
平成28年度

要 �覧 

東京都中学校長会



東京都中学校長会シンボルマーク

制定　平成3年3月8日　デザイン　立川三中　長嶋孝夫校長

・中央の「中」の字は全日中の文字をそのまま使っています

・黒いシルエットの部分は、都の木「いちょう」のデザインで、12校の「い

ちょう」の葉は、東京都の一年を表すとともに、校長会の12地区を表して

います。

・白い部分は日本の伝統的火焔太鼓を表し、校長会の情熱を表しています。

・下の文字は国際感覚で、ローマ字のTOKYOとしました。
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地区別中学校数
平成28年4月1日現在

No． �地区名 �校　数 �No． �地区名 �校　数 �No． �地区名 �校　数 

1 �千　代　田 �2 �21 �足　　立 �36 �40 �狛　　　江 �4 

2 �中　　　央 �4 �22 �葛　　飾 �24 �41 �東　大　和 �5 

3 �港 �10 �23 �江　戸　川 �33 �42 �清　　　瀬 �5 

4 �新　　　宿 �11 � �（小計） �（380） �43 �東久留米 �7 

5 �文　　　京 �10 �24 �八　王　子 �38 �44 �武蔵村山 �5 

6 �台　　　東 �7 �25 �立　　川 �9 �45 �多　　　摩 �9 

7 �墨　　　田 �10 �26 �武　蔵　野 �6 �46 �稲　　　城 �6 

8 �江　　　東 �23 �27 �鷹 �7 �47 �西　東　京 �9 

9 �品　　　川 �15 �28 �青　　梅 �11 �48 �西　多　摩 �15 

10 �目　　　黒 �′　9 �29 �府　　一中 �11 � �（小　計） �（220） 

11 �大　　　田　‾ �28 �30 �昭　　島 �6 �49 �大　　　島 �3 

12 �世　田　谷 �29 �31 �調　　布 �8 �50 �新　　　島 �4 

13 �渋　　　谷 �8 �32 �町　　　田 �20 �51 �宅 �2 

14 �中　　　野 �11 �33 �小　金　井 �5 �52 �八　　　丈 �4 

15 �杉　　　並 �23 �34 �小　　平 �8 �53 �′ト　笠　原 �2 

16 �豊　　　島 �8 �35 �日　　　野 �8 � �（小　計） �（15） 

17 �北 �12 �36 �東　村　山 �7 � � � 

18 �荒　　　川 �10 �37 �国　分　寺 �5 � � � 

19 �板　　　橋 �23 �38 �国　　立 �3 � � � 

20 �練　　　馬 �34 �39 �福　　生 �3 � �総　数 �615校 

地域別・地区別中学校数
平成28年4月1日現在

地域 �ブロック �地　　　　　　　　　区 �校　　数 

第 �第1ブロック �千代田　港　品川　大田 �55 �180 

第2ブロック �新宿　目黒　世田谷　渋谷 �57 

第3ブロック �中野　杉並　練馬 �68 

第 �第4ブロック �文京　豊島　北　板橋 �53 �200 

第5ブロック �中央　台東　荒川　足立 �57 

第6ブロック �墨田　江東　葛飾　江戸川 �90 

第 �第7ブロック �八王子　町田　日野　多摩　稲城 �81 �235 

第8ブロック �青梅　福生　あきる野　羽村　奥多摩　瑞穂　日の出　槍原 �29 

第9ブロック �武蔵野　三鷹　府中　調布　狛江 �36 

第10ブロック �立川　昭島　小金井　小平　国分寺　国立 �36 

第11ブロック �東村山　西東京　清瀬　東久留米　武蔵村山　東大和 �38 

第12ブロック �大島　利島　新島（式根島を含む）神津島　三宅島　御蔵島 �15 
八丈島　青ヶ島　小笠原 

総　　　　計 �� �615校 
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東京都中学校長会会則

第1章　名　称

第1条　本会は東京都中学校長会と称する。

第2章　目　的

第2条　本会は会員相互の緊密な協力のもとに、職能の向上を図り、本都中学校教育の振興発展に寄

与することを目的とする。

第3章　会　員

第3条　本会は東京都公立中学校長をもって会員とする。

第4章　事務局

第4条　本会の会務を処理するため東京都港区酉新橋1丁目22番13号　全日本中学校長会館202号に

事務局を置く。

2　事務局規程は別に定める。

第5章　事　業

第5条　本会は第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

（1）教育に関する研究調査

（2）教育諸条件の整備改善

（3）会員の研修

（4）教職員の待遇改善

（5）会員の互助、厚生

（6）関係諸機関、諸団体との連絡協力

（7）その他本会の目的達成に必要な事業

第6章　役員等

第6条　本会に次の各号に掲げる役員、会計監査及び理事を置く。　ただし、再任用校長は役員等に

なることはできない。

（1）役員　　会長　1名　　副会長　5名

（2）会計監査　　　3名

（3）理事　　地域選出理事　9名　　会長指名理事　9名

第7章　役員等の任期

第7条　役員等の任期は1年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
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2　年度途中に就任した役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

第8章　役員等の選出

第8条　会長の選出は会員の選挙による。

2　会長選挙は別に定める東京都中学校長会選挙管理規程による。

第9条　副会長、会計監査、及び理事の選出は、別に定める副会長等選出規程による。

第9章　役員の任務

第10条　会長は本会を代表し、会務を統理し、総会、地区代表者連絡会、代表者連絡会及び各部会等

全ての会を招集する。

2　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

3　会計監査は全ての会計を監査し、総会に報告する。

4　理事は会長の委託を受け、第18条に掲げる部の部長、副部長となる。

第10章　機　関

第11条　本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。

①　総会

②　地区代表者連絡会・区市等校長会長連絡会

③　代表者会

④　代表者連絡会

⑤　部会

⑥　委員会

第11章　総　会

第12条　総会は原則として年1回とし春季に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会

を開催することができる。

2　総会に付議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

（1）副会長、会計監査及び理事の承認

（2）会務報告及び予算、決算の承認

（3）会則の改正

（4）その他の重要な事項

3　総会の議事は原則として出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第12章　地区代表者連絡会

第13条　地区代表者は各区市町村等から1名ずつ選出する。ただし、会員が16名以上の区市等は2名

とする。
－　5　－



2　地区代表者は、役員、会計監査、理事及び委員長を兼ねることができない。

第14条　地区代表者連絡会は原則として年8回開催し、総会の専決事項を除いた重要事項を審議決定

する。

2　地区代表者連絡会の議事は出席地区代表者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこ

れを決する。

3　議長は地区代表者連絡会において互選する。

第15条　会長、副会長、理事及び各委員長は地区代表者連絡会に出席する。

2　会長は必要に応じて、地区代表者連絡会にその他の者の出席を認めることができる。

第13章　代表者会

第16条　代表者会は会長、副会長、各部長及び総務部庶務担当副部長をもって構成し、本会の運営に

関する企画、連絡、調整に当たる。

第14章　代表者連絡会

第17条　代表者連絡会は会長、副会長、理事及び各委員長をもって構成し、原則として月1回開催する。

2　代表者連絡会は本会の運営及び事業についての企画立案及び会務の執行に当たる。

3　会長は必要に応じて、代表者連絡会にその他の者の出席を認めることができる。

第15章　部　会

第18条　本会の事業を遂行するため、次の各号に掲げる部を置く。

（1）総務部

（2）会計部

（3）教育対策部

（4）研究部

（5）生徒指導部

第19条　各部に部長及び若干名の副部長を置く。総務部、会計部、教育対策部、研究部の4部には必

要に応じた数の部員を置く。また、生徒指導部は原則として各区市町村等の校長会から1名ずつ部

員を選出する。

2　部員は会長が委嘱する。また、会長は推薦された会員以外にも部の所属を希望した会員を

部員として委嘱することができる。

3　会員は原則として複数の部に所属することはできない。
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第16章　委員会

第20条　本会の事業を遂行するため、次の各号に掲げる委員会を置く。

（1）人権教育推進委員会

（2）進路対策委員会

（3）修学旅行対策委員会

匝）選挙管理委員会

第21条　各委員会の委員は原則として各区市町村等から1名ずつ選出する。

第22条　第20条の各号に掲げる委員会の委員長及び副委員長は、各委員会において互選する。

2　委員長は代表者連絡会構成員として会長が委嘱する。

第17章　特別委員会

第23条　本会の事業を遂行するため、会長が必要と認めた場合には、特別委員会を置くことができる。

2　委員は会長が委嘱する。

第18章　研究大会

第24条　研究大会は年1回とし秋季に開催する。但し、必要があるときには臨時に開くことができる。

2　研究大会は全会員の出席を原則とする。

第19章　校長会長連絡会

第25条　区市等校長会長連絡会を原則として各学期に1回開催する。

第20章　会　計

第26条　本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。

2　本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

3　会費は年会費とし、会員一人当たり32，500円とする。

附　則

1　本会則は、平成26年4月24日から施行する。

2　本会則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

3　平成28年4月21日　一部改正
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東京都中学校長会運営に関する規程

会則附則第2項の規定に基づき、本規程を定める。

第1章　地域及びブロック

第1条　本会の運営のため、次の地域及びブロックを定める。

第一地域　第1ブロック〔千代田区、港区、品川区、大田区〕

第2ブロック〔新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区〕

第3ブロック〔中野区、杉並区、練馬区〕

第二地域　第4ブロック〔文京区、豊島区、北区、板橋区〕

第5ブロック〔中央区、台東区、荒川区、足立区〕

第6ブロック〔墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区〕

第三地域　第7ブロック〔八王子市、町田市、目野市、多摩市、稲城市〕

第8ブロック〔青梅市、福生市、西多摩（あきる野市、羽村市、西多摩郡）〕

第9ブロック〔武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、狛江市〕

第10ブロック〔立川市、昭島市、小金井市、小平市、国分寺市、国立市〕

第11ブロック〔東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、東大和市〕

第12ブロック〔大島町、利島村、新島村（式根島を含む）、神津島村、三宅村、

御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村〕

第2章　会　議

第2条　総会の会場は、第三地域、第6、第5、第4、第3、第2、第1ブロックの順とする。（第

三地域においては、第7、第8、第9、第10、第11ブロックの順とし、第12ブロックは除く。）

2　総会の議長は、担当ブロックから3名選出する。

第3条　地区代表者連絡会の議長は、会則第14条第3項の規程に基づき、各地域ごとに1名ずつ互選

する。

第4条　地区代表者が地区代表者連絡会に出席できないときは、その当該地区の校長の代理出席を認

める。

第5条　代表者連絡会の司会は、原則副会長が当たる。

第6条　区市等校長会長連絡会を、原則として各学期に1回開催する。

第3章　役割及び分担

第7条　地区代表者は、会則第14条に規程する任務のほか、必要に応じて連絡事務に当たる。

第8条　理事が分担する部は、会長が定める。

第9条　副会長は、各部、各委員会を担当する。また、特別委員会が設置された場合は委員長を兼

ねる。

第10条　緊急連絡は、会長、副会長、理事、区市町村等校長会長の順に行う。
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第4章　各部・各委員会の事業内容

第11条　各部の事業内容は、次の通りとする。

1　総務部

○　各部、各委員会等の調整、連絡及び下記の事業を推進する。また、広報活動及び情報化に努める。

（1）庶務

①　総会、研究大会、地区代表者連絡会、代表者連絡会、校長会長連絡会、新任校長連絡会の企

画・連絡・調整と運営

②　関係諸機関との連携・協力の推進

（2）調査

①　校長会運営上の諸問題や教育制度等の基本的な諸問題の調査

②　会長より諮問された事項の調査

③　東京都中学校長会の運営方針並びに活動の重点の原案作成

④　全日本中学校長会より依頼された事項の調査及び資料の収集作成

⑤　既刊の資料等の整理・検討及び参考資料の発刊

（3）広報（会報・情報）

①　諸会議（地区代表者連絡会、代表者連絡会等）の記録、会報発刊

②　速報の発行

③　本会のホームページによる情報化の研究と推進

㈲　その他、いずれの部、委員会にも属さないこと

2　会計部

○　会計及び福利厚生事務を適正かつ正確に執り行い、会の運営が円滑に推進できるように努める。

（1）会計　本会の予算編成、会計処理等の会計全般を掌る。

①　予算案及び決算報告の作成

②　予算の執行及び会計処理

③　その他、会計に関する必要事項

（2）厚生　福利厚生積立金の集金・支出等の管理運営業務を行う。

①　中学校長会互助規程による慶弔関係の執行

②　会員名栗の整理・保管

③　退会校長への感謝状・記念品贈呈の準備

④　総会（顕彰の部）の運営

3　教育対策部

○　中学校教育が現在抱えている教育環境等の諸問題を明確にする。また、望ましい教育条件に

ついての調査、研究を推進し、よりよい教育活動を実践していくための方策の検討と提言を行う。

（1）望ましい教育課程の編成・実施や指導法及び評価法の改善のための教育環境の充実

（2）よりよい教育活動を推進するための教育施設の整備

（3）教員の資質向上や教職員定数改善等の人的条件の改善

（4）教職員の給与、各種手当及び勤務条件の改善

（5）関係諸機関、諸団体とのより強力な連携・協力

（6）その他の必要事項
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4　研究部

○　教育実践や教育情報に関する調査、研究を推進する。

（1）世界や国内の特色ある教育環境、教育条件、教育実践の調査、研究、提案、紹介

（2）東京都における先行的な教育課程、指導法、特色ある学校づくり等についての調査、研究、提

案、紹介

（3）関係諸機関、諸団体とのより強力な連携・協力

（4）その他の必要事項

5　生徒指導部

○　全ての生徒の健やかな成長を願い、下記の事業を推進する。

（1）健全育成上の諸問題の調査、研究及び対策

（2）健康教育に関する諸問題の調査、研究及び対策

（3）東京都公立中学校PTA協議会等の関係諸機関、諸団体との連携・協力

（4）その他の必要事項

第12条　各委員会の事業内容は次の通りとする。

1　人権教育推進委員会

（1）人権教育に関する研究調査及び研修

（2）人権教育に関する資料の収集と作成

（3）関係諸機関、諸団体との連携・協力

（4）その他、人権教育に関する必要事項

2　進路対策委員会

（1）進路指導に関する諸問題の調査、研究及び対策

（2）入学、就職試験等に関する諸問題の調査、研究及び対策

（3）関係諸機関、諸団体との連携・協力

（4）その他、進路に関する必要事項

3　修学旅行対策委員会

（1）修学旅行に関する諸問題の調査、研究及び対策

（2）修学旅行に関する資料収集

（3）連合体輸送計画の策定・列車割当の実施

（4）関係諸機関、諸団体との連携・協力

（5）その他、修学旅行に関する必要事項

4　選挙管理委員会

（1）会則の第8条に基づく、会長の選出事務

（2）会則の第9条に基づく、副会長、会計監査及び理事の選出事務

附　　則

1　本規程の改廃は、地区代表者連絡会で行う。

2　本規程は、平成22年3月9日から施行する。

3　本規程は、平成26年4月24日　一部改正する。
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東京都中学校長会　平成28年度活動方針

1　活動の指針

本会は、学校経営の責任者である校長で組織する。会員は望ましい共生社会の担い手となる子供

たちを育成するために、中学校教育の充実に向けた教育改革を推進する。そのため、相互に連携・

協力し、自己研横を深め、自らの学校経営力及び指導力の向上を図るとともに、教育諸条件の整備・

充実に向けた諸活動を推進する。

2　活動の目標

（1）会員の英知を結集し、教育改革推進上の課題を明確にするとともに、課題解決に向けた取組を

推進する。

（2）教育水準の維持・向上を図るために、地区校長会と一体となって、都教育庁等に対して必要な

教育諸条件の整備・充実を求める活動を推進する。

（3）会員一人一人が、組織の一員として円滑に行動できるように、運営の一層の効率化を図りなが

ら体制の整備に努める。

（4）中学校教育の充実のために、教育諸団体との連携を促進し、相互協力による事業を推進する。

3　課題への取組

（1）教育課程の編成・実施に関わる取組

①　学習指導要領の趣旨の実現に向けた諸課題を整理するとともに、教育計画作成上の課題など

教育課程の編成・実施の適正な在り方に関する研究を推進する。

②　今日的な教育課題に対する取組等の実態調査や研究を推進し、適正な教育課程の編成・実施

に資する。

③　確かな学力の定着を図るために、国や都等が実施する学力に関する調査等のデータを活用し、

生徒の学習状況の実態把握を行い、授業改善に資する。

④　学力に関する調査の内容・方法・結果の公表等については、より効果的な在り方を検討する

とともに、調査の趣旨に基づきその影響等に考慮しながら適正かつ慎重に行うことを国や都等

に提言する。

⑤　新学習指導要領の改訂の動向を注視し、指導方法の工夫・改善、外国語教育の充実、道徳教

育の推進などの研究及び啓発活動を行う。

⑥　幼稚園、保育園等も視野に入れた小学校と中学校の連携、中学校と高等学校の連携について、

教育課程の編成上の視点から研究し、その課題解決を図る。

（2）人権教育の推進

①　都教育庁と密接な連携を図り、新たに策定された「東京都人権施策推進指針」に基づき、人

権教育推進上の様々な課題解決に向けた研修を推進する。

②　各校における人権教育に関する実践及び各地区における取組等の情報交換を行い、人権教育
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の一層の充実を図る。

（3）健全育成等の推進

①　健全育成に関する課題を明らかにするために、都全体の生徒指導に関する調査を行い、具体

的な課題等を共有し、その解決に資する。

②　都教育庁や関係機関等の指導・助言を受けながら、健全育成に関する課題の解決に向けた研

修を実施する。また、研修や情報交換を通して、各地区の生徒指導・健全育成等に関する現状

や課題等を共有し、各校の指導の充実と向上に資する。

③　都青少年・治安対策本部や警視庁、東京都公立中学校PTA協議会等と連携・協力し、健全

育成の推進に関わる啓発活動を行う。

④　健全育成を目的として設定された職場体験の実施に当たっては、キャリア教育・進路指導と

の関連を重視し、実践事例などの情報の収集・提供に努めるとともに、条件整備など行政の支

援体制の強化について要望する。

⑤　防災教育及び防災体制の充実に向け、各地区の情報の収集及びその提供に努める。

（4）いじめ、不登校、その他の問題行動への取組

①　いじめは、どの学校でも起こり得るとの認識の下、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、

いじめ問題への対応を徹底する。そのために、本会と地区校長会や地区教育委員会等との連携

を強化するとともに、いじめ問題の解決に向けた取組について紹介するなどの啓発活動に努め

る。

②　子供たちの悩みの解決や不登校の解消を図るために、スクールカウンセラーの活用やスクー

ルソーシャルワーカーの配置などの人的支援の在り方等を関係部署に要望する。

③　不登校の解消に向け、関係相談機関等との連携の下、予防及び支援の方策についての研究を

推進する。

④　多様なサイバー犯罪、暴力行為等や喫緊の課題についての調査及び結果報告を継続的に実施

し、生徒の健全育成に資する。また、関係機関と連携し、規範意識の向上及び問題行動の予防

に向けた取組等の情報を地区校長会に紹介する。

（5）特別支援教育の推進

①　特別支援教育を推進する上での予算や人事に関わる問題を取りまとめ、都教育庁と連携・協

議して課題の解決に努める。

②　特別支援教育コーディネーターに関する人的措置や授業時数の軽減を要望する。

（6）進路指導、高等学校の入学者選抜制度に関わる取組

①　進路対策委員会を中心に、平成29年度、公立・私立高等学校の入学者選抜制度や実施上の課

題を整理し、解決策の検討を行い、都教育庁、東京都公立高等学校長協会及び東京私立中学高

等学校協会等に要望する。

②　就職を希望する生徒の自己実現に向け、関係機関と連携し、就職指導の充実に向けた検討・

協議を行う。

（7）教育諸条件の整備及び服務・人事等に関わる取組
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①　教育水準や教育環境の向上に向け、地区校長会の意見を集約し、関係機関に要望する。

