
（敬称略）

区分 役　　職　　名

1 加藤　　 誠 一般社団法人北埼玉医師会　会長　

2 根本　和雄 一般社団法人行田市医師会　会長　

3 野本　　豊 北埼玉歯科医師会　副会長　

4 鹿山　高彦 行田市薬剤師会　会長　

5 川嶋　　博 社会医療法人壮幸会行田総合病院　常務理事

6 前島　静顕 一般社団法人南埼玉郡市医師会　会長

7 能美　昌司 一般社団法人北葛北部医師会　会長

8 遠藤　裕市 埼葛歯科医師会　公衆衛生部長

9 宮野　訓夫 蓮田市薬剤師会　会長

10 正田　良介 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院　院長

11 長原　　光 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院　院長

12 石井　秀子 医療法人社団弘人会中田病院 回復期リハ病棟師長、域連携室室長

13 松本　裕史 埼玉医療生活協同組合羽生総合病院　院長

14 岡崎　幸生 一般社団法人巨樹の会新久喜総合病院 院長

15 遠藤　　健 蓮田病院　院長

16 三島　秀康 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院　病院長

17 橋本　視法 医療法人社団哺育会白岡中央総合病院　病院長

18 鎌田　良子 埼玉県看護協会 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院看護部長

19 加藤　美津枝 加須市母子愛育連合会　副会長

20 山﨑　裕以 白岡市食生活改善推進員協議会　会長

21 佐々木　淳一 埼玉県保険者協議会 全国健康保険協会埼玉支部企画総務部長

22 小池　義憲 行田市健康福祉部　部長

23 細田　　悟 加須市健康医療部　部長

24 宇津木　一男 羽生市市民福祉部　部長

25 関根　武視 久喜市健康増進部　部長

26 長谷部　幸一 蓮田市健康増進課　課長

27 根本　晴美 幸手市健康増進課　課長

28 赤羽　典子 白岡市健康増進課　課長

29 竹花　　治 宮代町健康介護課　健康増進室長

30 小松　晋子 杉戸町健康支援課　課長

31 肥田　有紀子 埼玉県加須保健所　所長

32 田中　良明 埼玉県幸手保健所　所長

第６章　参考資料

１　埼玉県利根地域保健医療・地域医療構想協議会委員名簿

　任期：平成２９年１月１日～平成３０年５月３１日 (平成２９年４月１日現在)　　
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２ 保健所管内公衆衛生関係団体一覧  

                                 平成２９年７月１日現在         

 

