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本日，平成３０年４月１日付け人事異動を以下のとおり発令した(○印は昇任者を示す)。

新 旧

【部長級】

総務部担当部長
（総務部教育環境整備室長事務取扱）

総務部教育環境整備室担当課長
〔長寿命化推進担当〕
（指導部御所東小学校開設準備室副室長
兼職）

○ 俣野　泰志

同
〔働き方改革担当〕
（総務部学校事務支援室長事務取扱）

総務部学校事務支援室長
（総務部学校事務支援室担当課長〔学校
事務支援担当〕・指導部御所東小学校開
設準備室副室長兼職）

○ 川井　勝博

生涯学習部担当部長
〔施設・図書館運営担当〕

生涯学習部担当課長
（公益財団法人京都市生涯学習振興財団
派遣・生涯学習振興財団本部総務課長）

○ 向井　宏明

【課長級】

総務部学校事務支援室担当課長
〔学校事務支援担当〕

総務部総務課課長補佐 ○ 林川　明子

同
（堀川高等学校事務長事務取扱）

堀川高等学校事務長 ○ 中嶋　裕

同　　教育環境整備室担当課長
〔施設マネジメント担当〕

総務部学校事務支援室担当課長・京都工
学院高等学校・洛陽工業高等学校・伏見
工業高等学校事務長

池田　弘二

同
〔建設整備担当〕

総務部総務課課長補佐・企画広報係長 ○ 嶋本　公一

指導部学校指導課担当課長
〔初等・中学校教育担当〕
（指導部学校指導課担当課長〔英語教育
推進担当〕・総合教育センター研修課担
当課長兼職）

指導部学校指導課担当課長
〔事業推進担当〕
（指導部学校指導課担当課長〔英語教育
推進担当〕・総合教育センター研修課担
当課長兼職）

関　智也

平成３０年４月１日

京都市教育委員会

氏名



指導部学校指導課担当課長
〔学校経営支援担当〕
（指導部向島秀蓮小中学校教育企画推進
室副室長・指導部京北地域小中一貫教育
校教育企画推進室副室長兼職）

指導部生徒指導課課長補佐・相談支援係
長
（教育相談総合センターカウンセリング
センター担当課長補佐兼職）

○ 田中　雅規

生涯学習部担当課長
（公益財団法人京都市生涯学習振興財団
派遣・生涯学習振興財団本部総務課長）

教育相談総合センターカウンセリングセ
ンター長
（指導部生徒指導課担当課長兼職）

椙村　文彦

同
（公益財団法人京都市生涯学習振興財団
派遣・伏見中央図書館図書課長）

総務部教育環境整備室担当課長
〔高校建設担当〕

田中　繁之

総合教育センター学校統合推進室計画課
担当課長

総合教育センター学校統合推進室計画課
課長補佐・計画係長

○ 谷野　陽子

同 総務部教育環境整備室担当課長
小司　敦彦　兼職

同　　　　　　　　　　　　　　向島秀
蓮小中学校開設準備室長

総合教育センター学校統合推進室計画課
長
堀本　忠男　兼職

京都まなびの街生き方探究館企画推進室
副室長

京都まなびの街生き方探究館企画推進室
担当課長補佐

○ 川合　忠浩

教育相談総合センターカウンセリングセ
ンター長
（指導部生徒指導課担当課長兼職）

総務部教育環境整備室担当課長
〔環境整備担当〕

今北　幸洋

学校歴史博物館事業課長 生涯学習部担当課長
（公益財団法人京都市生涯学習振興財団
派遣・洛西図書館長）

沖出　哲

【課長補佐級】

総務部総務課課長補佐・企画労務係長 総務部総務課企画労務係長 ○ 小枝　大祐

同　　　　　課長補佐・計理係長 体育健康教育室担当係長
〔学校体育担当〕

○ 伊藤　豊

同　　教職員人事課担当課長補佐
〔働き方改革担当〕

指導部総合育成支援課課長補佐・総合育
成支援係長

延藤　朋子



総務部学校事務支援室担当課長補佐
〔学校経理担当〕

総務部学校事務支援室担当係長
〔学校経理担当〕

○ 下間　美津江

同　　　　　　　　　課長補佐・給与係
長

総務部学校事務支援室給与係長 ○ 黒部　暢之

同　　教育環境整備室担当課長補佐
〔建設整備第一担当〕

総務部教育環境整備室課長補佐・計画調
整係長

高石　学

指導部学校指導課課長補佐・人権教育係
長

指導部学校指導課課長補佐・初等教育係
長
（指導部伏見区向島小中一貫教育校教育
企画推進室担当課長補佐兼職）

土屋　諭

同　　　　　　　　　　　・初等教育係
長
（指導部向島秀蓮小中学校教育企画推進
室担当課長補佐・指導部京北地域小中一
貫教育校教育企画推進室担当課長補佐兼
職）

総合教育センター研修課課長補佐・企画
研修係長

杉本　照代

同　　　　　　　　　　　・高校教育係
長

指導部学校指導課高校教育係長 ○ 疊谷　英司

同　　向島秀蓮小中学校教育企画推進室
担当課長補佐・指導部京北地域小中一貫
教育校教育企画推進室担当課長補佐

指導部学校指導課課長補佐・中学校教育
係長
文田　尚徳　兼職

同 指導部学校指導課課長補佐・小中一貫
教育・学校運営企画係長
塚原　勝良　兼職

体育健康教育室担当課長補佐
〔学校保健担当〕

京都まなびの街生き方探究館企画推進室
担当係長

○ 小野　優子

同
〔学校体育担当〕

総務部教育環境整備室課長補佐・長寿命
化推進係長
（指導部御所東小学校開設準備室担当課
長補佐兼職）

小根田　篤史

生涯学習部課長補佐・生涯学習振興係長 生涯学習部生涯学習振興係長 ○ 長谷川　健一

同　　　　　　　　・家庭教育事業係長 生涯学習部家庭教育事業係長 ○ 河合　俊輔



