
年度 市町村 公民館名 職員名 年度 市町村 公民館名 職員名

S52 松江 兼折　幸造 H 1 松江 大庭公民館 吉野　一郎

広瀬 揖野　光範 出雲 上津公民館 嘉村　和造

出雲 佐野　　博 平田 北浜公民館 三原平八郎

浜田 川上　理量 浜田 国府公民館 伊藤　一博

美都 寺井　昭介 H 2 松江 河原　　薫

津和野 潮　　　弘 大東 山根　言智

海士 渡辺　　茂 大田 岩谷　五朗

S53 大東 永瀬　国雄 大田 板木　律子

出雲 藤田　礼次 平田 長岡　幸江

瑞穂 社田房之助 H 3 松江 城西公民館 鹿島　國光

六日市 斎藤　善治 平田 佐香公民館 山岡　富清

S54 松江 岩成　芳明 大田 大森公民館 吉田　芳照

大東 石原　美登 大田 大代公民館 松井　　幸

出雲 若林　達英 浜田 石見公民館 鳥落　甚平

平田 岡　　武光 H 4 松江 古志原公民館 石亀　春夫

浜田 三浦　敏夫 大田 静間公民館 大谷　俊導

S55 平田 高橋　義範 H 5 松江 古江公民館 山根　悦子

大田 星野　好夫 大田 北三瓶公民館 森山　賢勝

浜田 浜本　或子 益田 二条公民館 可部　　巌

S56 松江 金田　敏郎 西郷 西郷町公民館 伊勢　　弘

東出雲 吉儀　幸吉 H 6 松江 生馬公民館 福井　哲郎

出雲 園山　量吉 横田 馬木公民館 細川　幸雄

大田 古田　祐之 東出雲 出雲郷公民館 野々内　誠

S57 松江 宅和　定雄 平田 檜山公民館 田中　　淳

木次 佐藤　松雄 大社 荒木公民館 佐藤　才重

平田 原　　幸吉 大田 志学公民館 坪野　良子

三刀屋 藤原　　百 益田 北仙道公民館 渡辺　　勲

江津 石村　吉松 H 7 木次 木次公民館 引野　健蔵

知夫 宮谷　政子 松江 忌部公民館 舟木　邦恵

S58 松江 北畠　昭子 出雲 古志公民館 板倉　幸昌

平田 橋本萬次郎 大田 久利公民館 岡崎　邦夫

大田 雲石　忠則 平田 東公民館 福田　幸子

S59 松江 雲井　泰俔 江津 川平公民館 三浦　志峰

出雲 金本　康隆 益田 豊田、西益田公民館 山下　槌男

江津 佐々木百合子 西郷 西郷町公民館 谷田　義治

浜田 益田　芳造 H 8 松江 大野公民館 伊藤　京子

六日市 長峯　光男 広瀬 宇波公民館 遠藤　儀一

S60 松江 飯庭　芳明 平田 佐香公民館 服部　和子

大東 加納　明夫 出雲 長浜公民館 曽田　謙介

平田 松村　乙松 益田 美濃公民館 中島　　彰

大田 森井　晃一 五箇 五箇村中央公民館 宮本　智幸

日原 岡田　直一 H 9 松江 持田公民館 小草　通雄

S61 松江 音羽　　融 安来 飯梨公民館 成相　幸蔵

松江 古山　良雄 大東 大東公民館 吉野　茂樹

出雲 安田　正雄 大社 遙堪公民館 松井　謙吉

浜田 西谷　淳吉 出雲 塩冶公民館 吾郷　辰郎

S62 大東 福間　武文 浜田 長浜公民館 向田　友義

伯太 三輪　　正 益田 小野公民館 藤村　　良

平田 長崎多賀夫 H10 松江 雑賀公民館 坂田　哲朗

石見 小松　重信 安来 荒島公民館 小村　海満

S63 松江 今岡　定雄 木次 西日登公民館 小笠原泰就

出雲 尾添　一雄 出雲 今市公民館 矢野　喜尉

平田 土江　敬総 平田 久多美公民館 福田真智子

浜田 小川　利子 浜田 石見公民館 岡本　義秋

瑞穂 布施公民館 三上　　博

益田 真砂公民館 山本　道典

