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歴代役員名簿（理事・監事）

及び歴代職員名簿
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歴代役員名簿
会　　長

氏　名 所　属　名 就　任　期　間 備　考

内山　信一 天竜厚生会理事長 昭和43.4.1～平成8.3.21 設立発起人

坂下　八郎 葵会理事長 平成8.4.1～平成12.3.31

袴田　實 学識経験者 平成12.4.1～平成16.3.31

八谷　祐司 明和会理事長 平成16.4.1～平成18.3.31

山本　敏博 聖隷福祉事業団理事長 平成18.4.1～現在

副会長
氏　名 所　属　名 就　任　期　間 備　考

戸巻　俊一 芙蓉会理事長 昭和43.4.1～昭和55.3.31 設立発起人

寺田　銕 明光会理事長 昭和43.4.1～昭和59.5.6 設立発起人

影山　学 慈悲庵理事長 昭和43.4.1～昭和60.12.7 設立発起人

杉村　伸平 静岡恵明学園理事長 昭和55.4.1～平成7.9.30

村松　好郎 葵会理事長 昭和60.4.1～平成3.3.31

坂下　八郎 葵会理事長 昭和61.4.1～平成8.3.31

増谷　小三郎 住吉会理事長 平成3.4.1～平成5.3.31

青野　溥芳 福聚会理事長 平成5.4.1～平成16.3.31

八谷　祐司 明和会理事長 平成8.4.1～平成16.3.31

林　靖隆 花園会理事長 平成8.4.1～平成9.3.31

袴田　實 学識経験者 平成10.4.1～平成12.3.31

戸巻　芙美夫 芙蓉会理事長 平成12.4.1～平成21.3.31

山内　令子 富岳会理事長 平成16.4.1～平成30.6.21

仲亀　透 富士厚生会理事長 平成16.4.1～平成20.3.31

栗原　正明 焼津福祉事業協会 ふたば保育園長 平成20.4.1～平成21.3.31

河合　晴夫 天竜厚生会理事長 平成21.5.19～平成23.3.17

太田嶋　信之 あゆみ福祉会理事長 平成21.5.19～平成25.5.28

志賀口　弘 和光会理事長 平成23.3.17～平成24.3.31

山本　たつ子 天竜厚生会理事長 平成24.4.1～現在

後藤　弘明 富士育英福祉会理事長 平成25.5.28～現在

川島　優幸 梓友会理事長 平成30.6.21～現在
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理　　事　
氏　名 所　属　名 就　任　期　間 備　考

内山　信一 天竜厚生会理事長 昭和 43.4.1 ～平成 8.3.21 設立発起人
会長：昭和 43.4.1 ～平成 8.3.21

戸巻　俊一 芙蓉会理事長 昭和 43.4.1 ～昭和 55.3.31 設立発起人
副会長：昭和 43.4.1 ～昭和 55.3.31

寺田　銕 明光会理事長 昭和 43.4.1 ～昭和 59.5.6 設立発起人
副会長：昭和 43.4.1 ～昭和 59.5.6

影山　学 慈悲庵理事長 昭和 43.4.1 ～昭和 60.12.7 設立発起人　
副会長：昭和 43.4.1 ～昭和 60.12.7

植松　ちよ 松涛会理事長 昭和 43.4.1 ～昭和 55.3.31 設立発起人
永田　泰嶺 有度十七夜山代表 昭和 43.4.1 ～昭和 45.3.31 設立発起人
佐野　嘉吉 県議会議長 昭和 43.4.1 ～昭和 44.6.27 設立発起人
荻野　凖平 県市長会会長 昭和 43.4.1 ～昭和 58.5.9 設立発起人
黒石　覚雄 県町村会会長 昭和 43.11.1 ～昭和 44.6.15 設立発起人
平野　正臣 県民生労働部長 昭和 43.4.1 ～昭和 46.3.31 設立発起人
鈴木　与平 静岡県社会福祉協議会会長 昭和 43.4.1 ～平成 2.3.31 設立発起人
小川　元保 学識経験者 ( 元静岡市助役 ) 昭和 43.4.1 ～平成 8.3.31 設立発起人
石井　基 県町村会会長 昭和 44.6.16 ～昭和 45.5.26
佐藤　一郎 県議会議長 昭和 44.6.28 ～昭和 45.6.30
近藤　孝 静岡慈恵会理事長 昭和 45.4.1 ～昭和 55.3.31
鈴木　君次 県町村会会長 昭和 45.6.15 ～昭和 46.6.15
河合　多三 県議会議長 昭和 45.7.1 ～昭和 46.5.9
宮尾　盤 県民生部長 昭和 46.4.1 ～昭和 46.6.15
内野　伊勢吉 県議会議長 昭和 46.5.10 ～昭和 47.6.30
木村　市郎 県町村会会長 昭和 46.6.16 ～昭和 46.12.10
藤森　常次郎 県町村会会長 昭和 46.12.11 ～昭和 58.4.30
黒田　博司 県民生部長 昭和 47.4.1 ～昭和 49.3.31

