
三浦市社会福祉協議会役員・評議員・顧問組織構成 
 
 
理事 
１．市区長会          １名 出口 克美   三浦市区長会会長 
２．市民児協          １名 川名 三子   三浦市民生委員児童委員協議会会長 
３．更生保護関係団体      １名 田邊 冨士雄  三浦市保護司会会長 
４．社会福祉施設          ２名 鈴木  敦   医療法人財団青山会総務課長 
                   佐藤 千徳   NPO 法人スローハンド理事 
５．社会福祉を目的とする団体    ２名 高梨 テイ   三浦市ボランティア連絡協議会会長 
                   熊谷 末男   三浦市老人クラブ連合会会長 
６．社会福祉に協力する団体   ２名 徳山 宏基   医師会理事 
                   鈴木  明   三浦商工会議所専務 
７．社会福祉に関する学識経験者 ２名 杉山  実   三浦市副市長 
                   川﨑 喜正   元三浦市議会議長 
８．社会福祉に関係ある行政機関 １名 井森  悟   市保健福祉部長 
 
評議員 
１．市区長会          ５名 磯部  東   入船区区長 
                   宮川 初江   田中区区長 
                   加藤 高輝   上宮田第８区区長         
                   志村 良三   竹の下区長 
                   石渡 道臣   下宮田神田区区長 
２．市民児協          ５名 須田 龍紀   三崎地区民生委員児童委員協議会会長 
                   宮川 悦子   宮川区民生委員 
                   惣田  毅   南下浦地区民生委員児童委員協議会会長 
                   鈴木 喜孝   上宮田第２区民生委員 
                   井坂 和子   黒崎区民生委員 
３．更生保護関係団体      ２名 今津 葉津子  三浦地区更生保護女性会会長 
                   布施 悦夫   保護司会 
４．社会福祉施設        ５名 生野 隆彦   二葉保育園園長 
                   脇坂 尚江   城ヶ島保育園副園長 
                   渡辺 敬章   エデンの園施設長 
                   井上 政江   はまゆう荘施設長 

松本 孝治   三浦創生舎施設長 
 
５．社会福祉を目的とする団体  ５名 世古 久枝   ボランティア団体さざなみ会長 

斎藤 祁和子  三浦市母子寡婦福祉会会長 
飯島 定夫   三浦市身体障害者福祉協会会長 



上野 正紀    三浦市シルバー人材センター理事長 
石﨑 洋美    きくな作業所所長 

６．社会福祉に協力する団体   ５名 大井 章一    三浦市農業協同組合代表理事組合長        

       弓削 貞美    三崎魚類株式会社総務部長 
                   小野寺 安次   三浦ライオンズクラブ 

                秋本 清道    三浦ロータリークラブ会長 
                市村 真     三浦青年会議所理事長 

７．社会福祉に関する学識経験者 ３名 椎名 龍洋    元三浦市職員 
                   鈴木 恒雄    元三浦市教育長 
                   小泉  修    上宮田小学校校長 
８．社会福祉に関係ある行政機関 １名 松井 住人    市保健福祉部課長 
 
監 事 
１．社会福祉に熱意を有する施設経営者 １名 川名 克美  初声保育園園長 
２．金融及び財務に精通する学識経験者 １名 井上 忍   三浦藤沢信用金庫事務部長 
３．社会福祉に関する学識経験者    １名 川名 誠二  元三浦市職員 
 
顧 問 
１．吉田 実                       元神奈川県議会議員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



三浦市社会福祉協議会評議員組織構成 
 
                     任期 平成２４年２月１６日～平成２６年２月１５日 
 
評議員 
１．市区長会          ５名 磯部  東   入船区区長 
                   宮川 初江   田中区区長 
                   加藤 高輝   上宮田第８区区長         
                   志村 良三   竹の下区区長 
                   石渡 道臣   下宮田神田区区長 
２．市民児協          ５名 須田 龍紀   三崎地区民生委員児童委員協議会会長 
                   宮川 悦子   宮川区民生委員 
                   惣田  毅   南下浦地区民生委員児童委員協議会会長 
                   鈴木 喜孝   上宮田第２区民生委員 
                   井坂 和子   黒崎区民生委員 
３．更生保護関係団体      ２名 今津 葉津子  三浦地区更生保護女性会会長 
                   布施 悦夫   保護司会 
４．社会福祉施設        ５名 生野 隆彦   二葉保育園園長 
                   脇坂 尚江   城ヶ島保育園副園長 
                   渡辺 敬章   エデンの園施設長 
                   井上 政江   はまゆう荘施設長 

松本 孝治   三浦創生舎施設長 
５．社会福祉を目的とする団体  ５名 世古 久枝   ボランティア団体さざなみ会長 

斎藤 祁和子  三浦市母子寡婦福祉会会長 
飯島 定夫   三浦市身体障害者福祉協会会長 
上野 正紀   三浦市シルバー人材センター理事長 
石﨑 洋美   きくな作業所所長 

６．社会福祉に協力する団体   ５名 大井 章一   三浦市農業協同組合代表理事組合長               

       弓削 貞美   三崎魚類株式会社総務部長 
                   小野寺 安次  三浦ライオンズクラブ 

                秋本 清道   三浦ロータリークラブ会長 
                市村 真    三浦青年会議所理事長 

７．社会福祉に関する学識経験者 ３名 椎名 龍洋   元三浦市職員 
                   鈴木 恒雄   元三浦市教育長 
                   小泉  修   上宮田小学校校長 
８．社会福祉に関係ある行政機関 １名 松井 住人   市保健福祉部課長 
 
 