＜S52～S63、H2の職員の所属は不明＞

島根県教育委員会教育長表彰（公民館職員）一覧



年度 市町村 公民館名 職員名 年度 市町村 公民館名 職員名

H11 松江 白潟公民館 岡田　穂積 H20 松江 本庄公民館 江角　潤子

松江 忌部公民館 福間　敬明 東出雲 揖屋公民館 金谷　　登

安来 赤江公民館 近藤　伴幸 安来 十神公民館 富田　孝義

木次 温泉公民館 高野　俊一 出雲 長浜コミュニティセンター 山本　初枝

大東 春殖公民館 西山　有信 出雲 平田コミュニティセンター 木野　明子

平田 伊野公民館 多久和秀子 奥出雲 鳥上公民館 高尾　富美

石見 井原公民館 服部　　正 飯南 頓原頓原公民館 石川　　隆

浜田 石見公民館 内藤美保子 浜田 周布公民館 牛尾　礼子

益田 豊川公民館 山本　友一 大田 大屋公民館 渡辺　治美

H12 松江 大野公民館 森井　治男 益田 北仙道公民館 田原　誠仁

仁多 亀嵩公民館 村上　幸枝 H21 松江 忌部公民館 石原　晴美

隠岐島後 都万村中央公民館 日下　祐志 出雲 今市コミュニティセンター 和田　玲子

H13 松江 川津公民館 石川　正子 斐川 荘原公民館 田中　文子

安来 能義公民館 飯橋　一夫 奥出雲 布勢公民館 石原　晴代

広瀬 布部公民館 安部　良江 浜田 周布公民館 山﨑　壽松

出雲 乙立公民館 今岡　盛義 邑南 出羽公民館 東　真智子

三刀屋 中野公民館 名原　光義 益田 種公民館 渡邉　　修

平田 灘分公民館 槙野美穂子 H22 松江 秋鹿公民館 井上　町恵

大東 佐世公民館 長妻　和夫 東出雲 揖屋公民館 奈良井博子

大田 五十猛公民館 木下　幸夫 安来 島田交流センター 矢田真知子

益田 中央公民館 中野　　傳 出雲 上津コミュニティセンター 陰山　裕子

H14 松江 城東公民館 原　　祐子 斐川 伊波野公民館 庄司　鈴子

安来 山佐公民館 加藤志津子 奥出雲 布勢公民館 田部真由美

平田 平田公民館 江角　秋恵 浜田 井野公民館 井上　義樹

大東 春殖公民館 足立　　清 浜田 浜田公民館 岡田　　繁

瑞穂 田所公民館 丸山　幸三 大田 久手まちづくりセンター 岩崎　美春

大田 川合公民館 熊野　俊昭 大田 福波まちづくりセンター 福富　照実

浜田 石見公民館 横田　重實 邑南 布施公民館 森田　仁政

H15 松江 川津公民館 小山　　昭 益田 道川公民館 三好　成子

平田 西田公民館 高橋　生美 H23 松江 津田公民館 飯塚　恭子

浜田 石見公民館 野上フサエ 松江 川津公民館 青山　　稔

浜田 布施公民館 漆谷　早苗 安来 赤江交流センター 堀江　淳子

H16 松江 城北公民館 真先　正敏 出雲 朝山コミュニティセンター 吉田　浩美

瑞穂 出羽公民館 大山　博子 出雲 大社コミュニティセンター 三原真知子

石見 日貫公民館 山﨑　　武 奥出雲 亀嵩公民館 若槻　光彦

益田 二条公民館 品川　彌次 浜田 美川公民館 平野　公望

H17 松江 法吉公民館 万代　悦子 浜田 白砂公民館 吉本美和子

東出雲 上意東公民館 濱田　節子 大田 祖式まちづくりセンター 篠原　弘江

浜田 石見長見分館 長野　順子 邑南 高原公民館 田岡　　清

大田 大代公民館 横田美恵子 益田 小野公民館 宮内　　巖

益田 鎌手公民館 田中　寛二 H24 浜田 都川公民館 花田　清征

