
広報資料　［教職員（学校教職員は除く）］

本日，令和４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】

指導部長 指導部学校指導課長 ○ 松本　威雄

総合教育センター指導室長 総合教育センター副所長
東良　雅人　兼職

【課長・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 ○ 小倉　誠

総務部教職員人事課人事主事 加茂川中学校長 山下　道夫

総務部教職員人事課人事主事 東山泉小中学校長 木下　淳

指導部学校指導課長 指導部生徒指導課長 稲田　雅己

指導部学校指導課首席指導主事 朱雀第一小学校長 栗本　浩行

指導部学校指導課首席指導主事 九条中学校長 三科　俊一

指導部学校指導課首席指導主事 塔南高等学校長 小野　恭裕

指導部開建高校開設準備室長 塔南高等学校長
尾 　嘉彦　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室長 銅駝美術工芸高等学校長
名和野　新吾　兼職

指導部総合育成支援課首席指導主事
（指導部学校指導課首席指導主事兼職）

北総合支援学校長 伊丹　由紀

指導部生徒指導課長 大淀中学校長 ○ 油谷　昇

指導部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）

松ヶ崎小学校長 土井　則夫

【指導主事等】

総務部調査課主事
（総務部学校事務支援室主事兼職）

納所小学校事務職員 永瀬　唯

令和４年４月１日

京都市教育委員会

氏名



新 旧 氏名

総務部学校事務支援室主任指導主事
（総合教育センター指導室主任指導主事兼職）

総務部学校事務支援室学校事務支援主事 ○ 水口　真弓

総務部学校事務支援室指導主事 御所南小学校事務職員 石塚　貴明

総務部学校事務支援室学校事務支援主事 二条城北小学校事務職員 小出　理恵

総務部学校事務支援室学校事務支援主事 樫原小学校事務職員 中村　圭介

総務部学校事務支援室主事 羽束師小学校事務職員 郭　　愛里

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兼職）

山階小学校教頭 中村　友彦

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兼職）

指導部学校指導課副主任指導主事 ○ 田中　圭

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兼職）

岡崎中学校教頭 西川　知也

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
　・総合教育センター研究課主任指導主事兼職）

向島秀蓮小中学校教頭 太田　美佐和

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兼職）

西京高校附属中学校教諭 ○ 山野　斉道

指導部学校指導課副主任指導主事
（総合教育センター指導室副主任指導主事兼職）

指導部学校指導課指導主事 ○ 森　文子

指導部学校指導課副主任指導主事
（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兼職）

指導部学校指導課指導主事 ○ 吉田　夏紀

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・青少年科学
センター指導主事兼職）

上賀茂小学校教諭 牧　志帆

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・指導部総合
育成支援課発達障害支援室副室長兼職）

小栗栖中学校教諭 木下　要子

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・指導部総合
育成支援課発達障害支援室副室長兼職）

紫野高等学校教諭 安川　隆司

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・総合教育セ
ンター教員養成支援室指導主事兼職）

指導部学校指導課指導主事
松藤　浄乃　兼職



新 旧 氏名

指導部開建高校開設準備室指導主事
（指導部学校指導課指導主事兼職）

指導部新普通科系高校開設準備室指導主事 馬谷　陽子

指導部開建高校開設準備室室員
（塔南高等学校教諭兼務）

塔南高等学校教諭 中村　顕

指導部開建高校開設準備室室員
（塔南高等学校教諭兼務）

指導部新普通科系高校開設準備室室員 折笠　阿香音

指導部開建高校開設準備室室員
（塔南高等学校教諭兼務）

塔南高等学校教諭 松田　賢太朗

指導部開建高校開設準備室室長補佐 塔南高等学校事務長
山下　隆夫　兼職

指導部開建高校開設準備室主任指導主事 塔南高等学校教頭
宮越　敬記　兼職

指導部開建高校開設準備室副主任指導主事 塔南高等学校主幹教諭
岸本　徹　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校教諭
諏訪　郁子　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校教諭
小畑　高志　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校教諭
伊藤　雅人　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校教諭
吉田　和馬　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校教諭
三浦　慶太　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校教諭
村井　昂介　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校教諭
佐藤　隼平　兼職

指導部開建高校開設準備室室員 塔南高等学校事務職員
坂本　暢裕　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室室員
（銅駝美術工芸高等学校教諭兼務）

