
令和３年４月１日付の組織改正及び管理職の人事異動の概要 

 
令和３年３月 26 日 

 
 第３期ひょうご教育創造プランの基本理念である「兵庫が育む こころ豊かで自立する

人づくり」のもと、変化に柔軟に対応し、社会を創造し、先導できる「未来への道を切り

拓く力」の育成をめざして、兵庫の特色ある教育を積極的に推進するため、機動的で効率

的な体制を整備する。 
 また、知事部局、学校、市町教育委員会との人事交流を積極的に行うなど、適材適所の

職員配置を行う。 
 
 
Ⅰ 事務局・県立学校・市町立学校の組織改正等 

 １ 教育委員会事務局の主な組織改正 

 （１）県立高等学校教育改革の推進 

    県立高等学校の魅力・特色づくり推進の一環として、高等学校教育改革の実施計 

   画を検討・策定するため、課参事（高校教育改革担当）を配置する。課参事（高校 

教育推進担当）は廃止する。 
 

（２）学校問題支援体制の強化 

公立学校における多様化・複雑化する学校問題対応に関する相談・支援窓口の一 

元化を図り、事案に応じて担当課の枠を超えたサポートチームで対応できるよう、 

学校問題支援室を設置する。設置は高校教育課内に設置し、室長は義務教育課副課 

長を兼務する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）阪神南地域新設特別支援学校開設準備室の設置等 

阪神南地域新設特別支援学校（仮称）を令和４年４月に開校するため、特別支援 

教育課に準備室を設置する。 

 また、令和６年４月に予定している阪神北地域（川西市）への新設校設置等、特 

別支援学校の学習環境充実のため、特別支援教育課の執行体制を強化する。 

 

 

 

【高校教育課】 

【現 行】 【改 正】 
 

高校教育課長 
副課長(管理担当)   管理班  

 
副課長(生徒指導担当)  生徒指導班 

       兼義務教育課副課長 
 

副課長(教育指導担当)  教育指導班 
 

(高校教育推進担当) 
課参事   高校教育推進班 

 

高校教育課長 
副課長(管理担当)   管理班 

 
学校問題支援室長※     生徒指導班 
兼義務教育課副課長 

 
副課長(教育指導担当)  教育指導班 

 
(高校教育改革担当) 
課参事    高校教育改革班 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）教職員採用・育成体制の強化 

   全国的に教員志望者が減少する中、引き続き優秀な教職員を安定的に採用・確保

するとともに、教育研修所と連携し、教職員の倫理観の醸成やＩＣＴ技術などの資

質向上を図るため、教職員課の採用・育成部門を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（５）ＷＭＧ（ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ）2021 推進課の設置 

    ＷＭＧ2021 関西（令和４年５月開催）を新型コロナウイルス感染症対策等の新た 

   な課題に対応しながら、安全安心な魅力ある大会として開催するため、ＷＭＧ2021 

推進課を新設［タスクフォース］する。 
 

（６）新たなスポーツ事業の検討に向けた体制整備 

    ゴールデン・スポーツイヤーズのレガシーの継承、地域におけるスポーツの振興、 

「第 41 回全国豊かな海づくり大会」を見据え、地域を元気にする新たなスポーツ 

振興事業を検討するため、スポーツ振興課に課参事（スポーツ振興事業担当）を配 

置する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スポーツ振興課】 

【現 行】 【改 正】 
 

スポーツ振興課長 
副課長(振興担当)  競技・生涯ｽﾎﾟｰﾂ班 

 
副課長(管理担当)  国際広域ｽﾎﾟｰﾂ班 

 
    (神戸ﾏﾗｿﾝ担当) 
     課参事    主幹  担当 
 
 
 

 (WMG2021 担当) 
課参事    WMG2021 関西推進班 

 

 

スポーツ振興課長 
副課長(振興担当)  競技・生涯ｽﾎﾟｰﾂ班 

 
副課長(管理担当)  国際広域ｽﾎﾟｰﾂ班 

 
    (神戸ﾏﾗｿﾝ担当) 
     課参事    神戸ﾏﾗｿﾝ推進班 
 

 (ｽﾎﾟｰﾂ振興事業担当) 
課参事    ｽﾎﾟｰﾂ振興事業班 

 
 （削除） 

    
 【ＷＭＧ2021 推進課】 

【現 行】 【改 正】 

 

 

 

ＷＭＧ2021推進課長 
 
       副課長(推進担当)  推進班  

 

【特別支援教育課】 

【現 行】 【改 正】 
 

特別支援教育課長 
副課長(指導担当) 教育推進班 

 

