
各県代表＆事務局 郵便番号 住　　　　　　　　　　　所 TEL FAX

青森県知的障害者福祉協会 会長 青森月見寮 小畑　　敦 030-0954 青森市駒込字月見野918-3 017-742-3000 017-742-3384

三上　由美 030-0822 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ2F 017-723-1391 017-723-1394

岩手県知的障害者福祉協会 会長 けやき学園 鷹觜　武寿 028-3308 紫波郡紫波町平沢字境田44-1 019-672-1266 019-672-1267

高山　親也 020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3 019-637-2700 019-637-4255

秋田県知的障害者福祉協会 会長 虹のいえ 桜田　星宏 018-3204 山本郡藤里町矢坂字下一の坂2-1 0185-79-1234 0185-79-1271

髙橋みのり 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 018-864-2715 018-864-2840

宮城県知的障害者福祉協会 会長 パン工房いそっぷ 二階堂明彦 987-2309 栗原市一迫柳目字曽根要害24 0228-57-7366 0228-52-5650

井林　　稔
堀籠　　香

983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-2 022-293-4005 022-293-4010

山形県知的障害者福祉協会 会長 地域生活支援センター心音 井上　　博 990-2493 山形市美畑町4-31 023-674-8652 023-674-8653

石川　芳信 990-0041 山形市緑町1-9-30 023-664-0256 023-623-9123

福島県知的障害者福祉協会 会長 いわき光成園 古川　　敬 972-8312 いわき市常磐下船尾町東作51 0246-43-4466 0246-43-0056

田﨑　　吾 961-8061 西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原5-3 0248-25-3020 0248-25-7673

東北地区知的障害者福祉協会 事務局 （社福）愛泉会 八柳　律子 990-2493 山形市美畑町4-31 023-674-8652 023-674-8653

東北地区理事 県名 施設名 代表者名

会長 山形県 地域生活支援センター心音 井上　　博 990-2493 山形市美畑町4-31 023-674-8652 023-674-8653

副会長 秋田県 虹のいえ 桜田　星宏 018-3204 山本郡藤里町矢坂字下一の坂2-1 0185-79-1234 0185-79-1271

副会長 宮城県 パン工房いそっぷ 二階堂明彦 987-2309 栗原市一迫柳目字曽根要害24 0228-57-7366 0228-52-5650

常任理事 青森県 青森月見寮 小畑　　敦 030-0954 青森市駒込字月見野918-3 017-742-3000 017-742-3384

常任理事 岩手県 けやき学園 鷹觜　武寿 028-3308 紫波郡紫波町平沢字境田44-1 019-672-1266 019-672-1267

常任理事 福島県 いわき光成園 古川　　敬 972-8312 いわき市常磐下船尾町東作51 0246-43-4466 0246-43-0056

理事（児童発達支援部会） 岩手県 奥中山学園 岡崎　俊彦 028-5133 二戸郡一戸町中山字大塚4-6 0195-35-2314 0195-35-3406

理事（障害者支援施設部会） 青森県 幸養苑 中村　伸二 030-0922 青森市大字泉野字野脇46-61 017-737-3388 017-737-3369

理事（日中活動支援部会） 福島県 新おおぞらの夢 岡崎　立郎 960-0112 福島市南矢野目字桜内前6-9 024-557-2804 024-557-0149

理事（生産活動・就労支援部会）宮城県 すていじ仙台 白石圭太郎 981-3203 仙台市泉区高森7-1-4 022-777-3688 022-777-3267

理事（地域支援部会） 岩手県
居宅支援センター
　　　　やすらぎ

得田　和明 029-4102 西磐井郡平泉町平泉字片岡69-1 0191-46-5421 0191-46-5422

理事（相談支援部会） 秋田県
秋田県南就労・
　生活支援センター

石川　悦郎 014-0043 大仙市大曲戸巻町2-68 0187-84-3809 0187-84-3890

理事（支援スタッフ） 宮城県 幸泉学園 大志田朱樹子 981-3131 仙台市泉区七北田字道27 022-375-2675 022-375-2676

監事 秋田県 水林新生園 尾留川　等 015-0885 由利本荘市水林457-5 0184-23-3575 0184-23-3821

監事 宮城県 高砂はげみホーム 岩渕　正志 983-0005 仙台市宮城野区福室7-8-20 022-786-7275 022-786-7340

東北地区知的障害者福祉協会　　平成３０・３１年度　役員名簿

事務局（岩手県社会福祉協議会）
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事務局（秋田県社会福祉協議会）



県名 氏 名 事業所名 職 名 住 所 TEL FAX 備　考

秋田県 桜　田　星　宏 虹のいえ 施設長 〒 018-3204　山本郡藤里町矢坂字下一の坂2-1 0185-79-1234 0185-79-1271 秋田県協会長

