
役職・所属団体等 役職・所属団体等

◎ 阿部　一彦 東北福祉大学教授 志村　早苗 仙台市医師会

○ 山浦　正井 仙台市社会福祉協議会 庄司　健治 仙台市民生委員児童委員協議会

跡部　薫 仙台市議会議員 鈴木　康義 仙台市医師会

阿部　重樹 東北学院大学教授 鈴木　有一 仙台歯科医師会

飯島　典子 宮城教育大学准教授 瀬戸　幸子 仙台市小学校長会

伊藤　俊広 仙台市医師会 千葉　貴和子 仙台市子ども会連合会

大瀧　正子 仙台市医師会 陳　進志 仙台市医師会

大槻　昌夫 仙台市医師会 辻　隆一 仙台市議会議員

小田島　久美子 仙台市議会議員 永井　幸夫 仙台市医師会

折腹　実己子
仙台市老人福祉施設協議会/
仙台市地域包括支援センター連絡協議会

中嶋　嘉津子 仙台市ほほえみの会

郭　冠宏 仙台市医師会 長島　道夫 仙台市医師会

上畑　日登美 仙台市薬剤師会 中田　年哉 仙台市知的障害者関係団体連絡協議会

神谷　哲司 東北大学准教授 中村　祥子 特定非営利活動法人グループゆう

行場　麻衣子 せんだい男女共同参画財団 根本　勁 地区社会福祉協議会

小岩　孝子 NPO法人FORYOUにこにこの家 ※ 林　富 仙台市医師会

小菅　玲 仙台歯科医師会 飯田　剛 仙台市医師会

児玉　睦子 仙台市民生委員児童委員協議会 平山　乾悦 NPOみやぎ・せんだい子どもの丘

小林　良子 仙台市地域子育て支援クラブ連絡協議会 増子　正 東北学院大学教授

齊藤　達雄 仙台市医師会 松岡　尚敏 宮城教育大学教授

酒井　恵 仙台市民生委員児童委員協議会 村田　祐二 仙台市医師会

坂口　真理子 仙台弁護士会 ※ 村山　くみ 東北福祉大学講師

佐野　督郎 仙台市児童養護施設協議会 諸橋　悟 仙台市精神保健福祉団体連絡協議会

塩野　悦子 宮城大学教授 山口　強 仙台市民生委員児童委員協議会

重原　達也 仙台市保育所連合会 吉田　浩 東北大学教授

柴田　耕治 仙台市老人クラブ連合会 渡邉　純一 仙台市障害者福祉協会

島田　福男 仙台市連合町内会長会 渡邊　礼子 仙台市ボランティア連絡協議会

清水　福子 特定非営利活動法人あかねグループ 委員数53名

◎ 委員長
○ 副委員長
※ 新たに委嘱された委員（平成30年4月18日付）
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仙台市社会福祉審議会委員名簿（専門分科会別）

◎ 山浦　正井 委員 ◎ 阿部　一彦 委員 ◎ 永井　幸夫 委員 ◎ 阿部　重樹 委員 (兼) ◎ 吉田　浩 委員

○ 増子　正 委員 ○ 齊藤　達雄 委員 ○ 阿部　重樹 委員 (兼) ○ 庄司　健治 委員 ○ 瀬戸　幸子 委員

跡部　薫 委員 伊藤　俊広 委員 折腹　実己子 委員 (兼) 大瀧　正子 委員 飯島　典子 委員

小田島　久美子 委員 大槻　昌夫 委員 柴田　耕治 委員 折腹　実己子 委員 (兼) 神谷　哲司 委員

児玉　睦子 委員 郭　冠宏 委員 清水　福子 委員 小岩　孝子 委員 行場　麻衣子 委員

渡邊　礼子 委員 (兼) 上畑　日登美 委員 辻　隆一 委員 小菅　玲 委員 小林　良子 委員

志村　早苗 委員 山口　強 委員 島田　福男 委員 酒井　恵 委員

鈴木　康義 委員 中田　年哉 委員 坂口　真理子 委員

鈴木　有一 委員 中村　祥子 委員 佐野　督郎 委員

陳　進志 委員 根本　勁 委員 塩野　悦子 委員

長島　道夫 委員 村山　くみ 委員 重原　達也 委員

林　富 委員 諸橋　悟 委員 千葉　貴和子 委員

飯田　剛 委員 渡邉　純一 委員 中嶋　嘉津子 委員

渡邊　礼子 委員 (兼) 平山　乾悦 委員

松岡　尚敏 委員

村田　祐二 委員

◎　会長
○　副会長
50音順　敬称略

民生委員審査専門分科会 障害者福祉専門分科会 老人福祉専門分科会 児童福祉専門分科会地域福祉専門分科会
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仙台市社会福祉審議会委員名簿（部会別）

◎ 齊藤　達雄 委員 ◎ 坂口　真理子 委員 ◎ 神谷　哲司 委員

○ 大槻　昌夫 委員 ○ 村田　祐二 委員 ○ 重原　達也 委員

伊藤　俊広 委員 飯島　典子 委員 行場　麻衣子 委員

郭　冠宏 委員 酒井　恵 委員 小林　良子 委員

上畑　日登美 委員 佐野　督郎 委員 瀬戸　幸子 委員

志村　早苗 委員 塩野　悦子 委員

鈴木　康義 委員 中嶋　嘉津子 委員

鈴木　有一 委員 松岡　尚敏 委員

陳　進志 委員

長島　道夫 委員

林　富 委員

飯田　剛 委員

◎　部会長
○　副部会長
50音順　敬称略

障害者福祉専門分科会 児童福祉専門分科会

身体障害者福祉審査部会 措置・里親審査部会 保育所等認可審査部会
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