
 

 

    令和３年度 福岡県教育研究所連盟加盟機関一覧 

         令和３年６月１５日現在 
 機関名（Emailアドレス） 所長名 所在地 担当者 

１ 

◎● 

全九 

福岡県教育センター 
(yamashita-m19@educ. 

pref.fukuoka.jp

) 

日高 公徳 

〒 811-2401 

糟屋郡篠栗町高田 268 

TEL(092)947-1062 FAX 947-8082 
山下 将人 

２ 

● 

全九 

福岡市教育センター 
(fukuda.h09@city.fukuoka.lg.jp

) 

福田大二郎 

〒 814-0006 

福岡市早良区百道３丁目 10-1 

TEL(092)822-2875  FAX 822-2825 

福田 宏 

３ 

◯● 

全九 

北九州市立教育センター 

(naoya_yamashita01@city. 

kitakyushu.lg.jp) 

松中 保明 

〒 806-0044 

北九州市八幡西区相生町 20-1 

TEL(093)641-1775  FAX 641-1833 

山下 直也  

４ 

● 

九 

福岡県体育研究所 
(kondou-n1569@pref.fukuoka.lg.jp) 

中野 一成 

〒 812-0852 

福岡市博多区東平尾公園 2-1-4 

TEL(092)611-0220  FAX 611-1747 

近藤 伸子 

５ 

● 

全九 

久留米市教育センター 
(sitoi@city.kurume.fukuoka.jp) 

松本 良一 

〒 830-0051 

久留米市南１丁目 8番１号 

TEL(0942)36-9777  FAX 35-9930 

糸井 佐知子 

６ 

九 

大牟田市教育研究所 

(t-matsunobu@st.city. 

omuta.fukuoka.jp) 

小宮 武士 

〒 836-0872 

大牟田市黄金町 1-34 

TEL(0944)52-5845  FAX 52-5845 

松延 隆広 

７ 

 

直方市教育研究所 

(n-gakkou@city.nogata.lg.jp) 
山本 栄司 

〒 822-8501 

直方市殿町７番１号 

直方市教育委員会学校教育課内  

TEL(0949)25-2323  FAX 25-2316 

池田 義智 

８ 

 
田川市立教育支援センター 
(kenkyu@lg.city.tagawa.fukuoka.jp) 

吉栁 啓二 

〒 825-0002 

田川市大字伊田 2550-1 

TEL(0947)85-7168   FAX 42-9559 

中川 真一 

９ 

九 

飯塚市教育研究所 

(iikenkyu@city.iizuka.lg.jp) 
城谷登志江 

〒 820-8501 

飯塚市新立岩 5-5 飯塚市役所内 
TEL(0948)22-5500内線 1635 FAX 29-5440 

城谷 登志江 

１０ 
朝倉市教育支援センター 

(aakoiki@city.asakura.lg.jp) 
早野 展生 

〒 838-0068 

朝倉市甘木 873-3   

TEL(0946)22-9500  FAX 24-7773 

山下 浩徳 

１１ 
筑紫教育研究所 

(gouroku@city.dazaifu.lg.jp) 
扇 弘行 

〒 818-0198 

太宰府市観世音寺 1-1-1 

太宰府市教育委員会学校教育課内 

TEL(092)921-2121(439) FAX 921-3667 

合六 明 

１２ 
糟屋地区教育研究所 

(kenkyu55@lime.ocn.ne.jp) 
佐々木壮一朗 

〒 811-2301 

糟屋郡粕屋町大字上大隈 55-1 

糟屋郡自治会館 3階 

TEL(092)938-0895  FAX 938-0896 

橋口 公一 

１３ 

遠賀郡教育研究所 

(kyoto@yamasho.town.ashiya. 

fukuoka.jp) 

