやす つとむ 社会福祉法人共友会 支部選出 

木谷 昌平 きや しょうへい 医療法人社団松原会 相談支援事業所ピアサポートのと 支部選出 

18 福井県 １ 辻 尚子 つじ なおこ 公益財団法人松原病院 支部選出 

21 岐阜県 １ 只隈 康弘 ただくま やすひろ 医療法人岐阜勤労者医療協会 すこやか診療所  

22 静岡県 ２ 
平野 慎一朗 ひらの しんいちろう 医療法人好生会 小笠病院  

望月 信吾 もちづき しんご 医療法人社団リラ 溝口病院  

23 愛知県 ５ 

伊東 安奈 いとう あんな 医療法人福智会 福智クリニック  

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  

砂田 雄次 すなだ ゆうじ 北医療生活協同組合 北メンタル・クリニック  

辻川 幸博 つじかわ ゆきひろ 京ヶ峰岡田病院  

中村 雅代 なかむら まさよ 医療法人成精会 刈谷病院  

24 三重県 １ 辻 宏明 つじ ひろあき 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿厚生病院  

近畿 

25 滋賀県 １ 河瀬 佳意子 かわせ けいこ 社会福祉法人大津市社会福祉協議会 支部選出 

26 京都府 １ 金井 浩一 かない こういち 一般社団法人ライフラボ 相談支援事業所しぽふぁーれ  

27 大阪府 ４ 

伊藤 大士 いとう ひろし 四条畷保健所  

阪口 久喜子 さかぐち くきこ 医療法人杏和会 阪南病院  

島田 泰輔 しまだ たいすけ 株式会社クオーレ 総合福祉ステーション  

鈴木 和雄 すずき かずお 堺保健センター  

28 兵庫県 ３ 

竹内 将史 たけうち まさし 医療法人樹光会 大村病院  

藤村 要至 ふじむら ようじ 医療法人新淡路病院 淡路障害者生活支援センター  

松田 一生 まつだ いっせい 兵庫県精神保健福祉センター  

29 奈良県 １ 都築 哲翁 つづき てつお 医療法人鴻池会 秋津鴻池病院 支部選出 

30 和歌山県 １ 中川 浩二 なかがわ こうじ 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課 
補欠代議員（2020

年６月１日届出） 

中国 

31 鳥取県 １ 米原 満 よねはら みつる 社会医療法人仁厚会 医療福祉センター 倉吉病院  

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 コミュニティハウスにしき 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 支部選出 
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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 山本 康子 やまもと やすこ 社会福祉法人ひかり エコ・エンジニアリング会  

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 元木 智之 もとき ともゆき 社会福祉法人ファミーユ高知 高知ハビリテーリングセンター 支部選出 

九州・

沖縄 

40 福岡県 ４ 

井手口 大剛 いでぐち だいごう 八女地区障害者基幹相談支援センターリーベル  

富岡 賢吾 とみおか けんご 医療法人光陽会 伊都の丘病院  

羽野 宏美 はの ひろみ 医療法人聖峰会 田主丸中央病院  

前田 秀和 まえだ ひでかず 医療法人牧和会 ピアッツァ桜台  

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 支部選出 

42 長崎県 １ 三谷 亨 みたに りょう 松元リカバリークリニック  

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 就労サポートセンター菊陽苑  

中野 誠也 なかの せいや 公益社団法人熊本県精神科協会 熊本県あかねの里 熊本県あかね荘  

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 溝内 義剛 みぞうち よしたか 特定非営利活動法人まぐねっと 25  

47 沖縄県 １ 山城 涼子 やましろ りょうこ 医療法人晴明会 糸満晴明病院 支部選出 

全   国 83  

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 