特別支援教育課長 
副課長(指導担当) 教育推進班 

 
副課長(整備担当) 整備班 

 
阪神南地域新設特別支援学校開設準備室 
 室長(校長)  主任指導主事兼主幹(教頭) 
 
        主幹(事務長) 

  

【教職員課】 

【現 行】 【改 正】 
 

教職員課長 
副課長  人事班長((兼)県立学校担当) 

 
         主幹(市町立学校担当) 

 

教職員課長 
副課長  人事班長((兼)県立学校担当) 

 
         主幹(市町立学校担当) 
 
         主幹(採用・育成担当) 

 



２ 県立学校の組織改正（学科の改編） 

・ 職業学科を主とする学科の改編（2校） 
 

○ 小野工業高等学校 

（現行の学科）          （改編後の学科） 

工業科  機械科                   

           金属工業科 

           電子科             電子科 

 

○ 山崎高等学校 

（現行の学科）          （改編後の学科） 

農業科  森林環境科学科         森と食科 

 

      家庭科  生活創造科 

 

３ 市町立学校の組織改編 

   小学校569校（△7校）、中学校250校（△3校）、義務教育学校6校（＋1校） 

（１）小学校の廃止 

令和２年度 令和３年度 備 考 

三木市立中吉川小学校 

  〃  上吉川小学校 

  〃  みなぎ台小学校 

新設校へ 

 三木市立吉川小学校 

小学校△５校 
たつの市立室津小学校 

既存校へ 

 たつの市立御津小学校 

豊岡市立奈佐小学校 
既存校へ 

 豊岡市立五荘小学校 

豊岡市立港東小学校 

  〃  港西小学校 

新設校へ 

豊岡市立港小学校 

 

（２）中学校の廃止 

令和２年度 令和３年度 備 考 

三木市立志染中学校 
既存校へ 

 三木市立緑が丘中学校 
中学校△２校 

香美町立香住第二中学校 
既存校へ 

香美町市立香住第一中学校 

 

 （３）義務教育学校の新設 

令和２年度 

(小・中学校) 

令和３年度 

（義務教育学校） 
備 考 

加東市立東条東小学校 

  〃  東条西小学校 

  〃  東条中学校 

加東市立東条学園小中学校 

小学校△２校 

中学校△１校 

義務教育学校 

   ＋１校 

機械工学科 



Ⅱ 人事異動の状況 

１ 異動規模 

     異動総数は、県立学校・市町立学校における新規採用者数増加の影響などにより、 

昨年度より増加した。 

区    分 令和３年度 令和２年度 

事 務 局 職 員 等 ３７７名     ３４３名 

県 立 学 校 教 職 員 ２，１８７名   ２，００３名 

市町立小･中･特別支援学校教職員  ４，６４３名   ４，４３５名 

合    計   ７，２０７名   ６，７８１名 

 
 

２ 女性登用 
 

 

 女性の登用目標：令和７年度までに２２．０％ 

～「第２次 男女共同参画 教職員支援ひょうごプラン」令和３.３策定～ 
 

＜昨年度目標：令和２年度までに 16％（男女共同参画 教職員支援兵庫プラン：平成 28.3 策定）＞ 
 

 

  積極的な女性登用を図ったことから、21.7％となった。 
 

     年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 増 減 

事務局管理監督職 51/ 185  27.6%     47/  179  26.3% ４  1.3P 

県立学校管理職 141/ 542  26.0% 133/  539     24.7% ８ 1.3P 

市町立学校管理職 333/1,692 19.7% 309/1,708  18.1% 24 1.6P 

計 525/2,419 21.7% 489/2,426  20.2% 36 1.5P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 事務局・県立学校・市町立学校別の状況 

（１）兵庫県教育委員会事務局関係 

     ① 人事交流の促進 

         幅広く経験を積み優秀な人材を育成するため、①本庁と地方機関や知事部局、

②学校や市町教育委員会との人事交流を行った。 
 

(人事交流の状況(役付)） 

区      分 令和３年度 令和２年度 

教育 

分野 

県立学校との交流 ４９名 ４７名 

市町教委(市町学校含)との交流 ４０名 ４３名 

教委 本庁と地方機関の交流 ３９名 ２９名 

知事部局等との交流 ２８名 ３３名 

 その他（本庁間・地方機関間の異動） １１０名 ９３名 

計 ２６６名 ２４５名 

 

② 女性管理職監督職の積極的登用 

９級職の考古博物館副館長に社会教育課長 前川 浩子 の登用や８級職所属長 

である福利厚生課長に、丹波教育事務所副所長 吉田澄恵、播磨東教育事務所長 

に、高校教育課参事 桂 敦子の登用のほか、８級職及び７～６級職へ積極的な女 

性登用を図った。11 名を登用し、51 名となる。 
 

（事務局管理監督職員の女性登用状況） 

       年度 

職名  
令和３年度 令和２年度 増 減 

課 長 相 当 級 以 上 
(８級以上) 