銅駝美術工芸高等学校教諭 稲次　義明

指導部美術工芸高校開設準備室室長補佐 銅駝美術工芸高等学校事務長
小島　広行　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室主任指導主事 銅駝美術工芸高等学校教頭
渡邉　野子　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室副主任指導主事 銅駝美術工芸高等学校指導教諭
東　一郎　兼職



新 旧 氏名

指導部美術工芸高校開設準備室副主任指導主事 銅駝美術工芸高等学校指導教諭
桝本　徳裕　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室指導主事 指導部学校指導課指導主事
加藤　健　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室室員 銅駝美術工芸高等学校教諭
古川　厚雄　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室室員 銅駝美術工芸高等学校教諭
森本　貴史　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室室員 銅駝美術工芸高等学校教諭
築道　靖悟　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室室員 銅駝美術工芸高等学校教諭
松本　晴喜　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室室員 銅駝美術工芸高等学校教諭
山田　仁朗　兼職

指導部美術工芸高校開設準備室室員 銅駝美術工芸高等学校教諭
城 　のぞ美　兼職

指導部総合育成支援課副主任指導主事
（指導部北総合支援学校分室開設準備室副主任指
導主事・総合教育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相談所支
援課担当係長併任）

指導部総合育成支援課副主任指導主事
角　あすか　兼職

指導部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）

東総合支援学校教諭 初田　由利子

指導部北総合支援学校分校開設準備室室長補佐 北総合支援学校事務長
長谷川　潤　兼職

指導部北総合支援学校分校開設準備室室長補佐 東総合支援学校事務長
大村　一弘　兼職

指導部北総合支援学校分校開設準備室主任指導主
事

北総合支援学校教頭
藤田　昌資　兼職

指導部北総合支援学校分校開設準備室副主任指導
主事

指導部総合育成支援課副主任指導主事
稲岡　義徳　兼職

指導部北総合支援学校分校開設準備室指導主事 北総合支援学校副教頭
的場　奈美　兼職

指導部北総合支援学校分校開設準備室指導主事 東総合支援学校副教頭
大 　摩希子　兼職

指導部生徒指導課副主任指導主事
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
　副主任指導主事兼職）

鏡山小学校教諭 ○ 藤本　学 

指導部生徒指導課副主任指導主事
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
　副主任指導主事兼職）

七条中学校教諭 ○ 古川　辰行



新 旧 氏名

指導部生徒指導課副主任指導主事
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
　副主任指導主事兼職）

指導部生徒指導課指導主事 ○ 伊東　高志

指導部生徒指導課副主任指導主事
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
　副主任指導主事兼職）

西院中学校教諭 ○ 赤井　範子

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

指導部生徒指導課副主任指導主事
藤田　尚史　兼職

指導部生徒指導課副主任指導主事
（教育相談総合センターカウンセリングセンター
副主任指導主事・総合教育センター指導室副主任
指導主事兼職）

指導部生徒指導課副主任指導主事
向段　新　兼職

指導部生徒指導課子ども支援専門官・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・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）

指導部生徒指導課指導主事
畑中　崇伸　兼職

指導部生徒指導課子ども支援専門官・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・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
寺岡　浩紀　兼職

体育健康教育室副主任指導主事
（総合教育センター指導室副主任指導主事兼職）

体育健康教育室指導主事 ○ 増田　真弓

体育健康教育室副主任指導主事
（総合教育センター指導室副主任指導主事兼職）

体育健康教育室指導主事 ○ 出野　豪宏

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 橋本　剛太

総合教育センター研究課研修 梅津小学校教諭 大上 由加里

総合教育センター研究課研修 室町小学校教諭 中村　寿樹

総合教育センター研究課研修 大宅中学校教諭 中村　洋平

総合教育センター教員養成支援室指導主事
（総合教育センター指導室指導主事兼職）

松陽小学校教諭 河村　健太

教育相談総合センターふれあいの杜指導主事 総合教育センター教員養成支援室指導主事 日比　淳子

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
（指導部生徒指導課カウンセラー兼職）

柏野小学校教諭 今西　由紀
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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 ○ 安藤　美恵子

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 ○ 奥田　陽一郎

青少年科学センター主任主事 嵯峨野小学校教諭 小泉　良祐

青少年科学センター主任主事 松尾中学校教諭 前川　清香

花背山の家事業課指導主事 上賀茂小学校教諭 張元　陽一


