
山形県教育委員会

所属・職名 氏名 電　　話 所属・職名 氏名 所在地 郵便番号 電　　話

教育長 廣瀬　渉 山形県立図書館長 小関　正弘 山形市緑町1-2-36 990-0041 023(631)2523

教育委員会委員 涌井　朋子 山形県教育センター所長 柏倉　昭夫 天童市大字山元字犬倉津2515 994-0021 023(654)2155

教育委員会委員 武田　靖子 山形県青年の家所長 小林　勝喜 天童市小路1-7-8 994-0032 023(654)4545

教育委員会委員 片桐　晃子 山形県立博物館長 小松　幸樹 山形市霞城町1-8 990-0826 023(645)1111

教育委員会委員 山川　孝 山形県朝日少年自然の家所長 後藤　秀之 大江町大字左沢字楯山2523-5 990-1101 0237(62)4125

教育委員会委員 森岡　雄一 山形県金峰少年自然の家所長 佐藤　浩一 鶴岡市高坂字杉ヶ沢54-1 997-0369 0235(24)2400

教育庁教育次長 大沼　　裕 山形県飯豊少年自然の家所長 平田　史彦 飯豊町大字添川字関山3535-33 999-0605 0238(74)2331

 〃　　 教育次長 柿﨑　則夫 山形県神室少年自然の家所長 佐藤　雅浩 真室川町大字川の内字水上山3414-5 999-5301 0233(62)2611

 〃　　 教育次長 澁江　学美 村山教育事務所長 江川　久美子 寒河江市大字西根字石川西355 991-0003 0237(86)8137

 〃 総務課長 奥山　賢 023(630)2910 最上教育事務所長 髙橋　研 新庄市金沢字大道上2034 996-0002 0233(29)1432

 〃 教職員課長 日髙　伸哉 023(630)2865 置賜教育事務所長 迎田  浩昭 長井市高野町2-3-1 993-0085 0238(88)8236

 〃 文化財・生涯学習課長 大場　秀樹 023(630)3340 庄内教育事務所長 寺嶋　一郎 三川町大字横山字袖東7-1 997-1301 0235(68)1980

 〃 文化財・生涯学習課
     生涯学習振興室長

木村　智行 023(630)2877

 〃 義務教育課長 竹田　啓 023(630)2866

 〃 特別支援教育課長 岡崎　祐治 023(630)2873

 〃 高校教育課長 坂尾　聡 023(630)3106

 〃 高校教育課高校改革推進室長 須貝　英彦 023(630)2132

 〃 福利課長 長谷川　耕二 023(630)2888

 〃 スポーツ保健課長 百瀨　克浩 023(630)2663

 〃 スポーツ保健課競技力向上・
アスリート育成推進室長

佐藤　裕恒 023(615)7925



市町村教育委員会　（平成３０年５月１日現在）

教育委員会名 教育長名 所在地 郵便番号 電    話 教育委員会名 教育長名 所在地 郵便番号 電    話

山形市 荒澤　賢雄 山形市旅篭町2-3-25 990-8540 023(641)1212 真室川町 門脇　昭 真室川町大字新町233-1 999-5312 0233(62)2337

上山市 古山　茂満 上山市河崎1-1-10 999-3192 023(672)1111 大蔵村 有馬　眞裕 大蔵村清水2620 996-0212 0233(75)2323

天童市 相澤　一彦 天童市老野森1-1-1 994-8510 023(654)1111 鮭川村 - 鮭川村大字京塚1324-2 999-5201 0233(55)3051

山辺町 多田　徹 山辺町緑ヶ丘5 990-0392 023(667)1115 戸沢村 市川　重保 戸沢村名高1593-86 999-6313 0233(72)3242

中山町 浦山　健一 中山町長崎6010 990-0401 023(662)5484 最上広域市町 高野　 博 新庄市城南町5-11 996-0077 0233(22)2674

寒河江市 軽部　賢 寒河江市中央1-9-45 991-8601 0237(86)2111 村圏事務組合

河北町 原田　孝夫 河北町谷地みどり町3-2 999-3511 0237(71)1136 米沢市 大河原　真樹 米沢市金池3-1-55 992-0012 0238(22)5111

西川町 伊藤　功 西川町大字海味510 990-0792 0237(74)2114 南陽市 長濱　洋美 南陽市三間通436-1 999-2292 0238(40)3211

朝日町 小林　道和 朝日町大字宮宿2265 990-1442 0237(67)3302 高畠町 丸山　信也 高畠町高畠435 992-0392 0238(52)4474

大江町 犬飼　藤男 大江町本郷丁373-1 990-1163 0237(62)2270 川西町 小野　庄士 川西町上小松1559－3 999-0121 0238(42)6659

村山市 菊地　和郎 村山市中央1-3-6 995-0035 0237(55)2111 長井市 平田　裕 長井市高野町2－7－37 993-0085 0238(88)5767

東根市 元木　正史 東根市中央1-1-1 999-3795 0237(42)1111 小国町 遠藤　啓司 小国町岩井沢704 999-1352 0238(62)2141

尾花沢市 五十嵐　健 尾花沢市若葉町1-8-25 999-4225 0237(22)1111 白鷹町 沼澤　政幸 白鷹町荒砥甲833 992-0892 0238(85)6144

大石田町 布川　元 大石田町緑町1 999-4112 0237(35)2111 飯豊町 熊野　昌昭 飯豊町大字椿2888 999-0696 0238(72)2111

北村山広域 菊地　和郎 村山市中央1-3-6 995-0035 0237(55)4211 鶴岡市 加藤　忍 鶴岡市上山添字文栄100 997-0346 0235(57)4861

行政事務組合 三川町 鈴木　孝純 三川町横山字西田85 997-1301 0235(35)7022

新庄市 高野　博 新庄市沖の町10-37 996-8501 0233(22)2111 庄内町 菅原　正志 庄内町狩川字大釜22 999-6601 0234(56)2214

金山町 岸　隆一 金山町金山662-1 999-5402 0233(52)2902 酒田市 村上　幸太郎 酒田市本町2-2-45 998-8540 0234(26)5772

最上町 中嶋　晴幸 最上町向町644 999-6101 0233(43)2053 遊佐町 那須　栄一 遊佐町遊佐字舞鶴211 999-8301 0234(72)5891

舟形町 齊藤　渉 舟形町舟形126 999-4601 0233(32)2379
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