H18 松江 竹矢公民館 藤原　敦子 浜田 安城公民館 藤井　礼子

安来 母里公民館 栂瀬　　崇 大田 中央公民館 岩根　了達

東出雲 意東公民館 大筒　千枝 大田 中央公民館 伊藤　裕子

奥出雲 阿井公民館 藤原　恒子 江津 有福温泉公民館 山藤　正治

浜田 浜田公民館 森口　順子 邑南 日貫公民館 福屋ひろみ

H19 松江 古志原公民館 星野　真美 益田 匹見下公民館 寺戸　保人

安来 飯梨交流センター 池田　節子 H25 松江 法吉公民館 門垣　和子

出雲 大社コミュニティセンター 熱田　洋人 出雲 長浜コミュニティセンター 大國　幸雄

出雲 乙立コミュニティセンター 小村　寿子 出雲 日御碕コミュニティセンター 蒲生　千登

出雲 佐香コミュニティセンター 青山喜美枝 出雲 朝山コミュニティセンター 石橋　貞則

奥出雲 三沢公民館 長瀬　泰枝 奥出雲 亀嵩公民館 赤名　京子

浜田 長浜公民館 澁谷　裕子 奥出雲 阿井公民館 福田　展子

大田 水上公民館 松下　暁子 飯南 谷公民館 門脇　順子

邑南 出羽公民館 能美　恭志 飯南 志々公民館 伊藤志津江

益田 安田公民館 中村　亀壽



年度 市町村 公民館名 職員名 年度 市町村 公民館名 職員名

H25 浜田 都川公民館 牧　　克幸 H28 美郷 比之宮公民館 桐場　陽子

大田 湯里まちづくりセンター 山根　澄子 邑南 井原公民館 鳥居　晃次

大田 井田まちづくりセンター 山根　智子 邑南 市木公民館 石橋　友之

江津 跡市公民館 佐々木　要 邑南 日貫公民館 鹿野　好明

邑南 阿須那公民館 三上　　進 邑南 井原公民館 北村みゆき

邑南 日和公民館 濱　あゆみ 益田 東仙道公民館 野村　達也

益田 高津公民館 中島  教祐 津和野 畑迫公民館 中村　浩美

H26 松江 朝酌公民館 門脇　悦子 津和野 日原中央公民館 中野　千秋

松江 法吉公民館 渡部　浪子 H29 松江 古江公民館 長野　正夫

安来 吉田交流センター 藤田　義矩 松江 竹矢公民館 角田　千年

安来 奥田原交流センター 糸原　安雄 松江 法吉公民館 山田　弘子

出雲 神門コミュニティセンター 布野　泰徳 出雲 上津コミュニティセンター 曾田　和男

出雲 神西コミュニティセンター 三成　　勲 出雲 窪田コミュニティセンター 板垣　正和

出雲 伊野コミュニティセンター 松本　剛美 出雲 須佐コミュニティセンター 大崎　　強

奥出雲 三沢公民館 景山　良教 飯南 谷公民館 永田　一博

浜田 長浜公民館 米井　　隆 大田 東部公民館 林　　弘延

浜田 国府公民館有福分館 佐々木君子 大田 鳥井まちづくりセンター 北山　逸子

大田 温泉津公民館 今田　善行 大田 高山公民館 中田　博子

大田 大森まちづくりセンター 鹿毛美紀子 大田 温泉津まちづくりセンター 竹下真由美

江津 黒松地域コミュニティ交流センター 灘　　勝晴 邑南 矢上公民館 大田　浩美

邑南 田所公民館 吉川　　正 益田 豊川公民館 石田　和美

益田 真砂公民館 大庭　　完 吉賀 朝倉公民館 石村　境子

吉賀 柿木公民館 桑原　恒夫 吉賀 六日市公民館 向井　　恵

H27 松江 城西公民館 森　　　泰 H30 出雲 塩冶コミュニティセンター 坂本　達夫

松江 古志原公民館 竹谷　　強 出雲 伊波野コミュニティセンター 内部　康正

松江 島根公民館 野津久美子 出雲 湖陵コミュニティセンター 森山　健治

