
役　職 選出分野・団体名 備　　　考

1 理　事 吉﨑 昌作 　　学識経験者 会長

2 理　事 矢山 英夫 　　上福島地区社会福祉協議会

3 理　事 菅井 善之 　　区地域振興会 副会長

4 理　事 叶 隆一 　　玉川地区社会福祉協議会

5 理　事 猫島 義明 　　吉野地区社会福祉協議会

6 理　事 森﨑 收元 　　新家地区社会福祉協議会

7 理　事 髙橋 夛助 　　大開校下社会福祉協議会

8 理　事 森脇 義行 　　鷺洲地区社会福祉協議会

9 理　事 西田 勝彦 　　海老江東地区社会福祉協議会

10 理　事 舩本 正治 　　海老江西地区社会福祉協議会

11 理　事 久保田 　 清 　　区民生委員児童委員協議会 副会長

12 理　事 福原 和子 　　区地域女性団体協議会 副会長

13 理　事 藤井 進次 　　区体育厚生協会

14 理　事 鳥取 榮美子 　　区老人クラブ連合会

15 理　事 桑原 鎭雄 　　区保護司会

役　職 選出分野・団体名 備　　　考

1 監　事 小西 克彦 　　区地域振興会

2 監　事 藤田 太啓司 　　区民生委員児童委員協議会

社会福祉法人 大阪市福島区社会福祉協議会 役員　

理 事 15名

監 事  2名

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

氏　名

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

氏  名



役　職 選出分野・団体名 備　　考

1 評議員 川村 絹枝 上福島地域女性会

2 評議員 片岡　 信子 福島地域女性会

3 評議員 丸尾 恭子 野田地域女性会

4 評議員 本郷 和美 吉野地域女性会

5 評議員 小川　 泰子 新家地域女性会

6 評議員 星野 順子 大開地域女性会

7 評議員 中西 陽子 鷺洲地域女性会

8 評議員 西澤 千鶴子 海老江東地域女性会

9 評議員 吉田 眞佐江 海老江西地域女性会

10 評議員 松原 由江 区民生委員児童委員協議会（上福島）

11 評議員 辻本    香 区民生委員児童委員協議会（福島）

12 評議員 平野 信行 区民生委員児童委員協議会（玉川）

13 評議員 山見 三郎 区民生委員児童委員協議会（野田）

14 評議員 百濟 壽子 区民生委員児童委員協議会（新家）

15 評議員 上田 和年 区民生委員児童委員協議会（大開）

16 評議員 三木 一誠 区民生委員児童委員協議会（鷺洲）

17 評議員 小澤 時子 区民生委員児童委員協議会（海老江東）

18 評議員 林 道代 区民生委員児童委員協議会（主任児童委員）

19 評議員 安田 征雄 区青少年対策連絡協議会

20 評議員 宇都 美登里 区母と子の共励会

21 評議員 栖川 興道 区身体障害者団体協議会

22 評議員 長田 雅之 区青少年福祉委員連絡協議会

23 評議員 天野 泰信 区青少年指導員連絡協議会

24 評議員 福井 　 信 区医師会 ※6/29から就任

25 評議員 永井 博人 区スポーツ推進委員協議会

26 評議員 坂部 俊次 福島区内小学校校長会(上福島小学校) ※6/29から就任

27 評議員 角上 美恵子 区社会福祉施設連絡会

28 評議員 加藤 多美子 ボランティア・市民活動団体連絡会

氏　名

評議員 ２８名

任期：平成２９年４月１日～平成３２年度会計に関する定時評議員会終結時まで



役　職 備　　　　考

1 顧　問 今井 啓貴 前区社協 会長

2 顧　問 今西 和貴

3 顧　問 広田 和美

4 顧　問 太田 晶也

 

役　職 備　　　　考

1 相談役 手嶋 祥一

2 相談役 髙田 友成

   

氏　　名 選出分野・団体名

氏　　名 選出分野・団体名

元区社協 副会長

市会議員

顧　問

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

市会議員

元区社協 副会長

相談役

府議会議員



役　職 備　　　　考　

1 部会長 福原 和子 副会長・区地域女性団体協議会

2 副部会長 本郷 和美 吉野地域女性会

3 部会員 川村 絹枝 上福島地域女性会

4 部会員 片岡 信子 福島地域女性会

5 部会員 丸尾 恭子 野田地域女性会

6 部会員 小川 泰子 新家地域女性会

7 部会員 星野 順子 大開地域女性会

8 部会員 中西 陽子 鷺洲地域女性会

9 部会員 西澤 千鶴子 海老江東地域女性会

10 部会員 吉田 眞佐江 海老江西地域女性会

役　職 備　　　　考　

1 委員長 吉﨑 昌作 会長・学識経験者

2 副委員長 久保田    清 副会長・区民生委員児童委員協議会

3 委員 菅井 善之 副会長・地域振興会

4 委員 矢山 英夫 上福島地区社会福祉協議会

5 委員 猫島 義明 吉野地区社会福祉協議会

6 委員 森﨑 收元 新家地区社会福祉協議会

7 委員 西田 勝彦 海老江東地区社会福祉協議会

8 委員 舩本 正治 海老江西地区社会福祉協議会

9 監事 小西 克彦 区社協監事

10 監事 藤田 太啓司 区社協監事

福島区高齢者食事サービス事業部会

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

氏　名 選出分野・団体名

氏　名 選出分野・団体名

福島区善意銀行運営委員会

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで



役　職 備　　　　考　

1 委員長 久保田    清 副会長・区民生委員児童委員協議会

2 副委員長 菅井 善之 副会長・地域振興会

3 委員 福原 和子 副会長・区地域女性団体協議会

4 委員 髙橋 夛助 　大開校下社会福祉協議会

5 委員 森脇 義行 鷺洲地区社会福祉協議会

6 委員 鳥取 榮美子 区老人クラブ連合会 　

7 委員 坂部 俊次 福島区内小学校校長会(上福島小学校)

8 委員 加藤 多美子 ボランティア・市民活動団体連絡会

役　職 備　　　　考　

1 委員長 福原 和子 副会長・区地域女性団体協議会

2 副委員長 西田 勝彦 海老江東地区社会福祉協議会

3 委員 叶 隆一 玉川地区社会福祉協議会

4 委員 三木 一誠 区民生委員児童委員協議会（鷺洲）

5 委員 藤井 進次 区体育厚生協会  

6 委員 桑原 鎭雄 区保護司会

7 委員 角上 美恵子 区社会福祉施設連絡会

8 委員 加藤 多美子 ボランティア・市民活動団体連絡会

9 監事 小西 克彦 区社協　監事

10 監事 藤田 太啓司 区社協　監事

役　職 備　　　　考　

1 委員 山見 三郎 区民生委員児童委員協議会

2 委員 竹村 安子 学識経験者

氏　名 選出分野・団体名

福島区社会福祉協議会　福祉サービス苦情解決第三者委員

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

氏　名 選出分野・団体名

福島区福祉基金運営委員会

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

福島区ボランティア・市民活動センター運営委員会

任期：平成２９年６月２９日～平成３０年度会計に関する定時評議員会終結時まで

氏　名 選出分野・団体名


