
№ 選出団体 氏　名 勤務先 郵便番号 住　所
1 茨教組 大越　千夏 茨城県教職員組合 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-46

2 (55名） 飯岡　伸恭 茨城県教職員組合 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-46

3 稲本　理沙 茨城県教職員組合 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-46

4 （県北） 大田　和浩 高萩市立松岡中学校 318-0003 茨城県高萩市下手綱4

5 庄司　　崇 日立市立河原子小学校 316-0005 茨城県日立市河原子町4-3-4

6 會川　　学 北茨城市立精華小学校 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-36

7 須藤　貴憲 日立市立特別支援学校 316-0036 茨城県日立市鮎川町3-11-2

8 髙野以恵子 常陸太田市立誉田小学校 313-0008 茨城県常陸太田市増井町1303

9 （那大） 川上　直人　 常陸大宮市立明峰中学校 319-2401 茨城県常陸大宮市上小瀬1281

10 木村　宏一 大子町立生瀬中学校 319-3515 茨城県久慈郡大子町内大野2963-1

11 根本　和典 東海村立中丸小学校 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2124-8

12 鈴木　理恵 常陸大宮市立村田小学校 319-2136 茨城県常陸大宮市上村田1259-1

13 （県央） 春田　友則 水戸市立第一中学校 310-0035 茨城県水戸市東原3-1-1

14 寺門　拓哉 水戸市立寿小学校 310-0853 茨城県水戸市平須町1809-1

15 畑山　晴輝 ひたちなか市立田彦中学校 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦1442-1

16 杉嵜由美子 ひたちなか市立那珂湊第一小学校 311-1224 茨城県ひたちなか市山ノ上町1-1

17 瀬谷　聡一 ひたちなか市立平磯中学校 311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町3550

18 川松　修一 水戸市立内原中学校 319-0315 茨城県水戸市内原町1463-29

19 阿部　倫子 ひたちなか市立阿字ヶ浦中学校 311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町610

20 （東西） 大谷　晴海 茨城町立明光中学校 311-3121 茨城県東茨城郡茨城町谷田部510

21 田口　智也 笠間市立岩間第二小学校 319-0205 茨城県笠間市押辺529-1

22 渡辺　真民 小美玉市立玉里中学校 311-3436 茨城県小美玉市上玉里751-1

23 上原　巧也 大洗町立南中学校 311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町1212-14

24 （鹿行） 鈴木　清彦 鹿嶋市立豊郷小学校 314-0047 茨城県鹿嶋市須賀1170

25 小神野雅幸 潮来市立大生原小学校 311-2404 茨城県潮来市水原1988-1

26 佐藤　祐輝 神栖市立神栖第三中学校 314-0112 茨城県神栖市知手中央7-1-17

27 櫻井　弘次 行方市立玉造小学校 311-3512 茨城県行方市玉造甲3200

28 幡谷　和彦 鉾田市立白鳥東小学校 311-2111 茨城県鉾田市上沢14

29 （土浦） 髙野　　隆 つくばみらい市立伊奈小学校 300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田2047

30 相島美穂子 石岡市立恋瀬小学校 315-0104 茨城県石岡市小見832-1

31 上杉　健太 つくば市立大穂中学校 300-3264 茨城県つくば市篠崎475

32 光田圭一朗 つくば市立高山中学校 300-2662 茨城県つくば市下河原崎503

33 福原　和枝 土浦市立乙戸小学校 300-0845 茨城県土浦市乙戸南2-1-1

34 木村新一郎 石岡市立東小学校 315-0038 茨城県石岡市旭台1-11-3

35 大塚　篤史 つくば市立谷田部東中学校 305-0046 茨城県つくば市東2-25-1

36 櫻井　知樹 かすみがうら市立下稲吉小学校 315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉2273-2

37 田中　麻希 つくばみらい市立小絹中学校 300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台1-14-2

38 小澤多紀子 つくば市立吾妻中学校 305-0005 茨城県つくば市天久保1-9-1

39 （常総） 是松　政樹 結城市立結城東中学校 307-0001 茨城県結城市結城3381

40 田﨑　浩美 八千代町立川西小学校 300-3513 茨城県結城郡八千代町久下田440

41 山重　明子 下妻市立総上小学校 304-0051 茨城県下妻市小島1116

42 吉田　大祐 桜川市立桜川中学校 300-4422 茨城県桜川市真壁町亀熊570

43 松本　和代 下妻市立豊加美小学校 304-0048 茨城県下妻市加養128

44 佐藤　忠彦 結城市立城南小学校 307-0054 茨城県結城市城南町1-11

45 （県西） 上野　　淳 古河市立第三小学校 306-0012 茨城県古河市旭町1-18-4

46 菅原　俊彦 境町立長田小学校 306-0403 茨城県猿島郡境町蛇池409

47 篠崎　智美 古河市立三和北中学校 306-0126 茨城県古河市諸川1995

48 鈴木　祐哉 境町立境第一中学校 306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸1682

49 （稲北） 浅野　　宏 稲敷市立沼里小学校 300-0506 茨城県稲敷市沼田2661-1
50 倉持　克之 守谷市立けやき台中学校 302-0128 茨城県守谷市けやき台5-21-1
51 鈴木　智教 龍ヶ崎市立松葉小学校 301-0043 茨城県龍ケ崎市松葉2-9
52 川島　伸介 牛久市立おくの義務教育学校300-1288 茨城県牛久市久野町725
53 根本　紀幸 美浦村立大谷小学校 300-0425 茨城県稲敷郡美浦村興津366
54 松本　淳志 牛久市立岡田小学校 300-1204 茨城県牛久市岡見町2050-2
55 千葉　　悟 阿見町立本郷小学校 300-1152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1400

