
■事業所関係

内藤堯雄 （甲和泉町・山田町）
衣笠昌弘 （乙和泉町）
内藤定正 （河内町）
高見　保 （野上町）
佐竹和子 （池上町・西野々町）
織部利秋 （島町・満久町）
神田哲茂 （馬渡谷町・大工町）
松本安弘 （鍛冶屋町・油谷町）
小川仁郎 （田谷町）
岡本　優 （国正町）
常峰潤一 （小印南町）
繁田進作 （青野町）

■多加野地区
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民生委員・児童委員、主任児童委員が決定しました

　12 月 1日付で民生委員・児童委員及び主任児童委員が改選され、次の 120 名の皆様が厚生労働大臣から委嘱されまし
た。あらゆる生活上の相談に応じ、その自立を助け社会福祉の増進のために活動していただきます。

【問合先】　社会福祉課☎428724　℻431801　fukushi@city.kasai.lg.jp

岡本清美 （福吉町）
柏原史枝 （本町）
細尾　博 （南町）
小池哲郎 （駅前町）
工古田久代 （御旅町・御幸町）
澤田信子 （笠屋町）
中山照子 （第三住宅自治区）
庭井はるみ （宮前町）
増田康彦 （曽根自治区）
原田孝志 （北条団地自治区）
和田登喜子 （江ノ木町・住屋町・栄町）
正中章彦 （小谷）
藤田智惠子 （栗田）
谷口美枝 （栗田）
前田洋代 （横尾）
藤原敏春 （横尾）
竹内正和 （古坂）
霜門千照 （古坂）
喜田みゆき （古坂 1丁目）
永吉陵子 （古坂 2丁目）
柳川瀬春実 （古坂 3丁目）
桝田吉彦 （東高室）
荒枝和美 （荒神山住宅自治区）
高橋正則 （西高室）
梅本弘子 （清水団地・カナダ村）
岡田英顯 （東南・東南雇用促進住宅）
山本　実 （西南・西南雇用促進住宅）
藤本恵彰 （黒駒・女鹿山自治区）

岡　正人 （谷町・西上野町）
谷田政信 （西谷東町・西谷西町）
高橋茂樹 （畑町）
藤田康夫 （芝自治区）
柏原芳彦 （窪田町・吸谷町）
中右　猛 （市村町・坂元町）
黒田義明 （福居町）
荒木智幸 （谷口町・吉野町・吉野住

宅自治区）

松本弘子 （福住東町・福住西町）
衣笠勝弘 （山下西町・山下中町）
荒木純子 （山下東町）
中根千恵 （西横田町・東横田町）
村岡　勝 （鎮岩町）
杉本善一 （岸呂町）
古田洋一 （西長町・東長町）
柏原日出美 （東剣坂町）
内山興明 （西剣坂町）
大谷　昇 （中山町・大柳町）

宮永守男 （王子町）
東郷聖子 （戸田井町・両月町）
前田敏正 （大村町）
深田　守 （尾崎町）
栗山征三郎 （段下町・加西の里）
池澤恭子 （中西南町・中西北町）
村上重義 （琵琶甲町・牛居町）
蓬莱歳晃 （野条町・新生町）
中川美栄子 （上野田町）
前田美佐子 （東野田町）
稲田武久 （東笠原町）
小田美千子 （西笠原町）
森　昭代 （三口町）
小谷はるみ （坂本町）
山本美智子 （倉谷町・千ノ沢町）
福原光雄 （尾崎団地自治区）

下村義明 （中野町）
小林　桂 （田原町（北））
織田京子 （田原町（南 ･西））
日笠一幸 （網引町・南網引町）
吉田栄子 （桑原田町・栄町）
山端なつみ （繁陽町・繁昌町の一部）
菅野和子 （繁昌町）
深田つきみ （下宮木村町・工業団地社宅）
藤城まり子 （上宮木町）
澤中篤子 （下宮木町）
林　桂子 （鶉野上町）
後藤千代美 （鶉野南町）
尾花幸雄 （鶉野中町）
北川敏正 （繁昌自治区）

松岡絢子 （都染町）
吉田信子 （別府西町）
西村敏和 （別府中町）
西村雅純 （別府東町・青野原町）
柴田三智代 （常吉町）
玉田　昭 （朝妻町）
岩本芳博 （豊倉町）
西浦晴子 （玉野町）
山田　護 （山枝町）
内藤いさこ （玉丘町）

篠倉房子 （上若井町）
坂東行人 （下若井町）
福井りつ子（大内町）
増田憲子 （下道山町）
高井千穗子（上道山町）
宮川和久 （下万願寺町）
大氏悦子 （上万願寺町）

