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令和元年度 災害ボランティアセンター 

設置・運営マニュアル改訂ワーキング会議 委員 
（敬称略、順不同) 

 

 

 所属名 役職名 氏名 

1 
社会福祉法人 

盛岡市社会福祉協議会 
地域福祉課長 工 藤 和 徳 

2 
社会福祉法人 

雫石町社会福祉協議会 
主査 澤 口 文 香 

3 
社会福祉法人 

釜石市社会福祉協議会 
地域福祉課長 菊 池   亮 

4 
社会福祉法人 

奥州市社会福祉協議会 
前沢支所長 佐 藤 康 裕 

5 
社会福祉法人 

一関市社会福祉協議会 
地域福祉課長 菅 原   敏 

6 
社会福祉法人 

宮古市社会福祉協議会 
地域福祉課長 佐々木 睦子 

7 
社会福祉法人 

久慈市社会福祉協議会 
地域福祉課長 佐々木 美幸 

8 
社会福祉法人 

岩泉町社会福祉協議会 
地域福祉課長 三 上 美 幸 

９ 
特定非営利活動法人 

遠野まごころネット 
事務局スタッフ 荒 川 哲 也 


