
 

           姫路市社会福祉協議会役員名簿      R4/4/1現在 

 
職名 氏名 選出区分 選出母体（選出者） 備考 

1 理事長 竹田 佑一 学識経験者   

2 副理事長 大野 幸一 住民組織 連合自治会 
姫路市連合自治会  

会長 

3 副理事長 福間 章代 学識経験者   

4 常務理事 宮長 毅広 学識経験者   

5 理事 伊藤 孝 住民組織 連合自治会 
姫路市連合自治会  

副会長 

6 理事 北川 博康 住民組織 連合自治会 
姫路市連合自治会  

副会長 

7 理事 岩田 稔恵 住民組織 連合婦人会 
姫路市連合婦人会  

会長 

8 理事 大森 正 福祉団体 
民生委員児童委員

連合会 

姫路市民生委員児童委員連合会 

会長 

9 理事 萩原 敏彦 福祉団体 
民生委員児童委員

連合会 

姫路市民生委員児童委員連合会 

副会長 

10 理事 田 隆三 当事者団体・施設 社会福祉施設協議会 
姫路市社会福祉施設協議会  

会長 

11 理事 難波 功 住民組織 老人クラブ連合会 
姫路市老人クラブ連合会  

会長 

12 理事 藤木 浩一 福祉団体 
企業ボランティアネット

ワーク 

姫路企業ボランティアネットワーク 

会長（ 工成建設㈱ ） 

13 理事 松本 智 当事者団体・施設 身体障害者福祉協会 
特定非営利活動法人 

姫路市身体障害者福祉協会 事務局長 

14 理事 岡本 裕 福祉関係行政機関 官公署 姫路市健康福祉局 局長 

15 監事 岡本 雅弘 福祉団体 
民生委員児童委員

連合会 

姫路市民生委員児童委員連合会 

副会長 

16 監事 小林 茂信 学識経験者  公認会計士（小林茂信会計事務所） 

 



 
 

 

 

        姫路市社会福祉協議会評議員名簿        R4/4/1現在 

 選出区分 選出母体（選出者） 氏名 備考 

1 

住民組織 

連合自治会 松浦 鉄昭 
姫路市連合自治会  

副会長 

2 連合自治会 長田 秀人 
姫路市連合自治会  

副会長 

3 連合自治会 長谷川 國雄 
姫路市連合自治会  

副会長 

4 連合自治会 横治 正明 
姫路市連合自治会  

会計幹事 

5 連合自治会 勢川 正澄 
姫路市連合自治会  

会計監査 

6 連合自治会 山本 和典 
姫路市連合自治会  

会計監査 

7 連合婦人会 河南 眞稚子 
姫路市連合婦人会 

副会長 

8 老人クラブ連合会 宇治 貞子 
姫路市老人クラブ連合会  

副会長 

9 

福祉団体 

社協支部 藤谷 祥次 
社協広峰支部  

支部長 

10 社協支部 西田 眞一 
社協四郷支部  

支部長 

11 社協支部 中村 道和 
社協安富支部  

支部長 

12 共同募金委員会 井上 克己 
姫路市共同募金委員会 
安室東分会 分会長 

13 民生委員児童委員連合会 長川 繁生 
姫路市民生委員児童委員連合会 

 副会長 

14 民生委員児童委員連合会 小林 良作 
姫路市民生委員児童委員連合会  

理事 

15 民生委員児童委員連合会 岸岡 孝昭 
姫路市民生委員児童委員連合会  

理事 

16 民生委員児童委員連合会 山﨑 憲正 
姫路市民生委員児童委員連合会  

理事 

17 民生委員児童委員連合会 野村 巧 
姫路市民生委員児童委員連合会  

理事 

18 民生委員児童委員連合会 細井 茂夫 
姫路市民生委員児童委員連合会  

理事 

19 企業ボランティアネットワーク 段床 智基 
姫路企業ボランティアネットワーク 

運営委員（姫路獨協大学） 

    

    



 

 

        姫路市社会福祉協議会評議員名簿        R4/4/1現在 

 選出区分 選出母体（選出者） 氏名 備考 

20 

当事者団体・

施設 

社会福祉施設協議会 田上 優佳 
姫路市社会福祉施設協議会  

副会長 

21 社会福祉施設協議会 正木 竜哉 
姫路市社会福祉施設協議会  

副会長 

22 社会福祉施設協議会 冨士原 智惠美 
姫路市社会福祉施設協議会  

副会長 

23 社会福祉施設協議会 井上 裕子 
姫路市社会福祉施設協議会  

理事 

24 精神保健福祉連合会 三木 章弘 
特定非営利活動法人 

姫路市精神保健福祉連合会 理事長 

25 身体障害者福祉協会 小林 弘子 
特定非営利活動法人 

姫路市身体障害者福祉協会 副理事長 

26 手をつなぐ育成会 白井 正子 
特定非営利活動法人 

姫路地区手をつなぐ育成会 理事 

27 婦人共励会 山本 浅子 
一般財団法人  

姫路市婦人共励会 会長 

28 

保健医療、教育 
その他関係団体 

医師会 東 靖人 
一般社団法人 姫路市医師会 

在宅医療・介護保険委員会 担当理事 

29 商工会議所 西井 健滋 
姫路商工会議所  

事務局次長兼総務部長 

30 子ども会連合会 森下 龍峰 
姫路市子ども会連合会  

会長 

31 生活協同組合 岡田 卓巳 
生活協同組合コープこうべ 
第７地区本部 本部長 

32 
福祉関係行政

機関 
官公署 山本 聡 

姫路市健康福祉局 保健福祉部 
部長 

33 学識経験者  荒木 実代 
神戸医療未来大学 人間社会学部 

教授 

 


