
新 旧 氏　名

*下新川郡
入善小 桃李小 朝倉　浩一
ひばり野小 県教委 西尾　光生
桃李小 県教委 上島　芳子
退職 入善小 鍋谷　義継
退職 ひばり野小 松田　博昭
*魚津市
星の杜小 星の杜小頭 三田　祐輔
よつば小 清流小 水橋　渉
清流小 総教セ (魚津市派遣） 大蔵　浩一
道下小 総教セ 谷山　博徳
経田小 県教委 村井　武
退職 星の杜小 野口　高志
退職 よつば小 宝田　哲
退職 道下小 松原　仁美
*黒部市
生地小 県教委 森内　裕之
たかせ小 荻生小 髙岡　薫
荻生小 生地小 佐竹　康子
宇奈月小 総教セ (黒部市派遣） 内生蔵　保人

新 旧 氏　名

*富山市
西田地方小 西田地方小頭 水野　貞浩
奥田小 月岡小 小杉　峰広
藤ノ木小 倉垣小 平井　久美子
岩瀬小 岩瀬小頭 山本　剛
針原小 山室小頭 長谷川　泰久
神明小 砺波青少年自然の家 谷本　和信
蜷川小 水橋西部小 志鷹　佐吉
草島小 草島小頭 佐藤　寛子

倉垣小
東部教育事務所
主幹
（富山市派遣）

深井　美和

新保小 保内小 丸山　明子
月岡小 中央小頭 林　美千世
古沢小 山室中頭 松田　康子
水橋西部小 総教セ （立山町派遣） 船木　英明
上条小 県教委 石田　和義
大久保小 神通碧小 林　哲哉
船峅小 堀川小頭 山口　浩二
福沢小 総教セ 岩城　達也
朝日小 城山中頭 横野　誉子
古里小 朝日小 神谷　一男
神保小 音川小 堀　るみ子
音川小 光陽小頭 西村　護
八尾小 樫尾小 小林　憲司
保内小 古沢小 川本　綾子
樫尾小 杉原小頭 酒井　克樹
山田小 五福小頭 西村　勇嗣
神通碧小 神保小頭 三日市　寛
退職 西田地方小 山口　洋子
退職 奥田小 飯野　義明
退職 藤ノ木小 奥野　隆之
退職 針原小 増田　共子
退職 蜷川小 吉崎　弓弦
退職 草島小 津山　秀一
退職 新保小 山田　正
退職 大久保小 坪坂　亮
退職 船峅小 稲田　真人
退職 八尾小 吉藤　重弘
*中新川郡
立山北部小 立山北部小頭 岩峅　咲由里
高野小 県教委 大野　晴美
退職 立山北部小 林寺　正芳
退職 高野小 松井　美之
*滑川市
東部小 総教セ （滑川市派遣） 宮島　和生

小学校校長（魚津地区）

小学校校長（富山地区）
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*高岡市
成美小 こまどり支援 佐野　正人
平米小 石堤小頭 高田　淳一
下関小 国吉小 野手　芳幸
万葉小 中田小 林　由香
古府小 能町小頭 山口　ひろみ
南条小 万葉小 泉　外志弘
牧野小（再任用） 牧野小 笹島　久美子
太田小 太田小頭 西川　敦子
五位小 東五位小 秋野　信義
中田小 県教委 岩田　正弘
福岡小 下関小 関澤　好
こまどり支援 芳野中頭 泉　佐知子
退職 成美小 岩坪　智恵子
退職 古府小 中村　洋一
退職 南条小 森田　英宏
退職 牧野小 笹島　久美子
退職 石堤小 阿部　美津代
退職 福岡小 堀　勉
*射水市
小杉小 下村小 矢崎　千栄美
歌の森小 作道小頭 竹林　浩樹
大島小 総教セ（射水市派遣） 清水　晃
下村小 県教委 網　功治
新湊小 富大附属幼副園長 城岡　恭子
片口小 放生津小頭 小川　直子
退職 小杉小 荒治　和幸
退職 歌の森小 高田　昭彦
退職 大島小 宮内　茂夫
退職 新湊小 森　悦郎
*氷見市
宮田小 久目小 本川　久直
窪小 県教委 矢谷　義一
上庄小 速川小 平井　尚久
灘浦小 明和小 山崎　清美
退職 窪小 上　隆義
退職 灘浦小 田辺　由美子

新 旧 氏　名

*南砺市
城端小 富大附属小副校長 曲師　政隆
福野小 利賀中 梨谷　一男
福光中部小 県教委 棚田　賢也
福光南部小 県教委 犀川　敏朗
福光東部小 福光南部小 前田　佳弘
退職 城端小 吉田　茂
退職 福野小 影近　義明
退職 福光中部小 山田　誠
退職 福光東部小 河合　清明
*砺波市
砺波東部小 蟹谷小 井澤　清徳
砺波北部小 総教セ 福原　達
鷹栖小 県教委 砂土居　良江
退職 砺波東部小 牧野　和則
退職 砺波北部小 吉田　友子
退職 鷹栖小 金岡　一孝
*小矢部市
蟹谷小 総教セ（小矢部市派遣） 渡辺　寿美

小学校校長（高岡地区）
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