②　校長の服務の取扱について、本会及び地区校長会の活動が停滞することのないよう、活動内

容の精選や重点化を図るなど、運営の工夫・改善に努める。

③　副校長の校務改善については、副校長会と連携し、その内容や方法を検証する。

④　学校経営の充実のために、校長の人事構想に基づく人事異動が適正に実施されるように、都

教育庁に働きかける。

⑤　学校の教育活動の充実と課題解決に資するために、再任用制度等の在り方や教科間のアンバ

ランス等について情報を収集し、適切な人的措置や授業の持ち時数等の改善が図られるように、

都教育庁に働きかける。

⑥　勤務時間の短縮と総授業時数の増加に伴い、中学校教員の職務の実態を踏まえた勤務の在り

方について研究し、職務内容に応じた適正な勤務時間の割り振りが可能となるように、都教育

庁に働きかける。

（8）部活動に関わる取組

①　学校教育の一環として位置付けられた部活動を適正に実施するとともに、実施上の課題につ

いて、中学校教育の目的や実態に応じた方向性を探り、都教育庁と連携してその解決に努める。

②　部活動顧問教員等の処遇改善について、都教育庁に働きかける。

③　長期休業日の短縮や土曜授業の増加傾向に伴い、望ましい大会運営の在り方を研究し、関係

諸団体と共に実態に基づく課題の解決に努める。

（9）修学旅行に関わる取組

①　修学旅行実施上の課題を把握し、一層充実した修学旅行を実施するために、関係機関との協

議を行う。

②　平成28年度修学旅行の円滑な実施のために、連合体輸送の運営にあたる。

③　平成30年度修学旅行の円滑な実施を目指し、連合体輸送の立案とその具体化を図る。

㈹　学校の管理運営の課題

①　人事考課を一層適切に実施するために、各校が抱える課題を把握し、都教育庁と連携・協議

して課題の解決に努める。

②　教員の資質向上のために、研修体系の在り方やOJTの推進等について調査研究し、情報を

提供する。

③　各校が行う学校評価システムに関する課題について研究し、学校経営の改善や教員の資質・

能力の向上に資する。

④　都教育庁、地区教育委員会、副校長会と連携し、教育管理職を目指す人材の発掘・育成に努

める。また、選考制度の課題を明確にするとともに、管理職の育成に向けた具体的な提言を行う。

帥　福利厚生

①　会員が公立学校共済組合、教職員互助会等の福利厚生に関する事業や活動に積極的に取り組

むように、啓発活動を行う。

②　年金制度や再任用・非常勤教員希望者の勤務条件等の改善・充実を要望する。
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4　組織活動

（1）代表者会、代表者連絡会の活動

①　代表者会・代表者連絡会は、本会の運営及び事業についての企画立案及び会務執行にあたる。

②　本会の組織・運営の改善・充実のために、効率的な予算執行を図る。

（2）地区代表者連絡会・区市等校長会長連絡会の活動

①　地区校長会が相互に情報の共有化と連携を図り、本会の取組を一層充実させる。

②　地区教育委員会独自の事業や緊急の課題について、全都的に情報を収集し、その調査結果の

共有を図るとともに課題の分析を行い、地区校長会の活動の充実に資する。

③　連絡会における行政説明を重視し、時宜を得た情報収集の場とする。

（3）各部・各委員会の活動

①　部員総会・委員総会において、活動計画と組織づくりを行い活動内容や課題等を明確にし、

課題解決に向けた取組の充実を図る。

②　各部・各委員会は学校運営上の諸課題への調査・研究・発表、また、課題解決への具体的な

取組を行う。

匝）校長会活動の情報化

①　本会のホームページの充実に努め、会員に最新の情報を提供する。

②　メールの活用やデータベースの構築等、本会の情報化を進め、活動の効率化を図る。

③　インターネットを活用した効率的・効果的な調査の実施を推進する。

（5）教育諸団体との連携及び対応

①　指導部、人事部等の都教育庁各部との定期的な連絡協議会等を通して、中学校の実態に即し

た施策の展開に向けた提言をする。

②　東京都公立小学校長会、東京都公立高等学校長協会、東京都公立中学校PTA協議会等との

連携を通して、校種を越えた学校教育の適正な実施を推進する。

③　全日本中学校長会との連携を図り、中学校教育70年記念東京大会に向け、研究大会運営委員

会を立ち上げ、準備を一層推進する。

④　中学校教育の充実に資するために、東京都中学校教育研究会をはじめとする各教育研究会等

との一層の連携を図る。また、中学校教育の充実・発展に寄与してきた東京都中学校教育研究

会等の活動の意義を重視し、予算や条件整備の充実を都教育庁及び地区教育委員会に要望する。
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平成28年度　各部・各委員会の活動重点

○　各　部

総　務　部 部長　小澤　雅人

1　活動方針（重点）

（1）「平成28年度東京都中学校長会活動方針」の具現化を図る。

（2）各部・各委員会等との連携・調整を図るとともに総務部の事業内容を推進する。

（3）平成29年度に行われる「中学校教育70年記念第68回全日本中学校長会研究協議会東京大会」

（以下「全日中70年記念東京大会」と表記する。）に向けた実行委員会の開催と開催の準備を

計画的に進める。

2　活動内容と分担

（1）庶　務（川島）

①　代表者会、代表者連絡会、地区代表者連絡会、区市等校長会長連絡会、総会、研究大会

等の会議の企画・運営と連絡・調整を行う。

②　各部、各委員会、他組織・団体との連絡・調整を行う。

③　都教育庁との教育連絡会等の質問事項の作成・提案及びまとめの作業を補佐する。

④　平成28年度研究大会　〈国立オリンピック記念青少年総合センター11月22日（火）〉　の

運営内容・方法等について研究部と検討し、実施計画の作成及び運営を行う。

⑤　平成29年度定期総会・研究発表会の実施計画について、開催地区と連携・調整を図り運

営に当たる。

⑥　平成29年度の「全日中70年記念東京大会」の運営内容・方法、来賓への対応等の計画作

成と運営を行う。

⑦　緊急時の対応

（2）調　査（江川）

①　全日本中学校長会研究協議会、関東甲信越地区中学校長会研究協議会、大都市中学校長

会連絡協議会等、会長より委嘱された事項の調査資料を作成する。

②　学校経営上の諸問題・課題把握のための調査を行う。

③　平成29年度の本会活動方針・活動の重点の原案を作成する。

④　地区代表者会でのアンケート調査等を行う。

（3）広　報（太田）

①　会報を年6回発行する。（会報恥．383～会報‰388）

②　会報の内容は、年間編集計画による。

③「全日中70年記念東京大会」の大会誌の編集を行う。

④　編集企画会を適宜開催し、組織的な運営を行う

（4）情　報（松尾）

①　東京都中学校長会ホームページを管理・運営する。
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②「東京都中学校長会ホームページ管理運営基準」、「管理運営作業マニュアル」を基にし

て適切な管理・運営を行う。

③　学校経営上、その他必要な教育情報のデータベース化を進め、広く東京都内外から利用

されるホームページを目指す。

④　担当者間の連携を密にし、組織的な運営を行う。

3　部会の開催予定

部員総会　　5月6日（金）15：30～16：45　　全日中会館

第1回　　5月19日（木）10：00～12：00

第　2　回　　6月14日（火）10：00～12：00

第　3　回　　7月25日（月）15：00～16：45

第　4　回　　9月15日（木）10：00～12：00

第　5　回　10月17日（月）10：00～12：00

第　6　回　11月16日（水）10：00～12：00

第　7　回　12月15日（木）15：00～16：45

第　8　回　1月20日（金）10：00～12：00

第　9　回　　2月13日（月）10：00～12：00

第10回　　3月14日（火）15：00～16：45

＊　第1回～第10回の会場は、杉並区立阿佐ヶ谷中学校を会場とする。

＊　部会には、各班の副部長が参加し、総務部全体の動きについて連絡・調整をした上で、

副部長を中心に必要に応じて班会を実施し、諸活動を進める。

＊　定期総会、研究大会等大きな行事については、総務部全員で対応する。（ただし、定期

総会については、開催地区が中心となって対応する。）

＊　庶務班は、地区代表者連絡会の運営に協力する。

会　計　部 部長　池田　浩二

1　活動の方針・重点

（1）予算の適正な執行に努め、東京都中学校長会の活動の充実・発展に寄与する。

（2）各部・各委員会の活動の活性化を図るために連携を深め、適切な会計処理に努める。

（3）地区校長会及び事務局との連携を十分にとり、会計事務の円滑な処理に努める。

（4）退会会員・新会員等及び現任会員の名栗の適切な整理・管理と厚生面の対応に努める。

（5）福利厚生積立金の厳正な管理と適正な執行に努める。

2　活動内容と分担

（1）会　計（石村）

（∋　定期総会での決算報告・予算案の説明（4月）

②　地区代表者会での会費等納入依頼及び集金、領収書の発行（4月～）

③　会費納入状況の報告及び未収金の督促依頼（9月～12月）
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④　平成28年度本会計・福利厚生積立金の決算及び監査（2～3月）

⑤　平成29年度本会計予算案の作成（3月）

（2）厚　生（天羽）

①　退会会員・新会員の調査及び退会記念品等の準備（4月会計部会）

②　定期総会での「顕彰の部」運営（4月）

③　現任会員及び新会員・退会会員の名栗の整理・管理（8月会計部会）

④　福利厚生積立金の管理と適正な執行（通年）

教育対策部 部長　花田　茂

1　活動の重点

（1）東京都中学校長会の「運営規程」に示された内容について、調査・研究・要望活動を行う。

（2）昨年度の調査結果を踏まえ、東京都教育委員会に提出する「平成29年度中学校教育関係要

望書」を作成する。

（3）研究部の秋季研究発表と重複しないよう、予算・施設関係と人事関係を重点に調査を行う。

（4）「全日中70年記念東京大会」への準備を行う。

2　活動内容及びスケジュール

（1）「平成29年度中学校教育関係要望書」の作成及び要望活動

（2）「平成30年度の要望のための調査報告書」の作成と発表

（3）「全日中70年記念東京大会」への準備

日　　時 �場　　　所 �内　　　容 

1 �5月6日（金） 　15時30分～ �全目中会館 �活動内容の確認、役割分担及び組織づくり 

2 �6月9日（木）18時～ �新宿区立牛込第二中学校 �定期総会で発表した「調査報告書」をもとに教育関係要 
望書の原案作成 

3 �6月24日（金）18時～ �新宿区立牛込第二中学校 �教育関係要望書の検討 

4 �7月22日（金）15時～ �新宿区立牛込第二中学校 �教育関係要望書の内容確認 

7月～9月に、都教育庁総務部、人事部、指導部、都議会各会派への説明を実施 

5 �8月26日（金）15時～ �新宿区立牛込第二中学校 �教育関係要望書決定 

6 �9月30日（金）18時～ �新宿区立牛込第二中学校 �平成29年度に向けての調査内容の検討及び原案作成 

7 �10月28日（金）18時～ �新宿区立牛込第二中学校 �調査内容の修正 

8 �11月18日（金）18時～ �新宿区立牛込第二中学校 �調査内容の修正及び決定 

9 �12月8日（木）18時～ �新宿区立牛込第二中学校 �予備日 

＿10 �2月3日（金）18時～ �新宿区立牛込第二中学校 �調査結果の分析 

11 �3月29日（水）15時～ �新宿区立牛込第二中学校 �プレゼン資料の作成、発表準備 

12 �4月上旬 �未定 �発表準備、リハーサル 

13 �4月20日（木） �品川区・きゅりあん �定期総会での報告 

（4）上記以外に会長等からの指示に基づき、必要とする調査・要望活動等を行う。

研　究　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部長　上原　一夫

1　活動方針

今後の東京都の中学校教育の充実と活性化に資する教育課題等について研究を展開し、発表
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を通してその成果を各地区の校長会に提供する。

2　活動内容

（1）研究方針

東京都中学校長会の活動方針を踏まえて、中学校教育の課題について全都の実態を把握す

るとともに、課題を精選し、多様な視点から研究活動を行うことで課題解決の方途を提示す

る。

（2）研究内容

『教育課程及び学校経営の実施・改善における課題と対応に関すること』

主題決定にあたっては、校長会活動方針との関連を明確にするとともに教育対策部との重

複を避け、学校経営および教育課程、教育課題を中心に設定する。

・昨年度のアンケート調査項目の中で、経年比較をすることが有効な項目

・今年度より都内全中学校において展開することとなったオリンピック・パラリンピック

教育の取組状況

・中央教育審議会の「論点整理」等で取り上げられた「アクティブ・ラーニング」「カリキュ

ラム・マネジメント」「チームとしての学校」などの取組状況　　など

3　研究組織

・部会を2部制とし、副部長が部会長となり各チームを統括して研究を推進する。

・メール等の通信手段を効果的に活用し、情報交換及び研究活動を行う。

4　研究方法

・過去の研究成果の分析に基づく課題の精選　・先行研究、事例等の情報収集

・全会員対象の調査研究　　　　　　　　　　　・関連する施策等の状況把握

・研究結果の分析と課題解決に向けた提言のまとめ

5　研究発表

・研究大会　　平成28年11月22日（火）　国立オリンピック記念青少年総合センター

6　研究計画

5月…研究主題、組織、内容の決定、アンケート調査項目の検討、先進事例の収集

6月…アンケート調査項目の検討、関連情報の収集、先進事例の収集

7月…アンケート調査項目の決定・送付・回収、関連情報の収集

8月

9月 〕
アンケート調査の分析、考察、先進校の聞き取り調査等

10月…研究紀要の原稿執筆・完成・発注

11月…研究紀要の完成、研究発表の準備、研究発表、反省

1月…次年度の研究の方向性に関する協議

生徒指導部

1　活動の重点
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（1）「問題行動等の現状と課題」や「新たな生徒指導上の課題とその対策」等についての健全

育成上の諸問題に関する調査研究を行い、都内全校にその内容についての情報提供をし、各

学校の生徒指導の充実と向上に資する。

（2）東京都教育委員会、東京都青少年・治安対策本部、警視庁、東京都公立中学校PTA協議

会等の関係諸機関と連携・協力し、健全育成の推進にかかわる活動を行う。

（3）生徒指導部会の幹事を組織し、中心的役割を分担する。

2　活動の具体的な内容

（1）調査研究（役員・幹事会が中心となって実施する）

①　悉皆アンケートの実施と集計（9月～10月）

②　アンケート結果の分析・考察の検討（10月～11月）

③　アンケート結果の分析・考察の報告（11月）

（2）関係諸機関との連携と協力（役員が分担して出席する）

①　東京都公立中学校PTA協議会の運営への協力

②　中学生の職場体験推進協議会への参加

③　自殺総合対策東京会議への参加

④　有害情報から子供を守るための対策検討委員会への参加

⑤　東京都こども応援協議会への参加

⑥　社会を明るくする運動東京都推進委員会への参加

⑦　東京都学校安全教育研究会への参加

⑧　中学生の主張東京都大会への参加

⑨　学校保健会への参加（理事）

⑩　多摩地区公立中学校と東京家庭裁判所立川支部との連絡会への参加

⑪　学校防災教育推進委員会への参加

⑫　日本スポーツ振興センター学校安全業務運営会議への参加

⑬　東京都安全・安心まちづくり協議会への参加

⑭　いじめの防止の取組及び自殺予防に関する普及啓発協議会への参加

⑮　不登校・若者自立支援フォーラムへの参加

3　活動日程

5月6日（金）部員総会（全日中会館）

6月10日（金）第1回定例会（新宿区立西早稲田中学校）

7月7日（木）第2回定例会（新宿区立西早稲田中学校）

7月　　　　　役員・幹事会

8月　　　　　役員・幹事会

9月23日（金）第3回定例会（新宿区立西早稲田中学校）

10月　　　　　役員・幹事会

11月　　　　　役員・幹事会
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11月22日（火）東京都中学校長会研究大会において調査結果の報告

2月16日（木）第4回定例会（新宿区立西早稲田中学校）

○　各委員会

人権教育推進委員会 委員長　並木　浩子

1　活動方針

東京都教育委員会の基本方針の第1には【「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】

が示されている。「多様な人々が共に暮らす東京にあって、すべての大人、子供たちが、人権

尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、

社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが求められる。」また、人権教育の目標として「一

人一人の幼児、児童、生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、

自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになり、それが様々な場面や

状況下での具体的な態度や行動に表れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動

につながるようにすることである。」とある。この基本方針・人権教育の目標に基づき、東京

都公立中学校長として、各学校・関係機関との連携を密にしつつ、研究活動を推進する。

さらに、東京は学術、文化、経済など様々な分野でグローバル化が進展している中、多様な

文化を受け入れ、東京に暮らす全ての人々が分け隔てなく自己の能力を発揮できる社会を作り

上げていく必要があるとの観点から、平成27年8月に改定された東京都人権施策推進指針を踏

まえ、人権教育推進上の様々な課題の解決に向けた研修に取り組む。特に、今年度は「いじめ

問題及びその防止への対応」「児童虐待の早期発見と適切な対応」「体罰の根絶」等を中心に取り

上げるとともに、オリンピック・パラリンピック教育における人権教育に取組む。

これらの取組を通して、各区市町村及び各中学校の人権教育の一層の充実を目指す。

2　活動内容

（1）人権教育研修会の開催

東京都教育庁指導部指導企画課と連携を図って、東京都公立中学校長全員を対象とした研

修会（講演会）を開催する。

日時：平成29年2月6日（月）午後2時30分～午後4時30分

会場：東京都教職員研修センター　視聴覚ホール

内容：人権課題「性同一性障害者」「性的指向」についての理解　　講師：未定

（2）地域視察（管外研修）

都内や他府県の人権教育推進校、人権施策推進地域や関連施設等を訪問・視察し、学校や

地域の状況や実践について研修を深めるとともに、情報や資料を得て、東京都の中学校教育

並びに自校の人権教育に役立てる。

（∋　地域視察Ⅰ（半日研修）平成28年7月29日（金）午後2時30分～午後4時30分

訪問先：国立ハンセン病資料館（東村山市青葉町4－1－13）

②　地域視察Ⅱ（管外研修）平成28年11月
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訪問先：特色ある人権教育施策に取り組んでいる近県の教育委員会と周辺の施設訪問

（3）定例会の開催

＜内容＞　・東京都の人権教育の現状と課題について

・各区市町村の人権教育の推進状況について

・各学校における人権教育の具体的推進について

・研究協議及び情報交換　例）いじめ問題、児童虐待、体罰根絶

①　6月定例会　平成28年6月14日（火）

②　7月定例会　平成28年7月15日（金）

③　9月定例会　平成28年9月20日（火）

④10月定例会　平成28年10月11日（火）

⑤12月定例会　平成28年12月2日（金）

⑥1月定例会　平成29年1月19日（木）

⑦　2月定例会　平成29年2月27日（月）

オリンピック・パラリンピック教育の推進　等

昭島市立清泉中学校

江戸川区立清新第二中学校

荒川区立第一中学校

東村山市立東村山第五中学校

文京区立第十中学校

台東区立桜橋中学校人尊校発表会への参加

日野市立大坂上中学校

（4）研究紀要の作成

1年間の研究の成果を研究紀要（人権教育資料）としてまとめ、都内全公立中学に配布し、

各学校における人権教育の普及と啓発を図る。

（5）その他

①　東京都教育庁指導企画課人権教育指導班との密接な連携を図る。

②　各地区の人権教育推進校との連携を図り、成果の活用と普及に努める。

③　幼稚園・小学校・高等学校・特別支援学校との連携を図り、実情を的確に把握し、人

権教育の一貫性を図る。

④　東京都の人権課題について理解を深める。

進路対策委員会 委員長　神田　正美

1　本年度の活動

（1）活動方針

①　進学対策　一　平成29年度の国・公・私立高等学校及び高等専修学校等の入学者選抜制

度及び実施上の諸問題についての改善を図るため、関係諸機関と緊密な連携を図って対策

を講じる。その方策として、確かな学力の定着を図り、勤労観・職業観を育成し、自らの

生き方を考えさせるキャリア教育の視点に立った進路指導を推進する。

②　就職対策　一　中学校の進路指導における就職指導の位置づけを踏まえ、生徒の自己実

現に向けた就職と定着指導などのための対策を検討・協議する。

（2）活動の重点

①　進学・就職に関する諸問題の調査・検討及び対策

②　進路指導にかかわる諸調査及び諸事務
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③　国・公・私立高等学校及び高等専修学校等の入学者選抜に関する諸問題の調査・検討及

