
広報資料　［教職員（学校教職員は除く）］

本日，平成３１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

【課長・人事主事・首席指導主事等】

総務部教職員人事課首席人事主事 総務部教職員人事課人事主事 天野　克彦

指導部学校指導課長 指導部学校指導課統括首席指導主事 ○ 安藤　昇

同　　　　　　　統括首席指導主事 指導部学校指導課首席指導主事 ○ 竹内　知史

同 指導部学校指導課首席指導主事 ○ 太田　晴畝

同　　　　　　　首席指導主事 神川小学校長 松本　威雄

同 祥栄小学校長 堀出　みゆき

同
（京都京北小中学校教育企画推進室副室長兼職）

川岡小学校長 藤原　浩

同 花山中学校長 塩見　晃之

同
（総合教育センター指導室首席指導主事・カリ
キュラム開発支援センター首席指導主事兼職）

岩倉南小学校教頭 ○ 鈴木　宏紀

同
（総合教育センター指導室首席指導主事・カリ
キュラム開発支援センター首席指導主事兼職）

指導部学校指導課主任指導主事 ○ 山下　道夫

同　　京都京北小中学校教育企画推進室長 指導部学校指導課首席指導主事
宮田　功　兼職

同　　総合育成支援課担当課長 指導部総合育成支援課首席指導主事　 ○ 浜口　雄二

同　　　　　　　　　首席指導主事
（指導部総合育成支援課発達障害支援室長事務取
扱・指導部学校指導課首席指導主事兼職・子ども
若者はぐくみ局児童福祉センター発達相談所発達
相談課担当課長併任）

