
47　高校関係指導主事・専門主事・専門職員
（H26.5.1現在）

℡県庁内線4384㈹ 松本市今井小俣道3443

(026)235-7435㈹ ℡(0263)86-0218㈹

教育主幹兼高校教育指導係長 三浦　　章 主任指導主事・次長 末松　英司

主任指導主事 (高校教育指導係) 飯島　由美 専門主事 良波　克也

　　〃　　　 廣田　昌彦 　 〃 吉村　洋一

　　〃　　　 (　　　〃　 　 ) 浅井　秀俊 　 〃 西沢　俊一

指導主事 (　　　〃　 　 ) 小川　幸司 塩尻市片丘南唐沢6342-4

　　〃　　　 (　　　〃　 　 ) 竹内　宏枝 ℡(0263)53-8800㈹

　　〃　　　 (　　　〃　 　 ) 金井　繁昭 次長兼総務部長 小林　史典

　　〃　　　 (　　　〃　 　 ) 有賀　　浩 大井　基成

　　〃　　　 (　　　〃　 　 ) 宮下　美和 主幹指導主事・情報･産業教育部長 嶋崎　文男

　　〃　　　 横内　佳代 主任指導主事 (情報･産業教育部) 小林　重喜

℡県庁内線4396㈹ 専門主事 (企画調査部) 三原　正純

(026)235-7436㈹ 　 〃 (　　〃　　) 齋藤　俊樹

室長 永原　経明 　 〃 (教科教育部) 馬場　正一

主任指導主事 (生徒指導係) 小松　　容 　 〃 (　　〃　　) 井口　智長

指導主事 (　　〃　　) 飯森　和弘 　 〃 (　　〃　　) 小口　雄策

　　〃　　　 (人権支援係) 平林　洋一 　 〃 (　　〃　　) 高沼　光栄

℡県庁内線2852㈹ 　 〃 (教職教育部) 宮坂　幸登

(026)235-7210㈹ 　 〃 (　　〃　　) 倉島　千幸

主任指導主事 北澤　　潔 　 〃 (　　〃　　) 藤井　栄司

℡県庁内線4379㈹ 　 〃

(　　〃　　)

市川　　格

(026)235-7456㈹ 　 〃 (生徒指導･特別支援教育部)伊藤　卓也

主任指導主事 (指導係) 佐原　智行 　 〃 (情報･産業教育部) 山﨑　　巌

℡県庁内線4427㈹ 　 〃 (　　　〃　　 　) 西山　浩介

(026)235-7437㈹ 　 〃 (　　　〃　　 　) 三宅　浩一

主任指導主事 (文化財係) 福島　良彦 　 〃 (　　　〃　　 　) 橋本　　徹

指導主事 (生涯学習係) 小林　敏明 塩尻市片丘南唐沢6342-4

℡県庁内線4444㈹ ℡(0263)53-8822

(026)235-7443㈹ 専門主事 藤江　玲子

指導主事 (保健・安全係) 松村　真一 千曲市大字屋代260-6

℡県庁内線4472㈹ ℡(026)274-2000㈹ 

(026)235-7449㈹ 市川　正夫

茶城　啓二 主任指導主事・文献史料課長 青木　隆幸

指導主事 (体育スポーツ振興係) 桑原　俊樹 専門主事 (総合情報課) 傳田　伊史

　　〃　　　 (　　　  〃　 　 　) 山﨑　芳弘 　 〃 (　　〃　　) 中野　亮一

　　〃　　　 (学校体育係) 田玉　勝己 　 〃 (　　〃　　) 金澤　大典

(財)長野県体育協会 長野市南長野聖徳545-1 長野市篠ノ井布施高田字佃963-4

(026)235-3483㈹ ℡(026)293-5926

主任指導主事・競技係長 宮坂　雅昭 専門主事 (調査第三課) 黒岩　　隆

指導主事 飯島　昭久 岐阜県高山市岩井町913-13

小諸市与良町6-5-5 ℡(0577)31-1013

℡(0267)31-0251(学校教育課) 専門職員 大西　英樹

主任指導主事 (生徒指導専門指導員) 伊藤　浩治

伊那市高遠町藤沢6877-11

伊那市荒井3497伊那合同庁舎内

℡(0265)96-2525

℡(0265)78-2111㈹ 専門職員 久根　　敏

主任指導主事 (生徒指導専門指導員) 五明　和敏

松本市島立1020松本合同庁舎内

℡(0263)47-7800㈹

主任指導主事 (生徒指導専門指導員) 臼井　彰一

℡(026)233-5151㈹

主任指導主事 (生徒指導専門指導員) 小幡　正樹
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長野市南長野南県町686-1長野合庁内
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主任指導主事・体育スポーツ振興係長

主幹指導主事・学芸部長

長野県
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生涯学習推進センター
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教学指導課 長野県体育センター
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(　　　〃　 　 )
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総合教育センター

総合教育センター総合教育センター

総合教育センター

主幹指導主事・教職教育部長

(　　　〃　 　 )