出雲 古志コミュニティセンター 伊藤　正清 大田 西部公民館 田平　修二

出雲 鰐淵コミュニティセンター 高橋　一夫 津和野 左鐙公民館 藤井　隆一

出雲 久多美コミュニティセンター 烏田　富夫 松江 美保関公民館 野島　智香

奥出雲 布勢公民館 安部　晴美 大田 静間まちづくりセンター 竹下　宣孝

奥出雲 八川公民館 松﨑由紀子 大田 水上まちづくりセンター 川村智恵子

浜田 雲城公民館 岡本　修治 浜田 井野公民館 篠原早由美

浜田 雲城公民館 大﨑　寿子 浜田 三隅公民館 野尻かおり

浜田 今福公民館 岩土みどり 邑南 中野公民館 小泉　千春

浜田 小国公民館 横山さつき 邑南 高原公民館 三上　雅子

大田 仁摩公民館 泉　　充規 益田 匹見上公民館 田代　祐子

大田 仁万まちづくりセンター 落合　美樹 益田 北仙道公民館 河野　恵子

邑南 出羽公民館 三宅　正隆 R1 松江 島根公民館 小川　英二

邑南 口羽公民館 山根美登利 出雲 乙立コミュニティセンター 安喰　公司

益田 益田公民館 長谷　　薫 出雲 出西コミュニティセンター 高橋　孝治

益田 二川公民館 小原美智子 出雲 長浜コミュニティセンター 板垣　祐治

益田 匹見下公民館 増見　博司 浜田 今市公民館 大屋マサ子

吉賀 六日市公民館 寺戸　達志 益田 二条公民館 豊田　実

H28 松江 八雲公民館 石倉　知樹 益田 種公民館 大賀　温

松江 宍道公民館 烏田　彰弘 松江 乃木公民館 宇田川布美子

松江 雑賀公民館 片山　智子 浜田 久佐公民館 金子さつき

出雲 四絡コミュニティセンター 田村　道太 浜田 黒沢公民館 石川　直美

出雲 西田コミュニティセンター 大樋　一男 浜田 三隅公民館 佐々木瑞穂

出雲 国富コミュニティセンター 黒﨑　新次 大田 中央公民館 幸増　千世

奥出雲 三沢公民館 川西世津子 大田 東部公民館 福島真夕子

浜田 石見公民館 虫谷　昭則 大田 大国まちづくりセンター 山口　清美

浜田 岡見公民館 齋藤　玲子 大田 池田まちづくりセンター 原田千鶴子

浜田 美川公民館 岡村　智実 邑南 市木公民館 佐々木尚子

大田 三瓶公民館 藤井　好文 益田 吉田公民館 八坂美恵子

大田 東部公民館 下垣　　敦 津和野 滝元枕瀬公民館 上潟口琴代

大田 朝山まちづくりセンター 岩谷　敏次

大田 波根まちづくりセンター 鳥居　達郎



年度 市町村 公民館名 職員名

R2 松江 本庄公民館 山内　　恭

松江 美保関公民館 三代　高広

安来 菅原交流センター 吉川　　隆

出雲 北浜コミュニティセンター 渡部　良一

出雲 神門コミュニティセンター 岩成　英充

出雲 朝山コミュニティセンター 成相　友之

飯南 赤名公民館 景山　良一

浜田 三保公民館 下岡　安之

浜田 波佐公民館 槇田　浪子

浜田 三保公民館 寺井　倫子

浜田 和田公民館 大屋美根子

大田 温泉津公民館 友村　光男

大田 高山公民館 田中　正治

大田 池田まちづくりセンター 瓜坂久美子

大田 志学まちづくりセンター 三谷　和弘

大田 宅野まちづくりセンター 浅原ひろみ

邑南 高原公民館 東　　義正

邑南 口羽公民館 福田　誠治

邑南 矢上公民館 堅島　美樹

益田 安田公民館 島田　隆敏

益田 中西公民館 豊田　忠作

益田 鎌手公民館 田中緒佐美

津和野 小川公民館 大谷美由紀


