
   

1 　役　員

会長      貝ノ瀨　滋 （三鷹市教育長）　

副会長      稲田　新吾 （京都市教育長）　

副会長      三宅　泰司 （岡山市教育長）　

会計監事      藤本　孝治 （山口市教育長）　

会計監事      佐藤　増夫 （高森町教育長）　

顧問      鈴木　寛 （東京大学教授，慶應義塾大学教授）

顧問      在田 正秀 （京都市教育委員会総務部相談役、京都市前教育長）　

2 　評議員（正会員のうちの教育長） 　※氏名の前の★は会長、「副」は副会長、「会」は会計監事、◎印は支部長

支部 都道府県名 教育委員会 支部 都道府県名 教育委員会

1 三笠市 高森　裕司 48 南部町 福田　範史

2 北広島市 ◎ 𠮷田　孝志 49 伯耆町 箕浦　昭彦

3 寿都町 有田　千尋 50 岡山市 副 三宅　泰司

4 長沼町 間嶋　勉 51 美咲町 黒瀬　堅志

5 東神楽町 金谷　昭 52 尾道市 佐藤　昌弘

6 大槌町 松橋　文明 53 府中市 ◎ 荻野　雅裕

7 岩泉町 三上　潤 54 北広島町 池田　庄策

8 由利本荘市 秋山　正毅 55 下関市 児玉　典彦

9 にかほ市 齋藤　光正 56 山口市 会 藤本　孝治

10 山形県 川西町 小林　英喜 57 防府市 江山　稔

11 大玉村 ◎ 渡辺　敏弘 58 岩国市 守山　敏晴

12 三春町 添田　直彦 59 光市 伊藤　幸子

13 茨城県 牛久市 染谷　郁夫 60 長門市 伊藤　充哉

14 栃木市 青木　千津子 61 美祢市 南　順子

15 小山市 濱口　隆晴 62 周南市 厚東　和彦

16 さくら市 　 橋本　啓二 63 四国 徳島県 東みよし町 ◎ 真鍋　孝之

17 高崎市　 飯野  眞幸 64 飯塚市 武井　政一

18 伊勢崎市 三好　賢治 65 春日市 扇　弘行

19 南牧村 小池　英明 66 太宰府市 樋田　京子

20 深谷市 小栁　光春 67 福津市 大嶋　正紹

21 新座市 金子　廣志 68 那珂川市 木下　尊雅

22 ふじみ野市 ◎ 朝倉　孝 69 宇美町 佐々木　壮一朗

23 世田谷区 渡部　理枝 70 筑前町 宮崎　敏宏

24 足立区 大山　日出夫 71 大木町 北原　孝徳

25 立川市 栗原　寛 72 築上町 久保　ひろみ

26 三鷹市 ★ 貝ノ瀨　滋 73 佐賀市 中村　祐二郎

27 日野市 堀川　拓郎 74 鹿島市 中村　和彦

28 武蔵村山市 池谷　光二 75 嬉野市 杉﨑　士郎

29 神奈川県 開成町 井上　義文 76 玉名市 福島　和義

30 上越市 ◎ 早川　義裕 77 宇土市 太田　耕幸

31 湯沢町 島村　文男 78 高森町 会 佐藤　増夫

32 塩尻市 赤羽　高志 79 氷川町 太田　篤洋

33 山形村 根橋　範男 80 津久見市 平山　正雄

34 岐阜市 ◎ 水川　和彦 81 豊後高田市 河野　潔

35 瑞穂市 服部　照 82 玖珠町 ◎ 梶原　敏明

36 北方町 名取　康夫 83 鹿児島県 南さつま市 北園　博之

37 白川村 宮丸　和之

38 三重県 津市 森　昌彦 ○　顧問 　　２名

39 湖南市 松浦　加代子 ○　正会員 ３３4名

40 高島市 ◎ 上原　重治 ○　特別会員 ３２名

41 京都市 副 稲田　新吾 ○　賛助会員 ４名

42 精華町 川村　智 ●　会員総数 ３７２名

43 河内長野市 松本　芳孝

44 大東市 水野　達朗 ※評議員一覧は令和４年10月12日時点

45 朝来市 千歳　誠一郎 ※会員総数は令和４年10月12日時点

46 宍粟市 中田　直人

47 和歌山県 新宮市 速水　盛康
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