青森県 中　村　伸　二 幸養苑 施設長 〒 030-0922　青森市泉野字野脇46-61 017-726-5855 017-737-3369 障害者支援施設部会長

岩手県 得　田　和　明 黄金荘 施設長 〒 029-4102　平泉町字片岡69-1 0191-46-5421 0191-46-5422 地域支援部会長

宮城県 奥　田　妙　子 幸泉学園 施設長 〒 981-3131　仙台市泉区七北田字道27 022-375-2675 022-375-2676 宮城県協会監事

山形県 庄　司　泰　夫 社会福祉法人愛泉会　法人本部 事務局長 〒 990-2493　山形市美畑町4-31 023-688-5883 023-688-5647 山形県協会政策委員長

福島県 渡　部　良　喜 あかまつ荘 施設長 〒 967-0001　南会津郡南会津町長野字上の山3417-2 0241-62-5088 0241-62-5089 福島県協会副会長

オブザーバー 古　川　彰　彦 父の夢 施設長 〒961-8061　福島市八木田字並柳41-3 024-545-8058 024-545-1128
日本協会・
　　政策委員会委員

県名 氏 名 事業所名 職 名 住 所 TEL FAX 備　考

宮城県 二階堂　明　彦 社会福祉法人　栗原秀峰会
参事兼
健康管理課長

〒 989-5173　栗原市金成梨崎道の上7-1 0228-42-3432 0228-42-3433 宮城県協会長

青森県 名久井　英　介 妙光園 ディレクター 〒 031-0814　八戸市妙字分枝27-1 0178-25-2111 0178-25-1162

岩手県 高　橋　俊　英 みたけ学園・みたけの園 園長 〒 020-0633　滝沢市穴口203-4 019-641-0205 019-641-7460

秋田県 深　瀬　朋　史 サンワークの家 管理者 〒 019-1404　仙北郡美郷町六郷字熊野213-1 0187-84-1208 0187-73-8108 秋田県協会理事

宮城県 石　川　　　仁 宮城県啓佑学園 施設長 〒 981-3213　仙台市泉区南中山五丁目2-1 022-379-5001 022-379-5010 宮城県協会発達支援部会長

山形県 色　摩　　　誠 山形県総合コロニー希望が丘 所長 〒 999-0134　西置賜郡川西町大字下小松2045-20 0238-46-4161 0238-46-4343 山形県協会副会長

福島県 江　尻　勝　巳 鮫川たんぽぽの家 施設長
〒 963-8407　東白川郡鮫川村大字赤坂西野字岡田59-
1

0247-49-2022 0247-49-2099 福島県協会副会長

県名 氏 名 事業所名 職 名 住 所 TEL FAX 備　考

福島県 古　川　　　敬 社会福祉法人育成会　法人本部 本部事務局長 〒 972-8312　いわき市常磐下船尾町東作51 0246-43-4466 0246-43-0056 福島県協会会長

青森県 内　田　雅　之 しもきた療育園 施設長 〒 035-0021  むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73-3 0175-22-7280 0175-22-9868 青森県協会副会長

岩手県 薄　　　正　仁 シャローム 所長 〒 028-5134  二戸郡一戸町奥中山字西田子1447-3 0195-35-2883 0195-35-2884

秋田県 菅　尾　　　修 後三年鴻声の里 施設長 〒019-1234　仙北郡美郷町飯詰字東西法寺258 0187-83-2035 0187-86-8886 秋田県協会副会長

宮城県 田　切　富　之 白石あけぼの園 園長 〒989-0232　白石市福岡長袋字小倉山14-1 0224-25-1107 0224-24-3580 宮城県協会副会長

山形県 横　尾　昌　人 恵光園 施設長 〒 990-2305　山形市蔵王半郷1366-2 023-688-3531 023-688-3532 山形県協会副会長

福島県 古　川　彰　彦 父の夢 施設長 〒961-8061　福島市八木田字並柳41-3 024-545-8058 024-545-1128
福島県人権・
　　倫理委員会委員長

県名 氏 名 事業所名 職 名 住 所 TEL FAX 備　考

岩手県 鷹　觜　武　寿 けやき学園 施設長 〒 028-3308　紫波郡紫波町平沢字境田44-1 019-672-1266 019-672-1267 岩手県協会長

青森県 小　畑　　　敦 青森月見寮 施設長 〒 030-0954  青森市駒込字月見野918-3 017-742-3000 017-723-1391 青森県協会長

平成３０・３１年度　東北地区知的障害者福祉協会　委員会名簿

　災害対策委員会

　人権倫理委員会 委員長 ： 古川　敬　福島県会長

　政策委員会

　研修委員会

委員長 ： 桜田星宏　秋田県会長

委員長 ： 二階堂明彦　宮城県会長
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