
令和3年度　学校一覧（小学校）

学校名 住所 郵便番号 電話番号 電話／FAX 校長名 教頭名

開智小 開智２-４-５１ 390-0876 32-0006 37-1169 玉水　智香子 谷口　竜介

源池小 県３-５-１ 390-0812 32-0207 37-1170 原　修司 山嵜　公子

筑摩小 筑摩１-８-１ 390-0821 25-0090 29-0868 熊谷　賢一 中島　佳明

旭町小 旭２－４－４ 390-0802 32-1124 37-1171 大久保　和彦 馬場　英晃

田川小 渚１-５-３４ 390-0841 26-1377 29-0890 木村　令子 佐藤　伸一

渡辺　玲子

高橋　康弘

清水小 清水２-８-１８ 390-0805 32-1210 37-1172 伊藤　茂 佐藤　史郎

島内小 島内５３２３ 390-0851 47-1150 40-1364 今井　俊文 赤羽　秀明

中山小 中山３５１７ 390-0823 58-5823 85-1395 宮田　恭子 青木　和英

島立小 島立３２９８ 390-0852 47-2159 40-1365 戸辺　　修 安藤　隆子

芝沢小 和田１１１８ 390-1242 47-0154 40-1366 上條　昌明 吉澤　高志

菅野小 笹賀３４６０ 399-0033 58-2482 85-1399 井坪　秀明 齋藤　令子

芳川小 小屋北２-５-１ 399-0039 58-2030 85-1396 松田　真理 髙坂　秀樹

寿小 寿豊丘１００４ 399-0021 58-2106 85-1397 市川　元彦 清水　重光

岡田小 岡田松岡５１９ 390-0312 46-0589 45-1033 野口　成彦   山本　純子　

あさひ分校 旭２－１１－３０ 390-0802 38-0883 38-0884 野口　成彦 宮澤　修司

山辺小 入山辺３４ 390-0222 32-2619 37-1173 青山　康郎 大王　雅喜

美ヶ原分校 入山辺三城 390-0222 （休校中）

今井小 今井１６１６ 390-1131 59-2003 59-1009 坂口　克夫 中山　由加里

開明小 宮田１１-４１ 399-0001 25-0485 29-0892 大槻　　久 木船　暁美

明善小 寿豊丘８１３－７ 399-0021 58-3244 85-1398 田中　智之 平林　明彦

本郷小 浅間温泉２-９-５ 390-0303 46-0495 45-1034 唐沢　信好 苅部　あゆみ

二子小 笹賀５９２１ 399-0033 27-1648 29-0893 大和　正秀 清水　ひろみ

並柳小 並柳４－９－１ 390-0825 29-0869 26-6713 石澤　和人 宮崎　　淳

四賀小 会田１１１３ 399-7402 64-1070 64-1071 徳武　由和 山口　弘子

安曇小 安曇９６４ 390-1502 94-2234 94-2235 山口　昇一 西村　浩

大野川小 安曇３８８６-１ 390-1507 93-2224 93-2225 柳澤　充人 西原　晃司

奈川小 奈川２２８１ 390-1611 79-2002 79-2626 坪田　利彦 青木　猛

青木　和夫

千種　周嗣

福与　泰安

染川　あゆみ

鎌田小 鎌田１-８-１ 390-0837 25-0835 29-0891 宮下　明浩

和田　　宏

梓川小 梓川梓７５５ 390-1702 78-2035 76-1028 馬淵　勝己

波田小 波田１０２８６－１ 390-1401 92-2044 92-3864



令和3年度　学校一覧（中学校）

学校名 住所 郵便番号 電話番号 電話／FAX 校 長 名 教 頭 名

清水中 清水２-７-１２ 390-0805 32-2078 37-1174 山口　真一 橋倉　美奈子

鎌田中 鎌田２-３-５６ 390-0837 25-1088 29-0894 小松　直彦 小野澤　健

丸ノ内中 宮渕３-６-１ 390-0862 32-1962 37-1175 宮坂　俊之 高橋　あゆ美

旭町中 旭３-７-１ 390-0802 三尾　浩幸 関　雅夫

桐分校 桐３－９－４ 390-0871 三尾　浩幸 関　雅夫

松島中 島内３９８６ 390-0851 40-1367 47-3219 北野　文彦 土屋　泰生

高綱中 島立４４１６ 390-0852 47-3929 40-1368 清水　伸行 山田　淳子

菅野中 笹賀３４７５ 399-0033 58-2056 85-1440 本木　善子 金子　貢淑

筑摩野中 村井町北２－１１－１ 399-0035 58-2071 85-1441 瀧澤　公也 田野　公章

山辺中 里山辺３３２６ 390-0221 32-0267 37-1177 横田　則雄 五味　　誠

開成中 神田２-７-１ 390-0822 26-1852 29-0896 中川　由香里 向井　健太郎

女鳥羽中 原１０８５－２ 390-0316 46-0285 45-1035 栢木　藤雄 重盛　　究

あさひ分校 旭２－１１－３０ 390-0802 38-0883 38-0884 栢木　藤雄 宮澤　修司

明善中 寿豊丘８１２-１ 399-0021 86-0044 85-1442 幅　誠一郎 池上　篤

信明中 石芝３-３-２０ 399-0007 25-3848 29-0895 津野　尚彦 寺嶋　純一

会田中 会田８９２３ 399-7402 64-2020 64-2974 宮澤　陽子 普明　秀幸

安曇中 安曇９６４ 390-1502 94-2234 94-2235 山口　昇一 岡本　千穂

大野川中 安曇３８８６-１ 390-1507 93-2224 93-2225 柳澤　充人 西原　晃司

奈川中 奈川２２８１ 390-1611 79-2002 79-2626 坪田　利彦 小町谷　聖

梓川中 梓川梓８００-２ 390-1702 78-2024 76-1055 松本　　隆 野澤　重徳

波田中 波田１０１４５－１ 390-1401 92-2034 92-3746 藤松　輝州 水野　直昭

松原分校 波田４４１７－５ 390-1401 91-2202 91-2202 藤松　輝州 福島　佳之

鉢盛中 朝日村古見３３３２－５ 390-1104 99-2501 99-2635 中川　満英 百瀬　顕正

32-2048 37-1176


