
                           平成 28 年 6 月 23 日 
 

                            学校法人新静岡学園 
                            理事長 三 枝 幸 文 
 
 
 
 
   学校法人新静岡学園 理事長、評議員会正副議長、顧問等の選任について 
 
 静岡産業大学、静岡学園中学校・高等学校を運営する学校法人新静岡学園は、さる

5 月 25 日開催の理事会・評議員会において、任期満了に伴う理事、監事、評議員の

改選を行い、6 月 23 日開催の理事会において新理事長に 三枝 幸文（静岡産業大学

前学長）を選任し、下記の人事を決定しましたのでお知らせいたします。  
なお、前理事長 大坪 檀 は、理事として静岡産業大学総合研究所所長を継続する

とともに、本学園の経営、学事に関わる顧問として学園長に就任いたしました。 
ご高配のほどよろしくお願いいたします。 

 
記 

 
1. 理 事 会 

理事長  三枝 幸文 （新任、任期 平成 28 年 6 月 23 日～平成 32 年 6 月 22 日） 
            略歴及び顔写真は添付資料のとおりです。 
2. 評議員会 
   議 長  高木 昭三 （新任、任期 平成 28 年 6 月 23 日～平成 32 年 6 月 22 日） 
    副議長  鈴木 善彦 （再任、任期  同上） 
  副議長  江﨑 晴城 （新任、任期  同上） 
     
3. 顧   問 
    学 園 長 大坪 檀  （新任、任期 平成 28 年 6 月 23 日～平成 30 年 6 月 22 日） 
    学事顧問 有馬 朗人（再任、任期 平成 28 年 6 月 25 日～平成 30 年 6 月 24 日） 
 
 

新たに選任された理事・監事・評議員・顧問の状況は別紙をご参照ください。 
 

 
                 〈本件お問合せ先〉 
                  静岡県藤枝市駿河台 4 丁目 1 番 1 号 
                  学校法人新静岡学園 法人事務局（鈴木） 
                   ＴＥＬ：０５４－２００－０１９０ 
                   Ｅﾒｰﾙ ：ｍ－ｓｚｋ＠ｓｓｕ．ａｃ．ｊｐ 

静岡産業大学 
静岡学園中学校・高等学校 



添付資料

（平成28年6月23日現在）

サエ グサ    ユキ フミ

三 枝　幸 文 生年月日（年齢）　 昭和２０年３月１７日生 （満71歳）

任       期 平成28年6月23日～平成32年6月22日（4年）

最終学歴 昭和47年３月31日 慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了

学　　位

職　　歴 平 成 ６ 年 ４月 １日 静岡産業大学経営学部助教授

平成10年４月１日 静岡産業大学経営学部教授

平成14年４月１日 静岡産業大学経営学部学部長

平成17年４月１日 学校法人第二静岡学園（現 新静岡学園）理事（現在に至る。）

平成23年４月１日 静岡産業大学副学長

平成24年４月１日 静岡産業大学学長

平成28年４月１日 学校法人新静岡学園理事長補佐

専門分野

所属学会

社会的活動 磐田市総合計画審議会会長、磐田市都市計画審議会会長、

磐田市公共事業再評価監視委員会会長、磐田市情報化推進懇話会座長

学校法人新静岡学園 理事長のご紹介

氏      名

経済学修士（慶應義塾大学）

資産評価論、財務諸表論、土地評価論

日本経営診断学会、日本不動産学会、日本土地環境学会



別 紙

役職 選任区分 氏　名 主 な 現 職 等 任　期

 １号（学長） 鷲崎早雄  静岡産業大学学長
 ２号（校長） 石田邦明  静岡学園中学校・高等学校校長
 ３号（評議員） 丹羽由一  静岡産業大学経営学部学部長 H28.6.23～H32.6.22

