
平成30年6月１日現在

施  設  名 郵便番号 住　　　　　　　　所 電話番号 ＦＡＸ

光の家神愛園 191-0065 東京都日野市旭が丘1-17-17 (042) 581-2340 (042) 581-9568

【会  長】  

地   区 氏  名 施  設  名 郵便番号 住　　　　　　　　所 電話番号 ＦＡＸ

近　　  畿 大西　豊美 みなと寮 586-0052 大阪府河内長野市河合寺423-1 (0721) 62-2382 (0721) 62-2051

【副  会  長】 

地   区 氏  名 施  設  名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号 ＦＡＸ

関　　　東 品川　卓正 （福）村山苑 189-0024 東京都東村山市富士見町2-7-5 (042) 393-8496 (042) 397-4629

北陸中部 木間  幸生 大野荘 912-0061 福井県大野市篠座17-23 (0779) 66-3320 (0779) 66-3319

九　　　州 藤本　和彦 真和館 861-2401 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子3072 (096) 279-1121 (096) 279-1122

【常　任　協　議　員】 

地   区 氏  名 施  設  名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号 ＦＡＸ

北  海  道 山田　智己 札幌明啓院 007-0801 北海道札幌市東区東苗穂1条3丁目2-11 (011) 781-2545 (011) 781-2052

〃 越前　典洋 函館共働宿泊所救護部042-0921 北海道函館市新湊町261番地 (0138) 58-4040 (0138) 58-1377

東　　　北 川邊　智 白鳥ホーム 039-3314 青森県東津軽郡平内町盛田字堤ｹ沢126 (017) 755-3274 (017) 755-2698

〃 折笠　春実 郡山せいわ園 963-0661 福島県郡山市舞木町字間明田104 (024) 956-2121 (024) 942-6388

関　　　東 伊吹　正典 救世軍自省館 204-0023 東京都清瀬市竹丘1-17-60 (042）493-5374 (042）493-5396

〃 石井　謙次 岡野福祉会館 220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2-15-6 （045）311-2601 （045）311-2655

北陸中部 西浦　博 八尾園 939-2376 富山県富山市八尾町福島10番地 (076) 455-2660 (076) 455-2661

近　　　畿 松田  昌訓 フローラ 577-0809 大阪府東大阪市永和2-7-30 (06) 6722-4716 (06) 6722-4762

〃 中村　厚徳 菰野千草園 510-1251 三重県三重郡菰野町大字千草字草里野6455-3 (059) 391-2201 (059) 391-2202

中国四国 守家  敬子 萬象園 763-0091 香川県丸亀市川西町北1685-1 (0877) 22-9176 (0877) 23-9949

栗林　昇司 丸山荘 790-0062 愛媛県松山市南江戸6丁目1697 (089) 946-5110 （089）925-9766

岸本　信義 浦安荘 702-8026 岡山県岡山市南区浦安本町209 （086）263-9201 （086）265-5552

九　　　州 森山　真塩 しみず園　 846-0031 佐賀県多久市多久町2016-1 (0952) 75-6990 (0952) 75-6991

【監  事】

地   区 氏  名 施  設  名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号 ＦＡＸ

関　　　東 森　理恵子 共生の杜 321-0347 栃木県宇都宮市飯田町261 (028) 648-2422 (028) 648-9160

近　　　畿 髙山　宗學 長谷山荘 514-0077 三重県津市片田長谷町201-1 (059) 237-0064 (059) 237-4450

全国救護施設協議会　役員名簿（平成30年度）

【顧  問】 

氏　　　 名

　　　　田中　亮治

〃



平成30年７月１日現在

地　区 会長名 事務局所在地 電   話 ＦＡＸ

全　国 大西　豊美 〒100-8980　　東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル (03) 3581-6502 (03) 3581-2428

　　　　　　　　　　全国社会福祉協議会　高年・障害福祉部

地　区 会長名 事務局所在地 電   話 ＦＡＸ

北海道 山田　智己 〒060-0002　　北海道札幌市中央区北2条西7-1 北海道社会福祉総合センター内 (011) 241-3766 (011) 280-3162

　　　　　　　　　　北海道社会福祉協議会　施設経営支援部 　 　

東　北 川邊　智 〒039-3314　　青森県東津軽郡平内町盛田字堤ｹ沢126 (017) 755-3274 (017) 755-2698

　　　　　　　　　　白鳥ホーム

関　東 品川　卓正 〒189-0024　　東京都東村山市富士見町2-7-5 (042) 393-8496 (042) 397-4629

　 　 　　　　　　　　　　（福）村山苑 　　 　　

北陸中部 木間  幸生 〒912-0061　　福井県大野市篠座17-23 (0779) 66-3320 (0779) 66-3319

　 　　　　　　　　　　大野荘

近　畿 大西　豊美 〒565-0874　　大阪府吹田市古江台6-2-8 (06) 6831-6301 (06) 6831-6323

 　　　　　　　　　　千里寮

中国四国 守家　敬子 〒763-0091　　香川県丸亀市川西町北1685-1 (0877) 22-9176 (0877) 23-9949

　　　　　　　　　　萬象園

九　州 藤本　和彦 〒861-2401　　熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子3072 (096) 279-1121 (096) 279-1122

　　　　　　　　　　真和館

各地区救護施設協議会一覧


