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「10 月消費税 10％ストップ！」アピール賛同者 
（2019 年 6 月 3 日現在 ３２３人） 

 
 

「10 月消費税 10％ストップ！」アピール呼びかけ人 

 

芦田 浅己   兵庫県農民運動連合会会長 

磯谷 吉夫  兵庫県商工団体連合会会長 

大澤 芳清  兵庫県民主医療機関連合会会長 

岡本 毅一  全日本年金者組合兵庫県本部執行委員長  

河合 章   全国ＦＣ加盟店協会副会長 

佐伯 雄三  自由法曹団兵庫県支部支部長 

正津 房子  兵庫福祉ネットワーク 

新日本婦人の会兵庫県本部委員 

徳岡八重子  ＮＰＯ福祉ネット星が丘理事長 

西山 裕康  兵庫県保険医協会理事長 

松尾 俊朗   神戸税制研究所税理士 

大嶋 誠     神戸共同経理事務所税理士 

大槻 良文   神戸共同経理事務所税理士 

塩田 進     神戸共同経理事務所税理士 

稲垣 和夫   神戸共同経理事務所税理士 

田中 敬二   神戸共同経理事務所税理士 

中村 明   神戸共同経理事務所税理士 

名定 博     神戸共同経理事務所税理士 

 

 

相生 仁   相生胃腸科外科クリニック院長 

赤松正子   新日本婦人の会伊丹支部さくら班班長 

秋田崇志   あきた歯科院長 

蟻塚ひろ子  新日本婦人の会東灘支部支部長 

粟田哲司   粟田医院院長 

粟田皎江   新日本婦人の会長田支部支部長 

淡本潤子   新日本婦人の会伊丹支部支部長 

井口史子    

池田二美子    

池田幸子    

石井栄子   新日本婦人の会須磨支部  

石井恵子   新日本婦人の会須磨支部つた班班長 

石川康宏   神戸女学院大学教授 

石田東洋子  新日本婦人の会須磨支部  

稲原叡子   イナハラ小児科医院院長 

稲波悦子   新日本婦人の会神戸北支部支部長 

今西敏子   新日本婦人の会川西支部常任委員 

岩城正之   岩城歯科医院院長 

岩崎八千子  新日本婦人の会明石支部常任委員 

上原みゆき    

上山幸治   上山クリニック院長 

内田啓一   内田歯科医院院長 

内田弘子    

畝本敬子    

遠藤恭子    

遠藤和子   新日本婦人の会須磨支部  

大下広子    

大西泰子   新日本婦人の会伊丹支部  

岡 光一   岡医院院長 

岡沢由利  

岡部桂一郎  岡部医院院長 

岡本正雄   篠山年金者組合支部長 

岡本初美   新日本婦人の会垂水支部支部長 

小川 豊   小川皮膚科医院院長 

小川 碧    

沖汐安子    

荻野潤子   新日本婦人の会兵庫県本部常任委員 

尾島紘之   尼崎医療生協立花北支部支部長 

垣本千里   新日本婦人の会兵庫県本部常任委員 

樫林義雄   樫林歯科院長 
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梶原芳子   新日本婦人の会伊丹支部みなみ班班長  