び対策

④　関係諸機関・諸団体との連携・協力・要望

⑤　就職する生徒についての調査・指導

（3）活動の内容

（∋　進学対策

ア　入試日程への対応及びその期間の適正化について

イ　推薦入試選抜制度及び一般入試制度に関する改善と定着について

ウ　隣接他県の入試制度の動向等の情報把握について

エ「学校説明会」「入試相談」のあり方について

オ　成績一覧表、調査書等、諸書類の適正な作成について

カ「高等学校等志望予定調査」の実施と進路指導の情報提供について

キ「高等学校等入学者選抜に関する問題点調査」の実施と次年度への改善について

ク　関係諸機関との連絡・協議・要望

②　就職対策

ア　職業安定所（ハローワーク）の就職業務への協力と連携について

イ　学校関係及び関係諸機関に対する就職生徒への激励の要請と定着指導及び関係諸機

関・諸団体・諸学校との連絡・協議について

2　活動日程

（1）委員総会［4月12日（火）］　　　　　　　全日中会館

①　役員選出

②　今後の流れについて

（2）第2回定例委員会［5月24日（火）］　　港区立青山中学校

①　進路情報「平成28年度　都立高校入試の実情と課題」…都教委入学選抜担当

②　第1・2回都立高等学校入学者選抜検討委員会の報告

③　組織の確認

④　平成28年度都立高校入試における中学校作成書類の問題点について

（3）第3回定例委員会［7月7日（木）］　　港区立青山中学校

①　進路情報「中学生の進路としての高等専修学校」・‥東京都専修学校各種学校協会

②　第3・4・5回都立高等学校入学者選抜検討委員会の報告

（∋　都立高校入試における問題点検証

④　私立高校入試における問題点検証

⑤　七都県進学問題協議会報告

（4）第4回定例委員会［9月5日（月）］　　港区立青山中学校

①　進路情報「平成29年度　都立高校入試の見通し」…都教委入学選抜担当

②　進路情報「都立高等学校長協会入選対策委員との意見交換」
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…都立高等学校長協会入選対策委員

（5）第5回定例委員会［10月3日（月）］　　都内

（∋　専修学校等の施設見学

（6）第6回定例委員会［10月14日（金）］　　港区立青山中学校

①　進路情報「私立中高協会役員との意見交換」‥・東京私立中学高等学校協会役員

（7）第7回定例委員会［11月14日（月）］　　港区立青山中学校

①　進路情報「平成29年度　都立高校入試にむけて」‥・都教委入学選抜担当

②　平成28年度都立高等学校全日制等志望予定調査について

③　私立高校事前相談について

（8）第8回定例委員会［1月17日（火）］　　港区立青山中学校

（D　進路情報「平成29年度　都立高校入試にむけて」…都教委入学選抜担当

②　都立・私立入試について

③　平成29年度入学者選抜に関する問題点調査について

（9）第9回定例委員会［2月20日（月）］　　港区立青山中学校

（∋　進路情報

②　平成29年度入学者選抜に関する問題点調査について

③　平成29年度都立高等学校入学者選抜実施に関する調査について

3　進路対策委員会とかかわりのある諸機関と都組織

（1）都立高等学校入学者選抜検討委員会

（2）一般財団法人東京私立中学高等学校協会との意見交換会

（3）東京都生活文化局私学部、教育庁都立学校教育部との意見交換会

（4）七都県高校進学問題協議会

（5）育英資金奨学生選考委員会、公益財団法人東京都私学財団

（6）就学促進対策特別委員会

4　役　　員

役　職　名 �氏　　　　名 �所　　　　　　属 

委　員　長 �神　田　正　美 �小金井市立緑中学校 

副委員長 �茅　原　直　樹 �江戸川区立小岩第四中学校 

副委員長 �井　上　貴　雅 �北区立赤羽岩淵中学校 

副委員長 �宮　崎　宏　明 �中央区立佃中学校 

修学旅行対策委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　伊藤　雅夫

1　修学旅行（関西・東北・長野・上越）における連合体輸送の計画立案及び運営に当たる。

（1）動向調査を参考にして、実施期間の決定及び参加校のグループ編成を行う。

（2）輸送列車の割り当てを行い、出発日を決定する。

（3）円滑な輸送を図るために、関係諸機関（JR東海・JR東日本等）との連絡調整を行う。

（4）修学旅行全般の問題点への対策を検討し対応する。

2　修学旅行の改善・充実を図る。
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（1）修学旅行に関する調査、研究を行い、現状及び問題点の把握に努めるとともに、改善のた

めの対策を検討する。

（2）修学旅行の充実した実施を図るために、文部科学省への陳情を行なう。また、関係諸機関

と協議し、情報や資料の収集を行う。

（3）調査研究、関係諸機関との協議を通して、修学旅行のこれからのあり方を検討する。

3　平成28年度の年間活動日程

行事名 �日　　時 �会　　場 �備　　考 

1 �第1回全体委員会 �4月12日（火） 　　15：50～ �全日中会館 �・役員、ブロック長の選出 ・年間活動計画の確認 

2 �第1回正副委員長会議 �4月25日（月） 　　15：30～ �日本修学旅行協会会議室 �・出発式打合せ ・春・秋動向調査の内容検討 

3 �出発式（関西） �5月10日（火） 　　8：00～8：10 �東京駅新幹線ホーム �・9校（1，146名） 中央区、荒川区、足立区 

4 �出発式（東北） �5月11日（水） �上野駅新幹線コンコー �・1校（180名） 
8：50′）9：00 �ス �練馬区立開進第二中学校 

5 �第2回全体委員会 �5月19日（木） 　　15：30～ �中央区立晴海中学校 �・H30連合体輸送計画 ・春・秋動向調査の内容検討 

6 �［春・秋動向調査］ �5月下旬～ 　6月下旬（予定） �－ �・H30連合体春秋希望 校数、人数の集約 

7 �第2回正副委員長会議 �7月22日（金） 　　15：30～ �日本修学旅行協会会議室 �・動向調査結果をもと に対策を協議 

8 �第3回正副委員長会議 �7月下旬～8月上旬 �JR東日本会議室（予 �・JR東日本、JR東海と 
15：00′－ �定） �の連絡協議 

9 �第3回全体委員会 �9月6日（火） 　　15：30～ �新宿区立落合中学校 �・H30連合体輸送計画確 定・申込書配布 

10 �第1回ブロック長会議 �10月14日（金） 　　15：30～ �新宿区立落合中学校 �・申込集計結果の確認 ・列車本数、運行日の決定 

11 �［修学旅行に関する調 �10月下旬～ �ー �・今年度修学旅行の実態 
査］ �11月中旬（予定） ��調査と分析（～2月） 

12 �第2回ブロック長会議 �11月7日（月） 　　15：30～ �新宿区立落合中学校 �・乗車組合せの決定（確 認と微調整） 

13 �第4回全体委員会 �11月25日（金） 　　14：00～ �新宿区立落合中学校 �・H30連合体輸送出発日 の抽選、業者への発表 

14 �研修会 �2月20日（月） 　　15：00～ �新宿区立落合中学校 �・受入れ地域の最新情 報 

15 �第5回全体委員会 �2月20日（月） 　　16：00～ �新宿区立落合中学校 �・H30連合体の諸手続き ・乗車駅下車駅確認 

16 �第4回正副委員長会議 �2月20日（月） 　　16：30～ �新宿区立落合中学校 �・1年間の総括・次年 度の計画 

17 �［修学旅行調査配布］ �3月中旬（予定） �－ � 

※上記以外に文部科学省への陳情、関東地区公立中学校修学旅行委員会等との協議を実施

選挙管理委員会

1　平成28年度選挙管理委員会組織づくり

任期：平成28年4月1日～平成29年5月31日

東京都中学校長会選挙管理規程

第2章　委員長及び副委員長

第4条　委員長及び副委員長は選挙管理委員会において互選する。

組　織　委員長：1名
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副委員長：3名（第一，第二，第三の各地域から1名ずつ）

幹　　事：12名（各ブロックから1名ずつ　　例年輪番で選出している）

氏　　名 �学　校　名 �地域・ブロック 

委　員　長 �太田　耕司 �千代田・神田一橋 �全　　域 

副委員長 � � �第一地域 第二地域 

第三地域 

幹　　事 � � �1ブロック 

2ブロック 

3ブロック 

4ブロック 

5ブロック 

6ブロック 

7ブロック 

8ブロック 

9ブロック 

10ブロック 

11ブロック 

12ブロック 

※第1回選挙管理委員会（6／24実施後にデータをお送りしますのでご記入ください。）

2　活動方針

規程・内規に基づいて円滑に選挙・選出を行う。

3　規約確認

東京都中学校長会選挙管理規定を参照

4　年間活動計画

平成28年6月24日（予定）第1回選挙管理委員会（組織作り、活動計画確認など）

平成29年　月　日　　　　第2回選挙管理委員会（選挙日程、役割分担の確認など）

以降、会長、役員の選挙公示、投票、結果公示などの日程は今後検討する。

最終的な選挙・選出結果を29年度定期総会に報告して、委員会の活動を終了する。
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役員・会計監査・理事・各部部員・各正副委員長
◎　会長・副会長

番号 �役　　職 �氏　　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　　話 �FAX 

1 �会　　長 �常盤　　隆 �立川・立川第二 �190－0012 �立川市曙町3－29－46 �042－523－4338 �042－529－1008 

2 �副　会　長 �岩永　　章 �新宿・新宿西戸山 �169－0073 �新宿区百人町4－3－1 �03－3227－2110 �03－3365－3851 

3 �副　会　長 �松丸　晴美 �練馬・石神井西 �177－0053 �練馬区関町南3－10－3 �03－3920－0710 �03－3929－9057 

4 �副　会　長 �大川　武司 �町田・南 �194－0012 �町田市金森3－27－1 �042－796－2248 �042－795－8764 

5 �副　会　長 �矢口　　仁 �中野・中野 �164－0001 �中野区中野4－12－3 �03－3389－1471 �03－338911472 

6 �副　会　長 �直田　益明 �世田谷・芦花 �157－0063 �世田谷区粕谷2－22－2 �03－3302－2746 �03－3302－7491 

◎　会計監査

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �干 �学校所在地 �電　‾話 �FAX 

1 �会計監査 �新宮領　毅 �大田・雪谷 �145－0066 �大田区南雪谷5－1－1 �03－3726－3123 �03－3726－3122 

2 �会計監査 �斎藤　博志 �八王子・館 �193－0944 �八王子市館町1097－15 �042－664－8200 �042－667－5434 

3 �会計監査 �萩原　正己 �杉並・高井戸 �168－0072 �杉並区高井戸東1－28－1 �03－3302－1762 �03－3302－6873 

◎　部長・副部長

番号 �役　職 ���氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 � ��◎ �小澤　雅人 �杉並・阿佐ヶ谷 �166－0004 �杉並区阿佐谷南ト17－3 �03－3314－2261 �03－3314－3572 

2 �総 務 部 �庶 墾 �○ �川島　清美 �八王子・第三 �192－0904 �八王子市子安町2－18－1 �042－642－1833 �042－646－2097 

3 ��調 査 �○ �江川　　登 �豊島・西池袋 �171－0021 �豊島区西池袋4－7－1 �03－3986－0727 �03－5951－3907 

4 ��広 報 �○ �太田　　元 �立川・立川第三 �190－0021 �立川市羽衣町3－25－6 �042－523－4348 �042－529－1015 

5 ��情 報 �○ �松尾　磨文 �大田・大森第六 �145－0063 �大田区南千束ト33－1 �03－3726－7155 �03－3726－7157 

6 �∠ゝ ��◎ �池田　浩二 �中野・第二 �164－0012 �中野区本町5－25－1 �03－3382－7151 �03－3382－7152 

7 �コ三 計 部 �会 計 �○ �石村　康代 �日野・日野第一 �191－0011 �日野市日野本町7－7－7 �042－581－0009 �042－581－0023 

8 ��厚 生 �○ �天羽　　均 �葛飾・立石 �124－0012 �葛飾区立石6－3－1 �03－3693－7345 �03－5698－1747 

9 �教 太 目 対 策 部 ��◎ �花田　　茂 �国分寺・第一 �185－0002 �国分寺市東戸倉2－6 �042－322－0641 �042－328－2321 

10 ���○ �高岡　麻美 �府中・府中第九 �183－0013 �府中市小柳町2－49 �042－367－0320 �042－334－0898 

11 ���○ �井口　寛隆 �武蔵村山・第五 �208－0034 �武蔵村山市残堀5－55 �042－560－3155 �042－560－4287 

12 �研 究 部 ��◎ �上原　一夫 �台東・上野 �110－0002 �台東区上野桜木ト14－55 �03－3821－8431 �03－5685－3593 

13 ���○ �新村　紀昭一 �練馬・開進第四 �176－0003 �練馬区羽沢3－24－1 �03－3993－1482 �03－5984－3277 

14 ���＿○ �川崎　純一 �江戸川・東葛西 �134－0084 �江戸川区東葛西6－40－1 �03－3675－4762 �03－3675－4762 

15 �生 徒 指 導 部 ��◎ �前島　正明 �多摩・多摩 �206－0011 �多摩市関戸3－19－1 �042－375－7023 �042－337－7646 

16 ���○ �片倉　元次 �新宿・西早稲田 �165－0052 �新宿区戸山3－20－2 �03－3205－9674 �03－3205－9859 

17 ���○ �大石　光宏 �練馬・開進第二 �176－0001 �練馬区練馬2－27－28 �03－3993－1340 �03－5984－2730 

18 ���○ �白倉　孝弘 �葛飾・常盤 �125－0042 �葛飾区金町2－1ト1 �03－3607－4757 �03－5699－1513 

◎部長　○副部長
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◎　各部部員

総務部（部長・副部長）

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �－　〒 �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �小澤　雅人 �杉並・阿佐ヶ谷 �166－0004 �杉並区阿佐谷南1－17－3 �03－3314－2261 �03－3314－3572 

2 �副部長・庶務 �川島　清美 �八王子・第三 �192－0904 �八王子市子安町2－18－1 �042－642－1833 �042－646－2097 

3 �副部長・調査 �江川　　登 �豊島・西池袋 �171－0021 �豊島区西池袋4－1Ll �03－3986－0727 �03－5951－3907 

4 �副部長・広報 �太田　　元 �立川・立川第三 �190－0021 �立川市羽衣町3－25－6 �042－523－4348 �042－529－1015 

5 �副部長・情報 �松尾　虞文 �大田・大森第六 �145－0063 �大田区南千束卜33－1 �03－3726－7155 �03－3726－7157 

総務部（庶務班）

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �小澤　雅人 �杉並・阿佐ヶ谷 �166－0004 �杉並区阿佐谷南卜17－3 �03－3314－2261 �03－3314－3572 

2 �副　部　長 �川島　清美 �八王子・第三 �192－0904 �八王子市子安町2－18－1 �042－642－1833 �042－646－2097 

6 �部　　員 �笛木　啓介 �大田・御園 �144－0051 �大田区西蒲田8－5－1 �03－3739－6198 �03－3732－9329 

7 �部　　員 �片柳　博文 �目黒・東山 �153－0043 �目黒区東山1－24－31 �03－3711－8828 �03－3711－8896 

8 �部　　員 �五十嵐浩子 �小平・上水 �187－0021 �小平市上水南町1－7－1 �042－323－8611 �042－323－8610 

9 �部　　員 �川崎　達也 �東村山・東村山第三 �189－0012 �東村山市萩山町5－2－1 �042－391－9113 �042－397－5417 

10 �部　　員 �村木　尚生 �稲城・稲城第五 �206－0803 �稲城市向陽台3－1－1 �042－378－6121 �042－379－3425 

総務部（調査班）

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話‾ �FAX 

1 �部　　長 �小澤　雅人 �杉並・阿佐ヶ谷 �166－0004 �杉並区阿佐谷南卜17－3 �03－3314－2261 �03－3314－3572 

3 �副　部　長 �江川　　登 �豊島・西池袋 �171－0021 �豊島区西池袋4－7－1 �03－3986－0727 �03－5951－3907 

11 �部　　員 �高松　政則 �港・赤坂 �107－0061 �港区赤坂9－2－3 �03－3402－9301 �03－3402－9302 

12 �部　　員 �井上　好嗣 �品川・戸越台 �142－0041 �品川区戸越1－15－23 �03－3781－6250 �03－3781－0895 

13 �部　　員 �永久保佳孝 �目黒・第七 �152－0003 �目黒区碑文谷トト33 �03－3714－3758 �03－3714－3761 

14 �部　　員 �水野　英利 �杉並・松渓 �167－0051 �杉並区荻窪2－3－1 �03－3392－7328 �03－3393－7538 

15 �部　　員 �山本　聖志 �豊島・千登世橋 �171－0031 �豊島区目白トト1 �03－3986－1056 �03－5950－4680 

16 �部　　員 �関田　　誠 �板橋・加賀 �173－0003 �板橋区加賀2－19－1 �03－3964－3866 �03－5375－5832 

17 �部　　員 �茜谷佳世子 �足立・竹の塚 �121－0812 �足立区西保木間4－12－13 �03－3885－6963 �03－3883－1252 

18 �部　　員 �牛木　　明 �葛飾・水元 �125－0032 �葛飾区水元3－20－1 �03－3607－7490 �03－5699－1619 

19 �部　　員 �横澤　広美 �江戸川・小松川第二 �132－0035 �江戸川区平井3－20－1 �03－3685－4911 �03－3685－4911 

20 �部　　員 �堀内　雄士 �八王子・七国 �192－0919 �八王子市七国6－41－1 �042－637－0773 �042－637－0771 

21 �部　　員 �川窪　公夫 �青梅・第三 �198－0014 �青梅市大門2－301 �0428－31－7286 �0428－32－7074 

22 �部　　員 �橋本　雅彦 �町田・南大谷 �194－0031 �町田市南大谷985－1 �042－723－5567 �042－721－4324 

23 �部　　員 �松本　康夫 �東村山・東村山第二 �189－0003 �東村山市久米川町2－4－1 �042－391－9112 �042－397－5416 

24 �部　　員 �後藤　正彦 �国分寺・第四 �185－0023 �国分寺市西元町3－10－7 �042－324－3811 �042－328－2414 

25 �部　　員 �加納　一志 �多摩・鶴牧 �206－0034 �多摩市鶴牧6－5－1 �042－337－4020 �042－337－7657 

26 �部　　員 �斎藤　　裕 �大島・第一 �100－0101 �大島町元町字′J、清水 �04992－2－2366 �04992－2－4702 
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総務部（広報班）

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �小棒　雅人 �杉並・阿佐ヶ谷 �166－0004 �杉並区阿佐谷南1－17－3 �03－3314－2261 �03－3314－3572 

4 �副　部　長 �太田　　元 �立川・立川第三 �190－0021 �立川市羽衣町3－25－6 �042－523－4348 �042－529－1015 

27 �部　　員 �平松　功治 �中央・日本橋 �103－0004 �中央区東日本橋1－10－1 �03－3851－5878 �03－3865－2944 

28 �部　　員 �渋谷　俊昌 �墨田・吾嬬第二 �131－0041 �墨田区八広4－4－4 �03－3617－3840 �03－3617－0420 

29 �部　　‾員 �佐藤　　太 �目黒・第十 �1523－0023 �目黒区八雲5－2－1 �03－3718－6408 �03－3718－6144 

30 �部　　員 �大倉　清子 �世田谷・奥沢 �158－0083 �世田谷区奥沢1－42－1 �03－3726－5756 �03－3726－2597 

31 �部　　員 �萩原　正己 �杉並・高井戸 �168－0072 �杉並区高井戸東1－28－1 �03－3302－1762 �03－3302－6873 

32 �部　　員 �水谷　正博 �足立・第十二 �120－0001 �足立区大谷田1－37－1 �03－3606－5865 �03－3605－2881 

33 �部　　員 �麻生　隆久 �多摩・落合 �206－0033 �多摩市落合4－14 �042－372－1861 �042－337－7654 

総務部（情報班）

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �小澤　雅人 �杉並・阿佐ヶ谷 �166－0004 �杉並区阿佐谷南1－17－3 �03－3314－2261 �03－3314－3572 

