
就任 委員長 職務代理者 委　　　　　　員 教育長

　中村勝栄、岸田　静、阿部久雄 　S30.3.31まで事務取扱

　鈴木　亮、中村万治、藪原恵一郎 　田中修一

S29.12.24 　荻原甚之亟 　鈴木大次郎 　伊達道順、岸田　静、栗岩一二 　田中修一

S30.12.26 　鈴木大次郎 　岸田　静 　伊達道順、荻原甚之亟、栗岩一二 　田中修一

S31.7.4 　鈴木大次郎 　岸田　静 　伊達道順、荻原甚之亟 　田中修一

S31.10.1 　市村憲治 　大熊政久 　高井良一、荻原弥栄 　田中修一

S32.10.4 　市村憲治 　大熊政久 　高井良一、荻原弥栄 　田中修一

S33.10.4 　高橋昌司 　荻原弥栄 　高井良一、木内栄一 　田中修一

S34.10.4 　高井良一 　荻原弥栄 　高橋昌司、木内栄一 　田中修一

S35.10.4 　荻原弥栄 　木内栄一 　森山　守、六川博直 　横山秀男

S36.10.3 　木内栄一 　森山　守 　六川博直、春日佳一 　横山秀男

S37.10.2 　木内栄一 　六川博直 　森山　守、清水忠造 　横山秀男

S38.10.5 　六川博直 　森山　守 　清水忠造、小山英雄 　横山秀男

S39.10.3 　森山　守 　清水忠造 　小山英雄、鈴木勘治 　村越　巌

S40.10.2 　森山　守 　清水忠造 　小山英雄、鈴木勘治 　村越　巌

S41.10.4 　小山英雄 　清水忠造 　鈴木勘治、宮本隆一 　村越　巌

S42.10.4 　清水忠造 　鈴木勘治 　宮本隆一、常盤井和正 　村越　巌

　清水忠造

　S44.6.28まで

S43.10.9 　清水忠造 　常盤井和正 　小林一三、高沢綾子 　芦沢智代四

S44.8.20 　高橋市蔵 　常盤井和正 　小林一三、高沢綾子 　芦沢智代四

S44.10.2 　高橋市蔵 　常盤井和正 　小林一三、高沢綾子 　芦沢智代四

　高橋市蔵

　S46.1.14まで

S46.3.10 　常盤井和正 　荻原甚之亟 　高沢綾子、吉越勝男 　芦沢智代四 S46.11.30まで

S46.10.4 　荻原甚之亟 　吉越勝男 　高沢綾子、長谷川権四郎 　　　－

S47.10.9 　荻原甚之亟 　吉越勝男 　長谷川権四郎、小林庄作 　　　－

S47.12.16 　荻原甚之亟 　吉越勝男 　長谷川権四郎、小林庄作 　小林忠一

　長谷川権四郎

　S48.10.19から

S50.10.8 　吉越勝男 　吉越勝男 　阿部幸吉、岡田敬S52・9・5まで 　小林忠一

S52.10.2 　小林庄作 　阿部幸吉 　大口英司、田中健一郎 　小林忠一

S53.10.12 　小林庄作 　田中健一郎 　大口英司、田中清市郎 　小林忠一

S54.10.8 　小林庄作 　大口英司 　田中清市郎、大口嘉雄 　小林忠一 S54.11.16まで

S54.12.21 　小林庄作 　大口英司 　大口嘉雄、金沢貢一 　田中清市郎 S54.12,21から

S56.12.24 　大口英司 　金沢貢一 　阿部雄治、杉山恒男 　田中清市郎

S57.12.25 　大口英司 　金沢貢一 　阿部雄治、杉山恒男 　浦野昌夫

S59.12.23 　大口英司 　杉山恒男 　村松佐文、阿部雄治 　浦野昌夫

S60.6.28 　大口英司 　杉山恒男 　村松佐文、佐藤春夫 　浦野昌夫

S60.10.12 　杉山恒男 　村松佐文 　佐藤春夫滝沢治夫 　浦野昌夫

S62.10.8 　村松佐文 　佐藤春夫 　滝沢治夫、山崎美都技 　浦野昌夫

S63.12.23 　佐藤春夫 　滝沢治夫 　山崎美都技、久保田経久 　浦野昌夫

H元.10.12 　佐藤春夫 　山崎美都技 　久保田経久、福沢裕文 　浦野昌夫

H2.12.26 　佐藤春夫 　山崎美都技 　久保田経久、福沢裕文 　岩崎　彌