 ３号（評議員） 堀川知廣  静岡産業大学情報学部学部長 H28.6.23～H32.6.22

 ３号（評議員） 杉本富是  静岡学園中学校・高等学校副校長 H28.6.23～H32.6.22

 ３号（評議員） 長島健二  静岡産業大学事務局長 H28.6.23～H32.6.22

 ３号（評議員） 鈴木正幸  学校法人新静岡学園法人事務局長 H28.6.23～H32.6.22

 ４号（学識経験者） 大坪　檀  学校法人新静岡学園学園長･総合研究所所長 H28.6.23～H32.6.22

 ４号（学識経験者） 戸上常司  元ヤマハ発動機㈱代表取締役社長 H28.6.23～H32.6.22

 ４号（学識経験者） 松浦康男  ㈱静岡銀行特別顧問 H28.6.23～H32.6.22

 ４号（学識経験者） 加藤百合子  ㈱エムスクエア・ラボ代表取締役社長 H28.6.23～H32.6.22

 ４号（学識経験者） 林　範夫  林・坂巻法律事務所弁護士 H28.6.23～H32.6.22

理事長  ５号（理事長指名） 三枝幸文  静岡産業大学 前学長 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（理事長指名） 伊藤崇裕  静岡産業大学学長補佐 H28.6.23～H32.6.22

計　１４　名
佐藤博明  元静岡大学学長 H28.6.23～H32.6.22

佐藤　護  元静岡県産業部理事 H28.6.23～H32.6.22

計　　２　名
 １号（学長） 鷲崎早雄  静岡産業大学学長
 ２号（校長） 石田邦明  静岡学園中学校・高等学校校長
 ３号（学部長） 丹羽由一  静岡産業大学経営学部学部長
 ３号（学部長） 堀川知廣  静岡産業大学情報学部学部長
 ４号（高校副校長） 杉本富是  静岡学園中学校・高等学校副校長
 ５号（法人職員） 浅羽　浩  静岡産業大学図書館長 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 佐藤和美  静岡産業大学経営学部学生部長 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 田畑和彦  静岡産業大学情報学部学生部長 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 竹森公彦  静岡産業大学経営学部特任教授 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 小川　章  静岡学園高等学校教頭 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 鳴嶋吉彦  静岡学園中学校教頭 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 長島健二  静岡産業大学事務局長 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 伊藤崇裕  静岡産業大学学長補佐 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 鈴木正幸  学校法人新静岡学園法人事務局長 H28.6.23～H32.6.22

 ５号（法人職員） 杉田真弓  静岡産業大学事務局次長 H28.6.23～H32.6.22

 ６号（卒業生） 大村智哉  ㈱クリック代表取締役 H28.6.23～H32.6.22

 ６号（卒業生） 曽根誠司  ㈱田子重代表取締役社長 H28.6.23～H32.6.22

 ６号（卒業生） 北本　章  ㈱ジェイ・プラッカ H28.6.23～H32.6.22

 ６号（卒業生） 鈴木宏恵  (公財)御前崎市振興公社 H28.6.23～H32.6.22

 ６号（卒業生） 渡村マイ  (一社)SACLABO代表 H28.6.23～H32.6.22

 ６号（卒業生） 山崎朝彦  ㈱ヤマザキ代表取締役社長 H28.6.23～H32.6.22

 ６号（卒業生） 山田典嗣  ㈱大進堂 H28.6.23～H32.6.22

 ７号（学識経験者） 大坪　檀  学校法人新静岡学園学園長･総合研究所所長 H28.6.23～H32.6.22

 ７号（学識経験者） 三枝幸文  学校法人新静岡学園理事長 H28.6.23～H32.6.22

 ７号（学識経験者） 杉村征郎  杉村精工㈱取締役会長 H28.6.23～H32.6.22

副議長  ７号（学識経験者） 鈴木善彦  元静岡県教育長 H28.6.23～H32.6.22

副議長  ７号（学識経験者） 江﨑晴城  藤枝江﨑新聞店代表取締役 H28.6.23～H32.6.22

 ７号（学識経験者） 川村　修  ㈱シャンソン化粧品代表取締役社長 H28.6.23～H32.6.22

 ７号（学識経験者） 小林正敏  ㈱共立アイコム代表取締役会長 H28.6.23～H32.6.22

 ７号（学識経験者） 小林みどり  静岡県立大学名誉教授 H28.6.23～H32.6.22

議長  ７号（学識経験者） 高木 昭三  磐田信用金庫会長 H28.6.23～H32.6.22

計　３１　名

 学園長 大坪　檀
 学校法人新静岡学園 前理事長
 静岡産業大学総合研究所所長

H28.6.23～H30.6.22

 学事顧問 有馬朗人
 学校法人根津育英会武蔵学園長
 公立大学法人静岡文化芸術大学理事長

H28.6.25～H30.6.24

計　　２　名

学校法人新静岡学園 役員等一覧
平成28年６月23日
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問


