
任　校 氏　名 〒 住　所 電　話 ＦＡＸ 任　校 氏　名 任　校 氏　名 任　校 氏　名
1 上 越 大町小 内藤　守 943-0833 上越市大町3-2-32 025-523-7245 523-7246 上雲寺小 八島　幹雄 柿崎小 小山　彰 柿崎小 小山　彰 54 804

直江津小 村山　暁
2 柏 崎 ・ 刈 羽 柏崎小 渡邊　隆樹 945-0065 柏崎市学校町1-88 0257-22-2196 22-0304 柏崎小 吉田　存祐 比角小 渡辺仁平 比角小 渡辺仁平 28 381
3 糸 魚 川 糸魚川小 髙橋　守 941-0062 糸魚川市中央1-2-1 025-552-0042 552-1304 糸魚川小 山本　修 能生小 池原栄一 糸魚川小 高橋　守 18 209
4 妙 高 新井小 古澤　正 944-0047 妙高市白山町4-1-12 0255-72-2612 72-3599 矢代小 井澤　和秀 新井中央小 高澤　誠一 新井中央小 高澤　誠一 12 156
5 長 岡 ・ 三 島 表町小 南雲　茂 940-0094 長岡市中島5-7-7 0258-32-0073 32-4635 表町小 石井　正文 脇野町小 鈴木九仁義 脇野町小 鈴木九仁義 61 949
6 三 条 一ノ木戸小 廣川　治夫 955-0046 三条市興野1-2-30 0256-33-0338 33-4372 一ノ木戸小 小川　義実 井栗小 白井　貞一 一ノ木戸小 廣川　治夫 24 383
7 小 千 谷 東小千谷小 松井　隆夫 947-0005 小千谷市旭町7-6 0258-83-2361 83-2360 東小千谷小 佐藤　務 小千谷小 山田　裕信 東小千谷小 松井　隆夫 12 161
8 加 茂 ・ 南 蒲 加茂南小 殖栗　敏夫 959-1353 加茂市五番町7-1 0256-52-0172 52-2390 加茂南小 中沢　秀人 田上小 吉樂　悟 加茂南小 殖栗　敏夫 9 141
9 十日町・中魚 十日町小 尾身　辰二 948-0022 十日町市学校町1 025-752-3525 752-3526 十日町小 樋口　広栄 千手小 村山　実 千手小 村山　実 34 354
10 見 附 名木野小 米山　忠彦 954-0034 見附市月見台1-10-75 0258-62-0091 62-0104 名木野小 酒井　仁治 今町小 西片　哲也 名木野小 米山　忠彦 8 144

燕 ・ 西 蒲 吉田小 今井　文幸 959-0255 燕市吉田弥生町１－１ 0256-93-3246 93-1702 吉田小 大津　正行 弥彦小 黒部道雄 吉田小 今井文幸 16 295
燕西小 桑原　幸男
島上小 金山　眞理子

12 魚 沼 ・ 川 口 堀之内小 谷内　一也 949-7413 魚沼市堀之内430-3 025-794-2051 794-5499 堀之内小 山之内　方史 小出小 高橋 健一 堀之内小 谷内 一也 12 188
13 南 魚 沼 六日町小 荒川　孝市 949-6623 南魚沼市六日町1267-1 025-772-2028 773-2350 栃窪小 塚田　賢 塩沢小 若井利信 六日町小 荒川　孝市 25 306

新 潟 浜浦小 杉中　宏 951-8151 新潟市中央区浜浦町1-1 025-266-3181 266-3182 浜浦小 上澤田　誠 内野小 五十嵐　幹郎 浜浦小 杉中　宏 114 2,243
南万代小 小林　のり子

新津第一小 長谷川義郎

新発田・北蒲 御免町小 浮須　與志夫 957-0056 新発田市大栄町4-5-33 0254-22-2216 24-4610 御免町小 長谷川　智 中浦小 小嶋　幸一 御免町小 浮須與志夫 27 417
住吉小 岩村　守

16 村 上 ・ 岩 船 保内小 板垣　和伸 959-3107 村上市下鍜冶屋264-2 0254-62-2302 62-5553 保内小 今井　真悟 関小 本間　直也 保内小 板垣　和伸 27 322
17 五 泉 村松小 皆川　孝 959-1758 五泉市城下１-865 0250-58-6050 58-5044 村松小 石塚　文弘 五泉南小 藤村　郁也 村松小 皆川　孝 11 176
18 阿 賀 野 保田小 須原　修 959-2221 阿賀野市保田４６６４ 0250-68-3014 68-2606 保田小 太田　智 京ヶ瀬小 保科徳久 保田小 須原　修 13 180

佐 渡 河原田小 半田　廣 952-1314 佐渡市河原田本町262 0259-57-2049 57-3187 河原田小 脇野　哲郎 畑野小 川原　繁芳 河原田小 半田　廣 33 330
金井小 山川辰也

20 胎 内 中条小 小谷　太一郎 959-2644 胎内市大川町16-56 0254-43-2042 43-2670 中条小 佐藤　雅 黒川小 柄澤　邦夫 黒川小 柄澤　邦夫 8 120
21 東 蒲 三川小 金内　敬太郎 959-4622 阿賀町白崎2500-1 0254-99-2605 99-2825 三川小 能登　佐菊 津川小 木村　照 三川小 金内　敬太郎 9 85

555 8,344

評議員
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平成２０年度　郡市別役員等一覧
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