5 �副　部　長 �松尾　廉文 �大田・大森第六 �145－0063 �大田区南千束1－33－1 �03－3726－7155 �03－3726－7157 

34 �部　　員 �柄澤　茂之 �中野・第四 �165－0033 �中野区若宮1－卜18 �03－3330－5325 �03－3330－5326 

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �＿　〒 �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �池田　浩二 �中野・第二 �164－0012 �中野区本町5－25－1 �03－3382－7151 �03－3382－7152 

2 �副部長・会計 �石村　康代 �日野・日野第一 �191－0011 �日野市日野本町7－7－7 �042－581－0009 �042－581－0023 

3 �副部長・厚生 �天羽　　均 �葛飾・立石 �124－0012 �葛飾区立石6－3－1 �03－3693－7345 �03－5698－1747 

4 �部　　員 �楠美　利文 �世田谷・北沢 �155－0031 �世田谷区北沢5－12－3 �03－3468－2503 �03－3468－7549 

5 �部　　員 �渡遽　裕子 �杉並・宮前 �168－0081 �杉並区宮前2－12－1 �03－3333－8728 �03－3247－9356 

6 �部　　員 �平本　浩実 �豊島・巣鴨北 �170－0001 �豊島区西巣鴨3－17－1 �03－3940－6031 �03－5934－1009 

7 �部　　員 �増田　裕子 �板橋・板橋第五 �173－0004 �板橋区板橋4－49－3 �03－3964－3822 �03－5375－5831 

8 �部　　員 �前田　賢一 �八王子・第五 �192－0046 �八王子市明神町4－19－1 �042－642－1633 �042－646－6473 

9 �部　　員 �大石　眞二 �町田・木曽 �194－0037 �町田市木曽西2－4－9 �042－792－3081 �042－791－5984 

10 �部　　員 �石川　晴一 �日野・日野第二 �191－0062 �日野市多摩平4－5－2 �042－581－0056 �042－581－0116 

11 �部　　員 �宮原　延郎 �日野・日野第三 �191－0042 �日野市程久保650 �042－591－2228 �042－591－2221 

12 �部　　員 �中村　　宏 �日野・日野第四 �191－0065 �日野市旭が丘2－42 �042－583－3905 �042－583－3915 

13 �部　　員 �高橋　清吾 �日野・大坂上 �191－0061 �日野市大坂上4－17－1 �042－583－9755 �042－583－9696 

14 �部　　員 �山浦　桂子 �東久留米・下里 �203－0043 �東久留米市下里3－21－1 �042－473－7115 �042－472－7998 

15 �部　　員 �梅原　郁雄 �稲城・第六 �206－0824 �稲城市草葉台3－11 �042－331－7222 �042－331－7048 

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �花田　　茂 �国分寺・第一 �185－0002 �国分寺市東戸倉2－6 �042－322－0641 �042－328－2321 

2 �副　部　長 �高岡　麻美 �府中・一府中第九 �183－0013 �府中市小柳町2－49 �042－367－0320 �042－334－0898 

－　28　－



番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話 �FAX 

3 �副　部　長 �井口　寛隆 �武蔵村山・第五 �208－0034 �武蔵村山市残堀5－55 �042－560－3155 �042－560－4287 

4 �部　　員 �長田　和義 �新宿・牛込第二 �162－0044 �新宿区喜久井町20 �03－3205－9671 �03－3205－9815 

5 �部　　員 �大野　正人 �杉並・井草 �167－0023 �杉並区上井草3－20－11 �03－3390－3144 �03－3390－5571 

6 �部　　員 �石川俊一郎 �北・田端 �114－0014 �北区田端6－9－1 �03－3917－0416 �03－5567－4528 

7 �部　　員 �勝田　敏行 �足立・鹿浜菜の花 �123－0864 �足立区鹿浜5－18－1 �03－3897－4970 �03－3899－2262 

8 �部　　員 �茅原　直樹 �江戸川・小岩第四 �133－0057 �江戸川区西小岩3－9－18 �03－3659－9472 �03－3659－9472 

9 �部　　員 �石代　俊則 �八王子・みなみ野 �092－0916 �八王子市みなみ野6－14－2 �042－636－0061 �042－636－0063 

10 �部　　員 �井手　伊澄 �町田・小山 �194－0215 �町田市小山ケ丘卜2－4 �042－798－1251 �042－798－1252 

11 �部　　員 �三浦　利信 �羽村・羽村第二 �205－0013 �羽村市富士見平1－16 �042－554－2041 �042－578－1527 

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �学校所在地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �上原　一夫 �台東・上野 �110－0002 �台東区上野桜木卜14－55 �03－3821－8431 �03－5685－3593 

2 �副　部　長 �新村　紀昭 �練馬・開進第四 �176－0003 �練馬区羽沢3－24－1 �03－3993－1482 �03－5984－3277 

3 �副　部　長 �川崎　純一 �江戸川・東葛西 �134－0084 �江戸川区東葛西6－40－1 �03－3675－4762 �03－3675－4762 

4 �部　　員 �宇野　　亮 �世田谷・砧 �157－0066 �世田谷区成城1－10－1 �03－3417－2206 �03－3417－2380 

5 �部　　員 �武田　真男 �足立・第一 �120－0037 �足立区千住河原町4－7 �03－3882－8513 �03－3888－5427 

6 �部　　員 �青木　　睦 �三鷹・第五 �181－0004 �三鷹市新川卜7－20 �0422－45－3201 �0422－76－0673 

7 �部　　員 �石田　重久 �青梅・第七 �198－0001 �青梅市成木4－544－2 �0428－74－5217 �0428－74－5719 

8 �部　　員 �吉川　　篤 �町田・町田第二 �194－0031 �町田市南大谷1327 �042－722－1101 �042－721－4399 

9 �部　　員 �橘　　太造 �稲城・稲城第三 �206－0812 �稲城市矢野口3043 �042－377－7151 �042－379－3423 

10 �部　　員 �粟生　忠義 �江東・深川第八 �135－0043 �江東区塩浜2－2卜14 �03－3647－0582 �03－5690－4033 

11 �部　　員 �伊藤　蕃造 �目黒・第一 �153－0044 �目黒区大橋2－1卜1 �03－3466－6158 �03－3466－6182 

12 �部　　員 �竹内　彰泰 �大田・大森第八 �143－0015 �大田区大森西2－21－1 �03－3762－6656 �03－3762－6658 

13 �部　　員 �井原　武彦 �足立・東島根 �121－0076 �足立区平野卜27－2 �03－3885－6779 �03－3884－1332 

14 �部　　員 �山口　　孝 �江戸川・瑞江第二 �132－0011 �江戸川区瑞江4－54－1 �03－3670－2993 �03－3670－2993 

15 �部　　員 �森本　友明 �槍原・槍原 �190－0214 �槍原村575 �042－598－0007 �042－598－0876 
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生徒指導部

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校・ �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

1 �部　　長 �前島　正明 �多摩・多摩 �206－0011 �多摩市関戸3－19－1 �042－375－7023 �042－337－7646 

2 �副　部　長 �片倉＿　元次 �新宿・西早稲田 �162－0052 �新宿区戸山3－20－2 �03－3205－9674 �03－3205－9859 

3 �副　部　長 �大石　光宏 �練馬・開進第二 �176－0001 �練馬区練馬2－27－28 �03－3993－1340 �03－5987－2730 

4 �副　部　長 �白倉　孝弘 �葛飾・常盤 �125－0042 �葛飾区金町2－11－1 �03－3607－4757 �03－5699－1513 

5 �部　　員 �工藤　勇一 �千代田・麹町 �102－0093 �千代田区平河町2－5－1 �03－3263－4321 �03－3263－4339 

6 �部　　員 �加藤　譲司 �中央・銀座 �104－0061 �中央区銀座8－19－15 �03－3545－8013 �03－3541－7450 

7 �部　　員 �高松　政則 �港・赤坂 �107－0052 �港区赤坂9－2－3 �03－3402－9301 �03－3402－9302 

2 �部　　員 �片倉　元次 �新宿・西早稲田 �162－0052 �新宿区戸山3－20－2 �03－3205－9674 �03－3205－9859 

8 �部　　員 �本郷　光一 �文京・文林 �113－0022 �文京区千駄木5－25－10 �03－3827－6781 �03－5685－4960 

9 �部　　員 �川杉　玲夫 �台東・浅草 �111－0051 �台東区蔵前ト314 �03－3866－8311 �03－5687－5888 

10 �部　　員 �池田　伸彦 �墨田・吾嬬立花 �131－0043 �墨田区立花4－30－18 �03－3616－2225 �03－3616－2237 

11 �部　　員 �竹原　　眞 �江東・深川第四 �135－0015 �江東区千石1－12－12 �03－3644－2711 �03－5690－4032 

12 �部　　員 �西島　　勇 �品川・日野学園 �141－0002 �品川区東五反田2－11－1 �03－3441－3200 �03－3441－3246 

13 �部　　員 �金子　弘樹 �目黒・第十一 �152－0034 �目黒区緑が丘1－8－1 �03－3718－2873 �03－3718－6301 

14 �部　　員 �柳井　裕明 �大田・六郷 �144－0055 �大田区仲六郷3－11－11 �03－3732－9338 �03－3732－9339 

15 �部　　員 �中村　真一 �世田谷・上祖師谷 �157－0065 �世田谷区上祖師谷7－10－1 �03－3308－9775 �03－3308－9778 

16 �部　　員 �白倉　昌裕 �渋谷・原宿外苑 �150－0001 �渋谷区神宮前1－24－6 �03－3402－7526 �03－5474－2723 

17 �部　　員 �増田　　玲 �中野・第五 �164－0002 �中野区上高田4－28－1 �03－3389－2341 �03－3389－2342 

18 �部　　員 �藤川　　章 �杉並・天沼 �167－0031 �杉並区本天沼3－10－20 �03－3390－0161 �03－3390－2169 

19 �部　　員 �紅床　直也 �豊島・千川 �171－0042 �豊島区高松1－9－21 �03－3956－8198 �03－3959－9659 

20 �部　　員 �高田　勝喜 �北・稲付 �115－0055 �北区赤羽西6－1－4 �03－3908－6574 �03－3907－9844 

21 �部　　員 �刑部　之康 �荒川・原 �116－0001 �荒川区町屋5－12－6 �03－3895－4889 �03－3819－6819 

22 �部　　員 �斎藤　信之 �板橋・上板橋第二 �173－0087 �板橋区小茂根1－2－1 �03－3956－8890 �03－5995－8353 

3 �部　　員 �大石　光宏 �練馬・開進第二 �176－0001 �練馬区練馬2－27－28 �03－3993－1340 �03－5987－2730 

23 �部　　員 �平塚　喜宏 �足立・第五 �123－0845 �足立区西新井本町2－3－1 �03－3896－0059 �03－3898－7392 

4 �部　　員 �白倉　孝弘 �葛飾・常盤 �125－0042 �葛飾区金町2－11－1 �03－3607－4757 �03－5699－1513 

24 �部　　員 �黒澤　晴男 �葛飾・高砂 �125－0054 �葛飾区高砂3－32－1 �03－3658－5169 �03－5694－0469 

25 �部　　員 �平塚　芳則 �江戸川・松江第一 �132－0025 �江戸川区松江5－5－1 �03－3652－0412 �03→3652－0412 

26 �部　　員 �坂詰　悦子 �八王子・上柚木 �192－0373 �八王子市上柚木3－17 �042－678－2580 �042－678－1492 

27 �部　　員 �秋野　宏之 �立川・立川第四 �190－0002 �立川市幸町5－49－1 �042－536－2411 �042－534－6949 

28 �部　　員 �竹山　正弘 �武蔵野・第四 �180－0001 �武蔵野市吉祥寺北町5－1ト41 �0422－51－7675 �0422－55－5195 

29 �部　　員 �勝野　能光 �三鷹・第二 �181－0014 �三鷹市野崎3－14－1 �0422－31－6373 �0422－31－5110 

30 �部　　員 �喫水尾祐文 �青梅・第六 �198－0003 �青梅市小曽木4－2040 �0428－74－5344 �0428－74－5716 

31 �部　　員 �桐川　　勲 �府中・府中第二 �183－0004 �府中市紅葉丘1－23－13 �042－363－9122 �042－334－0892 

一　30　－



番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校・ �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

32 �部　　員 �喜多野雅司 �昭島・多摩辺 �196－0002 �昭島市拝島町4－6－30 �042－545－5501 �042－545－6442 

33 �部　　員 �平岡　盛仁 �調布・調布 �182－0033 �調布市富士見町4－17Tl �042－482－0275 �042－499－4190 

34 �部　　員 �石田一　匡志 �町田・小山田 �194－0204 �町田市小山田桜台1－12 �042－797－4545 �042－797－2342 

35 �部　　員 �刀根　武史 �小金井・小金井第一 �184－0005 �小金井市桜町2－3－15 �042－383－1161 �042－382－0401 

36 �部　　員 �佐藤　　清 �小平・小平第四 �187－0045 �小平市学園西町ト3－1 �042－341－4344 �042－341－4258 

37 �部　　員 �正留　久巳 �日野・三沢 �191－0032 �日野市三沢1－17－4 �042－592－5017 �042－592－5032 

38 �部　　員 �海老塚俊一 �東村山・東村山第四 �189－0022 �東村山市野口町3－24－1 �042－391－9114 �042－397－5418 

39 �部　　員 �松本　信之 �国分寺・第三 �185－0036 �国分寺市高木町2－11 �042－572－7143 �042－577－6843 

40 �部　　員 �篠原　政一 �国立・国立第二 �186－0003 �国立市富士見台3－30 �042－572－2187 �042－572－2189 

41 �部　　員 �井尻　郁夫 �福生・福生第一 �197－0003 �福生市熊川845 �042－551－0321 �042－530－7447 

42 �部　　員 �村上　昭夫 �狛江・狛江第四 �201－0002 �狛江市東野川4－1－1 �03－5497－7474 �03－5497－7364 

43 �部　　員 �松村　正博 �東大和・第二 �207－0014 �東大和市南街3－60－4 �042－561－2328 �042－590－7029 

44 �部　　員 �渡部　孝司 �清瀬・清瀬第三 �204－0002 �清瀬市旭が丘1－262 �042－493－6313 �042－495－3943 

45 �部　　員 �花房　康之 �東久留米・中央 �203－0054 �東久留米市中央町5－7－65 �042－472－7999 �042－472－7999 

46 �部　　員 �島田　　治 �武蔵村山・第一 �208－0004 �武蔵村山市本町2－76－1 �042－560－1761 �042－560－4286 

1 �部　　員 �前島　正明 �多摩・多摩 �206－0011 �多摩市関戸3－19－1 �042－375－7023 �042－337－7646 

47 �部　　員 �村木　尚生 �稲城・稲城第五 �206－0803 �稲城市向陽台3－1－1 �042－378－6121 �042－379－3425 

48 �部　　員 �西嶋　剛昭 �西東京・柳沢 �202－0022 �西東京市柳沢3－8－22 �042－462－5076 �042－462－3104 

49 �部　　員 �曽我　有二 �あきる野・五日市 �190－0164 �あきる野市五日市400 �042－596－0173 �042－595－1751 

50 �部　　員 �川島　郁雄 �大島・第二 �100－0102 �大島町岡田字長坂 �04992－2－8033 �04992－2－8813 

51 �部　　員 �宮崎　　剛 �新島・利島 �100－0301 �利島村87 �04992－9－0021 �04992－9－0024 

52 �部　　員 �大房　裕司 �三宅・三宅 �100－1102 �三宅村伊豆470 �04994－2－0049 �04994－2－0371 

53 �部　　員 �綿貫　正人 �八丈・富士 �100－1511 �八丈町三根4655－1 �04996－2－0244 �04996－2－5128 

54 �部　　員 �新妻　　茂 �小笠原・小笠原 �100－2101 �小笠原村父島宮之浜道 �04998－2－2502 �04998－2－3850 
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◎　各委員会役員

人権教育推進委員会

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �〒 �所　在　地 �電　話 �FAX 

1 �委　員　長 �並木　浩子 �昭島・清泉 �196－0024 �昭島市宮沢町1－9－1 �042－541－0762 �042－541－6869 

2 �副委員長 �長田　和義 �新宿・牛込第二 �162－0044 �新宿区喜久井町20 �03－3205－9671 �03－3205－9815 

3 �副委員長 �豊岡　弘敏 �渋谷・上原 �151－0064 �渋谷区上原3－14－2 �03－3460－0667 �03－3460－0026 

4 �副委員長 �林　　祐司 �西東京・田無第三 �188－0004 �西東京市西原町3－4－1 �042－462－2814 �042－469－2180 

5 �庶　　務 �松本　心一 �文京・第十 �112－0011 �文京区千石2－40－17 �03－3942－1491 �03－3944－5914 

6 �庶　　務 �大石　光宏 �練馬・開進第二 �176－0001 �練馬区練馬2－27－28 �03－3993－1340 �03－5984－2730 

7 �会　　計 �渋谷　俊昌 �墨田・吾嬬第二 �131－0041 �墨田区八広4－4－4 �03－3617－3840 �03－3617－0420 

進路対策委員会

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

1 �委　員　長 �神田　正美 �′j、金井・緑 �184－0003 �小金井市緑町2－1ト47 �042－383－1164 �042－382－0404 

2 �副委員長 �宮崎　宏明 �中央・佃 �104－0051 �中央区佃2－3－2 �03－3531－7284 �03－3531－2572 

3 �副委員長 �井上　貴雅 �北・赤羽岩淵 �115－0045 �北区赤羽2－6－18 �03－5249－4072 �03－3901－4456 

4 �副委員長 �茅原　直樹 �江戸川・小岩第四 �133－0057 �江戸川区西小岩3－9－18 �03－3659－9472 �03－3659－9472 

修学旅行推対策委員会

番号 �役　　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

1 �委　員　長 �伊藤　雅夫 �江東・第二砂町 �136－0074 �江東区東砂8－10－9 �03－3646－4451 �03－5690－4036 

2 �副委員長 �小谷　周一 �中央・晴海 �104－0053 �中央区晴海1－5－3 �03－3531－7266 �03－3531－2597 

3 �副委員長 �池田富太郎 �世田谷・深沢 �154－0014 �世田谷区新町ト26－29 �03－3703－0165 �03－3703－2733 

4 �副委員長 �佐藤　一男 �荒川・諏訪台 �116－0013 �荒川区西日暮里2－36－8 �03－3891－3746 �03－3801－9820 

5 �副委員長 �亀澤　信一 �狛江・狛江第三 �201－0013 �狛江市元和泉1－23－1 �03－5497－7473 �03－5497－7363 

選挙管理委員会

番号 �役　職 �氏　名 �勤　務　校 �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

1 �委　員　長 �太田　耕司 �千代田・神田一橋 �101－0003 �千代田区一ツ橋2－6－14 �03－3265－5961 �03－3265－4040 

2 �副委員長 � � � � � � 

3 �副委員長 � � � � � � 

4 �副委員長 � � � � � � 
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区市等校長会長一覧

