
平成２４年７月１日現在

審議会の名称 保健所運営協議会委員名簿

任 期 平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日

事務局 福祉保健企画課

保健所名 委員氏名 所 属 団 体 等 備 考

浜田 博 別府市長

三河 明史 国東市長

渡邉 正信 別府市消防長

河野 幸治 別府市医師会長

八重 康夫 速見郡杵築市医師会長

二宮 浩一 国東市医師会長

城下 功 別府市歯科医師会長

友成 朗 別府市薬剤師会長 7/1 ～

加川 英輔 別府市民生委員児童委員協議会長

東部保健所 亀川 三千代 別府市学校保健会（養護教諭） 7/1 ～

小川 雅代 別府食品衛生協会常務理事

山下 勝 大分県産業廃棄物処理協会別府国東由布支部長 7/1 ～

小田 節子 杵築市食生活改善推進協議会長 7/1 ～

藤波 志郎 大分県精神障害者福祉会連合会ひので会長

佐木 惠子 武蔵町愛育会長 7/1 ～

大海 里美 姫島村地域婦人団体連合会長

佐々木 直美 大分県看護協会別府・杵築・日出地区理事 7/1 ～

曽我 佳代 大分県厚生連健康管理センター保健指導科長

佐藤 忠三 日出町保育協議会長 7/1 ～

近藤 葉月 社会福祉法人オレンジ福祉会理事長

中野 五郎 臼杵市長

吉本 幸司 津久見市長

首藤 奉文 由布市長

元村 武夫 臼杵市医師会長

深江 俊三 津久見市医師会館

日野 修一郎 大分郡市医師会副会長

白圡 清司 臼津歯科医師会副会長

吉村 幸治 大鶴歯科医師会代表

松永 智恵美 看護協会臼津地区長

中部保健所 梅尾 さやか 看護協会由布地区理事 6/23 ～

小高 恵美子 臼杵市女性団体連合会長

古手川 幸美 津久見市女性団体連合会長

岡田 啓司 臼杵市社会福祉協議会事務局長

鳥越 由利子 津久見市食生活推進協議会長 5/22 ～

佐藤 須賀子 津久見市校長会代表

那須 恵子 由布市母子保健推進協議会長 4/27 ～

梅野 悦子 大分県スクールカウンセラー

遠藤 晃五郎 臼津薬剤師会長

藤柴 厚才 由布市食品衛生協会長



保健所名 委員氏名 所 属 団 体 等 備 考

小寺 隆 佐伯市医師会長

西嶋 泰義 佐伯市長

恒松 俊子 佐伯市主任児童委員代表

佐藤 公武 佐伯市学校保健会副会長 6/5 ～

南部保健所 隈 順一郎 佐伯市歯科医師会長

脇田 佳幸 佐伯市薬剤師会長

首藤 妙子 佐伯市食生活改善推進協議会長

甲斐 かつ子 大分県看護協会佐伯地区理事

柳井 奈津子 県南地区公立保育協議会保育士会長

河合 貴代 大分県栄養士会南部支部体表

首藤 勝次 竹田市長

橋本 祐輔 豊後大野市長

大久保 健作 竹田市医師会長

児玉 一成 豊後大野市医師会長

佐藤 亮 竹田市歯科医師会長

久保 博英 豊後大野市歯科医師会長

首藤 則男 大分県薬剤師会竹田支部長

矢野 ことみ 大分県薬剤師会豊後大野支部長

姫野 幸一 竹田市食品衛生協会長

豊肥保健所 工藤 和廣 豊後大野食品衛生協会長

松村 淳子 竹田市食品改善推進協議会長 5/1 ～

赤嶺 恵子 豊後大野市食品改善推進協議会長

佐藤 美智子 竹田市地域婦人団体連合会長

北江 ヒロ子 豊後大野市地域婦人団体連合会長

渡邉 保隆 竹田市学校保健会代表

造士 英子 豊後大野市学校保健会小中学校養護教諭部会代表

和田 喜代子 竹田ほほえみの会代表

橋本 まゆみ 豊後大野市愛育班代表

後藤 昭一 竹田市自治会連合会代表

首藤 一元 豊後大野市民生児童委員協議会代表



保健所名 委員氏名 所 属 団 体 等 備 考

渡邉 俊治 日田市医師会長

武田 大威 玖珠郡医師会長

原田 啓介 日田市長

坂本 和昭 玖珠郡町長会長（九重町長）

小野 隆 日田歯科医師会長

田代 潤 玖珠郡歯科医師会長

西部保健所 小㲔 一行 日田市薬剤師会長

高倉 喜久子 日田市栄養士会長

小河 泉 大分県看護協会日田・玖珠・九重地区理事

栁原 信男 日田食品衛生協会長

森 弘子 日田市食生活改善推進協議会長

森 敦子 九重町食生活改善推進協議会長

梶原 償子 日田市女性団体連絡協議会長

穴本 康代 玖珠町母子保健推進協議会長

新貝 正勝 中津市長

是永 修治 宇佐市長

永松 博文 豊後高田市長

末廣 朋耒 中津市医師会長

野中 良仁 豊後高田市医師会長

荒尾 明道 中津歯科医師会長

田中 一秀 宇佐歯科医師会長

友成 正孝 大分県薬剤師会中津支部長

渡辺 幹雄 大分県薬剤師会宇佐支部長

北部保健所 柳田 美雪 宇佐高田医師会病院看護部長

角 晴義 中津食品衛生協会長

永岡 惠一郎 豊後高田食品衛生協会長

水谷 トシエ 中津市地域婦人団体連合会長

大塚 美砂子 豊後高田市食生活改善推進協議会長

竹田 京子 中津市校長会保健所評議員

和才 照子 中津市民生委員児童委員連合協議会代表

加来 成美 宇佐市社会福祉協議会理事

八田 淳子 北部圏域障がい者福祉ネットワーク会議代表

足利 由紀子 ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会理事長


