
小中学校長会 小・中学校長会

1  会　長 中・会　長 井上　勝文 　かほく市立宇ノ気中

2  副 会 長 小・会　長 永田　靖人 金沢市立米丸小

3  副 会 長 小・副会長 後藤　修平 小松市立符津小

4  副 会 長 中・副会長 大山　久祥 羽咋市立邑知中

5  理 事 長 小・幹事長 島倉　晴信 金沢市立大徳小

6  副理事長 中・幹事長 可長　俊太 金沢市立緑中

7  理事（編集部長　会計） 小・幹　事 辻　  和久 金沢市立犀桜小

8  理事（生徒指導部長　会計部長） 中・幹　事 嶋　  耕二 金沢市立清泉中

9  理事（対策部長） 中・幹　事 森田　隆久 白山市立美川中

10  理事（対策副部長） 小・幹　事 岡田　秀 内灘町立白帆台小

11  理事（生徒指導副部長） 小・幹　事 横関　達人 能美市立浜小

12  理事（編集副部長） 中・幹　事 辻口　正恵 七尾市立中島中

13  理事（学教研会長） な　し 篠原　忍 金沢市立兼六小

14  会計監査 な　し 才鴈　一博 石川県立錦丘中

15  会計監査 な　し 板岡　和之 輪島市立三井小

R3 石川県小中学校長会役員

勤　務　校№
役　　　　　職

氏　名

◆ 役員

◆ 評 議 員　※ 小評議員は小代議員を、中評議員は中代議員を兼ねる。

   氏　名  勤務校   所属部会    氏　名  勤務校   所属部会

加賀市 木越　正信 勅使小  対策部 山下　悟 片山津中  生徒指導部

小松市 北村　聖子 蓮代寺小  編集部 沖田　尚 中海中  生徒指導部

能美郡市 園下　恵子 橘小  対策部 東口　幸央 川北中  編集部

白山市 小林　良彰 広陽小  生徒指導部

白山野々市 松田　英樹 布水中  編集部

野々市市 脇田　誉志昭 菅原小  対策部

金沢市 岸 　洋平 粟崎小  生徒指導部 由井　力 泉中  対策部

河北郡市 香林　直晴 笠野小  編集部 本山　久美子 河北台中  対策部

羽咋郡市 寺西　陽一 西北台小  編集部 西住　昭真 宝達中  生徒指導部

七尾鹿島 村中　和彦 和倉小  生徒指導部 曽山　智浩 中能登中  対策部

鳳珠郡 吉村　明美 穴水小   な　し 髙田　勝弘 穴水中   な　し

輪島市 山下 　匡 町野小   な　し 斯波　安夫 門前中   な　し

珠洲市 道端　専次 上戸小   な　し 時兼　秀充 緑丘中   な　し

県立  才鴈　一博 錦丘中   な　し

   氏　名

西　敏之

紙井　かおる

中　学　校　  １２名

     役　　　職

小学校長会・副会長

中学校長会・副会長

    勤　務　校

珠洲市立蛸島小学校

加賀市立橋立中学校

◆ 小中学校長会の役職を兼務しない役員

郡市
小　学　校　  １２名
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◆ 評 議 員　※ 小評議員は小代議員を、中評議員は中代議員を兼ねる。

加賀市

小松市

能美郡市

白山市

白山野々市

野々市市

金沢市

河北郡市

羽咋郡市

七尾鹿島

鳳珠郡

輪島市

珠洲市

県立
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 理事（生徒指導部長）  生徒指導部

 理事（生徒指導副部長）  対策部

 理事（対策部長）  編集部

理事（対策副部長　会計部長）

 理事（編集部長）

 理事（編集副部長　会計）

板岡　和之
（輪島市立三

◆ 評 議 員　※ 小評議員は小代議員を、中評議員は中代議員を兼ねる。

   氏　名  勤務校   所属部会    氏　名  勤務校   所属部会

加賀市 木越　正信 勅使小  対策部 山下　悟 片山津中  生徒指導部

小松市 北村　聖子 蓮代寺小  編集部 沖田　尚 中海中  生徒指導部

能美郡市 園下　恵子 橘小  対策部 東口　幸央 川北中  編集部

白山市 小林　良彰 広陽小  生徒指導部

白山野々市 松田　英樹 布水中  編集部

野々市市 脇田　誉志昭 菅原小  対策部

金沢市 岸 　洋平 粟崎小  生徒指導部 由井　力 泉中  対策部

河北郡市 香林　直晴 笠野小  編集部 本山　久美子 河北台中  対策部

羽咋郡市 寺西　陽一 西北台小  編集部 西住　昭真 宝達中  生徒指導部

七尾鹿島 村中　和彦 和倉小  生徒指導部 曽山　智浩 中能登中  対策部

鳳珠郡 吉村　明美 穴水小   な　し 髙田　勝弘 穴水中   な　し

輪島市 山下 　匡 町野小   な　し 斯波　安夫 門前中   な　し

珠洲市 道端　専次 上戸小   な　し 時兼　秀充 緑丘中   な　し

県立  才鴈　一博 錦丘中   な　し

   氏　名

西　敏之

紙井　かおる

中　学　校　  １２名

     役　　　職

小学校長会・副会長

中学校長会・副会長

    勤　務　校

珠洲市立蛸島小学校

加賀市立橋立中学校

◆ 小中学校長会の役職を兼務しない役員

郡市
小　学　校　  １２名

能美郡市

◆ 評 議 員　※ 小評議員は小代議員を、中評議員は中代議員を兼ねる。

   氏　名  勤務校   所属部会    氏　名  勤務校   所属部会

加賀市 木越　正信 勅使小  対策部 山下　悟 片山津中  生徒指導部

小松市 北村　聖子 蓮代寺小  編集部 沖田　尚 中海中  生徒指導部

能美郡市 園下　恵子 橘小  対策部 東口　幸央 川北中  編集部

白山市 小林　良彰 広陽小  生徒指導部

白山野々市 松田　英樹 布水中  編集部

野々市市 脇田　誉志昭 菅原小  対策部

金沢市 岸 　洋平 粟崎小  生徒指導部 由井　力 泉中  対策部

河北郡市 香林　直晴 笠野小  編集部 本山　久美子 河北台中  対策部

羽咋郡市 寺西　陽一 西北台小  編集部 西住　昭真 宝達中  生徒指導部

七尾鹿島 村中　和彦 和倉小  生徒指導部 曽山　智浩 中能登中  対策部

鳳珠郡 吉村　明美 穴水小   な　し 髙田　勝弘 穴水中   な　し

輪島市 山下 　匡 町野小   な　し 斯波　安夫 門前中   な　し

珠洲市 道端　専次 上戸小   な　し 時兼　秀充 緑丘中   な　し

県立  才鴈　一博 錦丘中   な　し

   氏　名

西　敏之

紙井　かおる

中　学　校　  １２名

     役　　　職

小学校長会・副会長

中学校長会・副会長

    勤　務　校

珠洲市立蛸島小学校

加賀市立橋立中学校

◆ 小中学校長会の役職を兼務しない役員

郡市
小　学　校　  １２名
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