恥． �区市等 �校数 �氏　名 �勤務校 �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

1 �千　代　田 �2 �工藤　勇一 �麹町 �102－0093 �千代田区平河町2－5－1 �03－3263－4321 �03－3263－4339 

2 �中　　央 �4 �小谷　周一 �晴海 �104－0053 �中央区晴海1－5－3 �03－3531－7266 �03－3531－2597 

3 �港 �10 �石鍋　　浩 �御成門 �105－0003 �港区西新橋3－25－30 �03－3436－3551 �03⊥3436－3552 

4 �新　　宿 �11 �島田　一宣 �落合第二 �161－0031 �新宿区西落合ト6－5 �03－3565－0702 �03－3565－0743 

5 �文　　京 �10 �愛川　　睦 �音羽 �112－0012 �文京区大塚1－9－24 �03－3947－2773 �03－3947－4314 

6 �台　　東 �7 �上原　一夫 �上野 �110－0002 �台東区上野桜木ト14－55 �03－3821－8431 �03－5685－3593 

7 �墨　　田 �10 �松井　　隆 �寺島 �131－0041 �墨田区八広ト17－15 �03－3611－8000 �03－3617－0977 

8 �江　　東 �23 �峰岸　利一 �第二南砂 �136－0076 �江東区南砂1－2－18 �03－3699－1591 �03－5690－4040 

9 �品　　川 �15 �佐藤　　勝 �荏原第六 �142－0062 �品川区小山5－20－19 �03－3781－7776 �03－3781－4315 

10 �目　　　黒 �9 �片柳　博文 �東山 �153－0043 �目黒区東山1－24－31 �03－3711－8828 �03－3711－8896 

11 �大　　田 �28 �松尾　虞文 �大森第六 �145－0063 �大田区南千束1－33－1 �03－3726－7155 �03－3726－7157 

12 �世　田　谷 �29 �阿部　陽一 �世田谷 �154－0022 �世田谷区梅丘3－8－1 �03－3420－9166 �03－3420－7175 

13 �渋　　谷 �8 �斉藤　茂好 �松涛 �150－0046 �渋谷区松涛1－20－4 �03－3469－2451 �03－3469－0067 

14 �中　　野 �11 �弓田　　豊 �第十 �164－0011 �中野区中央1－41－1 �03－3363－5501 �03－3363－5502 

15 �杉　　並 �23 �橋本　　剛 �高円寺 �166－0002 �杉並区高円寺北1－4－11 �03－3389－1581 �03－3389－8297 

16 �豊　　島 �8 �堀　　利光 �池袋 �170－0011 �豊島区池袋本町4－5－24 �03－3986－0676 �03－5951－3906 

17 �北 �12 �吉原　　健 �滝野川紅葉 �114－0023 �北区滝野川5－55－8 �03－5907－5021 �03－3910－1812 

18 �荒　　川 �10 �宮澤　　亨 �第四 �116－0002 �荒川区荒川6－57－1 �03－3892－7147 �03－3819－6815 

19 �板　　橋 �23 �飯塚　正人 �高島第三 �175－0082 �板橋区高島平4－22－1 �03－3938－2523 �03－5998－4907 

20 �練　　馬 �34 �松丸　晴美 �石神井西 �177－0053 �練馬区関町南3－10－3 �03－3920－0710 �03－3929－9057 

21 �足　　　立 �36 �保坂　　朗 �上沼田 �123－0872 �足立区江北5－14－1 �03－3854－1194 �03－3854－1192 

22 �葛　　飾 �24 �白倉　孝弘 �常盤 �125－0042 �葛飾区金町2－11－1 �03－3607－4757 �03－5699－1513 

23 �江　戸　川 �33 �林　　和夫 �松江第三 �132－0021 �江戸川区中央ト20－1 �03－3651－9350 �03－3651－9350 

24 �八　王　子 �38 �田中　史人 �松木 �192－0363 �八王子市別所1－34－1 �042－678－2588 �042－678－1490 

25 �立　　川 �9 �小沼　孝行 �立川第五 �190－0032 �立川市上砂町3－27－1 �042－536－2511 �042－534－6953 

26 �武　蔵　野 �6 �河合　雅彦 �第三 �180－0002 �武蔵野市吉祥寺東町1－23－8 �0422－22－1426 �0422－21－7694 

27 �鷹 �7 �賞雅　技子 �第四 �181－0012 �三鷹市上連雀4－18－7 �0422－43－9141 �0422－76－0672 

28 �青　　梅 �11 �俵田　文雄 �第一 �198－0088 �青梅市裏宿町615 �0428－22－7281 �0428－24－2396 

29 �府　　中 �11 �森岡　耕平 �府中第三 �183－0027 �府中市本町4－16－10 �042－361－9303 �042－334－0893 

30 �昭　　島 �6 �中島　理智 �昭和 �196－0033 �昭島市東町2－6－22 �042－541－0065 �042－541－6785 

31 �調　　布 �8 �吉岡　俊幸 �第七 �182－0015 �調布市八雲台2－16－1 �042－487－4521 �042－499－4195 

32 �町　　田 �20 �橋本　雅彦 �南大谷 �195－0031 �町田市南大谷985－1 �042－723－5567 �042－721－4324 

33 �小　金　井 �5 �冨士道正尋 �南 �184－0014 �小金井市貫井南町1－26－1 �042－383－1105 �042－382－0405 

34 �小　　平 �8 �五十嵐浩子 �上水 �187－0021 �小平市上水南町1－7－1 �042－323－8611 �042－323－8610 

35 �日　　　野 �8 �須藤　昭人 �七生 �191－0041 �日野市南平6－7－1 �042－591－0174 �042－591－0178 

36 �東　村　山 �7 �川崎　達也 �東村山第三 �189－0012 �東村山市萩山町5－2－1 �042－391－9113 �042－397－5417 
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恥． �区市等 �校数 �氏　名 �勤務校 �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

37 �国　分　寺 �5 �松本　信之 �第三 �185－0036 �国分寺市高木町2－11 �042－572－7143 �042－577－6843 

38 �国　　立 �3 �黒田　宏一 �国立第一 �186－0002 �国立市東4－24－1 �042－572－1187 �042－572－1125 

39 �福　　生 �3 �小出　　宏 �福生第二 �197－0012 �福生市加美平ト22－1 �042－551－1970 �042－530－7448 

40 �狛　　江 �4 �村上　昭夫 �狛江第四 �201－0002 �狛江市東野川4－1－1 �03－5497－7474 �03－5497－7364 

41 �東　大　和 �5 �志田　裕治 �第三 �207－0016 �東大和市仲原2－7 �042－564－5411 �042－590－7030 

42 �清　　瀬 �5 �小池雄志郎 �清瀬第五 �204－0012 �清瀬市中清戸3－258－1 �042－492－6315 �042－495－3945 

43 �東久留米 �7 �薮野　勝久 �西 �203－0033 �東久留米市滝山2－3－23 �042－472－7996 �042－472－7996 

44 �武蔵村山 �5 �栗原伊知郎 �第三 �208－0002 �武蔵村山市神明4－117－1 �042－564－3001 �042－563－9356 

45 �多　　摩 �9 �千葉　正法 �東愛宕 �206－0041 �多摩市愛宕ト52 �042－374－9781 �042－337－7648 

46 �稲　　城 �6 �清水　　亨 �稲城第一 �206－0804 �稲城市百村23 �042－377－9011 �042－379－3421 

47 �西　東　京 �9 �林　　祐司 �田無第三 �188－0004 �西東京市西原町3－4－1 �042－465－5193 �042－469－2180 

48 �西　多　摩 �15 �飯室　‾治夫 �あきる野・御堂 �197－0802 �あきる野市草花3322 �042－559－6211 �042－550－3092 

49 �大　　島 �3 �川島　郁雄 �第二 �100－0102 �大島町岡田字長坂 �04992－2－8033 �04992－2－8813 

50 �新　　島 �4 �渡辺　　徹 �式根島 �100－0511 �新島村式根島166 �04992－7－0223 �04992－7－0579 

51 �宅 �2 �大房　裕司 �三宅 �100－1102 �三宅村伊豆470 �04994－2－0049 �04994－2－0371 

52 �八　　丈 �4 �梅田　龍示 �大賀郷 �100－1401 �八丈町大賀郷3073 �04996－2－0127 �04996－2－4619 

53 �小　笠　原 �2 �新妻　　茂 �小笠原 �100－2101 �小笠原村父島宮之浜道 �04998－2－2502 �04998－2－3850 
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地区代表者連絡会・議長

Nn �区市等 �氏　　名 �勤務校 �T �所　在　地 �電　話 �地　域 

1 �大　　田 �笛木　啓介 �御国 �144－0051 �大田区西蒲田8－5－1 �03－3739－6198 �第一地域・1ブロック 

2 �荒　　川 �水井　雅史 �第九 �116－0012 �荒川区東尾久2－23－5 �03－3895－6779 �第二地域・5ブロック 

3 �福　　生 �小出　　宏 �福生第二 �197－0012 �福生市加美平1－22－1 �042－551－1970 �第七地域・8ブロック 

地区代表者一覧

Na �区市等 �氏　名 �勤務校 �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

1 �千　代　田 �太田　耕司 �神田一橋 �101－0003 �千代田区一ツ橋2－6－14 �03－3265－5961 �03－3265－4040 

2 �中　　央 �宮崎　宏明 �佃 �104－0051 �中央区佃2－3－2 �03－3531－7284 �03－3531－2572 

3 �港 �鋏持　利行 �高松 �108－0074 �港区高輪ト16－25 �03－3441－6265 �03－3441－6230 

4 �新　　宿 �畠山　直也 �落合 �161－0033 �新宿区下落合2－24－6 �03－3565－0701 �03－3565－0728 

5 �文　　京 �星野　孝雄 �第一 �112－0002 �文京区′j、石川5－8－9 �03－3813－7094 �03－5689－4554 

6 �台　　東 �増田　律子 �御徒町台東 �110－0016 �台東区台東4－13－16 �03－3833－4986 �03－3839－5157 

7 �墨　　田 �西村　　均 �竪川 �130－0014 �墨田区亀沢4－11－15 �03－3622－9637 �03－3625－1494 

8 �江　　東 �春名　秀夫 �東陽 �135－0016 �江東区東陽2－ト8 �03－3645－2466 �03－5690－4034 

武井　勝久 �第三亀戸 �136－0071 �江東区亀戸ト12－10 �03－3684－4318 �03－3682－0238 

9 �品　　川 �荒川　右文 �品川学園 �140－0001 �品川区北品川3－9－30 �03－3474－2671 �03－3474－2673 

10 �目　　　黒 �永久保佳孝 �第七 �152－0003 �目黒区碑文谷1－1－33 �03－3714－3758 �03－3714－3761 

11 �大　　田 �笛木　啓介 �御園 �144－0051 �大田区西蒲田8－5－1 �03－3739－6198 �03－3732－9329 

坂上　仁司 �安方 �146－0094 �大田区東矢口2－1－1 �03－3759－9335 �03－3759－9336 

12 �世　田　谷 �三島　裕治 �緑丘 �156－0045 �世田谷区桜上水3－19－12 �03－3303－7333 �03－3303－7581 

加藤　敏久 �船橋希望 �156－0055 �世田谷区船橋4－20－1 �03－3484－3731 �03－3484－3745 

13 �渋　　谷 �松田　芳明 �広尾 �150－0011 �渋谷区東4－13－25 �03－3400－2440 �03－3400－2433 

14 �中　　野 �江原　賢一 �南中野 �164－0014 �中野区南台5－22－17 �03－3381－7277 �03－3381－7278 

15 �杉　　並 �渡辺　　宏 �東原 �167－0022 �杉並区下井草1－28－5 �03－3390－0148 �03－3390－3588 

渡追　仙二 �松ノ木 �166－0014 �杉並区松ノ木1－4－1 �03－3313－1561 �03－3313－8764 

＿16 �豊　　島 �江川　　登 �西池袋 �171－0021 �豊島区西池袋4－7－1 �03－3986－0727 �03－5951－3907 

17 �北 �小林　　誠 �明桜 �114－0002 �北区王子6－3－23 �03－5959－0034 �03－5959－0035 

18 �荒　　川 �水井　雅史 �第九 �116－0012 �荒川区東尾久2－23－5 �03－3895－6779 �03－3819－6818 

19 �板　　橋 �増田　裕子 �板橋第五 �173－0004 �板橋区板橋4－49－3 �03－3964－3822 �03－5375－5831 

宮洋　一則 �赤塚第二 �175－0094 �板橋区成増3－18－1 �03－3930－5903 �03－5998－4996 

20 �練　　馬 �山谷　安雄 �練馬東 �179－0074 �練馬区春日町2－14－22 �03－3998－0233 �03－3577－7997 

日下石直美 �豊渓 �179－0071 �練馬区旭町3－5－10 �03－3939－0536 �03－5383－3597 

21 �足　　立 �水谷　正博 �第十二 �120－0001 �足立区大谷田1－37－1 �03－3606－5865 �03－3605－2881 

灘山　裕子 �入谷 �121－0836 �足立区入谷3－6－1 �03－3853－4241 �03－3855－3197 
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No． �区市等 �氏　名 �勤務校 �T �所　在　地 �電　話 �FAX 

22 �葛　　飾 �布施　　実 �上平井 �124－0023 �葛飾区東新小岩4－2－1 �03－3692－8148 �03－5698－1744 

沢田　秀夫 �堀切 �124－0006 �葛飾区堀切1－36－1 �03－3693－0275 �03－5698－1749 

23 �江　戸　川 �阿久津勝利 �清新第一 �134－0087 �江戸川区清新町1－5－14 �03－3878－1282 �03－3878－1282 

橋本　　孝 �小岩第二 �133－0052 �江戸川区東小岩1－6－10 �03－3657－1888 �03－3657－1888 

24 �八　王　子 �門馬　　弘 �城山 �193－0821 �八王子市川町792－2 �042－665－7256 �042－667－5248 

大熊　一正 �宮上 �192－0364 �八王子市南大沢5－5 �042－676－5571 �042－677－0205 

25 �立　　川 �秋野　宏之 �立川第四 �190－0002 �立川市幸町5－49－1 �042－536－2411 �042－534－6949 

26 �武　蔵　野 �河合　雅彦 �第三 �180－0002 �武蔵野市吉祥寺東町1－23－8 �0422－22－1426 �0422－21－7694 

27 �鷹 �川戸　直美 �第七 �181－0015 �三鷹市大沢2－11－12 �0422－31－1118 �0422－32－5782 

28 �青　　梅 �石田　重久 �第七 �198－0001 �青梅市成木4－544－2 �0428－74－5217 �0428－74－5719 

29 �府　　中 �鷲尾　　仁 �浅間 �183－0001 �府中市浅間町ト1 �042－360－0031 �042－334－0945 

30 �昭　　島 �渡辺　英俊 �拝島 �196－0004 �昭島市緑町2－2－12 �042－541－1040 �042－541－1222 

31 �調　　布 �西尾　晃明 �第六 �182－0022 �調布市国領町3－8－23 �042－485－5276 �042－499－4194 

32 �町　　　田 �中村伊佐夫 �薬師 �195－0072 �町田市金井ト20－1 �042－725－5002 �042－721－4453 

大石　　龍 �堺 �194－0211 �町田市相原町752 �042－77ト2348 �042－772－4218 

33 �′j、金　井 �大友　敬三 �東 �184－0011 �小金井市東町1－5－33 �042－383－1163 �042－382－0403 

34 �小　　平 �峯岸　貴彦 �小平第三 �187－0011 �小平市鈴木町1－311 �042－341－0575 �042－341－0619 

35 �日　　　野 �秋山　譲児 �平山 �191－0043 �日野市平山4－2ト3 �042－593－3015 �042－593－3014 

36 �東　村　山 �松本　康夫 �東村山第二 �189－0003 �東村山市久米川町2－4－1 �042－391－9112 �042－397－5416 

37 �国　分　寺 �石川鋭一郎 �第五 �185－0005 �国分寺市並木町2－15 �042－325－3735 �042－328－2415 

38 �国　　立 �山口　　茂 �国立第三 �186－0011 �国立市谷保1348－1 �042－576－3638 �042－576－3639 

39 �福　　生 �小出　　宏 �福生第二 �197－0012 �福生市加美平1－22－1 �042－551－1970 �042－530－7448 

40 �狛　　江 �村上　昭夫 �狛江第四 �201－0002 �狛江市東野川4－1－1 �03－5497－7474 �03－5497－7364 

41 �東　大　和 �雨宮　敏彦 �第四 �207－0021 �東大和市立野2－6－2 �042－564－8511 �042－590－7031 

42 �清　　瀬 �村田　政司 �清瀬第四 �204－0004 �清瀬市野塩3－2－3 �042－493－6314 �042－495－3944 

43 �東久留米 �山浦　桂子 �下里 �203－0043 �東久留米市下里3－21－1 �042－473－7115 �042－472－7998 

44 �武蔵村山 �栗原伊知郎 �第三 �208－0002 �武蔵村山市神明4－117－1 �042－564－3001 �042－563－9356 

45 �多　　摩 �麻生　隆久 �落合 �206－0033 �多摩市落合4－14 �042－372－1861 �042－337－7654 

46 �稲　　城 �清水　　亨 �稲城第一 �206－0804 �稲城市百村23 �042－377－9011 �042－379－3421 

47 �西　東　京 �大橋　亮介 �保谷 �202－0015 �西東京市保谷町1－17－4 �042－465－0604 �042－462－2589 

48 �西　多　摩 �山崎　雅司 �あきる野・西 �197－0832 �あきる野市上代継190 �042－558－6260 �042－550－3091 

49 �大　　島 �山下　博一 �第三 �100－0211 �大島町差木地字沖の根 �04992－4－0183 �04992－4－1964 

50 �新　　島 �冨田　聖和 �神津 �100－0601 �神津島村1741 �04992－8－0585 �04992－8－1942 

51 �宅 �大房　裕司 �三宅 �100－1102 �三宅村伊豆470 �04994－2－0049 �04994－2－0371 

52 �八　　丈 �大澤　道明 �三原 �100－1623 �八丈町中之郷2474 �04996－7－0057 �04996－7－0520 

53 �′j、笠　原 �新妻　　茂 �小笠原 �100－2101 �小笠原村父島宮之浜道 �04998－2－2502 �04998－2－3850 
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各地区選出・各委員会名簿

No． �地　区 �校数 �人権教育推進 �進　路　対　策 �修学旅行対策 �選　挙　管　理 

1 �千代田 �2’ �神田一橋中 �神田一橋中 �麹町中 �神田一橋中 
太田　耕司 �太田　耕司 �工藤　勇一 �◎　太田　耕司 

2 �中　　央 �4 �日本橋中 �佃中 �晴海中 �佃中 
平松　功治 �○　宮崎　宏明 �○　小谷　周一 �宮崎　宏明 

3 �港 �10 �高陵中 �青山中 �高松中 �赤坂中 
平川　恒美 �福井　正仁 �鋏持　利行 �高松　政則 

4 �新　　宿 �11 �牛込第二中 �牛込第三中 �落合中 �牛込第一中 
○　長田　和義 �中込　友則 �畠山　直也 �小須田　秀実 

5 �文　　京 �10 �第十中 �著台中 �第六中 �第十中 
□　松本　心一 �石出　　勉 �不破　裕子 �松本　心一 

6 �台　　東 �7 �忍岡中 �柏葉中 �桜橋中 �浅草中 
小寺　正樹 �大山　　敏 �根岸　秀夫 �川杉　玲夫 

7 �墨　　田 �10 �吾嬬第二中 �錦糸中 �両国中 �本所中 
◇　渋谷　俊昌 �浦山　裕志 �田谷　至克 �長谷川　晋也 

8 �江　　東 �23 �深川第七中 �第二大島中 �第二砂町中 �有明中 
堀越　　勉 �金久保　勝 �◎　伊藤　雅夫 �湯本　敬三 

9 �品　　川 �15 �浜川中 �東海中 �富士見台中 �荏原平塚学園 
米塚　裕貴 �野口　敏朗 �水口　春幸 �青木　　経 

10 �目　　黒 �9 �第十中 �第一中 �第七中 �第九中 
佐藤　　太 �伊藤　憲造 �永久保　佳孝 �田原　弘一 

11 �大　　田 �28 �椛谷中 �矢口中 �大森第一中 �馬込未申 
北村　　隆 �斎藤　　淳 �今井　兼一 �吉原　誠次 

12 �世田谷 �29 �駒沢中 �八幡中 �深沢中 �烏山中 
桝田　和明 �大塚　久之 �○　池田　富太郎 �飯塚　和彦 

13 �渋　　谷 �8 �上原中 �鉢山中 �代々木中 �原宿外苑中 
○　豊岡　弘敏 �比嘉　朝明 �柏　　一郎 �白倉　昌裕 

14 �中　　野 �11 �第四中 �第三中 �第四中 �北中野中 
柄揮　茂之 �脅藤　　久 �柄澤　茂之 �関　　年隆 

15 �杉　　並 �23 �向陽中 �中瀬中 �泉南中 �東原中 
菅野　武彦 �香西　雅斗 �．風見　　章 �渡辺　　宏 

16 �豊　　島 �8 �千登世橋中 �西巣鴨中 �駒込中 �明豊中 
山本　聖志 �脇田　禎彦 �飯島　光正 �小林　豊茂 

17 �北 �12 �桐ヶ丘中 �赤羽岩淵中 �王子桜中 �田端中 
千葉　千恵 �○　井上　貴雅 �富張　雄彦 �石川　俊一郎 

18 �荒　　川 �10 �第一中 �尾久八幡中 �諏訪台中 �第四中 
稲葉　裕之 �川越　豊彦 �○　佐藤　一男 �宮澤　　亨 

19 �板　　橋 �23 �上板橋第三中 �板橋第三中 �加賀中 �桜川中 
山口　‾　敦 �大本　勝利 �関田　　誠 �戸張　隆次 

20 �練　　馬 �34 �開進第二中 �大泉学園中 �光が丘第二中 �光が丘第一中 
□　大石　光宏 �桐野　和之 �安井　　実 �境田　　聡 

21 �足　　立 �36 �西新井中 �加賀中 �蒲原中 �千寿青葉中 
高倉　教人 �遠藤　映悟 �光山　真人 �野邁　隆志 

22 �葛　　飾 �24 �綾瀬中 �双葉中 �中川中 �上平井中 
佐藤　幸浩 �江田　真朗 �立澤　比呂志 �布施　　実 

23 �江戸川 �33 �清新第二中 �小岩第四中 �小岩第五中 �春江中 
遠藤　直人 �○　茅原　直樹 �成瀬　一博 �白石　　亨 

24 �八王子 �38 �打越中 �長房中 �陵南中 �官上中 
市場　陽一郎 �金野　　寛 �川口　　浩 �大熊　一正 

25 �立　　川 �9 �立川第八中 �立川第九中 �立川第六中 �立川第七中 
山口　真一 �富永　立入 �飯田　芳男 �大神田　佳明 

26 �武蔵野 �6 �第六中 �第六中‾ �第一中 �第五中 
田極　政一郎 �田極　政一郎 �若槻　善隆 �菅野　由紀子 
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No． �地　区 �校数 �人権教育推進 �進　路　対　策 �修学旅行対策 �選　挙　管　理 