県民生部長 昭和 51.4.1 ～昭和 52.3.31
小池　政太郎 県議会議長 昭和 47.7.1 ～昭和 48.6.29
大石　節 県議会議長 昭和 48.6.30 ～昭和 49.7.16
鈴木　富雄 県民生部長 昭和 49.4.1 ～昭和 51.3.31
増田　延男 県議会議長 昭和 49.7.17 ～昭和 50.5.11
服部　毅一 県議会議長 昭和 50.5.21 ～昭和 50.8.9
稲名　嘉男 県議会議長 昭和 50.8.10 ～昭和 51.6.30
柳原　清治 県議会議長 昭和 51.7.1 ～昭和 52.7.19
袴田　實 県民生部長 昭和 52.4.1 ～昭和 55.3.31

学識経験者 平成 8.4.1 ～平成 16.3.31 副会長：平成 10.4.1 ～平成 12.3.31
会長：平成 12.4.1 ～平成 16.3.31

松岡　義平 県議会議長 昭和 52.7.19 ～昭和 53.6.30
堀江　静男 県議会議長 昭和 53.6.30 ～昭和 54.5.10
岡本　弘之 県議会議長 昭和 54.5.11 ～昭和 54.10.31
八木　金平 県議会厚生常任委員長 昭和 54.11.1 ～昭和 55.6.29

県議会厚生常任委員長 平成 2.6.27 ～平成 3.5.14
村松　好郎 葵会理事長 昭和 55.4.1 ～平成 3.3.31 副会長：昭和 60.4.1 ～平成 3.3.31
鈴木　圭二 十字の園理事長 昭和 55.4.1 ～昭和 61.3.31
森　藤三 県民生部長 昭和 55.4.1 ～昭和 56.3.31
杉村　伸平 静岡恵明学園理事長 昭和 55.4.1 ～平成 7.9.30 副会長：昭和 55.4.1 ～平成 7.9.30
藤田　孝曻 県議会厚生常任委員長 昭和 55.6.30 ～昭和 56.6.25

県議会厚生常任委員長 昭和 63.6.24 ～平成元 .6.23
青島　恒夫 県民生部長 昭和 56.4.1 ～昭和 57.3.31
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氏　名 所　属　名 就　任　期　間 備　考

内山　高 県議会厚生常任委員長 昭和 56.6.26 ～昭和 57.7.5
県議会厚生常任委員長 平成 6.6.27 ～平成 7.5.18

梅沢　一之 県民生部長 昭和 57.4.1 ～昭和 59.3.31
松永　廣次 県議会厚生常任委員長 昭和 57.7.6 ～昭和 58.5.15
河合　代悟 県市長会会長 昭和 58.5.10 ～昭和 62.5.1
鈴木　重郎 県議会厚生常任委員長 昭和 58.5.16 ～昭和 59.6.28
早戸　新一 県町村会会長 昭和 58.6.16 ～昭和 62.6.15
比奈地　徳三 県民生部長 昭和 59.4.1 ～昭和 60.3.31
曽根　賴 県議会厚生常任委員長 昭和 59.6.29 ～昭和 60.6.27
黒澤　斌 県民生部長 昭和 60.4.1 ～昭和 62.3.31
八谷　祐司 明和会理事長 昭和 60.4.1 ～平成 18.3.31 副会長：平成 8.4.1 ～平成 16.3.31

会長：平成 16.4.1 ～平成 18.3.31
千頭和　錬太郎 県議会厚生常任委員長 昭和 60.6.28 ～昭和 61.6.29
坂下　八郎 葵会理事長 昭和 61.4.1 ～平成 12.3.31 副会長：昭和 61.4.1 ～平成 8.3.31

会長：平成 8.4.1 ～平成 12.3.31
松本　勇 三和会理事長 昭和 61.4.1 ～平成 10.3.31
長田　央 県議会厚生常任委員長 昭和 61.6.30 ～昭和 62.5.18

