
様式第２号（第 10関係） 

審 議 会 等 取 扱 簿 

会の名称 佐久市立小・中学校学校評議員 

設置根拠 佐久市立小・中学校学校評議員規則 

設置目的・趣旨 学校運営上、地域の意向を把握して施策に反映するため。 

設置年月日 平成 17年４月１日 

所 管 課 
佐久市教育委員会 学校教育部 学校教育課 学務係 

電話 0267-62-3478 ファックス 0267-62-7862 

そ の 他 

学校評議員名簿 

任期 平成２３年６月１日から２年間 

学 校 名 氏 名 所属団体等 

岩村田小学校 

依田 豊 元岩村田小学校長 

細川 保英 
岩村田本町商店街振興組合 

商学連携担当理事 

藤村 武廣 前公民館長・ボランティア「ともがき」会員 

鷹野 禮子 
昔話語りの会ゆりかご代表 

小雀保育園園長 

越石 雅雪 ㈱コシミ商会代表取締役 

中村 八惠子 主婦 （中村歯科医院） 

平根小学校 

楜澤 裕 民生児童委員 

飯田 哲太郎 地域の有識者 

森山 修 民生児童委員・元校長 

森泉 弥珠博 交通安全協会会長 

清水 とし子 民生児童委員 

中佐都小学校 

青木 正毅 中佐都地区健全育成会長 

池田 立美 
子どもを守る安心の家（クリーニングひまわり社 

長）



小林 靜夫 元赤岩区長 

原野 節子 
民生児童委員・佐久少年警察ボランティア協会 

会長 

高瀬小学校 

赤羽根 賢 元高瀬地区区長会長・元高瀬地区公民館長 

浅沼 紘一 元高瀬地区区長会長・元高瀬地区公民館長 

依田 安弘 民生児童委員 

山田 俊子 民生児童委員 

石井 美代子 主任児童委員 

中嶋 哲也 元ＰＴＡ会長 

野沢小学校 

井出 政路 防犯協会会長 

髙梨 紀喜 元岩村田小学校長 

茂原 睦男 会社経営 

佐藤 智江 元補導員 

檀原 保雄 元ＰＴＡ会長 

若林 典子 元ＰＴＡ副会長 

泉小学校 

内藤 徳子 主婦 

臼田 聖宣 学習支援ボランティア 

柳澤 真路 元ＰＴＡ会長 

小林 喜久男 主任児童委員 

武田 武夫 三塚区長 

松本 俊雄 民生児童委員 

岸野小学校 

内藤 俊一 岸野地区区長会長 

工藤 昌一 民生児童委員 

小林 由一 小林魚店 

伊坂 淳子 岸野スポーツクラブ



鈴木 啓一 前育成会長 

工藤 孝一 前 PTA 会長 

中込小学校 

持田 隆稔 中込地区区長会長 

柳澤 章 元ＰＴＡ会長 

小林 睦美 元保育士 

荒井 あずさ 元県 PTA 連合会理事 

持田 実 中込青少年育成会会長 

浅岡 徳光 前ＰＴＡ会長・少林寺住職 

佐久城山小学 

校 

北澤 馨 元平賀地区公民館長 

岩崎 亮 元ＰＴＡ学年部長 

荻原 節子 学校支援ボランティア 

佐藤 洋一 中込地区主任児童委員 

片井 俊光 前平賀区長会副会長 

東小学校 

坂部 美喜子 保護司・法禅寺 

花里 元明 元東小学校ＰＴＡ会長 

神津 惠子 元民生児童委員 

蟹澤 良徳 元東小学校ＰＴＡ会長 

富松 正彦 民生児童委員東地区代表者 

田口小学校 

髙橋 紀夫 前臼田町教育委員 

大工原 治郎 元ＰＴＡ会長 

髙橋 美代子 元臼田町社会教育委員 

竹内 聖哲 元ＰＴＡ会長 

青沼小学校 
新津 昌男 青沼地区区長会長 

日向 誠 地域住民



小林 徳重 岩水区長 

菊池 スミエ 主婦 

依田 米子 主婦 

櫻井 稔 前 PTA 会長 

切原小学校 

大工原 正一 臼田郵便局勤務 

髙栁 智一 ＪＡ佐久浅間勤務 

鷹野 茂 ＪＡ佐久浅間（猿久保）勤務 

土屋 一成 宿岩瓦店勤務 

臼田小学校 

井出 亮 中町区長・主任児童委員 

飯島 良行 臼田商店街販売業 

小金澤 茂喜 元臼田小学校 PTA 会長 

井出 髙明 
臼田町商工会監事・民生児童委員・子どもを守 

る安心の家 

黒岩 晴弓 黒岩歯科医院（学校歯科医） 

浅科小学校 

櫻井 美智子 農業（元市会議員） 

佐藤 あや子 農業 

山本 稔 無職 

岩間 健治 浅科児童館長（元小学校長） 

望月小学校 

矢花 公子 農業 

小林 勲 元協和地区区長会長 

熊木 誠 自営業 

武舎 幸彦 佐久市スポーツ少年団副本部長 

望月 多恵子 自営業 

坂田 孝三 元 佐久市役所春日出張所長



浅間中学校 

中澤 廣幸 後援会長 

三石 章二 元佐久東小学校長 

池田 登喜雄 中佐都青少年健全育成会長 

小林 康男 主任児童委員 

吉岡 道明 岩村田高等学校長 

山辺 奈美 前 PTA 副会長 

野沢中学校 

重野 吉祥 
野沢中学校同窓会長 元ＰＴＡ会 

長 

小林 喜久男 主任児童委員 

諸澤 啓二 元ＰＴＡ会長 

上原 明彦 元市ＰＴＡ連合会会長 

木内 庄一 元ＰＴＡ会長 

中込中学校 

田中 武 民生児童委員 

石山 道泰 前 PTA 会長 

吉田 久夫 中込中学校「心を育てる会」会長 

佐藤 清美 中込中学校「心を育てる会」会員 

柳澤 章 中込中学校同窓会長 

東中学校 

神津 節雄 元東地区防犯会長 

工藤 勝彦 女子バレーボール部外部指導者 

工藤 久子 主婦 

森泉 妙子 元東中学校親の会 OG 

神津 美保 神津石材店役員 

臼田中学校 

若林 昌二 臼田高等学校長 

井出 亮 主任児童委員 

関本 美津子 元青沼児童館館長



三石 和久 前ＰＴＡ会長 

楢本 秀昭 臼田地区区長会長 

浅科中学校 

生駒 悦雄 元浅科村教育長 

大井 正道 五郎兵衛記念館館長 

竹内 勉 元 PTA 会長 

望月中学校 

依田 眞一 元㈱協和酒造社長 

佐藤 方之 税理士事務所経営 

江本 洋子 前 PTA 会長 

駒村 貴子 保護者 

吉田 榮二 望月高等学校長 

望月小学校の評議員の任期は、平成２２年４月１日から２年間とする。