27 �三　　鷹 �7 �第二中 �第三中 �第五中 �第七中 
勝野　能光 �宮城　洋之 �青木　　睦 �川戸　直美 

28 �青　　梅 �11 �東中 �第三中 �第二中 �泉中 
吉田　　稔 �川窪　公夫 �高橋　章次 �小林　良孝 

29 �府　　中 �11 �府中第十中 �府中第八中 �府中第四中 �府中第七中 
竹内　康裕 �笹川　　敏 �三浦　　登 �金子　善厚 

30 �昭　　島 �6 �清泉中 �瑞雲中 �福島中 �清泉中 
◎　並木　浩子 �北見　朱美 �長野　　基 �並木　浩子 

31 �調　　布 �8 �第八中 �第六中 �第三中 �神代中 
白倉　美智 �西尾　晃明 �黒揮　錬二 �田村　　昇 

32 �町　　田 �20 �鶴川中 �真光寺中 �忠生中 �金井中 
岩田　敏行 �高橋　洋文 �橋本　顕嗣 �仙北屋　正樹 

33 �小金井 �5 �東中 �緑中 �南中 �小金井第二中 
大友　敬三 �◎　神田　正美 �冨士道　正尋 �山中　栄治 

34 �小　　平 �8 �花小金井南中 �小平第五中 �小平第一中 �小平第二中 
来間　正明 �高山‾知機 �鈴木　裕行 �‾星野　　実 

35 �日　　野 �8 �大坂上中 �日野第四中 �日野第三中 �日野第二中 
高橋　清吾 �中村　　宏 �宮原　延郎 �石川　晴一 

36 �東村山 �7 �東村山第五中 �東村山第七中 �東村山第一中 �東村山第六中 
高野　和美 �田所　徳雄 �深谷　恭司 �宗像　宏中 

37 �国分寺 �5 �第四中 �第五中 �第二中 �第一中 
後藤　正彦 �石川鋭一郎 �重松　　靖 �花田　　茂 

38 �国　　立 �3 �国立第二中 �国立第三中 �国立第一中 �国立第三中 
篠原　政一 �山口　　茂 �黒田　宏一 �山口　　茂 

39 �福　　生 �3 �福生第三中 �福生第一中 �福生第三中 �福生第二中 
尾暮　　亮 �井尻　郁夫 �尾暮　　亮 �小出　　宏 

40 �狛　　江 �4 �狛江第一中 �狛江第二中 �狛江第三中 �狛江第一中 
樋口　豊隆 �佐伯，英徳 �○　亀澤　信一 �樋口　豊隆 

41 �東大和 �5 �第四中 �第五中 �第一中 �第五中 
雨宮　敏彦 �山本　　武 �石井　和光 �山本　　武 

42 �清　　瀬 �5 �清瀬中 �清瀬第二中 �清瀬第四中 �清瀬中 
小島　秀治 �荒川　徳子 �村田　政司 �小島　秀治 

43 �東久留米 �7 �南中 �大門中 �東中 �久留米中 
川上　　智 �渡追　宏一 �松田　　正 �斎藤　　実 

44 �武蔵村山 �5 �第四中 �第二中 �第三中 �第五中 
清水　　実 �斎藤　　実 �栗原伊知郎 �井口　寛隆 

45 �多　　摩 �9 �和田中 �多摩永山中 �聖ヶ丘中 �諏訪中 
福田　洋一 �中村　　伸 �権藤　義彦 �宮寺　　清 

46 �稲　　城 �6 �稲城第四中 �稲城第六中 �稲城第二中 �稲城第三中 
牧岡　正敏 �梅原　郁雄 �安達　恒三 �橘　　太造 

47 �西東京 �9 �田無第三中 �田無第一中 �保谷中 �田無第二中 
○　林　　祐司 �山本　一幸 �大橋　亮介 �井上　雅子 

48 �西多摩 �15 �あきる野・秋多中 �あきる野・増戸中 �あきる野・東中 �奥多摩・奥多摩中 
望月　一広 �川杉　　稔 �田島　弘之 �中道　　司 

49 �大　　島 �3 �第一中 �第一中 �第三中 �第二中 
斎藤　　裕 �斎藤　　裕 �山下　博一 �川島　郁雄 

50 �新　　島 �4 �神津中 �式根島中 �式根島中 �新島中 
冨田　聖和 �渡辺　　徹 �渡辺　　徹 �山本　　巌 

51 �一　　　　　　′士■ �2 �三宅中 �三宅中 �三宅中 �三宅中 二　　　毛 ��大房　裕司 �大房　裕司 �大房　裕司 �大房　裕司 

52 �八　　丈 �4 �三原中 �大賀郷中 �三原中 �青ヶ島中 
大澤　道明 �梅田　龍示 �大澤　道明 �山下　　肇 

53 �小笠原 �2 �小笠原中 �小笠原中 �小笠原中 �小笠原中 
新妻　　茂 �新妻　　茂 �新妻　　茂 �新妻　　茂 

◎　委員長　　　○　副委員長　　　口　庶務　　　◇　会計
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【役割分担（会長・副会長）】

会　長 常盤　隆 �渉外全般　全日中理事　関東甲信越地区中学校長会理事 

副　会　長 �諸課題対応　人権教育推進委員会　全日中東京大会 

岩永　　章 �日本教育会　関東甲信越地区中学校長会理事 

副　会　長 �第一地区　会計部　教育対策部　修学旅行対策委員会 

松丸　晴美 �中文連　東京都教育会 

副　会　長 �第三地区　生徒指導部 

大川　武司 �人事部対応　中体連　部活動対策　都中P 

副　会　長 �第二地区　総務部　研究部　進路対策委員会 

矢口　　仁 �指導部対応　中教研 

副　会　長 �諸課題対応　学力調査　全日中 

直田　益明 �大都市中学校長会連絡協議会 

【外部役職分担】

Ⅳ0． �役　　職　　名 �担　　　当　　　者　　　名 

1 �全日本中学校長会 �（理事）常盤　　隆（本会担当）直田　益明 
関東甲信越地区校長会 �（理事）常盤　　隆、岩永　　章 

2 �日本教育会東京都支部 �（支部長）常盤　　隆 

（理事）岩永　　章、田代　和正、牛島　順子、増田　律子 

野口　敏朗 

（監事）牛島　順子 

日本教育会（本部） �（評議員）常盤　　隆、高橋　忠雄 

3 �東京都教育会 �（副会長）松丸　晴美 
（常任理事）常盤　　隆 

4 �東京都育英資金奨学生選考委員会 �（委員）神田　正美 

5 �東京都立高等学校入学者選抜検 討委員会 �神田　正美、矢口　　仁、茅原　直樹、井上　貴雅 

6 �就学促進対策特別委員会 �神田　正美、矢口　　仁、茅原　直樹、井上　貴雅 
宮崎　宏明 

7 �七都県高校進学問題協議会 �神田　正美、矢口　　仁、茅原　直樹、井上　貴雅 
宮崎　宏明 

8 �東京都公立中学校PTA協議会 �（副会長）大川　武司 
（総務理事）前島　正明 

（会計理事）片倉　元次 

（監事）大石　光宏 

9 �東京都教職員研修センター運営 協議会 �（委員）上原　一夫 

10 �東京都教職員文化会 �（運営委員）天羽　　均 

11 �東京都教職員福利厚生会 �（役員）天羽　　均 

12 �東京都人材支援事業団 �（評議委員）天羽　　均 

13 �東京都教職員互助会 �（参与）天羽　　均 

14 �東京都教職員（互助会）文化会 �（理事）天羽　　均 

15 �公立学校共済組合東京支部 �（運営審議委員）矢口　　仁 

16 �東京都教育公務員弘済会 �（幹事）小揮　雅人 （運営委員）川島　清美 

（選考委員）矢口　　仁 

17 �中学生の職場体験推進協議会 �（委員）前島　正明 
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18 �“社会を明るくする運動”東京 都推移新委員会 �（委員）前島　正明 

19 �メンタルヘルス対策会議 �（委員）松丸　晴美 

20 �東京都子ども応援協議会 �（委員）常盤　　隆 
（幹事）前島　正明 

21 �東京都安全・安心まちづくり協 �（委員）大川　武司 
議会 �（幹事）前島　正明 

22 �東京都学校保健会 �（理事）白倉　孝弘 

23 �東京都学校給食会 �（評議員）青木　孝子 

24 �学力向上施策検討委員会 �（委員）矢口　　仁 
（委員）′J、澤　雅人 

25 �校務改善推進会議 �（委員）花田　　茂 

26 �租税教室 �松丸　晴美 

27 �教員加配の効果検証に関わる調 査・分析の検討委員会 �（委員）松丸　晴美 

28 �メンタルヘルス対策啓発DVD 検討委員会 �（委員）花田　　茂 

29 �指導教諭検討委員会 �（委員）上原　一夫 

30 �東京都中学校体育連盟 �（副会長）大川　武司 

31 �自殺防止対策東京会議 �（委員）前島　正明 

32 �健康づくりフォーラム �（実行委員）片倉　元次 

33 �東京都エイズ専門家会議 �（委員）片倉　元次 
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平成28年度　東京都中学校教育研究会組織一覧

役　　職 �職　名 �氏　　　名 �教科領域 �勤　　　務　　　校 �電　話 

会　　長 �校長 �笹川　　敏 �視聴覚教育 �府中市立府中第八中学校 �042－364－1881 

副会長 �校長 �小松　昌之 �書　　　　写 �世田谷区立富士中学校 �03－3414－5174 

副会長 �校長 �矢口　　仁 �図　書　館 �中野区立中野中学校 �03－3389－1471 

副会長 �校長 �新宮領　毅 �学　校　保　健 �大田区立雪谷中学校 �03－3726－3121 

副会長 �校長 �古山　真樹 �国　語　教　育 �練馬区立開進第一中学校 �03－3993－2417 

庶　　務 �校長 �長谷川晋也 �特　別　活．動 �墨田区立本所中学校 �03－3625－0355 

庶　　務 �校長 �風見　　章 �音　楽　教　育 �杉並区立泉南中学校 �03－3313－2361 

会　　計 �校長 �佐藤　秀直 �技術・家庭科 �足立区立第七中学校 �03－3887－7691 

会　　計 �校長 �郡　　吉範 �性　教　育 �三鷹市立第六中学校 �0422－49－1833 

常任理事 �校長 �後藤　正彦 �学　校　行　事 �国分寺市立第四中学校 �042－324－3811 

常任理事 �校長 �吉原　　健 �数　学　教　育 �北区立滝野川紅葉中学校 �03－5907－5020 

常任理事 �校長 �斎藤　　淳 �進　路　指　導 �大田区立矢口中学校 �03－3759－9331 

常任理事 �校長 �川崎　達也 �学年学級経営 �東村山市立東村山第三中学校 �042－391－9113 

常任理事 �校長 �山谷　安雄 �理　科　教　育 �練馬区立練馬東中学校 �03－3998－0231 

監　　査 �校長 �茜谷佳世子 �美　術　教　育 �足立区立竹の塚中学校 �03－3883－1251 

監　　査 �校長 �青木　孝子 �食　　　　育 �葛飾区立新小岩中学校 �03－3695－2541 

事務局　府中市立府中第八中学校　〒183－0035府中市四谷1－2827

TEL O42－364－1881　FAX O42－33470897

事務局長 �副校長 �関　　勝志 �本　部　事　務 �府中市立府中第八中学校 �042－364－1881 

庶　　務 �校長 �松田　芳明 �本　部　事　務 �渋谷区立広尾中学校 �03－3400－2440 

庶　　務 �校長 �井原　武彦 �本　部　事　務 �足立区立東島根中学校 �03－3884－1331 

会　　計 �校長 �宮原　延郎 �本　部　会　計 �日野市立日野第三中学校 �042－591－2228 
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会員名簿　　　千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

千 代 田 2 �麹　　　町 �○ �工藤　勇一 �03－3263－4321 

神　田一橋 �軍都 �太田　耕司 �03－3265－5961 

中 央 �銀　　　　座 � �加藤　譲司 �03－3545－8014 
佃 �＊ �宮崎　宏明 �03－3531－7284 

4 �晴　　　海 �○ �小谷　周一 �03－3531－7266 

日　本　橋 � �平松　功治 �03－3851－5878 

港 10 �御　成　門 �○　全 �石鍋　　浩 �03－3436－3551 

田 � �渡追　常次 �03－5441－7348 

高　　　松 �＊ �鋏持　利行 �03－3441－6265 

白　金の丘 � �伊藤　俊典 �03－3441－5364 

港　　　南 � �渡辺　一信 �03－3471－0582 

六　本　木 � �石原　嘉人 �03－3404－8859 

高　　　陵 � �平川　恒美 �03－3406－1494 

赤　　　坂 � �高松　政則 �03－3402－9301 

青　　　山 � �福井　正仁 �03－3404－7521 

港　　　陽 �全 �新庄　恵子 �03－5500－2785 

牛込第一 � �小須田秀実 �03－3266－1605 

牛込第二 � �長田　和義 �03－3205－9671 

牛込第三 � �中込　友則 �03－3266－1606 

新 宿 11 �四　　　　谷 � �東　　孝夫 �03－3358－3771 

西早稲　田 �都 �片倉　元次 �03－3205－9674 

落　　　合 �＊ �畠山　直也 �03－3565－0701 

落合第二 �○ �島田　一宣 �03－3565－0702 

西　新　宿 � �佐藤　政明 �03－5330－0661 

新　　　宿 �全 �榎本　智司 �03－3357－6191 

新宿西戸山 �都 �岩永　　章 �0313227－2110 

新宿養護 � �寺島　京子 �03－5351－3588 

文 京 10 �第 �＊ �星野　孝雄 �03－3813－7094 

第 � �阿部　昭彦 �03－3812－1064 

第　　　六 � �不破　裕子 �03－3811－4512 

第　　　八 � �神保　道隆 �03－3821－7120 

第　　　九 � �小椋　　孝 �03－3828－0790 

第　　　十 � �松本　心一 �03－3942－1491 

文　　　林 � �本郷　光一 �03－3827－6781 

若　　　台 � �石出　　勉 �03－3813－2780 

本　郷　台 � �森　由紀男 �03－3813－1987 

音　　　羽 �○ �愛川　　睦 �03－3947－2773 

ム lコ 東 �御徒町台東 �＊ �増田　律子 �03－3833－4986 

柏　　　葉 � �大山　　敏 �03－3872－4743 

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

ム ロ 東 7 �上　　　　野 �○都 �上原　一夫 �03－3821－8431 

忍　　　　岡 � �小寺　正樹 �03－3828－5276 

浅　　　　草 � �川杉　玲夫 �03－3866－8311 

桜　　　橋 � �根岸　秀夫 �03－3873－3231 

駒　　　形 � �瀬川　眞也 �03－3844－2594 

墨 田 10 �墨　　　　田 � �荒井　亮宏 �03－3625－2488 

本　　　所 � �長谷川晋也 �03－3622－5870 

両　　　　国 � �田谷　至克 �03－3622－6922 

竪　　　　川 �＊ �西村　　均 �03－3622－9637 

錦　　　糸 � �浦山　裕志 �03－3622－7276 

吾嬬第二 � �渋谷　俊昌 �03－3617－3840 

寺　　　島 �○ �松井　　隆 �03－3611－8000 

文　　　　花 � �田野　正晴 �03－3611－4500 

桜　　　堤 � �和田　浩二 �03－3616－5630 

吾嬬立花 � �池田　伸彦 �03－3616－2225 

江 東 23 �深川第一 � �櫻岡　章雄 �03－3633－1428 

深川第二 � �高橋　良久 �03－3641－0242 

深川第三 � �菅野　哲郎 �03－3642－4827 

深川第四 � �竹原　　眞 �03－3644－2711 

深川第五 � �山本昭比古 �03－3531－7786 

深川第六 � �加藤　光一 �03－3641－5268 

深川第七 � �堀越　　勉 �03－3631－2742 

深川第八 � �粟生　忠義 �03－3647－0582 

有　　・明 � �湯本　敬三 �03－3527－8262 

辰　　　　巳 � �遠藤　　淳 �03－3521－8582 

東　　　陽 �＊ �春名　秀夫 �03－3645－2466 

亀　　　戸 � �山口　博之 �03－3682－0115 

第二亀戸 � �長南　良子 �03－3683－0033 

第三亀戸 �＊ �武井　勝久 �03－3684－4318 

大　　　　島 �全 �林　　昭文 �03－3684－4323 

第二大島 � �金久保　勝 �03－3685－1682 

大　島　西 � �武田　幸雄 �03－3636－4592 

砂　　　　町 � �藤田　哲夫 �03－3646－5097 

第二砂町 �都 �伊藤　雅夫 �03－3646－4451 

第三秒町 � �森　富士生 �03－3646－4468 

第四砂町 � �田中　利幸 �03－3644－0200 

南　　　砂 � �代田　信之 �03－3649－2151 

第二南砂 �○ �峰岸　利一 �03－3699－1591 

（○…区市等会長　＊…地区代表者　都…都中役員・理事・委員長　全…全日中役員・理事・部長）
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品川・目黒・大田・世田谷