県議会厚生常任委員長 平成 5.8.11 ～平成 6.6.26
斉藤　孝彦 県民生部長 昭和 62.4.1 ～昭和 63.3.31
栗原　勝 県市長会会長 昭和 62.5.2 ～平成 11.5.13
酒井　邦夫 県議会厚生常任委員長 昭和 62.5.19 ～昭和 63.6.23
三輪　德一 県町村会代表 昭和 62.6.16. ～平成元 .7.16
遠藤　勝 県民生部長 昭和 63.4.1 ～平成 2.3.31
増谷　小三郎 住吉会理事長 平成元 .5.30 ～平成 5.3.31 副会長：平成 3.4.1 ～平成 5.3.31
小笹　正夫 県議会厚生常任委員長 平成元 .6.23 ～平成 2.6.27
中村　福司 県町村会代表 平成元 7.17. ～平成 3.6.15
岩村　越司 県民生部長 平成 2.4.1 ～平成 4.3.31
青野　溥芳 福聚会理事長 平成 3.4.1 ～平成 16.3.31 副会長：平成 5.4.1 ～平成 16.3.31
寺田　伊勢男 県議会厚生常任委員長 平成 3.5.15 ～平成 4.6.24
青木　隆 県町村会会長 平成 3.6.16 ～平成 7.6.15
秋山　一男 県民生部長 平成 4.4.1 ～平成 5.3.31
吉松　忠俊 県議会厚生常任委員長 平成 4.6.25 ～平成 5.8.10
吉田　肇 県民生部長 平成 5.4.1 ～平成 6.3.31
灌峯　義文 天竜厚生会常務理事　浜名寮

施設長
平成 5.4.1 ～平成 6.3.31

飯塚　善明 県民生部長 平成 6.4.1 ～平成 8.3.31
林　靖隆 花園会理事長 平成 6.5.11 ～平成 9.3.31 副会長：平成 8.4.1 ～平成 9.3.31

花園会理事長 平成 13.4.1 ～平成 16.3.31
西原　茂樹 県議会厚生常任委員長 平成 7.5.19 ～平成 8.6.19
太田　三作 県町村会会長 平成 7.6.16 ～平成 9.5.20
戸巻　芙美夫 芙蓉会理事長 平成 8.4.1 ～平成 21.3.31 副会長：平成 12.4.1 ～平成 21.3.31
山内　令子 富岳会理事長 平成 8.4.1 ～平成 30.6.21 副会長：平成 16.4.1 ～平成 30.6.21
久保田　利昭 県健康福祉部長 平成 8.4.1. ～平成 11.3.31
滝田　光男 県議会厚生常任委員長 平成 8.6.20 ～平成 9.7.15
白松　宏文 白翁会 光陽荘施設長 平成 9.4.1 ～平成 13.3.31
青木　健 県町村会会長 平成 9.9.8 ～平成 12.3.20
岡本　護 県議会環境厚生委員会委員長 平成 9.9.8 ～平成 10.5.26
仲亀　透 富士厚生会理事長 平成 10.6.1 ～平成 20.3.31 副会長：平成 16.4.1 ～平成 20.3.31
浜井　卓男 県議会環境厚生委員会委員長 平成 10.7.3 ～平成 11.5.28
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氏　名 所　属　名 就　任　期　間 備　考

岡野　敦 県健康福祉部医療福祉統括監 平成 11.4.1 ～平成 12.3.31
小嶋　善吉 県市長会会長 平成 11.5.28 ～平成 20.3.31
松岡　紋子 県議会環境厚生委員会委員長 平成 11.5.28 ～平成 12.5.18
櫻井　泰次 県町村会会長 平成 12.3.21 ～平成 14.2.23
服部　亨亘 県健康福祉部医療福祉統括監 平成 12.4.1 ～平成 13.3.31
杉山　明喜雄 公認会計士 平成 12.4.1 ～平成 20.3.31
長崎　国男 県議会環境厚生委員会委員長 平成 12.5.19 ～平成 13.5.18
森本　かつえ 県健康福祉部医療福祉統括監 平成 13.4.1 ～平成 14.3.31
吉川　雄二 県議会環境厚生委員会委員長 平成 13.5.19 ～平成 14.5.18
池田　藤平 県町村会会長 平成 14.3.26 ～平成 15.9.1
大塚　則義 県健康福祉部医療福祉統括監 平成 14.4.1 ～平成 15.3.31
野澤　義雄 県議会厚生委員会委員長 平成 14.5.21 ～平成 15.6.22
杉山　純 県健康福祉部健康福祉総室長 平成 15.4.1 ～平成 17.5.23
岩田　政雄 県議会厚生委員会委員長 平成 15.9.26 ～平成 16.6.25
黒田　淳之助 県町村会長 平成 15.9.26 ～平成 17.3.15
寺田　亮一 明光会理事長 平成 16.4.1 ～平成 29.3.31
栗原　正明 焼津福祉事業協会 ふたば保育