生涯学習部担当課長補佐
（公益財団法人京都市生涯学習振興財団
派遣・生涯学習総合センター山科事業館
館長補佐）

総務部教育環境整備室担当課長補佐 岩本　鉄也

同
（公益財団法人京都市生涯学習振興財団
派遣・洛西図書館館長補佐・副館長）

子ども若者はぐくみ局子育て支援総合セ
ンターこどもみらい館総務課担当課長補
佐
〔情報担当〕
（教育委員会事務局生涯学習部担当課長
補佐併任）

大槻　成人

総合教育センター学校統合推進室計画課
課長補佐・計画係長

総合教育センター学校統合推進室計画課
担当課長補佐

西村　司

同
担当課長補佐

総務部教職員人事課担当課長補佐・人事
主事

筏　雅之

京都まなびの街生き方探究館企画推進室
担当課長補佐

京都まなびの街生き方探究館企画推進室
担当係長

○ 小島　広行

同 指導部学校指導課課長補佐・人権教育係
長

岩崎　まどか

青少年科学センター課長補佐・事業係長 青少年科学センター事業係長 ○ 倉澤　大介

【係長級】

総務部総務課担当係長
〔庶務・総務人事担当〕

総務部総務課主任 ○ 住田　真一

同　　　　　企画広報係長 生涯学習部地域協働推進係長
（指導部学校指導課担当係長兼職・子ど
も若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室担
当係長併任）

福井　俊彰

同　　教職員人事課担当係長
〔人事評価・表彰担当〕
（総務部教職員人事課教職員資質向上
推進室副室長・指導部学校指導課担当
係長兼職）

総務部教職員人事課主任 ○ 里井　崇人

同　　　　　　　　担当係長・人事主事 総務部教職員人事課担当係長
〔人事評価・表彰担当〕
（総務部教職員人事課教職員資質向上
推進室副室長・指導部学校指導課担当
係長兼職）

土屋　和夫



総務部学校事務支援室情報化推進係長 総務部学校事務支援室主任 ○ 今西　宏昭

同　　　　　　　　　情報統計係長 総合企画局情報化推進室システム第四係
長

太田　吉範

同　　　　　　　　　担当係長
〔給与担当〕

総務部学校事務支援室主任 ○ 辰巳　勉

同　　教育環境整備室計画調整係長 総務部教育環境整備室施設整備係長 菅野　勘太郎

同　　　　　　　　　長寿命化推進係長 総務部教育環境整備室担当係長
〔環境整備担当〕

森岡　亮二

同　　　　　　　　　担当係長
〔学校統合担当〕
（総合教育センター学校統合推進室計画
課担当係長兼職）

総務部教職員人事課主任 ○ 西村　篤

同
〔建設整備第二担当〕

指導部学校指導課担当係長
〔英語教育推進担当〕
（総合教育センター研修課担当係長
兼職）

松田　彩

指導部学校指導課担当係長
〔英語教育推進担当〕
（総合教育センター研修課担当係長兼
職）

指導部学校指導課担当係長 堤　隆文

同　　総合育成支援課総合育成支援係長 指導部御所東小学校開設準備室担当係長
（指導部学校指導課担当係長兼職）

植田　圭佑

同　　生徒指導課相談支援係長
（教育相談総合センターカウンセリング
センター担当係長兼職）

指導部学校指導課主任 ○ 藤井　翔太

体育健康教育室担当係長
〔学校保健担当〕

総務部教育環境整備室担当係長
〔学校統合担当〕

佐々木　啓之

生涯学習部地域協働推進係長
（指導部学校指導課担当係長兼職・子ど
も若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室担
当係長併任）

総務部教職員人事課主任 ○ 西村　和幸

同　　　　施設運営係長 体育健康教育室担当係長
〔学校保健担当〕

進藤　幸喜

総合教育センター研修課企画研修係長 総務部総務課計理係長 小泉　昇一



総合教育センター学校統合推進室計画課
担当係長

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課担当係長

山本　卓美

同 総務部教育環境整備室担当係長
小笹　雅広　兼職

同　　　　　　　　　　　　　　向島秀
蓮小中学校開設準備室担当係長

総合教育センター学校統合推進室計画課
担当係長
中山　尚樹　兼職

青少年科学センター担当係長
〔展示・天文担当〕

青少年科学センター主任 ○ 本部　勲夫

【主任級】

総務部教育環境整備室主任 （教育環境整備室勤務） ○ 高野　善明

【プロジェクトチーム】

小学校と就学前施設との連携推進プロ
ジェクトチームリーダー

指導部担当部長
清水　康一　兼職

同
　　　　チーム員

総務部総務課担当課長
福知　賢治　兼職

同
指導部学校指導課担当課長
関　智也　兼職

同
指導部学校指導課担当課長
辻　昇　兼職

同
指導部学校指導課課長補佐
杉本　照代　兼職

同
総務部総務課課長補佐
小枝　大祐　兼職

再犯防止対策検討プロジェクトチーム員
指導部生徒指導課担当課長
加藤　みのり　兼職



【市長の事務部局への任命換え】

指導部学校指導課担当課長
〔学校経営支援担当〕
（指導部御所東小学校開設準備室副室
長・伏見区向島小中一貫教育校教育企画
推進室副室長兼職）

大山　剛生

総務部学校事務支援室課長補佐・情報化
推進係長

石川　哲也

総務部学校事務支援室情報統計係長 ○ 山野　貴広

総務部学校事務支援室担当係長
〔給与担当〕

宮　大樹