樫村道子    

柏木映子   新日本婦人の会須磨支部  

片上悦子   社会福祉士  

堅田 均   堅田医院院長 

加藤擁一   かとう歯科クリニック院長 

門脇喜代   

金岡洋子   新日本婦人の会伊丹支部  

金田峰生   日本共産党国会議員団兵庫事務所所長 

金丸武史   ケアマネジャー  

加部明子   新日本婦人の会須磨支部若草班班長 

角田多恵子  新日本婦人の会神戸北支部  

川西敏雄   歯科医師 

川村雅之   かわむら歯科院長 

川村一喜   かわむら歯科歯科医師 

川本一祚   川本医院院長 

岸本友代   新日本婦人の会兵庫県本部会長 

木村祐輔   きむら歯科クリニック院長 

木村澄子    

木村彰宏   いたやどクリニック院長 

日下貴代江  

久保田由起子 新日本婦人の会姫路支部常任委員 

口分田 真  口分田玄瑞診療所／ 

東灘区社会保障推進協議会会長 

栗原 稔   栗原医院院長 

幸田雄策   幸田歯科医院院長 

髙馬正子   長田年金者組合  

後藤陽子   神戸中央区労働組合協議会議長 

後藤道代    

小松盛樹   小松歯科クリニック院長 

近藤佳典   小松クリニック院長 

斎藤伸子   新日本婦人の会神戸北支部  

坂尾将幸   さかお内科・消化器内科院長 

阪田節子    

桜井文子   新日本婦人の会兵庫県本部事務局長 

櫻井治代   新日本婦人の会須磨支部  

佐々木徹   佐々木内科医院院長 

佐野経子   新日本婦人の会神戸北支部  

澤田 周   澤田医院院長 

潮田昌之   しおたクリニック院長 

塩谷富士子    

島崎孝一   島崎内科クリニック院長 

島津俊二   島津歯科医院院長 

清水映二   清水内科医院院長 

清水政美   清水メディカルクリニック院長 

白岩一心   白岩歯科院長 

尻池直美      新日本婦人の会西脇支部  

神田恵美子  新日本婦人の会長田支部うぐいす班 

杉原伸夫   本田診療所院長 

杉本治美  

杉森和子   新日本婦人の会伊丹支部  

鈴江陽子    

鈴田明彦   鈴田歯科医院院長 

住友直幹   住友クリニック院長 

関 和枝   新日本婦人の会須磨支部支部長 

曽我節代   新日本婦人の会須磨支部事務局長 

高瀬重暉   高瀬内科院長 

武村義人   生田診療所所長／ 

      兵庫県社会保障推進協議会会長 

竹村恭子   新日本婦人の会川西支部のぎく班 

多田 梢   多田医院院長 

立垣満里   新日本婦人の会西宮支部支部長 

立花一恵    

田中奨治   田中歯科院長 

田中孝明   田中診療所院長 

田中富子   新日本婦人の会須磨支部  

谷井博美   谷井歯科院長 

谷端喜久子    

田村信子    

多米 久   多米外科医院院長 

近重民雄   ちかしげクリニック院長 

辻 一城   一城小児科院長 

土山雅人   つちやま内科クリニック院長 

都築さよ子    

寺田紘子    

寺脇美之   兵庫県医療労働組合連合会執行委員長 
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土肥みつ子  新日本婦人の会伊丹支部コアラ班班長 

冨永弘久   あおぞら生協クリニック院長 

豊田智恵子  新日本婦人の会明石支部常任委員 

内藤雅恵   新日本婦人の会須磨支部  

中岡君栄   新日本婦人の会川西支部さつき支部支部委員 

中川 巌   中川耳鼻咽喉科院長 

中島克明   中島内科医院院長 

長田美知子    

中西勝廣   丹有地域労働組合連合会議長 

中西 透   中西歯科医院院長 

中野圭子   新日本婦人の会姫路支部支部長 

中村信子    

中村治子   兵庫県母親大会連絡会会長 

永本 浩   永本医院院長 

那須通寛   公立豊岡病院副院長 

鳴海時子    

成山太志   兵庫県労働組合総連合議長 

西村由美子    

西山裕康   西山クリニック院長／呼びかけ人 

西山茂樹   西山歯科医院院長 

西脇満智子    

二宮道人   にのみや小児科院長 

橋本 淳   橋本じゅん整形外科院長 

畑山和子   新日本婦人の会須磨支部竜が台班班長 

服部多眞子    

馬場清志   てんわかかりつけ医院院長 

濱本節子   新日本婦人の会明石支部常任委員 

林 宗茂   林医院院長 

林真澄    

福田和子    

福山明子    

藤浦享子   新日本婦人の会明石支部常任委員 

藤本小夜子    

藤原高志   （株）メディカルフーズはあもにい社長 

法貴 憲   法貴皮膚科院長 

法西 浩   法西医院院長 

蓬莱隆雄   ほうらい外科胃腸科医院院長 

星野邦男   星野医院院長 

細川隆久   細川内科医院院長 

堀井説子   新日本婦人の会長田支部なでしこ班 

堀口順子   新日本婦人の会東灘支部事務局長 

増田理恵   皮膚科美川医院院長 

松井祥治   順心淡路病院院長 

松井幸子    

松尾美恵子  新日本婦人の会長田支部つむぎ班 

松尾玲子   新日本婦人の会西宮支部事務局長 

松原正典   松原デンタルクリニック院長 

松原慶子    

松本和郎   松本眼科院長 

松山美保子    

三浦治郎   上垣医院院長 

三根一乗   三根医院院長 

三宅敏雄   三宅神経内科医院院長 

三宅弥生   新日本婦人の会明石支部常任委員 

宮崎義彦   みやざきレディースクリニック院長 

宮野由佳子  いたやどクリニック事務長 

本行南美    

桃井健仁   桃井整形外科院長 

森 和夫   森医院院長 

森和子    

森尾典子   新日本婦人の会神戸北支部  

森岡芳雄   東神戸病院医師 

森下敬司   森下医院院長 

森田なつ子    

森高悦子    

森本芙佐子  新日本婦人の会須磨支部北須磨班班長 

森本紀和   いたやどクリニック看護師長 

八木秀満   八木クリニック院長 

八木正宏   八木外科院長 

屋敷満子   新日本婦人の会長田支部すみれ班 

柳井映二   やない外科胃腸科院長 

山口眞知子    

山戸義治   消費税をなくす長田の会  

山本節子   税理士  

山本冨士子    

由利美香   新日本婦人の会兵庫県本部事務局次長 
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吉尾明美   新日本婦人の会伊丹支部事務局長 

吉岡 巌   大久保病院理事長 

吉川信嘉   よしかわ内科・神経内科クリニック院長 

吉田静雄   尼崎中央病院会長 

依藤光宏   依藤診療所院長 

脇 五月    

鷲崎トシ子    

和田悠二   宝塚地区労働組合総連合事務局長 

渡辺とき子  新日本婦人の会灘支部ともしび班 

綿谷茂樹   わたや整形外科院長 

 

他  121 人 