H3.10.8 　佐藤春夫 　福沢裕文 　久保田経久、東　美代子 　岩崎　彌

H4.10.9 　福沢裕文 　滝澤藤三郎 　久保田経久、東　美代子 　岩崎　彌

H4.12.23 　福沢裕文 　滝澤藤三郎 　東　美代子、小川幹夫 　岩崎　彌

H5.10.12 　滝澤藤三郎 　小川幹夫 　東　美代子、丸山　登 　岩崎　彌

H6.12.26 　滝澤藤三郎 　小川幹夫 　東　美代子、丸山　登 　岩崎　彌

H7.10.8 　滝澤藤三郎 　小川幹夫 　丸山　登、藤巻富二美 　岩崎　彌

　丸山　登

　H8.10.10から

　吉越勝男 　小林庄作、阿部幸吉 　小林忠一

　村越　巌

S45.10.12 　常盤井和正 　高沢綾子、荻原甚之亟 　芦沢智代四

H8.10.9 　小川幹夫 　藤巻富二美、清水長雄 　岩崎　彌

S49.10.12

S29.8.11 　鈴木大次郎 　伊達道順

S43.3.12 　鈴木勘治 　小林一三、常盤井和正



就任 委員長 職務代理者 委　　　　　　員 教育長

　藤巻富二美

　H8.12.24から

　清水長雄

　H9.10.13から

H10.12.26 　上原　脩 　藤巻富二美 　千坂経悦、杉山千枝 　清水長雄

　千坂経悦

　H11.10.12から

　杉山千枝

　H１3.10.13から

H14.12.26 　職務代理者 　千坂経悦 　井上宜子、市村紀久子 　清水長雄

H15.1.6 　小山元彦 　千坂経悦 　井上宜子、市村紀久子 　清水長雄

H15.10.8 　小山元彦 　千坂経悦 　市村紀久子、坂東里夏 　清水長雄

H16.1.6 　小山元彦 　千坂経悦 　市村紀久子、坂東里夏 　清水長雄

H17.10.12 　小山元彦 　千坂経悦 　市村紀久子、坂東里夏 　清水長雄 H18.9.14まで

H18.10.12 　小山元彦 　千坂経悦 　市村紀久子、坂東里夏 　　　－

H18.10.18 　小山元彦 　千坂経悦 　市村紀久子、坂東里夏 　土屋　稔

H18.12.26 　小山元彦 　千坂経悦 　坂東里夏、山﨑秀美 　土屋　稔

H20.12.23 　小山元彦 　長瀨　哲 　坂東里夏、山﨑秀美 　土屋　稔

H21.10.13 　長瀨　哲 　田中妙子 　坂東里夏、山﨑秀美 　土屋　稔

H23.10.8 　長瀨　哲 　田中妙子 　山﨑秀美、樋口一男 　土屋　稔

H24.10.9 　清水岩夫 　田中妙子 　山﨑秀美、樋口一男 　長瀨　哲

H26.12.26 　清水岩夫 　田中妙子 　樋口一男、西條三香 　長瀬　哲

※H27.4.1より新教育委員会制度

就任 教育長 職務代理者

H27.4.1 　長瀨　哲 　清水岩夫 　田中妙子、樋口一男、西條三香

H28.10.9 　長瀨　哲 　田中妙子 　樋口一男、西條三香、小林輝紀

H29.10.12 　長瀨　哲 　吉越邦榮 　樋口一男、西條三香、小林輝紀

H30.4.1 　長瀨　哲 　吉越邦榮 　樋口一男、西條三香、小林輝紀

H30.12.26 　長瀨　哲 　吉越邦榮 　樋口一男、西條三香、小林輝紀

R1.10.8 　長瀨　哲 　吉越邦榮 　西條三香、小林輝紀、松木英文

R2.10.9 　長瀨　哲 　吉越邦榮 　西條三香、小林輝紀、松木英文

R3.4.1 　松木英文 　吉越邦榮 　西條三香、小林輝紀、平野弘蔵

R3.10.12 　松木英文 　吉越邦榮 　西條三香、小林輝紀、平野弘蔵

R5.1.4 　松木英文 　吉越邦榮 　小林輝紀、平野弘蔵、中村香織

委　　　　　　員

　岩崎　彌

H13.10.12 　千坂経悦 　井上宜子、小山元彦 　清水長雄

H11.10.8 　上原　脩 　井上宜子、杉山千枝 　清水長雄

H9.10.12 　藤巻富二美 　千坂経悦、上原　脩 　岩崎　彌

H8.12.23 　丸山　登 　清水長雄、千坂経悦


