
令和４年度 福島県小学校長会支会役員一覧

番 区分 会 会 長 副 会 長 総務部長 経理部長 行財政部長 研究部長 生徒指導部長 広報部長

員 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

号 支会 数 （勤務校） （勤務校） （勤務校） （勤務校） （勤務校） （勤務校） （勤務校） （勤務校 ） （勤務校）

横山 貴英 栗城 智也

（福島一） （瀬 上）

１ 福 島 ４７ 丹治 秀樹 伏見 珠美 菅野 智 逸見 健二 島田 祥司 古田 幸裕 渡邉かほる 大内 剛 吉田 牧子

（福島四） （福島二） （北沢又） （飯 坂） （鳥 川） （矢野目） （森 合） （吉井田） （庭 坂）

松野 光伸 佐藤 浩昭

(清 水) （清 明）

２ 伊 達 １８ 遠藤 和宏 佐藤 政俊 平久井 淳 渡邉かおり 伊藤 栄 岩井 智哉 鈴木 茂 笹川 光威 長澤 昭仁

（醸 芳） （国 見） (梁 川) （掛 田） （上保原） （睦 合） （大 田） （伊達東） （柱 沢）

３ 安 達 ２５ 大内 雅之 紺野 真一 安齋 憲治 鈴木 規男 草野 節生 穐山 俊之 児山 秀典 伊藤比呂美 小野 明彦

（二本松北） （新 殿） （二本松南）（本宮まゆみ） （原 瀬） （本 宮） (油 井) （大 平） （安達太良）

大知里重政 近藤 靜雄

４ 郡 山 ５１ 栁沼 啓之 (芳 山) （金 透） 増子 春夫 齋藤 和彦 角田 雅仁 古川 次男 松原 強 遠藤 佳子

( 橘 ) 遠藤 隆宏 橋本 一弥 （芳 賀） （富田東） （桑 野） （ 薫 ） (柴 宮) （三 和）

(大 成) （開 成）

５ 岩 瀬 ２２ 松山 祐介 菅野 哲哉 高木 正宏 緑川 喜久 森藤 雅之 水沼 栄寿 熊田 秀和 大河原正道 高橋 哲也

（須賀川二）（須賀川一） （長沼東） （阿武隈） （大 森） （西袋一） （仁井田） （鏡石一） （湯 本）

６ 石 川 ８ 渡辺 惣吾 酒井 修三 石沢 泰蔵 吉田 相康 佐川 典康 石塚 隆広 岡部 史則 吉田 智

(石 川) (玉川一） (蓬 田) (須 釜) (小 平) (野木沢) (古 殿) (浅 川)

７ 田 村 １８ 安生 昌弘 猪狩 仁 小荒井新佐 平野 美和 佐久間敏晴 久保 知之 羽染 聡 今井不二子

（船 引） （三 春） （小 野） （船引南） (常 葉) （沢 石） （岩 江） (中 郷)

鈴木 雅人

８ 東西 ３４ 井上久仁夫 （棚 倉） 加藤 正行 清野 孝 大倉 幸子 髙木 徹 金子 秀則 東城 正充 吉田 衛

しらかわ （白河二） 室井 博人 （白河一） （関 辺） （五 箇） （善 郷） （大 信） （三 神） （ 米 ）

（白河三）

９ 北会津 ２７ 小林 義弘 鈴木 基之 佐藤 俊一 長沼 敬貴 山岸 実 星 尚志 横山 譲治 髙橋 由江 大塚 進一

（小金井） （城 北） （日 新） （謹 教） （鶴 城） （松 長） （城 西） （神 指） （城 南）

１０ 耶 麻 ２０ 田中 純 杉原 智 樋口 喜敬 酒井 康雄 河野 公寿 武藤 隆浩 安部 孝 大槻 隆志 佐藤 睦弘

(喜多方二）（喜多方一） （塩 川） （関 柴） （喜多方三） （さくら） （山 都） （上三宮） （裏磐梯）

１１ 両 沼 １４ 藤田 雅也 石見 勝則 湯田眞佐利 星 潔 猪俣 秀昭 金田 浩充 安藤 裕明 蛭田 智之 仁科 篤弘

（本 郷） （坂下東） （坂下南） （宮 川） （三 島） （金 山） （昭 和） （柳 津） （新 鶴）

１２ 南会津 １４ 大桃 豊 白井 秀行 伊藤 知雄 栗木 孝直 矢吹 隆浩 五十嵐清人 五十嵐真由美 高橋 弘之 齋藤 勝芳

（桧 沢） （田島二） (只 見) （田 島） （楢 原） （舘 岩） （江 川） (南 郷) （朝 日）

１３ 相 馬 ２５ 渡邉 義人 伏見伸一郎 和田 安吉 髙田英世 鈴木和一郎 佐藤 伸洋 木村 裕之 青田 伸一 郡司 幸一

（中村一） （原町二） （原町三） （中村二） （原町一） （大 甕） （飯 豊） （日立木） （上真野）

佐藤 由弘 佐藤 由弘

１４ 双 葉 ８ 井戸川 浩 (学び舎ゆめ 横山 浩志 横山 雄彦 (学び舎ゆめ 石井 智明 横山 雄彦 星 輝伸

（双葉北） の森) (なみえ創成） (楢 葉) の森) （広 野） (楢 葉) （葛 尾）

菅家 章一 加藤 満福

１５ いわき ６１ 髙野 淳一 (小名浜一) （植 田） 大石 正文 有働 幸江 松﨑 健一 吉田 富弘 大平 孝憲 千葉 朋之

（平 一） 平子 宗司 遠藤真由美 （平 五） （高 野） （中央台東） （湯本一） (小名浜三) (平 四）

（平 三） （勿来一）

吉田 富弘

（湯本一）


