
 

社会福祉法人小田原市社会福祉協議会 理事・監事名簿 

(令和元年 ６月１４日現在) 

役職 氏 名 公 職 等 選出分野 当初就任年月日 

会 長 小野康夫 元神奈川県福祉部長 学識経験 H19.05.28 

副会長 木村秀昭 小田原市自治会総連合会長 自 治 会 H22.05.27 

副会長 市川昭維子 小田原市民生委員児童委員協議会会長 民生委員 H17.12.12 

副会長 吉田トシ子 地区社協連絡協議会会長 地区社協 H21.05.27 

常務理事 林  良英 前小田原市理事・企画部長 学識経験 R01.06.14 

理 事 川口博三 小田原市自治会総連合副会長 自 治 会 H26.05.28 

理 事 岡田  健 小田原市民生委員児童委員協議会副会長 民生委員 H28.12.19 

理 事 下川  泉 地区社協連絡協議会副会長 地区社協 H22.05.27 

理 事 橋本輝夫 小田原市子ども会連絡協議会会長 青少年育成団体 H27.12.09 

理 事 大友昭夫 小田原市老人クラブ連合会会長 福祉団体 H30.06.12 

理 事 都築顕道 小田原市保育会会長 福祉施設 H30.06.12 

理 事 宮崎  清 元小田原市理事・総務部長 学識経験 
H26.07.01 
H18.04.01～22.03.31 

理 事 山岡  弘 小田原箱根商工会議所専務理事 学識経験 R01.06.14 

理 事 杉崎  智 小田原市福祉健康部副部長 行政関係 H29.04.01 

理 事 梅津和美 小田原録音奉仕会会長 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ H29.06.12 

（15名）       （任期 令和元年 6月 14日から令和 3年 6月の定時評議員会終結のときまで） 

 

役職 氏 名 公 職 等 選出分野 
当初就任年月日 

（過去の就任履歴） 

監 事 田村佳江 税理士  H22.07.01 

監 事 鈴木哲夫 元小田原市社協常務理事兼事務局長事務取扱  
H26.07.01 
H22.04.01～25.03.31 

（2名）       （任期 令和元年 6月 14日から令和 3年 6月の定時評議員会終結のときまで） 

 



 

社会福祉法人小田原市社会福祉協議会 評議員名簿 

(令和元年 ６月 ４日現在) 

役職 氏 名 公 職 等 選出分野 
当初就任年月日 

（過去の就任履歴） 

評議員 加藤芳永 小田原市自治会総連合副会長 自 治 会 H30.06.04 

評議員 曽我祐行 小田原市自治会総連合理事 自 治 会 R01.06.04 

評議員 小澤治枝 小田原市民生委員児童委員協議会副会長 民生委員 H25.12.18 

評議員 長井和子 小田原市民生委員児童委員協議会監事 民生委員 H28.12.19 

評議員 山口正隆 緑地区社協会長 地区社協 H22.05.27 

評議員 池田尚文 新玉地区社協会長 地区社協 R01.06.04 

評議員 宮本  純 万年地区社協会長 地区社協 H26.07.01 

評議員 相田春子 幸地区社協会長 地区社協 H30.06.04 

評議員 岩田隆一 山王網一色地区社協会長 地区社協 H25.05.28 

評議員 安藤啓一 十字地区社協会長 地区社協 H21.05.27 

評議員 青木祐伸 早川地区社協会長 地区社協 H25.05.28 

評議員 宮川直史 片浦地区社協会長 地区社協 R01.06.04 

評議員 山田敏夫 足柄地区社協会長 地区社協 H26.05.28 

評議員 田嶋邦典 芦子地区社協会長 地区社協 H28.05.26 

評議員 奥津竹夫 二川地区社協会長 地区社協 H30.06.04 

評議員 久保寺征一 久野地区社協会長 地区社協 R01.06.04 

評議員 岩崎良春 東富水地区社協会長 地区社協 H27.05.29 

評議員 間中俊雄 富水地区社協会長 地区社協 H25.03.28 

評議員 下田成一 桜井地区社協会長 地区社協 R01.06.04 

評議員 星﨑政光 下府中地区社協会長 地区社協 H29.06.05 

評議員 白木  章 上府中地区社協会長 地区社協 R01.06.04 

評議員 竹下啓子 下曽我地区社協会長 地区社協 H26.05.28 

評議員 柿澤広明 曽我地区社協会長 地区社協 H29.06.05 



役職 氏 名 公 職 等 選出分野 
当初就任年月日 

（過去の就任履歴） 

評議員  国府津地区社協会長 地区社協 H28.05.26 

評議員 栗原稔育 酒匂地区社協会長 地区社協 H27.05.29 

評議員 早野格郎 富士見地区社協会長 地区社協 R01.06.04 

評議員 鈴木榮子 前羽地区社協会長 地区社協 H25.05.28 

評議員 小泉弘芳 橘北地区社協会長 地区社協 R01.06.04 

評議員 大場得道 小田原地区保護司会会長 青少年育成団体 
H28.07.01 
H24.07.01～26.06.30 

評議員 安藤豊子 小田原市障害者福祉協議会副理事長 福祉団体 S62.07.01 

評議員 山本洋子 小田原市母子寡婦福祉会副会長 福祉団体 R01.06.04 

評議員 榮  誠司 小田原市保育会副会長 福祉施設 H30.06.04 

評議員 鈴木洋子 西湘福祉会理事長 福祉施設 S63.07.01 

評議員 河野利光 小田原箱根商工会議所副会頭 学識経験 H28.07.01 

評議員 府川悟志 小田原市地域政策課長 行政関係 H28.04.01 

評議員 我妻繁雄 小田原市ボランティア連絡協議会会長 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ H23.05.26 

評議員 山口なほみ 南鴨宮ボランティア会会長 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ H28.07.01 

（37名）      （任期 平成 29年 4月 1日から令和 3年 6月の定時評議員会終結のときまで） 

 