村岡　昇 （殿原町）
定行早苗 （鴨谷町）
岩井賀代子（笹倉町）
金志直美 （中富町・中富雇用促進住宅）
吉田益造 （越水町・北町）
荻津　實 （別所町）
加古俊信 （佐谷町）
瀬戸克彦 （上野町）
爲廣恭司 （広原町）
黒田修身 （下芥田町）
是常耕作 （上芥田町）

前田久至 （北条中学校区）
松田幸代 （善防中学校区）
森本信行 （加西中学校区）
高見博道 （泉中学校区）

民生委員・児童委員とは　地域から推薦された人で、厚生労働大臣から委嘱（任
期 3年）されています。地域の皆さんの幸せのための世話役として、生活に困っ
た人やお年寄り、障害者、児童、母子などの相談に応じたり助言をしています。
お気軽に近くの民生委員・児童委員におたずねください。

■北条地区

■富田地区

■賀茂地区

■下里地区

■九会地区

■富合地区

■西在田地区

■在田地区

■主任児童委員

※（　）内は、各民生委員・児童委員の担
当地区を表します。

「まちかど救命ステーション」制度を創設

　加西市消防本部は「救える命を救うために」をスローガンに、市内 AED 設
置事業所等及び加西市防災協会のご協力のもと、「まちかど救命ステーション」
制度を推進しています。
　「まちかど救命ステーション」制度とは、市民が街中で不慮の事故や病気に
よって心臓や呼吸が止まってしまった場合、すぐ近くにある「事業所等」の
AEDを使用し、適切な応急手当（心肺蘇生法）を実施して、一人でも多くの「命」
を救おうとするものです。
　現在、市内でAEDを設置する事業所等が増えており、この「まちかど救命ス
テーション」制度には、たくさんのご賛同を頂いています。なお、営業時間等
の関係から、ご協力いただけない時間帯もありますがご理解ください。

・但陽信用金庫加西支店 ・障害者支援施設希望の郷
・介護老人保険施設加西白寿苑 ・株式会社椿本チエイン兵庫工場
・ヨドプレ株式会社 ・三洋電機加西事業所
・サンスポーツ加西 ・三洋電機加西第 2工場
・兵庫みらい農業協同組合本店及び各支店 ・新生精機株式会社
・兵庫産業株式会社 ・イオン加西北条ショッピングセンター
・社会福祉法人加西市社会福祉協議会 ・オーセントゴルフ倶楽部
・医療法人社団栄宏会元気あっぷ加西 ・ブリヂストンフローテック株式会社
・播州信用金庫北条支店 ・株式会社コタニ本社（中野町）
・株式会社アオノリゾートスポーツホテル・ゴルフクラブ ・株式会社コタニ加西南工場（網引町）
・シンキ興業株式会社加西神姫レストラン

■公共施設
・加西市役所（北条町横尾） ・善防公民館（戸田井町） ・兵庫県立農林水産技術総合センター（別府町）
・オークタウン加西（鴨谷町） ・南部公民館（上宮木町） ・神戸大学院農学研究科附属食資源教育

研究センター（鶉野町）・いこいの村はりま（笹倉町） ・北部公民館（満久町）
・各小 ･中学校（15 校） ・加西勤労者体育センター（玉野町） ・加西市健康増進センター（北条町横尾1丁目）
・加西特別支援学校（西笠原町） ・兵庫県立播磨農業高等学校（北条町東高室）・兵庫県立フラワーセンター（豊倉町）
・中央公民館（北条町古坂 1丁目） ・アスティアかさい（北条町北条）

【問合先】　消防署救急指導課☎420119　℻423435　kyukyu@city.kasai.lg.jp

■医療関係

■加西市医師会
・徳岡内科（北条町北条） ・北条田仲病院（北条町北条） ・坂部整形外科（北条町西高室）
・西村医院（中野町） ・つつみ神経内科（野上町） ・安積医院（西剣坂町）
・佐竹医院（北条町北条） ・おりた外科胃腸科医院（北条町古坂）・田尻内科循環器科（北条町古坂）
・大杉内科医院（別府町） ・小野寺医院（王子町） ・堀井内科医院（網引町）

■加西市歯科医師会
・畑中歯科医院（北条町東高室） ・杉井歯科医院（和泉町） ・柏原歯科医院（北条町横尾）
・神戸歯科（中野町） ・初田歯科医院（朝妻町） ・ふじわら歯科（中野町）
・窪田歯科医院（北条町北条） ・原歯科診療所（北条町栗田）
・塩谷歯科医院（西笠原町） ・久枝歯科医院（北条町古坂 2丁目）

■まちかど救命ステーション協力事業所等（平成 23年 1月 1日現在）

まちかど救命ステーション標章。協力事業
所等の玄関などに掲示されています。

※「まちかど救命ステーション」については、加西市消防署救急指導課まで

お問い合わせいただくか、加西市消防署ホームページをご覧ください。

（登録順）