名     称 所    在    地 電  話 

加須保健所管内感染症診査協議会  347-0031 加須市南町5-15 加須保健所内 0480-61-1216 

行田市保健協力会 
361-0023 行田市長野2-3-17 

     行田市健康福祉部保健センター成人担当 
048-553-0053 

加須市母子愛育連合会 347-0061 加須市諏訪1-3-6 加須保健センター内 0480-62-1311 

羽生市母子愛育会連合会  348-8601 羽生市東6-15 羽生市健康づくり推進課内 048-561-1121 

行田市食生活改善推進員協議会  361-0023 行田市長野2-3-17 行田市保健センター内 048-553-0053 

加須市食生活改善推進員協議会 
 347-0061 加須市諏訪1-3-6 

      加須市健康づくり推進課（加須保健センター） 
0480-62-1311 

羽生市食生活改善推進員協議会  348-8601 羽生市東6-15 羽生市健康づくり推進課内 048-561-1121 

加須保健所管内 

     薬物乱用防止指導員協議会 
 347-0031 加須市南町5-15 加須保健所内 0480-61-1216 

行田・羽生狂犬病予防協会  361-0023 行田市長野2-3-17 行田市保健センター内 048-561-1121 

加須狂犬病予防対策協議会  347-8501 加須市下三俣290 加須市役所内 0480-62-1111 

加須保健所管内食品衛生協会  347-0031 加須市南町5-15 加須保健所内 0480-61-1253 

加須保健所管内環境衛生協会加須支部  349-1145 加須市間口480 サロン・ド・イーグル内 0480-72-2148 

加須保健所管内 

    行田・羽生食品環境衛生協会 
 361-0052 行田市本丸2-20 行田地方庁舎内 048-553-3099 

北埼玉医師会  347-0043 加須市馬内441 メディカルセンター内 0480-61-2336 

行田市医師会  361-0066 行田市大字上池守44 048-556-8040 

羽生市医師会  348-0051  羽生市本川俣1305 カノープス☆羽生内 048-561-5539 

北埼玉歯科医師会  347-0063 加須市久下5-13-1  北之内歯科医院内 0480-65-7008 

北埼玉歯科医師会第１支部  347-0031 加須市南町6-9 まるか歯科クリニック内 0480-61-0026 

北埼玉歯科医師会第２支部  348-0025 羽生市上手子林74-10 松村歯科医院内 048-563-3900 

北埼玉歯科医師会第３支部  361-0016  行田市藤原町3-14-2 上杉歯科医院内 048-553-5180 

行田市薬剤師会 361-0022 行田市桜町2-25-13 （有）土橋薬局内 048-556-2226 

加須市薬剤師会  347-0055 加須市中央2-10-8 大和薬局内 0480-61-0055 

羽生市薬剤師会  348-0047 羽生市大字下新郷1054-2  ひかり薬局内 048-560-3309 
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３ 保健所管内関係機関 

（１）国の機関                                          平成２９年４月１日現在 

機 関 名 住   所 電話番号 

 行田労働基準監督署  361-8504  行田市桜町２－６－１４ 048-556-4195 

 行田税務署  361-8602  行田市栄町１７－１５ 048-556-2121 

 

 

（２）県の機関（埼玉県は省略）                       平成２９年４月１日現在 

機 関 名 住   所 電話番号 

 利根地域振興センター  361-0052 行田市本丸２－２０ 048-555-1110 

 行田県税事務所  361-8503 行田市本丸２－２０ 048-556-5067 

 環境科学国際センター  347-0115 加須市上種足９１４ 0480-73-8331 

 加須農林振興センター  347-0054 加須市不動岡５６４－１ 0480-62-4771 

 水産研究所  347-0011 加須市北小浜１０６０－１ 0480-61-0458 

 行田県土整備事務所  361-0023 行田市長野９４３ 048-554-5211 

 荒川左岸北部下水道事務所  361-0023 行田市長野９５２－１ 048-564-0018 

 行田浄水場  361-0024 行田市小針１６３２ 048-559-3660 

 水質管理センター  361-0024 行田市小針１６３２ 048-558-1051 

 行田警察署  361-0023 行田市長野４１９５－１ 048-553-0110 

 羽生警察署  348-0052 羽生市東７－１３－１ 048-562-0110 

 加須警察署  347-0068 加須市大門町１９－５３ 0480-62-0110 
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（３）市の機関                                       平成２９年４月１日現在 

市町村 機 関 名 住   所 電話番号 

行 田 市 

 行田市役所  361-8601 本丸２－５ 048-556-1111 

 行田市保健センター  361-0023 長野２－３－１７ 048-553-0053 

 行田市社会福祉協議会  361-0002 酒巻１７３７－１ 048-557-5400 

 行田市消防本部  361-0023 長野４３８９－１ 048-550-2119 

加 須 市 

 加須市役所  347-8501 三俣２－１－１ 0480-62-1111 

騎西総合支所  347-0192 騎西３６－１ 0480-73-1111 

    北川辺総合支所  349-1292 麦倉１４８１－１ 0280-62-2111 

    大利根総合支所  349-1134 北下新井１６７９－１ 0480-72-1111 

    加須保健センター  347-0061 諏訪１－３－６ 0480-62-1311 

騎西保健センター  347-0123 下崎４０４－１ 0480-73-3361 

       北川辺保健センター  349-1201 柳生６６－１ 0280-62-3322 

    大利根保健センター  349-1133 琴寄９０１－１ 0480-72-5799 

 加須市社会福祉協議会  347-0009 三俣１－１０－４  0480-62-6451 

騎西支所  347-0104 根古屋６３３－２ 0480-73-2341 

   北川辺支所  349-1201 柳生５０－１ 0280-62-4000 

    大利根支所  349-1133 琴寄９０３ 0480-72-5069 

 埼玉東部消防組合加須消防署  347-0011 北小浜７８０－１ 0480-61-0119 

羽 生 市 

 羽生市役所  348-8601 東６－１５ 048-561-1121 

 羽生市保健センター(＊)  348-8601 東７－５－２ 048-562-177 

 羽生市社会福祉協議会  348-8601 東６－１５ 048-561-1121 

 羽生市消防本部  348-0065 大字藤井下組９９０-１ 048-565-1919 
 

＊羽生市保健センター連絡先 健康づくり推進課（市役所内） 
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