園長
平成 16.4.1 ～平成 21.3.31 副会長：平成 20.4.1 ～平成 21.3.31

志田　利 学識経験者 平成 16.4.1 ～平成 19.2.27
原　文雄 県議会厚生委員会委員長 平成 16.6.25 ～平成 17.5.23
井田　久義 県町村会会長 平成 17.3.15 ～平成 17.12.16
大須賀　淑郎 県健康福祉部健康福祉総室長 平成 17.5.23 ～平成 20.3.31
三ツ谷　金秋 県議会厚生委員会委員長 平成 17.5.23 ～平成 18.7.11
芹澤　伸行 県町村会会長 平成 17.12.16 ～平成 19.12.17
山本　敏博 聖隷福祉事業団理事長 平成 18.4.1 ～現在 会長：平成 18.4.1 ～現在
藤田　寛 県議会厚生委員会委員長 平成 18.7.11 ～平成 19.6.28
小澤　勉 元静岡県民生部次長 平成 19.5.15 ～平成 22.3.31
岡本　信也 県議会厚生委員会委員長 平成 19.6.28 ～平成 20.6.24
坪内　伸浩 県町村会会長 平成 19.12.17 ～平成 20.3.31
志賀口　弘 和光会理事長 平成 20.4.1 ～平成 24.3.31 副会長：平成 23.3.17 ～平成 24.3.31
戸塚　光博 税理士 平成 20.4.1 ～現在
野澤　洋 県議会厚生委員会委員長 平成 20.6.24 ～平成 21.5.19
河合　晴夫 天竜厚生会理事長 平成 21.4.1 ～平成 23.3.17 副会長：平成 21.5.19 ～平成 23.3.17
佐野　愛子 県議会厚生委員会委員長 平成 21.5.19 ～平成 22.5.24
太田嶋　信之 あゆみ福祉会理事長 平成 21.5.19 ～平成 25.5.28 副会長：平成 21.5.19 ～平成 25.5.28

あゆみ福祉会理事長 平成 28.6.15 ～平成 30.6.21
藁科　一仁 元健康福祉部長 平成 22.4.1 ～平成 28.6.15
小野　登志子 県議会厚生委員会委員長 平成 22.5.24 ～平成 23.6.22
山本　たつ子 天竜厚生会理事長 平成 23.3.17 ～現在 副会長：平成 24.4.1 ～現在
竹内　良訓 県議会厚生委員会委員長 平成 23.6.22 ～平成 24.5.21
八谷　重之 明和会理事長 平成 24.4.1 ～現在
薮田　宏行 県議会厚生委員会委員長 平成 24.5.21 ～平成 25.5.28
櫻町　宏毅 県議会厚生委員会委員長 平成 25.5.28 ～平成 26.3.31
後藤　弘明 富士育英福祉会理事長 平成 25.5.28 ～現在 副会長：平成 25.5.28 ～現在
川島　優幸 梓友会理事長 平成 27.6.22 ～現在 副会長：平成 30.6.21 ～現在
池谷　修 輝望会　沼津のぞみの里施設長 平成 30.6.21 ～現在
寺田　千尋 明光会理事長 平成 30.6.21 ～現在
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監　　事
氏　名 所　属　名 就　任　期　間 備　　考

