
各県代表＆事務局 氏　名 郵便番号 住　　　　　　　　　　　所 TEL FAX

青森県知的障害者福祉協会 会長 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

高木　正尚 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 地域生活支援センターしおん 鎌田　信也 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林1254-7 0198-45-2714 0198-45-6861

田澤　晶子 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

煙山　翔平 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 018-864-2715 018-864-2877

宮城県知的障害者福祉協会 会長 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

石川　　仁
堀籠　　香

983-0836 仙台市宮城野区幸町四丁目6番2号 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 990-0033 山形市諏訪町一丁目２番７号 023-664-2117 023-664-2118

事務局 （社福）愛泉会
八柳　律子
平井富美子

990-0033 山形市諏訪町一丁目２番７号 023-674-8652 023-674-8653

福島県知的障害者福祉協会 会長 鮫川たんぽぽの家 江尻　勝巳 963-8407 東白川郡鮫川村赤坂西野字岡田59-1 0247-49-2022 0247-49-2099

大河原光子
田中　春光

961-8061
西白河郡西郷村大字小田倉
                           字上上野原5番地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 990-0033 山形県山形市諏訪町一丁目２番７号 023-674-8652 023-674-8653

東北地区理事 県名 施設名 代表者名 郵便番号 住　　　　　　　　　　　所 TEL FAX

会　長 山形県 地域生活支援センター心音 井上　　博 990-0033 山形市諏訪町一丁目２番７号 023-664-2117 023-664-2118

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 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

常任理事 岩手県 地域生活支援センターしおん 鎌田　信也 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林1254-7 0198-45-2714 0198-45-6861

常任理事 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

常任理事 福島県 鮫川たんぽぽの家 江尻　勝巳 963-8407 東白川郡鮫川村赤坂西野字岡田59-1 0247-49-2022 0247-49-2099

理事（児童発達支援部会） 福島県 あるく 佐藤　元彦 961-8031 西白河郡西郷村大字米字上畑20 0248-21-6055 0248-21-6008

理事（障害者支援施設部会） 宮城県 第二共生園 伊藤　　恵 981-0505 東松島市大塩字逆川22-55 0225-83-2031 0225-83-2012

理事（日中活動支援部会） 山形県 恵光園 志田　浩司 990-2305 山形市蔵王半郷1366-2 023-688-3531 023-688-3532

理事（生産活動・就労支援部会）青森県 月見野作業所 今村　　健 030-0954 青森市駒込字月見野916-1 017-742-3004 017-742-3002

理事（地域支援部会） 青森県 地域生活支援センターのぞみ 沼山　　聡 031-0833 八戸市大字大久保字大山22-10 0178-33-1566 0178-33-2005

理事（相談支援部会） 岩手県 相談支援事業所けやき学園 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

理事（支援スタッフ部会） 青森県 ふらわぁ 松尾　嘉則 030-0954 青森市駒込月見野918-3 017-765-5520 017-765-5521

監事 秋田県 水林新生園 尾留川　等 015-0885 由利本荘市水林457-5 017-765-5520 017-765-5521

監事 宮城県 わ・は・わ美里 伊藤　公善 987-0015 遠田郡美里町青生字中の橋173 0229-29-9987 0229-29-9136

東北地区知的障害者福祉協会　　令和 ４・５年度　役員名簿

事務局（岩手県社会福祉協議会）

事務局（宮城県障害者福祉センター）

事務局（青森県社会福祉協議会）

事務局（福島県社会福祉事業団）

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

青 森 県 菊　池　健　弥 放課後等デイステーションEarth 理事長 〒 036-8255　弘前市大字若葉2-7-1 0172-55-9642 0172-55-9643 青森県協会副会長

岩 手 県 山　本　　　円
共同生活援助事業所
　　　　クローバーの家

地域支援課長 〒020-0812　盛岡市川目6-93-4　元気丸 019-666-2323 019-626-3315 岩手県協会副会長 新

秋 田 県 松　橋　真　幸 合川新生園 施設長 〒018-4203　北秋田市木戸石字才ノ神沢35-35 0186-78-3191 0186-78-3199 秋田県協会副会長 新

宮 城 県 大　森　道　宏 かなん 施設長 〒 987-1102　石巻市和渕字笈入前1-1 0225-86-3360 0225-86-3361 宮城県協会副会長 新

山 形 県 村　上　　　実 児童デイサービス月のひかり 所長 〒 990-2331　山形市飯田西4-3-2 023-665-5385 023-665-5387 山形県協会政策委員長

福 島 県 金　野　小百合 生活介護事業所ポポロ 所長 〒970-8003　いわき市平下平窪2-1-5 0246-68-6564 0246-68-6584 福島県政策委員長 新

日本協会
政策委員

古　川　彰　彦 父の夢 施設長 〒 960-8164　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

県名 氏 名 事業所名 職 名 住 所 TEL FAX 備　考

青 森 県 今　村　　　健 月見野作業所 所長 〒 030-0954　青森市駒込月見野916-1 017-742-3004 017-742-3002 青森県協会理事

岩 手 県 鷹　觜　武　寿 けやぎ学園 施設長 〒028-3308　紫波郡紫波町平沢字境田44-1 019-672-1266 019-672-1267 岩手県協会副会長

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 0187-73-6177 秋田県協会理事

宮 城 県 佐々木　浩　幸 グループホーム支援センターふわり 施設長 〒 989-6162　大崎市古川駅前大通六丁目2-11 0229-21-2235 0229-21-2235 宮城県協会監事 新

山 形 県 鈴　木　一　成 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 0238-42-4161 0238-46-4343 山形県協会副会長

福 島 県 品　川　寿　仁 入所支援施設アルバ 管理者 〒963-0102　郡山市安積町笹川字経担52 024-945-0369 024-945-0379 福島県協会研修委員長 新

県名 氏 名 事業所名 職 名 住 所 TEL FAX 備　考

青 森 県 林　　　美　幸 工房「歩み」 施設長 〒 035-0011　むつ市大字奥内字金谷沢1-292 0175-45-2050 0175-45-2051 青森県協会理事 新

岩 手 県 小田島　　　守 てしろもりの丘よつば 施設長 〒 020-0401　盛岡市手代森6-10-6 019-613-9721 019-613-9722 岩手県協会理事 新

秋 田 県 三　浦　靖　之 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 新

宮 城 県 石　川　明　博 はんとく苑 施設長 〒 987-0311　登米市米山町字桜岡貝待井34-1 0220-55-2727 0220-55-4130 宮城県協会監事 新

山 形 県 高　野　光　輝 清流園 課　長 〒 999-6402　最上郡戸沢村大字蔵岡字上ノ山3718 0233-72-3655 0233-72-3573
山形県協会
　　人権・倫理委員長

福 島 県 小　林　優　子 すばる 施設長 〒969-1155　本宮市本宮字舞台53-2 0243-33-1447 0243-33-1448
福島県協会
　　人権・倫理委員長

新

令和4,5年度　東北地区知的障害者福祉協会　委員会名簿
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委員長 ：　古川彰彦　委員　

委員長 ：　佐々木　浩幸　委員　

委員長 ：　林　　美幸　委員
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