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

ロ ロロ 川 15 �東　　　海 � �野口　敏朗 �03－3471－6951 

大　　　崎 � �蜂屋　隆子 �03－349ト6623 

浜　　　　川 � �米塚　裕貴 �03－3761－1014 

鈴　ケ　森 � �黒田　佳昌 �03－3765－2849 

富士見台 � �水口　春幸 �03－3772－0900 

荏原第一 � �小宮山琢磨 �03－3785－1680 

荏原第五 � �加藤　　敏 �03－378ト5643 

荏原第六 �○ �佐藤　　勝 �03－3781－7776 

戸　越　台 � �井上　好嗣 �03－3781－6250 

日　野学園 � �西島　　勇 �03－3441－3200 

伊藤学園 � �羽鳥　紀子 �03－3771－3390 

荏原平塚学園 � �青木　　経 �03－3782－7770 

八潮学園 � �山口　晃弘 �03－3799－1641 

品川学園 �＊ �荒川　右文 �03－3474－2671 

豊葉の杜学園 � �小泉　和博 �03－3782－2930 

目 黒 9 �第 � �伊藤　恵造 �03－3466－6158 

第　　　七 �＊ �永久保佳孝 �03－3714－3758 

第　　　八 � �飯野　博史 �03－3714－4588 

第　　　　九 � �田原　弘一 �03－3714－4686 

第　　　十 � �佐藤　　太 �03－3718－6408 

第　十　一 � �金子　弘樹 �03－3718－2873 

東　　　　山 �○ �片柳　博文 �03－3711－8828 

目　黒中央 � �森田　正戒 �03－3711－8395 

大　　　鳥 � �牛島　順子 �03－3714－3657 

大森第一 � �今井　兼－ �03－3744－3520 

大　森　東 � �冨田　好彦 �03－3762－3746 

大森第二 � �矢島　保男 �03－3762－6456 

大森第八 � �竹内　彰泰 �03－3762－6656 

馬　　　　込 � �浅尾　博之 �03－3773－3985 

大 田 28 �馬　込　東 � �吉原　誠次 �03－3773－3988 

貝　　　　塚 � �岩崎　数弘 �03－3773－3991 

大森第四 � �柏　　　隆 �03－3753－7500 

大森第三 � �山中　正明 �03－3773－3995 

東　調　布 � �川上　雅次 �03－3750－4275 

田　園調布 � �宮本　泰雄 �03－3721－4241 

大森第七 � �鶴貝　秀明 �03－3752－4278 

雪　　　　谷 �都 �新宮領　毅 �03－3726－3123 

大森第十 � �飯島　睦子 �03－3752－4245 

大森第六 �○都 �松尾　虞文 �03－3726－7155 

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

石　川　台 � �池田　清恵 �03－3726－7148 

羽　　　　田 � �木崎　正和 �03－3744－3351 

糀　　　谷 � �北村　　隆 �03－3744－2661 

出　　　雲 � �大石　　哲 �03－3744－2331 

大 田 28 �六　　　郷 � �柳井　裕明 �03－3732－9338 

志　茂　田 � �細越　政道 �03－3732－9318 

南　六　郷 � �菅原　淳一 �03－3732－9351 

矢　　　　口 � �斎藤　　淳 �03－3759－9331 

御　　　園 �＊ �笛木　啓介 �03－3739－6198 

蓮　　　沼 � �大原　章博 �03－3753－2125 

安　　　方 �＊ �坂上　仁司 �03－3759－9335 

東　　　蒲 � �金田　仁志 �03－3732－9321 

蒲　　　　田 � �和田　文宏 �03－3732－9315 

世 田 谷 29 �太　子　堂 � �板垣　　仁 �03－3413－0964 

桜　　　丘 � �西郷　孝彦 �03－3429－6205 

松　　　　沢 � �岩下　敏夫 �03－3303－7352 

駒　　　沢 � �桝田　和明 �03－3422－7499 

北　　　沢 � �楠美　利文 �03－3468－2503 

緑　　　　丘 �＊ �三島　裕治 �03－3303－7333 

駒　　　留 � �銅谷　新吾 �03－3424－6284 

梅　　　丘 � �伊藤　聡保 �03－3322－7493 

桜　　　木 � �遠江　義智 �03－3427－8488 

富　　　士 � �小松　昌之 �03－3414－5399 

弦　　　巻 � �今田　敏弘 �03－3428－9292 

奥　　　沢 � �大倉　清子 �03－3726－5756 

八　　　　幡 � �大塚　久之 �03－3701－2994 

玉　　　　ノl � �岩崎紀美子 �03－3701－7165 

瀬　　　田 � �川崎　知己 �03－3700－6982 

深　　　　沢 � �池田富太郎 �03－3703－0165 

尾　山　台 � �野口　潔人 �03－3701－1197 

用　　　　賀 �全 �中村　　豊 �03－3700－1095 

東　深　沢 � �長谷川智也 �03－3705－4824 

砧 � �宇野　　亮 �03－3417－2206 

烏　　　　山 � �飯塚　和彦 �03－3300－6228 

千　　　歳 � �神保　敏彦 �03－3300－4779 

芦　　　花 �都全 �直田　益明 �03－3302－2746 

上祖師谷 � �中村　真一 �03－3308－9775 

砧　　　　南 � �江崎　士郎 �03－3417－6793 

喜　多　見 � �山田　勝基 �03－3417－4937 

（○…区市等会長　＊…地区代表者　都…都中役員・理事・委員長　全…全日中役員・理事・部長）
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世田谷・渋谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・板橋

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

世 田 谷 29 �宿 � �牧野　英一 �03－3410－7571 

世　田　谷 �○　全 �阿部　陽一 �03－3420－9166 

船橋希望 �＊ �加藤　敏久 �03－3484－3731 

渋 谷 8 �広　　　　尾 �＊ �松田　芳明 �03－3400－2440 

鉢　　　山 � �比嘉　朝明 �03－3463－1583 

上　　　原 � �豊岡　弘敏 �03－3460－0667 

代　々　木 � �柏　　二郎 �03－3466－0181 

原宿外苑 � �白倉　昌裕 �03－3402－7526 

笹　　　塚 � �山本　茂浩 �03－3376－3364 

松　　　涛 �○ �斉藤　茂好 �03－3469－2451 

渋谷本町学園 � �大橋　　明 �03－3373－3202 

中 野 11 �第 �都 �池田　浩二 �03－3382－7151 

第 � �賓藤　　久 �03－3362－5236 

第　　　四 � �柄澤　茂之 �03－3330－5325 

第　　　五 � �増田　　稔 �03－3389－2341 

第　　　七 � �池田　俊一 �03－3389－4171 

第　　　八 � �熊谷　伸賢 �03－3330－7571 

第　　　十 �○ �弓田　　豊 �03－3363－5501 

北　中　野 � �関　　年隆 �03－3999－3415 

緑　　　　野 � �田代　雅規 �03－3386－5423 

南　中　野 �＊ �江原　賢一 �03－3381－7277 

中　　　　野 �都 �矢口　　仁 �03－3389－1471 

杉 並 23 �高　円　寺 �○　全 �橋本　　剛 �03－3389－1581 

高　　　南 � �田畑　美香 �03－3313－1361 

杉　　　森 � �山内　清一 �03－3330－3431 

阿佐ヶ谷 �都 �小澤　雅人 �03－3314－2261 

東　　　　田 � �小松崎　浩 �03－3313－1461 

松　　　漠 � �水野　英利 �03－3392－7328 

天　　　　沼 � �藤川　　章 �03－3390－0161 

東　　　原 �＊ �渡辺　　宏 �03－3390－0148 

中　　　瀬 � �香西　雅斗 �03－3399－2196 

井　　　荻 � �赤荻千恵子 �03－3399－0148 

井　　　草 � �大野　正人 �03－3390－3144 

荻　　　窪 � �伊藤陽一郎 �03－3399－0196 

神　　　　明 � �杉山　善之 �03－3333－7428 

宮　　　前 � �渡連　裕子 �03－3333－8728 

富士見丘 � �渋谷　正宏 �03－3333－8928 

高　井　戸 �都 �萩原　正己 �03－3302－1762 

向　　　陽 � �菅野　武彦 �03－3302－2989 

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

杉 並 23 �松　ノ　木 �＊ �渡追　仙二 �03－3313－1561 

大　　　　宮 � �高澤　　功 �03－3313－2161 

泉＿　　　南 � �風見　　章 �03－3313－2361 

和　　　　田 � �田中　裕之 �03－3383－2428 

西　　　宮 � �石井　良典 �03－3333－8828 

杉並和泉学園 � �由井　良昌 �03－3322－7671 

且 且 島 8 �駒　　　込 � �飯島　光正 �03－3940－6030 

巣　鴨　北 � �平本　浩美 �03－3940－6031 

西　巣　鴨 � �脇田　禎彦 �03－3982－1255 

池　　　袋 �○ �堀　　利光 �03－3986－0676 

西　池　袋 �＊都 �江川　　登 �03－3986－0727 

千登世橋 � �山本　聖志 �03－3986－1056 

千　　　　川 � �紅床　直也 �03－3956－8198 

明　　　　豊 �全 �小林　豊茂 �03－3956－8149 

北 12 �王　子　桜 � �富張　雄彦 �03－5902－3156 

十条富士見 � �高木　潤也 �03－5924－2402 

明　　　　桜 �＊ �小林　　誠 �03－5959－0034 

堀　　　　船 � �井口　尚明 �03－3911－5921 

稲　　　　付 � �高田　勝喜 �03－3908－6574 

赤羽岩淵 � �井上　貴雅 �03－5249－4072 

桐　ヶ　丘 � �千葉　千恵 �03－5963－3812 

神　　　谷 � �島津　睦雄 �03－3902－2462 

浮　　　間 � �松本　洋人 �03－3967－6469 

田　　．端 � �石川俊一郎 �03－3910－7821 

滝野川紅葉 �○ �吉原　　健 �03－5907－5021 

飛　　　鳥 � �鈴木　明雄 �03－3910－9600 

荒 川 10 �第 � �稲葉　裕之 �03－3807－3294 

第 � �清水　隆彦 �03－3801－3373 

第　　　　四 �○ �宮澤　　亨 �03－3892－7147 

第　　　　五 � �大野　幸男 �03－3895－3553 

第　　　　七 � �近江　貞之 �03－3800－3472 

第　　　九 �＊ �水井　雅史 �03－3895－6779 

尾久八幡 � �川越　豊彦 �03－3800－3471 

南千住第二 � �脅藤　　進 �03－3807－3842 

原 � �刑部　之康 �03－3895－4889 

諏　訪　台 � �佐藤　一男 �03－3891－3746 

板 橋 23 �板橋第一 � �上倉　敏郎 �03－3964－3576 

板橋第二 � �坂田　博美 �03－3956－8785 

板橋第三 � �大本　勝利 �03－3964－3620 

（〇・‥区市等会長　＊…地区代表者　都‥・都中役員・理事・委員長　全…全日中役員・理事・部長）
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板橋・練馬・足立

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

板 橋 23 �板橋第五 �＊ �増田　裕子 �03－3964－3822 

加　　　賀 � �関田　　誠 �03－3964－3866 

志村第一 � �大友　照典 �03－3965－5254 

志村第二 � �石上‘和宏 �03－3965－5289 

志村第三 � �一ノ瀬秀治 �03－3965－6063 

志村第四 � �工藤　公彦 �03－3965－6068 

志村第五 � �関　　一彦 �03－3969－8423 

西　　　台 � �荒井　秀樹 �03－3550－0357 

中　　　台 � �北村　康子 �03－3550－0358 

上板橋第一 � �松野　高至 �03－3956－8826 

上板橋第二 � �斎藤　信之 �03－3956－8890 

上板橋第三 � �山口　　敦 �03－3965－6149 

桜　　　川 � �戸張　隆次 �03－3931－9159 

向　　　原 � �新飯田潤一 �03－3956－8955 

赤塚第一 � �大河原嘉朗 �03－3550－0359 

赤塚第二 �＊ �宮揮　一則 �03－3930－5903 

赤塚第三 � �須田　淳一 �03－3930－5909 

高島第一 � �岡村　克也 �03－3934－0150 

高島第二 � �香積　信明 �03－3935－5938 

高島第三 �○ �飯塚　正人 �03－3938－2523 

練 馬 34 �旭　　　丘 � �南　　俊彦 �03－3957－3135 

豊　　　玉 � �栗原　　満 �03－3994－1453 

豊玉第二 � �中山　　徹 �03－3993－4213 

中　　　村 � �渡辺　政義 �03－3990－4443 

開進第一 � �古山　真樹 �03－3993－2419 

開進第二 �都 �大石　光宏 �03－3993－1340 

開進第三 � �岩尾　幸市 �03－3993－4268 

開進第四 �都 �新村　紀昭 �03－3993－1482 

北　　　町 � �赤木　宏行 �03－3934－7677 

練　　　馬 � �柴田伊知郎 �03－3990－9686 

練　馬　東 �＊ �山谷　安雄 �03－3998－0233 

貫　　　井 � �熊野　真司 �03－3990－6179 

田　　　柄 � �宮古　　登 �03－3990－2340 

豊　　　渓 �＊ �日下石直美 �03－3939－0536 

光が丘第一 � �境田　　聡 �03－3976－5870 

光が丘第二 � �安井　　実 �03－3976－9201 

光が丘第三 � �眞々田　透 �03－3977－3732 

光が丘第四 � �鈴木　秀親 �03－3976－5890 

石　神　井 � �山根　浩孝 �03－3997－3133 

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

練 馬 34 �石神井東 � �堀井　安伸 �03－3996－2158 

石神井西 �○都 �松丸　晴美 �03－3920－0710 

石神井南 � �児島　泰彦 �03－3997－3317 

上石神井 � �小林　広志 �03－3920－3172 

南　が　丘 � �晴佐久和彦 �03－3904－5783 

谷　　　原 � �中嶋　雅彦 �03－3995－8076 

三　原　台 � �江川　誠志 �03－3925－9561 

大　　　　泉 � �惣田　修一 �03－3924－1001 

大泉第二 � �神山信次郎 �03－3922－0229 

大　泉　西 � �田遽　克宣 �03－3921－7103 

大　泉　北 � �木川　卓也 �03－3925－9221 

大泉学園 � �桐野　和之 �03－3922－6393 

大泉桜学園 � �池田　和彦 �03－3924－1146 

関 � �勝亦　章行 �03－3929－0150 

八　　　　坂 � �開　　基雄 �03－3924－0599 

足 �第 � �武田　真男 �03－3882－8513 

千寿桜堤 � �佐藤　　豊 �03－3888－5241 

千寿青葉 � �野追　隆志 �03－3882－8515 

第　　　　四 � �高橋　　淳 �03－3849－0450 

第　　　五 � �平塚　喜宏 �03－3896－0059 

第　　　　六 � �渥美弥寿夫 �03－3896－1474 

第　　　　七 � �佐藤　秀直 �03－3849－2352 

第　　　九 � �長塚　琢磨 �03－3849－3665 

立 36 �第　　　十 � �早乙女雄一郎 �03－3849－4530 

第　十　一 � �星　　貞年 �03－3849－4540 

第　十　二 �＊ �水谷　正博 �03－3606－5865 

第　十　三 � �武藤　秀徳 �03－3606－5859 

第　十　四 � �橋爪　昭男 �03－3897－6589 

江　　　　南 � �宮下みどり �03－3911－2148 

新田学園 � �加藤　隆司 �03－3911－1885 

江　　　　北 � �片野　　忍 �03－3896－2310 

鹿浜菜の花 � �勝田　敏行 �03－3897－4970 

東　島　根 � �井原　武彦 �03－3885－6779 

淵　　　江 � �本杉　貴保 �03－3885－5270 

竹　の　塚 � �茜谷佳世子 �03－3885－6963 

東　綾　瀬 � �山田　正隆 �03－3606－5866 

花　　　畑 � �小関　朝之 �03－3885－6927 

蒲　　　原 � �光山　真人 �03－3606－5867 

青　　　井 � �赤田　博正 �03－3880－2234 

（○…区市等会長　＊…地区代表者　都‥周；中役員・理事・委員長　全…全日中役員・理事・部長）
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足立・葛飾・江戸川・八王子

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

足 立 36 �西　新　井 � �高倉　数人 �03－3890－8170 

入　　　　谷 �＊ �灘山　裕子 �03－3853－4241 

上　沼　田 �○ �保坂　　朗 �03－3854－1194 

伊　　　興 � �加藤　　明 �03－3855－0649 

花　畑　北 � �浜田　真二 �03－3859－5069 

花　　　保 � �門藤　敦良 �03－3859－6691 

谷　　　　中 � �山崎　　要 �03－3620－6665 

粟　　　島 � �高橋　　保 �03－3852－1014 

興本扇学園 � �西村　　豊 �03－3854－1348 

加　　　賀 � �遠藤　映悟 �03－3899－3926 

入　谷　南 � �遠藤　哲也 �03－3897－5895 

六　　　　月 � �上岡　祥邦 �03－3859→2901 

本　　　　田 � �中野　利彦 �03－3692－4928 

金　　　町 � �伊藤　康嗣 �03－3607－1412 

水　　　フt � �牛木　　明 �03－3607－7490 

新　　　宿 � �千野　英雄 �03－3607－6247 

奥　　　戸 � �久我正次郎 �03－3650－1368 

綾　　　瀬 � �佐藤　幸浩 �03－3602－2117 

上　平　井 �＊ �布施　　実 �03－3692－8148 

葛 飾 24 �中　　　ノl � �立揮比呂志 �03－3692－4264 

桜　　　道 � �山根　友昭 �03－3659－4379 

堀　　　切 �＊ �沢田　秀夫 �03－3693－0275 

双　　　葉 � �江田　真朗 �03－3602－2145 

大　　　道 � �殿村　靖康 �03－3693－3453 

四　ツ　木 � �楠田　岳宏 �03－3693－4685 

小　　　松 � �熊谷　晴弘 �03－3653－5872 

亀　　　有 � �保科　敏彦 �03－3690－4569 

立　　　　石 �都 �天羽　　均 �03－3693－7345 

常　　　盤 �○都 �白倉　孝弘 �03－3607－4757 

一　之　台 � �入山　賢一 �03－3605－5261 

青　　　戸 � �角　　康宏 �03－3601－8329 

青　　　葉 � �渡辺　吉虞 �03－3602－9593 

高　　　砂 � �黒澤　晴男 �03－3658－5169 

東　金　町 � �佐藤　雅章 �03－3609－8644 

葛　　　美 � �志村　昌孝 �03－3627－1404 

新　小　岩 � �青木　孝子 �03－3695－0242 

空 戸 川 �小松川第一 � �蓮沼　祥之 �03－3682－5778 
′ト松川第二 � �横澤　広美 �03－3685－4911 

小松川第三 � �加藤　義行 �03－3614－7826 

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

江 戸 川 33 �松江第一 � �平塚　芳則 �03－3652－0412 

松江第二 � �並木　茂男 �03－3651－8223 

松江第三 �○ �林　　和夫 �03－3651－9350 

松江第四 � �森　美智子 �03－3652－7592 

松江第五 � �新田真起雄 �03－5662－2969 

松江第六 � �清水　洋一 �03－3656－6774 

二　之　江 � �内野　雅晶 �03－3686－2283 

葛　　　西 � �伏見　孝志 �03－3869－3427 

葛西第二 � �薦田　　敏 �03－3680－5147 

葛西第三 � �山浦　勝雄 �03－3687－8024 

南　葛　西 � �加藤　益弘 �03－3675－0607 

南葛西第二 � �福沢　俊之 �03－3878－3652 

西　葛　西 � �中村　清忠 �03－3686－8205 

東　葛　西 �都 �川崎　純一 �03－3675－4762 

清新第一 �＊ �阿久津勝利 �03－3878－－1282 

清新第二 � �遠藤　直人 �03－3877－6672 

瑞　　　江 � �折橋　信二 �03－3651－0680 

瑞江第二 � �山口　　孝 �03－3670－2993 

瑞江第三 � �武田　信樹 �03－3678－1496 

春　　　江 � �白石　　亨 �03－3678－9249 

鹿　　　本 � �石塚　雄一 �03－3654－2191 

鹿　　　骨 � �牧野　英一 �03－3678－5405 

篠　　　崎 � �中村　眞二 �03－3679－3216 

篠崎第二 � �大瀧　訓久 �03－3677－9532 

小岩第一 � �岩野　康之 �03－3659－7292 

小岩第二 �＊ �橋本　　孝 �03－3657－1888 

小岩第三 � �蓮沼　千秋 �03－3657－1967 

小岩第四 � �茅原　直樹 �03－365919472 

小岩第五 � �成瀬　一博 �03－3679－6344 

上　一　色 � �清水　寿之 �03－3652－6293 

八＿ 王 子 37 �第 � �渡辺　一彦 �042－642－4224 

第 � �竹口　君夫 �042－624－2135 

第 �都 �川島　清美 �042－642－1833 

第　　　四 � �市村扶二夫 �042－622－7227 

第　　　　五 � �前田　賢一 �042－642－1633 

第　　　六 � �今井　啓之 �042－622－9131 

第　　　　七 � �三田村　裕 �042－661－1545 

ひよどり山 � �石塚　克美 �042－625－6431 

甲　ノ　原 � �上島　尚久 �042－623－4281 

（Ot・・区市等会長　＊…地区代表者　都…都中役員・理事・委員長　全…全日中役員・理事・部長）
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八王子■立川・武蔵野・三鷹・青梅・府中・昭島