２０２０年度　　茨城県学校生活協同組合総代名簿   　　（敬称略）　総代数106名



56 学校長会 池田　直哉 笠間市立みなみ学園義務教育学校 309-1624 茨城県笠間市北吉原15

57 （35名） 稲田　樹男 ひたちなか市立勝田第一中学校 312-0055 茨城県ひたちなか市大成町38-1

58 小池　浩一 常陸大宮市立大宮小学校 319-2254 茨城県常陸大宮市北町116

59 大高　伸一 那珂市立第一中学校 311-0111 茨城県那珂市後台2547

60 片山　聡彦 小美玉市立美野里中学校 319-0132 茨城県小美玉市部室1196-3

61 飯田　研一 大洗町立第一中学校 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5247

62 廣木　恒夫 大子町立上小川小学校 319-3361 茨城県久慈郡大子町頃藤5017-2

63 　 市毛　　栄 常陸太田市立太田中学校 313-0007 茨城県常陸太田市新宿町466

64 飯島　博昭 日立市立泉丘中学校 316-0024 茨城県日立市水木町2-9-1

65 武石　　洋 常陸太田市立金砂郷小学校 313-0113 茨城県常陸太田市高柿町325-1

66 鈴木　裕一 日立市立宮田小学校 317-0054 茨城県日立市本宮町2-9-1

67 関根　紀夫 高萩市立秋山小学校 318-0023 茨城県高萩市島名2161-1

68 勝間田忠彦 日立市立櫛形小学校 319-1302 茨城県日立市十王町伊師本郷508

69 小松　昭德 北茨城市立精華小学校 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-36

70 小野口 政 行方市立玉造中学校 311-3512 茨城県行方市玉造甲2807

71 札　　敏夫 鹿嶋市立鹿嶋中学校 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2398-1

72 木之内英一 神栖市立神栖第三中学校 314-0112 茨城県神栖市知手中央7-1-17

73 飯島　　誠 鉾田市立旭西小学校 311-1416 茨城県鉾田市鹿田904-5

74 大塚　秀一　 神栖市立波崎第三中学校 314-0253 茨城県神栖市須田2340-1

75 藤沼　　浩 鉾田市立鉾田南中学校 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1469-1

76 大﨑　一寿 潮来市立牛堀小学校 311-2433 茨城県潮来市堀之内1219-1

77 大古　輝夫 龍ヶ崎市立龍ヶ崎小学校 301-0000 茨城県龍ケ崎市3316

78 青木　　進 牛久市立ひたち野うしく小学校 300-1206 茨城県牛久市ひたち野西2-11

79 松信　　登 かすみがうら市立下稲吉小学校 315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉1623-5

80 石塚　武彦 つくばみらい市富士見ヶ丘小学校 300-2417 茨城県つくばみらい市田村富士見ヶ丘2-18-1

81 橋爪　　智 河内町立かわち学園義務教育学校 300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿5456-1

82 下田　　悟 取手市立寺原小学校 302-0015 茨城県取手市井野台5-14-1

83 内藤　　信 稲敷市立沼里小学校 300-0506 茨城県稲敷市沼田2661-1

84 佐山　順一 古河市立古河第一中学校 306-0007 茨城県古河市常盤町11-26

85 福田　幸一 筑西市立下館中学校 308-0051 茨城県筑西市岡芹1000

86 黒田　光浩 結城市立結城南中学校 307-0031 茨城県結城市大木1123

87 舘　　　弘 桜川市立岩瀬小学校 309-1223 茨城県桜川市鍬田553-5

88 飯村　　晃 下妻市立下妻中学校 304-0056 茨城県下妻市長塚乙38-1

89 荒巻　英栄 八千代町立西豊田小学校 300-3534 茨城県結城郡八千代町太田365

90 倉持　勝美 常総市立絹西小学校 303-0042 茨城県常総市坂手町7303-3

91 高校長協会 髙村　祐一 水戸第一高等学校 310-0011 茨城県水戸市三の丸3-10-1

92 （6名） 森田　一洋 太田第一高等学校 313-0005 茨城県常陸太田市栄町58

93 深谷　　靖 勝田工業高等学校 312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町3-10-1

94 飯山美都子 鉾田第一高等学校 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1090-2

95 宮本　順紀 牛久栄進高等学校 300-1201 茨城県牛久市東猯穴町876

96 山中　孝男 下妻第二高等学校 304-0067 茨城県下妻市下妻乙347-8

97 茨高教組 菅井　洋実 太田第一高等学校 313-0005 茨城県常陸太田市栄町58

98 （10名） 久保田　章 協和特別支援学校 309-1121 茨城県筑西市谷永島495-1

99 齊藤　一利 水戸第三高等学校 310-0011 茨城県水戸市三の丸2-7-27

100 小林　秀行 勝田特別支援学校 312-0062 茨城県ひたちなか市高場2452

101 横瀬　健司 鉾田第二高等学校 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1158

102 皆川　　聡 下館第一高等学校 308-0825 茨城県筑西市下中山590

103 國井　啓介 茎崎高等学校 300-1272 茨城県つくば市茎崎447-8

104 豊島　　肇 土浦第三高等学校 300-0835 茨城県土浦市大岩田1599

105 杉山　　周 伊奈高等学校 300-2341 茨城県つくばみらい市福田711

106 本田　龍也 高萩清松高等学校 318-0001 茨城県高萩市赤浜1864


