
◎ブロック長　○会員校が400校を超えるブロック選出　☆課程別・特別委員会代表者　◇会長指名常任理事　◆会長指名理事　　(敬称略）

1 1 近　畿 大　阪 会長 福田　益和 大阪工業技術専門学校

2 1 専門学校 東　京 筆頭副会長 ☆ 千葉　茂 日本工学院専門学校

3 2 北海道 北海道 副会長 ◎ 吉田　松雄 吉田学園情報ビジネス専門学校

4 3 北関東信越 茨　城 副会長 ◇ 八文字　典昭 水戸経理専門学校

5 4 南関東 東　京 副会長 ◎ 岡本　比呂志 早稲田文理専門学校

6 5 九　州 福　岡 副会長 ◎ 岩本　仁 福岡外語専門学校

7 1 東　北 福　島 常任理事 ◎ 今泉　玲子 今泉女子専門学校

8 2 南関東 東　京 常任理事 〇 関口　正雄 東京メディカル・スポーツ専門学校

9 3 北関東信越 長　野 常任理事 ◎ 小林　勝彦 長野美術専門学校

10 4 中　部 石　川 常任理事 ◎ 鍔　一郎 専門学校金沢リハビリテーションアカデミー

11 5 近　畿 大　阪 常任理事 ◎ 清水　尚道 森ノ宮医療学園専門学校

12 6 中　国 鳥　取 常任理事 ◎ 横井　司朗 あすなろ予備校

13 7 四　国 徳　島 常任理事 ◎ 尾上　一昭 尾上和裁学園

14 8 四　国 愛　媛 常任理事 ◇ 河原　成紀 河原ビューティモード専門学校

15 9 高等専修 東　京 常任理事 ☆ 清水　信一 武蔵野東高等専修学校

16 10 一般各種 栃　木 常任理事 ☆ 細野　美貴 真岡珠算簿記学校

17 11 個人立 沖　縄 常任理事 ☆ 島袋　永伸 専門学校那覇日経ビジネス

18 1 監　事 東　京 監事 荒川　栄一 永和監査法人

19 2 監　事 東　京 監事 坂本　歩 東京医療専門学校

20 3 監　事 福　岡 監事 戸早　秀暢 北九州保育福祉専門学校

21 1 北海道 北海道 理事 布川　耕吉 北海道美容専門学校

22 2 北海道 北海道 理事 ◆ 前鼻　英蔵 札幌医学技術福祉歯科専門学校

23 3 東　北 青　森 理事 木浪　賢治 青森県ビューティー＆メディカル専門学校

24 4 東　北 岩　手 理事 龍澤　尚孝 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校

25 5 東　北 宮　城 理事 鈴木　一樹 仙台医療福祉専門学校

26 6 東　北 秋　田 理事 江畠　清彦 秋田県理容美容専門学校

27 7 東　北 山　形 理事 山本　絵里子 専門学校山形V.カレッジ

28 8 東　北 福　島 理事 杉原　長次 尚志学園専修学校

29 9 北関東信越 栃　木 理事 宮内　修 マロニエ医療福祉専門学校

30 10 北関東信越 群　馬 理事 鈴木　良幸 NIPPONおもてなし専門学校

31 11 北関東信越 新　潟 理事 渡辺　敏彦 新潟ビジネス専門学校

32 12 南関東 埼　玉 理事 山﨑　彰 アルスコンピュータ専門学校

33 13 南関東 千　葉 理事 矢部　明 専門学校日本自動車大学校

34 14 南関東 東　京 理事 ◆ 多　忠貴 日本電子専門学校

35 15 南関東 東　京 理事 ◆ 堀口　一秀 中央工学校

36 16 南関東 神奈川 理事 清水　裕 湘南歯科衛生士専門学校

37 17 南関東 山　梨 理事 伊藤　祐寛 専門学校甲府医療秘書学院

38 18 中　部 富　山 理事 浦山　哲郎 富山情報ビジネス専門学校

39 19 中　部 福　井 理事 青池　浩生 青池調理師専門学校

40 20 中　部 岐　阜 理事 平野　宏司 ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校

41 21 中　部 静　岡 理事 杉山　誠一 東海医療学園専門学校

42 22 中　部 愛　知 理事 市原　康雄 愛知調理専門学校

43 23 中　部 愛　知 理事 山本　直明 山本学園情報文化専門学校

44 24 中　部 三　重 理事 長谷川　雅敏 旭美容専門学校

45 25 近　畿 滋　賀 理事 長良　秀昭 向陽台水口女子専門学校

46 26 近　畿 京　都 理事 田中　誠二 京都調理師専門学校

47 27 近　畿 大　阪 理事 ◆ 重里　徳太 日本分析化学専門学校

48 28 近　畿 兵　庫 理事 大岡　豊 大岡学園高等専修学校

49 29 近　畿 奈　良 理事 大原　敏敬 大原和服専門学園

50 30 近　畿 和歌山 理事 加志　勉 和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

51 31 中　国 島　根 理事 坪内　浩一 専門学校松江総合ビジネスカレッジ

52 32 中　国 岡　山 理事 平田　眞一 中国デザイン専門学校

53 33 中　国 広　島 理事 古澤　宰治 専門学校広島自動車大学校

54 34 中　国 山　口 理事 関谷　豊 下関福祉専門学校

55 35 四　国 山　口 理事 ◆ 井本　浩二 ＹＩＣビューティモード専門学校

56 36 四　国 香　川 理事 大平　康喜 専門学校　穴吹ビジネスカレッジ

57 37 四　国 高　知 理事 吉岡　成 平成福祉専門学校

58 38 九　州 佐　賀 理事 加藤　雅世子 佐賀星生学園

59 39 九　州 長　崎 理事 岩永　城児 こころ医療福祉専門学校

60 40 九　州 熊　本 理事 木庭　順子 専修学校熊本壺溪塾

61 41 九　州 大　分 理事 田野上　泰司 ＩＶＹ大分高度コンピュータ専門学校

62 42 九　州 宮　崎 理事 後藤　洋一 宮崎医療福祉専門学校

63 43 九　州 鹿児島 理事 村田　直志 鹿児島工学院専門学校

64 44 九　州 沖　縄 理事 大庭　憲　 沖縄福祉保育専門学校

全国専修学校各種学校総連合会　令和2・3年度役員名簿

NO ブロック 都道府県名 役職 氏　名 学校名


