
広島県更生保護協会 理事・監事・評議員 

                                   令和４年１０月１日現在【５０音順】   

役名 氏 名 職 業 等 役名 氏 名 職 業 等 

会 長 髙木 一之 広島信用金庫 特別顧問 評議員 上野谷 吉禮 ウエノヤビル(株) 代表取締役 

理事長 松藤 研介 広島ガス(株) 代表取締役社長 社長執行役員 評議員 浮田   収 (株)むさし 代表取締役 

副理事長 林   正夫 学校法人 修道学園 理事長 評議員 大谷 博国 (株)にしき堂 代表取締役社長 

副理事長 椋田 昌夫 広島電鉄(株) 代表取締役社長 評議員 鍛治山正照 西地区保護司会 会長 

副理事長 中尾 建三 (株)中尾鉄工所 顧問 評議員 角   勝則 府中地区保護司会 副会長 

常務理事 森本 慶治 (有)森本製作所 代表取締役・保護司 評議員 木村 修二 尾道地区保護司会 会長 

理 事 赤羽 克秀 税理士法人赤羽事務所代表社員・税理士・保護司  評議員 栗田   賢 広島佐伯地区保護司会 副会長 

理 事 池田 仁志 (株)フレンド商会 代表取締役 評議員 栗原 尚道 庄原地区保護司会 副会長 

理 事 今井 誠則 東洋観光グループ 代表 評議員 小谷 眞喜子 （株）呉英製作所 監査役 

理 事 熊平 明宣 (株)熊平製作所 代表取締役社長  評議員 澤田 英治 (株)ヒューマックス 代表取締役 

理 事 斎藤 英之 中国電力(株) 地域共創本部 地域総括部長 評議員 柴原 健司 広島ガス(株) 秘書部長 

理 事 坂本 勝成 福山地区更生保護協会 理事長 評議員 菅田 一郎 安芸地区保護司会 事務局長 

理 事 佐々木 茂喜 オタフクホールディングス(株)代表取締役社長  評議員 砂原  傑 (株)砂原組 代表取締役 

理 事 田中 秀和 田中電機工業(株) 代表取締役会長 評議員 田中 岳子 田中食品（株）専務取締役 

理 事 為廣 尚武 双葉運輸(株) 代表取締役会長 評議員 豊島 重文 元代議士秘書 

理 事 筒井 幹治 (株)シンコー 代表取締役社長 評議員 長崎 清忠 (株)スパーク 代表取締役社長 

理 事 中島 和雄 広島駅弁当(株) 代表取締役社長 評議員 中村 義文 ダイキグループ 代表取締役会長 

理 事 中原 好治 広島県議会議員・保護司 評議員 西   慶之 大竹地区保護司会 副会長 

理 事 中村 琢也 広島信用金庫 常勤理事 人事部長 評議員 貫名  賢 大栄電業(株) 取締役会長 

理 事 中本 正彦 (株)大柿産業 取締役会長 評議員 波多野 智之 広島市信用組合 専務理事 リスク監査室長 

理 事 延川 章喜 広島県遊技業協同組合 理事長 評議員 鼻岡 房夫 (株)はなおか 会長 

理 事 前  京子 東亜興業(株) 代表取締役・保護司 評議員 平石 廣司 元広島県警察本部 警備部長 

理 事 真木 徳美 (株)山貴 取締役会長 評議員 平岩 由紀雄 アクト中食(株)代表取締役社長 

理 事 森信 秀樹 森信建設(株) 代表取締役 評議員 平本 憲夫 元広島保護観察所統括保護観察官 

監 事 金本 善行 金本公認会計士事務所 代表 評議員 前川 恒策 (有)ネクストライ 代表取締役 

監 事 水野上 広司 (一社)広島県銀行協会 専務理事 評議員 松田   元 (株)広島東洋カープオーナー・代表取締役社長 

評議員 赤澤  満 赤澤満 税理士事務所 代表 評議員 森山 信明 安佐北地区保護司会 副会長 

評議員 足利 恵一 (株)あじかん 取締役会長 評議員 森脇 宗彦 住吉神社 宮司・保護司 

評議員 和泉  眞 ㈱和泉材木店 取締役会長 評議員 安冨 嘉朗 (株)もみじ銀行 取締役執行役員 

評議員 井町 重遠 元中地区保護司会 会長  評議員 頼岡 德在 (一社)広島腎臓機構 代表理事 

評議員 上野 充憲 (学)上野学園 副理事長・保護司 

                             