三桝 賢二 

〒 807-0141（芦屋町立山鹿小学校内） 

遠賀郡芦屋町大字山鹿 2853 

TEL(093)223-0007 FAX 223-1671 

吉川 亨 

１４ 

● 

鞍手地区教育研究所 

(kuraken@educet.plala.or.jp) 
與古光 靖 

〒 807-1311 

鞍手郡鞍手町小牧 2122-1 

(鞍手町立鞍手中学校内) 

TEL(0949)28-7201  FAX （兼用） 

杉本 博樹 



 

 

１５ 

● 

田川郡教育研究所 

(tagawa-lab@fukuoka. 

email.ne.jp) 

長野 修 

〒 825-0002 

田川市大字伊田松原通り 3292-2  

田川総合庁舎 筑豊教育事務所田川駐在内 

TEL(0947)47-1081  FAX 47-1081 

長野 修 

１６ 
大川市教育研究所 

(kenkyusy@hyper.ocn.ne.jp) 
武下 英俊 

〒 831-0016 

大川市大字酒見 221-11 大川市文化センター内 

TEL(0944)87-0504  FAX 88-0017 

武下 英俊 

１７ 
八女市教育研究所 

(info-kenkyu@yame.ed.jp) 
髙橋 泰朗 

〒 834-0023 

八女市馬場 420（八女市勤労青少年ホーム内）  

TEL(0943)24-0298 FAX24-0298 

井上 純子 

１８ 
小郡市･三井郡教育研究所 

(ed-rc@ogori-mii.ed.jp) 
秋永 晃生 

〒 838-0126 

小郡市二森 435-1 

TEL(0942)73-4044  FAX 73-4045 

柴田 晃次 

１９ 

● 
糸島市教育センター 
(kyoikucenter@city.itoshima.lg.jp) 

泊 早苗 

〒 819-1119 

糸島市前原東 1-3-7 

TEL(092)324-6268  FAX 323-2413 

西村 千惠美 

２０ 

● 
みやま市教育研究所 
(kyoiku05@miyama-city.ed.jp) 

藤岡 育代 

〒 835-0192 

みやま市山川町立山 1278 

TEL(0944)32-9151  FAX 32-9100 

由留部 啓文 

２１ 
嘉麻市教育研究所 

(kenkyusyo@kama-edu.jp) 
辻 秀志 

〒 820-0592 

嘉麻市上臼井 446-1 

TEL(0948)62-5728  FAX 62-5694 

平田 賢一郎 

２２ 
柳川市教育研究所 
(kenkyu@edu-yanagawa.ed.jp) 

東 博臣 

〒 832-8555 

柳川市三橋町正行 431 

TEL(0944)74-5955  FAX74-5545 

東 博臣 

２３ 
筑後市教育研究所 

(chikukyoken@ktarn.or.jp) 
小川 恭一 

〒 833-0031 

筑後市大字山ノ井 1101 

TEL(0942)53-8678  FAX27-6225 

加藤 英也 

２４ 
うきは市教育センター 
(ed-center@gg.ukiha.ed.jp) 

 
麻生 秀喜 

〒 839-1393 

うきは市吉井町新治 316 西別館  

TEL(0943)73-9020  FAX 73-9009 

矢野 昌之 

２５ 

● 

行橋・京都地区教育研究所 

(yuku-soudan@kyouiku. 

yukuhashi-city.jp) 

神原 修一 

〒 824-8601 

行橋市中央 1-1-1 行橋市教育委員会内 

TEL(0930)25-1111(内線 1352) 

FAX 25-0096 

丸田 さとみ 

 

２６ 

 

宗像地区教育研究所 
(kyouiku@city.munakata.fukuoka.jp) 

髙宮 史郎 

〒 811-3492 

宗像市東郷１－１－１  

TEL(0940)36-5099  FAX37-1525 

川原 慎一郎 

         全: 全教連加盟機関    九 : 九教連加盟機関    ◎ : 委員長、  ○ : 副委員長、  ● ：幹事   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