西総合支援学校教頭 ○ 小田　健司

同　　生徒指導課首席指導主事
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
首席指導主事兼職）

凌風小中学校長 稲田　雅己

体育健康教育室首席指導主事 常磐野小学校長 山口　淳

総合教育センター研究課長
（総合教育センター指導室首席指導主事・教員養
成支援室首席指導主事兼職）

朱雀中学校長 ○ 武田　有子

花背山の家事業課首席指導主事 花背山の家事業課主任指導主事 ○ 長田　勉

平成３１年４月１日

京都市教育委員会

氏名



新 旧 氏名

【指導主事等】

総務部学校事務支援室学校事務支援主事 衣笠中学校学校運営主任 ○ 村上　茂樹

同　　　　　　　　　主事 太秦小学校学校運営主任 小野田　祐樹

同 藤森中学校学校運営主任 名口　聡子

同 東総合支援学校事務職員 安達　広

指導部学校指導課主任指導主事
（総合教育センター指導室主任指導主事・教員養
成支援室主任指導主事兼職）

指導部学校指導課副主任指導主事 ○ 居林　晃一郎

同
（総合教育センター指導室主任指導主事・青少年
科学センター主任指導主事兼職）

青少年科学センター副主任指導主事 ○ 湯浅　康次

同 京都工学院高等学校教頭
谷口　正朋　兼職

指導部学校指導課副主任指導主事 指導部学校指導課指導主事 ○ 大菅　佐妃子

同
（総合教育センター指導室副主任指導主事・総合
教育センター研究課副主任指導主事・青少年科学
センター副主任指導主事兼職）

指導部学校指導課副主任指導主事
由良　二郎　兼職

同
（指導部総合育成支援課発達障害支援室副室長事
務取扱・総合教育センター指導室副主任指導主事
兼職）

洛北中学校教諭 ○ 田中　圭

同　　　　　　　指導主事
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

新町小学校教諭 松藤　浄乃

同
（総合教育センター指導室指導主事・教員養成支
援室指導主事兼職）

神川中学校教諭 田　千里

同
（総合教育センター指導室指導主事・総合教育セ
ンター研究課指導主事兼職）

指導部学校指導課指導主事
島　さやか　兼職

同
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

西京高等学校教諭 村上　徹

同
（指導部新定時制高校開設準備室指導主事・総合
育成支援課発達障害支援室副室長・総合教育セン
ター指導室指導主事兼職）

指導部学校指導課指導主事
家宇治　望　兼職

同　　　　　　　主事 凌風小中学校教諭 平川　マシュー

同　　新定時制高校開設準備室主任指導主事 伏見工業高等学校副校長
渡久知　淳二　兼職

同 西京高等学校副校長
中塚　洋　兼職

同　　　　　　　　　　　　　副主任指導主事 指導部学校指導課副主任指導主事
谷口　衛　兼職



新 旧 氏名

指導部新定時制高校開設準備室室員 伏見工業高等学校教諭
恩庄　香織　兼職

同 伏見工業高等学校教諭
森本　浩行　兼職

同 西京高等学校主幹教諭
佐倉　隆児　兼職

同 西京高等学校教諭
小野　潔　兼職

同　　総合育成支援課指導主事
（総合教育センター指導室指導主事兼職・子ども
若者はぐくみ局第二児童福祉センター担当係長併
任）

北総合支援学校教諭 稲岡　義徳

同　　生徒指導課主任指導主事
（京都府警察本部派遣・生活安全部少年課少年サ
ポートセンター所長補佐）

指導部生徒指導課子ども支援専門官・
副主任指導主事

○ 野村　一眞

同　　　　　　　副主任指導主事
（指導部生徒指導課子ども支援専門官事務取扱・
教育相談総合センターカウンセリングセンター副
主任指導主事兼職・子ども若者はぐくみ局児童福
祉センター児童相談所支援課担当係長併任）

指導部生徒指導課指導主事 ○ 山根　茂樹

同
（指導部生徒指導課子ども支援専門官事務取扱・
教育相談総合センターカウンセリングセンター副
主任指導主事兼職・子ども若者はぐくみ局第二児
童福祉センター第二児童相談所担当係長併任）

指導部生徒指導課副主任指導主事
川上　貴由　兼職

同
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
副主任指導主事兼職）

指導部生徒指導課指導主事 ○ 竹田　敏宏

同
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
副主任指導主事兼職）

梅津中学校教諭 ○ 上田　裕

同　　　　　　　指導主事
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
指導主事兼職）

桂東小学校教諭 藤田　尚史

同
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
指導主事兼職）

朱雀中学校教諭 坂本　竜太郎

同
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
指導主事・指導部総合育成支援課発達障害支援室
副室長兼職）

指導部生徒指導課子ども支援専門官・
指導主事
小幡　昌史　兼職

同
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
指導主事・総合教育センター指導室指導主事兼
職）

指導部生徒指導課指導主事
向段　新　兼職

体育健康教育室主任指導主事
（総合教育センター指導室主任指導主事兼職）

体育健康教育室副主任指導主事 ○ 小山　ひとみ

同　　　　　　指導主事
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

藤ノ森小学校教諭 松村　典子



新 旧 氏名

体育健康教育室指導主事
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

桃山中学校教諭 出野　豪宏

同
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

京都工学院高等学校教諭 松林　　拓

同
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

朱雀第二小学校養護教諭 岩本　順香

同 新規採用 竹中　万裕

総合教育センター研究課研修 藤城小学校教諭 木村　祐太

同 池田小学校教諭 大嶋　慧

同 中京中学校教諭 田中　淳一

同 大淀中学校教諭 今川　早紀

同　　　　　　　教員養成支援室主任指導主事 岡崎中学校教頭 大村　隆之

京都まなびの街生き方探究館企画推進室指導主事
（指導部学校指導課指導主事・総合教育センター
指導室指導主事兼職）

京都まなびの街生き方探究館企画推進
室指導主事
葉山　みどり　兼職

教育相談総合センターカウンセリングセンター副
主任指導主事・カウンセラー
（指導部生徒指導課副主任指導主事兼職・指導部
総合育成支援課発達障害支援室副室長事務取扱）

教育相談総合センターカウンセリング
センター副主任指導主事・カウンセ
ラー
竹村　知世　兼職

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指
導主事・カウンセラー
（指導部生徒指導課指導主事兼職）

教育相談総合センターカウンセリング
センター指導主事・カウンセラー
齊　知江子　兼職

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ
ウンセラー
（指導部生徒指導課カウンセラー兼職）

教育相談総合センターカウンセリング
センターカウンセラー
今西　和美　兼職

同
（指導部生徒指導課カウンセラー兼職）

教育相談総合センターカウンセリング
センターカウンセラー
白波瀬　日向子　兼職

青少年科学センター指導主事
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

青少年科学センター主任主事 ○ 黒田　隆文

同　　　　　　　　主任主事 西京高等学校附属中学校教諭 藤田　増美

同 修学院中学校教諭 松本　鉄平

花背山の家事業課指導主事 梅津北小学校教諭 吉川　行彦

同 上高野小学校教諭 白波瀬　雄一郎