山村　三郎 天竜厚生会常務理事、清風寮
施設長

昭和 43.4.1 ～昭和 63.3.31

杉本　郁郎 県町村会事務局長 昭和 43.4.1 ～昭和 51.3.31
藁科　勲 県町村会事務局長 昭和 51.4.1 ～昭和 57.3.31
増田　盛厚 県町村会事務局長 昭和 57.4.1 ～昭和 60.3.31
青山　修 県町村会事務局長 昭和 60.4.1 ～平成 2.3.31
杉山　哲男 信愛会理事長 昭和 63.4.1 ～平成 22.3.31
松浦　一郎 県町村会事務局長 平成 2.4.1 ～平成 6.3.31
杉本　三千雄 県町村会事務局長 平成 6.4.1 ～平成 10.3.31
小林　義則 県町村会事務局長 平成 10.4.1 ～平成 14.3.31
土屋　勲 県町村会事務局長 平成 14.4.1 ～平成 17.5.22
大石　日出男 県町村会事務局長 平成 17.5.23 ～平成 18.3.31
松浦　孝一 県市長会町村会事務局長 平成 18.4.1 ～平成 20.3.31
小木　喜憲 静岡県共同募金会常務理事 平成 20.4.1 ～平成 24.3.31
八谷　重之 明和会理事長 平成 22.4.1 ～平成 24.3.31
志賀口　弘 和光会理事長 平成 24.4.1 ～平成 28.6.14
数原　国彦 静岡県共同募金会常務理事 平成 24.4.1 ～平成 28.6.14
市川　忠義 翼福祉会理事長 平成 28.6.15 ～現在
大塚　芳正 美芳会理事長 平成 28.6.15 ～平成 30.6.21
大石　一雄 さくま理事長 平成 30.6.21 ～現在

現在の役員　	 (平成31年3月現在)

役職名 氏　名 所　属　等 役職名 氏　名 所　属　等

会　長 山本　 敏博
県社会福祉法人経営者協議会　会長

評議員

杉村　伸一
県乳児院協議会　会長

（福）聖隷福祉事業団　理事長 （福）静岡恵明学園　理事長

副会長

山本　たつ子
県社会福祉法人経営者協議会　副会長

加藤　秀郷
県児童養護施設協議会　会長

（福）天竜厚生会　理事長 （福）静岡恵明学園　静岡恵明学園児童部　施設長

後藤　弘明
県保育連合会　会長

宮本　　登
県母子生活支援施設協議会　会長

（福）富士育英福祉会　理事長 （福）静岡福祉事業協会　千代田寮　施設長

川島　優幸
県社会福祉法人経営者協議会　副会長

海野　美代子
県保育連合会　副会長

（福）梓友会　理事長 （福）牧羊会　一番町保育園　園長

理　事

戸塚　光博
県社会福祉協議会監事

前田　万正
県老人福祉施設協議会　副会長

税理士 （福）駿府葵会　蜂ヶ谷園　施設長

八谷　重之 （福）明和会　理事長 大塚　さおり
県身体障害児者施設協議会　会長

（福）和松会　清松園　施設長

池谷　　修
県知的障害者福祉協会　会長

山下　敏明
（一社）県社会就労センター協議会　理事長

（福）輝望会　沼津のぞみの里　施設長 （福）たちばな会　たちばな授産所　所長

寺田　千尋
県社会福祉法人経営者協議会　副会長

左右田　雅子
県救護更生施設協議会　会長

（福）明光会　理事長 （福）遠州仏教積善会　慈照園　施設長

監　事
市川　忠義

県社会福祉法人経営者協議会　監事
影山　武司 （福）恩賜財団静岡県済生会　常務理事

（福）翼福祉会　理事長

大石　一雄
県社会福祉法人経営者協議会　監事

（福）さくま　理事長
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歴代職員名簿
<事務局長>　

氏　　名 就　任　期　間 備　　考

小野田　武男 昭和 45.5.1 ～昭和 45.5.31
秋口　徳房 昭和 45.6.1 ～昭和 53.3.31
安間　敬三 昭和 53.4.1 ～昭和 57.9.30 県社会福祉協議会　施設資金課長　兼任
萩原　晃 昭和 57.10.1 ～昭和 58.3.31 県社会福祉協議会　施設資金課長　兼任
山田　金太郎 昭和 58.4.1 ～昭和 59.3.31 県社会福祉協議会　施設資金課長　兼任
以降、県社会福祉協議会に事務を委託　
一般財団法人への移行に伴い、事務局独立　
佐々木　希世子 平成 26.4.1 ～現在

<職員 >　
氏　　名 就　任　期　間 備　　考

藁科　泉 昭和 43.4.1 ～昭和 59.3.31 静岡県社会福祉協議会に移籍 ( 昭和 53.4)
以降、県社会福祉協議会に事務を委託
一般財団法人への移行に伴い、事務局独立
水口　香 平成 26.4.1 ～平成 27.6.30

望月　真紀子 平成 27.12.1 ～現在
古木　秀子 平成 28.4.1 ～現在