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

八 王 子 37 �石　　　　ノl � �山口　俊浩 �042－691－6881 

横　　　　山 � �鈴木　康弘 �042－661－0257 

長　　　房 � �金野　　寛 �042－664－1480 

館 �都 �斎藤　博志 �042－664－8200 

孝門　　　田 � �黒島　永虎 �042－665－3473 

元八王子 � �高塚　健治 �042－624－3201 

四　　　　谷 � �大越　洋一 �042－626－0961 

横　　　川 � �佐藤ひろみ �042－624－3261 

城　　　　山 �＊ �門馬　　弘 �042－665－7256 

恩　　　　方 � �守屋　和広 �042－651－3652 

川　　　　口 � �工藤　彰久 �042－654－2485 

楢　　　原 � �堀江　朋子 �042－626－1205 

加　　　住 � �清水　和彦 �042－69ト0362 

由　　　　井 � �和田　　薫 �042－642－2148 

打　　　越 � �市場陽一郎 �042－645－3046 

みなみ野 � �石代　俊則 �042－636－0061 

七　　　　国 � �堀内　雄士 �042－637－0773 

浅　　　ノl � �大矢　芳生 �－042－661－0148 

陵　　　南 � �川口　　浩 �042－665－4711 

由　　　　木 � �久保寺　進 �042－676－8120 

松　が　谷 � �水越　伸朗 �042－676－3345 

中　　　　山 � �持田　　晃 �042－635－0521 

南　大　沢 � �岩崎　守也 �042－676－5211 

宮　　　上 �＊ �大熊　一正 �042－676－5571 

別　　　　所 � �福山　隆彦 �042－676－6635 

上　柚　木 � �坂詰　悦子 �042－678－2580 

松　　　木 �○ �田中　史人 �042－678－2588 

鑓　　　水 � �枝村　晶子 �042－675－7331 

高尾山学園 � �黒沢　正明 �042－666－9325 

⊥ �立川第一 � �岡島　健二二 �042－523－4328 
立川第二 �都全 �常盤　　隆 �042－523－4338 

上上 川 9 �立川第三 �都 �太田　　元 �042－523－4348 

立川第四 �＊ �秋野　宏之 �042－536－2411 

立川第五 �○ �小沼　孝行 �042－536－2511 

立川第六 � �飯田　芳男 �042－537－3195 

立川第七 � �大神田佳明 �042－53ト0511 

立川第八 � �山口　真一 �042－526－2007 

立川第九 � �富永　立入 �042－535－1415 

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

武 蔵 野 6 �第 � �若槻　善隆 �0422－51－8041 

第 � �斉藤　秀司 �0422－52－2148 

第 �○＊ �河合　雅彦 �0422－22－1426 

第　　　四 � �竹山　正弘 �0422－51－7675 

第　　　五 � �菅野由紀子 �0422－52－0421 

第　　　六 � �田極政一郎 �0422－53－6311 

鷹 7 �第 � �松永　　透 �0422－44－5371 

第 � �勝野　能光 �0422－31－6373 

第 � �宮城　洋之 �0422－44－6181 

第　　　四 �○ �賞雅　技子 �0422－43－9141 

第　　　五 � �青木　　睦 �0422－45－3201 

第　　　　六 � �郡　　吉範 �0422－49－1833 

第　　　七 �＊ �川戸　直美 �0422－31－1118 

虫 �第 �○ �俵田　文雄 �0428－22－7281 

第 � �高橋　章次 �0428－22－7284 

第 � �川窪　公夫 �0428－31－7286 

l∃ 梅 11 �西 � �田中　伸佳 �0428－76－0114 

第　　　六 � �嘆永尾祐文 �0428－74－5344 

第　　　　七 �＊ �石田　重久 �0428－74－5217 

霞　　　台 � �青山　隆志 �0428－24－1141 

吹　　　　上 � �榎戸　　淳 �0428－24－1880 

新　　　町 � �市川　　晃 �0428－31－0411 

泉 � �小林　良孝 �0428－31－2297 

東 � �吉田　　稔 �0428－31－8451 

府 中 11 �府中第二 � �谷合しのぶ �042－361－9301 

府中第二 � �桐川　　勲 �042－363－9122 

府中第三 �○ �森岡　耕平 �042－361－9303 

府中第四 � �三浦　　登 �042－361－9304 

府中第五 � �酒井　　泰 �042－361－9305 

府中第六 � �本橋　智博 �042－361－7146 

府中第七 � �金子　善厚 �042－322－0557 

府中第八 � �笹川　　敏 �042－364－1881 

府中第九 �都 �高岡　麻美 �042－367－0320 

府中第十 � �竹内　康裕 �042－364－3166 

浅　　　　間 �＊ �鷲尾　　仁 �042－360－0031 

昭 島 �昭　　　和 �○ �中島　理智 �042－541－0065 福　　　島 � �長野　　基 �042－541－2940 

6 �瑞　　　雲 � �北見　朱美 �042－544－6511 

清　　　泉 �都 �並木　浩子 �042－541－0762 

（○…区市等会長　＊…地区代表者　都…都中役員・理事・委員長　全…全日中役員・理事・部長）
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昭島・調布・町田・小金井・小平・日野・東村山・国分寺・国立・福生・狛江・東大和

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

昭 島 �拝　　　島 �＊ �渡辺　英俊 �042－541－1040 

多　摩　辺 � �喜多野雅司 �042－545－5501 

調 布 8 �調　　　布 � �平岡　盛仁 �042－482－0275 

神　　　代 � �田村　　昇 �042－482－0171 

第 � �黒澤　錬二 �042－482－0293 

第　　　四 � �菱沼　省二 �03－3308－1175 

第　　　五 �全 �田代　和正 �042－484－1311 

第　　　六 �＊ �西尾　晃明 �042－485－5276 

第　　　七 �○ �吉岡　俊幸 �042－487－4521 

第　　　八 � �白倉　美智 �03－3309－4131 

町田第一 �全 �花田　英樹 �042－722－2420 

町田第二 � �吉岡　　篤 �042－722－1101 

町田第三 � �風間　　茂 �042－722－6095 

南　大　谷 �○ �橋本　雅彦 �042－723－5567 

南 �都 �大川　武司 �042－79612248 

町 田 20 �つ　く　し　野 � �天利　公一 �042－795－0102 

成　瀬　台 � �石上　昌弘 �042－728－6030 

南　成　瀬 � �吉田　知弘 �042－729－3441 

鶴　　　川 � �岩田　敏行 �042－735－2405 

鶴川第二 � �千田　　実 �042－734－4343 

薬　　　師 �＊ �中村伊佐夫 �042－725－5002 

真　光　寺 � �高橋　洋文 �042－734－4605 

金　　　井 � �仙北屋正樹 �042－734－0259 

忠　　　生 � �橋本　顕嗣 �042－791－0821 

山　　　崎 � �奥山　拓雄 �042－793－1021 

木　　　曽 � �大石　眞二 �042－792－3081 

小　山　田 � �石田　匡志 �042－797－4545 

小　　　　山 � �井手　伊澄 �042－798－1251 

堺 �＊ �大石　　龍 �042－771－2348 

武　蔵　岡 � �守屋　裕一 �042－782－9155 

小 金 井 5 �小金井第一 � �刀根　武史 �042－383－1161 小金井第二 � �山中　栄治 �042－383－1162 

東 �＊ �大友　敬三 �042－383－1163 

緑 �都 �神田　正美 �042－383－1164 

南 �○　全 �冨士道正尋 �042－383－1105 

小 平 8 �小平第一 � �鈴木　裕行 �042－341－0048 小平第二 � �星野　　実 �042－341－0244 

小平第三 �＊ �峯岸　貴彦 �042－341－0575 

小平第四 � �佐藤　　清 �042－341－4344 

校　　名 �氏　　名 ��電　　話 

′J→ 平 8 �小平第五 � �高山　知機 �042－341－6795 小平第六 � �阿部　善雄 �042－341－6796 

上　　　　水 �○ �五十嵐浩子 �042－323－8611 

花′」、金井南 � �来間　正明 �042－465－0451 

日 野 8 �日　野第一 �都 �石村　康代 �042－581－0009 

日　野第二 � �石川　晴一 �042－581－0056 

七　　　　生 �○ �須藤　昭人 �042－591－0174 

日　野第三 � �宮原　延郎 �042－591－2228 

日　野第四 � �中村　　宏 �042－583－3905 

沢 � �正留　久巳 �042－592－5017 

大　坂　上 � �高橋　清書 �042－583－9755 

平　　　　山 �＊ �秋山　譲児 �042－593－3015 

東 村 山 7 �東村山第一 � �深谷　恭司 �042－391－9111 

東村山第二 �＊ �松本　康夫 �042－391－9112 

東村山第三 �○ �川崎　達也 �042－391－9113 

東村山第四 � �海老塚俊一 �042－391－9114 

東村山第五 � �高野　和美 �042－391－9115 

東村山第六 � �宗像　宏中 �042－391－9116 

東村山第七 � �田所　徳雄 �042－391－9117 

国 分 寺 5 �第 �都 �花田　　茂 �042－322－0641 第 � �重松　　靖 �042－322－0642 

第 �○ �松本　信之 �042－572－7143 

第　　　四 � �後藤　正彦 �042－324－3811 

第　　　一　五 �＊ �石川鋭一郎 �042－325－3735 

堅 上土 3 �国立第一 �○ �黒田　宏一 �042－572－1187 
国立第二 � �篠原　政一 �042－572－2187 

国立第三 �＊ �山口　　茂 �042－576－3638 

福 生 3 �福生第一 � �井尻　郁夫 �042－551－0321 

福生第二 �○＊ �′ト出　　宏 �042－551－1970 

福生第三 � �尾暮　　亮 �042－551－9301 

狛 江 4 �狛江第一 � �樋口　豊隆 �03－5497－7471 狛江第二 � �佐伯　英徳 �03－5497－7472 

狛江第三 � �亀澤　信一 �03－5497－7473 

狛江第四 �○＊ �村上　昭夫 �03－5497－7474 

東 大 和 5 �第 � �石井　和光 �042－56ト2326 第 � �松村　正博 �042－561－2328 

第 �○ �志田　裕治 �042－564－5411 

第　　　　四 �＊ �雨宮　敏彦 �042－564－8511 

第　　　　五 � �山本　　武 �042－561－0050 

（○…区市等会長　＊…地区代表者　都…都中役員・理事・委員長　全‥t全日中役員・理事・部長）
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清瀬・東久留米・武蔵村山・多摩・稲城・西東京・西多摩・大島・新島・三宅・八丈・小笠原

校　　　名 �氏　　名 ��電　　話 

清 瀬 5 �清　　　瀬 � �′j、島　秀治 �042－493－6311 
清瀬第二 � �荒川　徳子 �042－493－6312 

清瀬第三 � �渡部　孝司 �042－493－6313 

清J瀬第四 �＊ �村田　政司 �042－493－6314 

清瀬第五 �○ �小池雄志郎 �042－492－6315 

東 久 留 米 7 �久　留　米 � �斎藤　　実 �042－472－7994 

東 � �松田　　正 �042－472－7995 

西 �○ �薮野　勝久 �042－472－7996 

南 � �川上　　智 �042－423－1977 

大　　　　門 � �渡追　宏一 �042－472－7997 

下　　　　里 �＊ �山浦　桂子 �042－472－7998 

中　　　　央 � �花房　康之 �042－472－7999 

武 蔵 村 山 5 �第 � �島田　　治 �042－560－1761 
第 � �斎藤　　実 �042－561－2384 

第 �○ �栗原伊知郎 �042－564－3001 

第　　　四 � �清水　　実 �042－564－4341 

第　　　五 �＊都 �井口　寛隆 �042－560－3155 

多 摩 9 �多　　　摩 �都 �前島　正明 �042－375－7023 

東　愛　宕 �○ �千葉　正法 �042－374－9781 

和　　　　田 � �福田　洋一 �042－371－4531 

諏　　　　訪 � �宮寺　　清 �042－371－8534 

聖　ヶ　丘 � �権藤　義彦 �042－374－0685 

鶴　　　牧 � �加納　一志 �042－337－4020 

多摩永山 � �中村　　伸 �042－371－3700 

落　　　合 �＊ �麻生　隆久 �042－372－1861 

青　　　陵 � �笹森　　肇 �042－376－2211 

稲 城 6 �稲城第一 �○＊ �清水　　亨 �042－377－9011 
稲城第二 � �安達　恒三 �042－331－3640 

稲城第三 � �橘　　太造 �042－377－7151 

稲城第四 � �牧岡　正敏 �042－377－2451 

稲城第五 � �村木　尚生 �042－378－6121 

稲城第六 � �梅原　郁雄 �042－331－7222 

西 東 京 9 �田無第一 � �山本　一幸 �042－465－4721 保　　　谷 �＊ �大橋　亮介 �042－465－0604 

田無第二 � �井上　雅子 �042－463－7873 

ひばりが丘 � �勝見　俊也 �042－421－5740 

田無第三 �○ �林　　祐司 �042－465－5193 

青　　　嵐 � �東山　信彦 �042－421－5896 

柳　　　沢 � �西嶋　剛昭 �042－462－5076 

校　　　名 �氏　　名 ��電　　話 

西 東 京 �田無第四 � �大野　雅生 �042－465－6107 

明　　　　保 � �大野　尊久 �042－421－2783 

西 多 摩 15 �羽村第一 � �愛甲　慎二 �042－554－2012 

羽村第二 � �三浦　利信 �042－554－2041 

羽村第三 � �田村　文雄 �042－555－5131 

秋　　　多 � �望月　一広 �042－558－1124 

東 � �田島　弘之 �042－558－1125 

西 �＊ �山崎　雅司 �042－558－6260 

御　　　堂 �○ �飯室　治夫 �042－559－6211 

増　　　戸 � �川杉　　稔 �042－596－0241 

五　日　市 � �曽我　有二 �042－596－0173 

瑞　　　穂 � �池谷　芳彦 �042－557－0209 

瑞穂第二 � �渡辺　政彦 �042－557－5501 

大　久　野 � �森川　　覚 �042－597－0352 

平　　　井 � �上田　忠之 �042－597－0021 

槍原学園 � �森本　友明 �042－598－0007 

奥　多　摩 � �中道　　司 �0428－83－2156 

大 島 3 �第 � �斎藤　　裕 �04992－2－2366 

第 �○ �川島　郁雄 �04992－2－8033 

第 �＊ �山下　博一 �04992－4－0183 

新 島 4 �利　　　　島 � �宮崎　　剛 �04992－9－0021 新　　　島 � �山本　　巌 �04992－5－1579 

式　根　島 �○ �渡辺　　徹 �04992－7－0223 

神　　　津 �＊ �冨田　聖和 �04992－8－0585 

宅 2 �宅 �○＊ �大房　裕司 �04994－2－0049 

御　蔵　島 � �小林　　卓 �04994－8－2231 

八 丈 4 �大　賀　郷 �○ �梅田　龍示 �04996t2－0127 富　　　士 � �綿貫　正人 �04996－2－0244 

原 �＊ �大澤　道明 �04996－7－0057 

青　ヶ　島 � �山下　　肇 �04996－9－0122 

」→ 笠 �小　笠　原 �○＊ �新妻　　茂 �04998－2－2502 

原 2 �母　　　島 � �（佐藤　優） �04998－3－2181 

（○…区市等会長　＊・‥地区代表者　都…都中役員・理事・委員長　全…全日中役員・理事・部長）
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平成28年度会計予算書
東京都中学校長会

＜収入の部＞

費　　　　目 �平成27年度予算額（円） �平成28年度予算額（円） �比較1増減（－） �備　　　　　考 

Ⅰ　会　　　　　　　費 �20，020，000 �19，987，500 �－32，500 �32，500円×615名 

Ⅱ　基金益金よりの繰入れ �30，000 �30，000 �0 �基金の益金より繰入れ 

Ⅲ　繰　　　越　　　金 �573，272 �835，663 �262，391 �前年度会計より 

Ⅳ　雑　　　収　　　入 �650 �＿650 �0 �利息他 

計 �20，623，922 �20，853，813 �229，891 � 

＜支出の部＞

責　　　　目 �平成27年度予算額（円 �平成28年度予算額（円） �比較・増減（－） �備　　　　　考 

Ⅰ事　　　務　　　費 �8，598，040 �8，618，040 �20，000 � 

1　事務室借用費 �860，000 �870，000 �10，000 �事務室借室料他 

2　給料・諸手当 �6，608，040 �6，608，040 �0 �事務局員給料・手当 

3　交通通信費 �780，000 �790，000 �10，000 �通勤・出張旅費・電話料・郵券他 

4　需要費 �350，000 �350，000 �0 �備品・消耗品t宅配便・事務局雑費 

Ⅱ　事　　　業　　　費 �11，033，000 �11，205，000 �172，000 � 

5　会議費 �130，000 �140，000 �10，000 �会議費借室料他 

6　総会・大会責 �1，600，000 �1，600，000 �0 �総会・研究大会費 

7　総務部貴 �70，000 �90，000 �20，000 �部会会議費・交通通信費 

8　会計部費 �15，000 �25，000 �10，000 �／J 

9　教育対策部費 �60，000 �60，000 �0 �／／ 

10　研究部費 �60，000 �60，000 �0 �J／ 

11生徒指導部章 �60，000 �80，000 �20，000 �J／ 

12　人権教育推進委員会費 �60，000 �70，000 �10，000 �委員会会議責・交通通信費 

13　進路対策委員会費 �60，000 �70，000 �10，000 �J／ 

‾14　修学旅行対策委員会費 �60，000 �60，000 �0 �／／ 

15　選挙管理委員会費 �60，000 �50，000 �－10，000 �／J 

16　特別委員会費 �34，000 �45，000 �11，000 �JJ 

17　事業用印刷責 �1，210iOOO �1，260，000 �50，000 �総会他各種印刷費他 

18　広報等印刷費 �390，000 �410，000 �20，000 �会報■定例連絡会報告発行費他 

19　研修補助費 �30，000 �50，000 �20，000 �講師謝礼他 

20　渉外連絡責 �225，000 �225，000 �0 �対外諸連絡1連携・渉外他 

21全日中会費 �4，620，000 �4，612，－500 �－7．500 �7，500円×615名 

22　関東甲信越地区会章 �924，000 �922，500 �－1，500 �1，500円×615名 

23　派遣費 �1，350，000 �1，350，000 �0 �全国大会等参加費t旅費他 

24　雑　費 �15，000 �25，000 �10，000 �事業用諸雑費 

Ⅲ　情　報　活　動　費 �970，000 �1，000，000 �30，000 �印刷機リース代、情報機器関係費他 

Ⅳ　予　　　備　　　費 �22，882 �30，773 �7，891 � 

計 �20，623，922 �20，853，813 �229，891 � 

－　52　－



東京都中学校長会事務局

氏　　名 �所　　在　　地 �連　－＝絡　　先 

事務局長 �高　橋　忠　雄 �〒105－0003 �TelO3（3504）8705 

事務局次長 �覚　張　真　宏 �東京都港区西新橋1－22－13 �Fax　O3（3504）8706 

全日本中学校長会館202 �e－mailto－Chucho．3itkyMCk．org 

東京都中学校長会（全日本中学校長会館）案内図

占起し　雲 　下 回「欄晋昨な � �T 東京 t l l 

地下牡鹿ノ間I　　　l西新橋－丁目（交羞点） � �Il鍼　甜檎交鮎一号喜一外堀削 

朽霊ヨ　E≡ヨ �巨 ●稲荷 P●おにぎり腐 �・・董＝「r官職 日銀行日比谷口 ⑳比 画菅乱 　広場 JR 妻妾　新橋駅 
妻妾　仲通り 

「三…認 砂場そば●ルースタ● �忘㌫ l★全日中 l．紺 �韓…；…剋 
絡＝二一二補＝＝扁盲通。 

責驚喜琵1‾22‾13　コ：＝マン � �狂‾「「牒丁‾「 　　　t 　　l 

鷺羞警警徒歩5分　司・帥 � �　　　品川 　　l …室 
山手線／京浜東北線　　　　　　　　　　　　　　　　　　薪 �虎通り �董妻 

‘蓋彗歪号蓋雷雲曇芸≡軌地割 � �；言＝］⊂ ききコ［ 

愛宕神社前交差点 「l � �……　芝郵便局交差点 ヽヽ■ 童蔓「「 