10/ 51 19.6% 11/ 50 22.0% △１ △2.4P 

副課長、班長・主幹
相 当 級 以 上 

（７級～６級） 
41/134 30.6% 36/129 27.9%   ５    2.7P 

計 51/185 27.6% 47/179 26.3%   ４    1.3P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）県立学校関係 

① 校長級 

ア  登用者の総数 

      登用者４９名(校長総数１６２名)  

 

 イ 事務局等からの登用 

      教育全般に対する幅広い見識を有した経験豊富な本庁課長等の６名（令和２

年度：６名）を登用した。 
 

（事務局等からの登用） 

 

 

 

 

 

 
 

ウ 県立学校の活性化を進めるため適材適所の配置 

      特色ある学校づくりや専門高校及び専門学科の充実を図るため、適材適所の

配置を図った。 
 

（適材適所の配置） 

 

 

 

 

 

 

 
 

エ  若手の登用 

           登用者の最年少は５４歳(１名)   R２：53 歳（１名） 

(県立出石特別支援学校長 倉田 晴美  県立和田山高等学校教頭から) 

校長登用者の平均年齢は、５６．６歳（R２：55.1 歳）となる。 

 

オ 女性の登用 

６名を登用し、２２名となる。 
 

（登用状況） 

年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 増  減 

校 長 22/162   13.6% 22/162 13.6%    ±０ ±0.0P 

県立長田高等学校長 

県立姫路南高等学校長 

県立加古川東高等学校長 

県立伊丹北高等学校長 

県立西宮今津高等学校長 

県立北条高等学校 

：山根 尚 （57） 

：駒田 勝 （56） 

：志摩 直樹（57） 

：千家 弘行（55） 

：松本 敏尚（56） 

：塙  守久（56） 

体育保健課長から 

人権教育課長から 

淡路教育事務所長から 

環境政策課環境学習参事から 

体育協会事務局参事から 

県立神出学園校長から 

県立尼崎稲園高等学校長 

県立明石西高等学校長 

県立小野高等学校長 

：西川 雅秀（58） 

：樫木 直人（55） 

：加嶋 幸彦（58） 

県立北条高等学校長から 

県立錦城高等学校長から 

県立三田祥雲館高校学校長から 

県立姫路西高等学校長 

県立龍野北高等学校長 

：清瀬 欣之（58） 

：出口 勇人（57） 

県立加古川東高等学校長から 

県立大附属高等学校教頭から 

県立柏原高等学校長 ：大垣喜代和（58） 県立村岡高等学校長から 

県立兵庫工業高等学校長 ：矢部 宰文（58） 県立尼崎工業高等学校長から 



（登用者） 

県立湊川高等学校長 

県立多可高等学校長 
県立神崎高等学校長 
県立浜坂高等学校長 
県立出石特別支援学校長 
県立あわじ特別支援学校長 

：平通 裕美（58） 

：殿井 瑞穂（58） 

：徳永千里子（57） 

：小山 友子（55） 

：倉田 晴美（54） 

：加藤 佳子（57） 

県立阪神昆陽高等学校教頭から 

県立東播磨高等学校教頭から 

県立明石城西高等学校教頭から 

県立出石高等学校教頭から 

県立和田山高等学校教頭から 

県立淡路高等学校教頭から 

 

② 教頭級 

   ア  登用者の総数 

登用者４６名(教頭総数２１７名) 
 

(ｱ) 神戸市との人事交流（令和３年度から実施） 

 異なる組織での多様な価値観や経験、管理職の資質・能力の向上のため、 

新たに神戸市との管理職（教頭）の人事交流を実施する。 

なお、人事交流の期間は原則２年間とする。 
 

神戸市立六甲アイランド高等学校 
教頭  

県立御影高等学校   
教頭 

 

 
      （参考）他の市立高等学校への派遣している者数 

          校長２名（尼崎市、伊丹市） 

教頭５名（尼崎市(２名)、西宮市、伊丹市、明石市） 計７名 

 

(ｲ) 教頭複数配置モデル校の拡大 

教頭の負担軽減のため、県立西宮高等学校、県立明石城西高等学校の２校

（R２～）に加え、新たにモデル校３校を複数教頭制とし、校務分担等を検証

する。 
 

・県立御影高等学校（普通科） ※ 神戸市との人事交流 

・県立舞子高等学校（普通科、環境防災科） 

・県立国際高等学校（国際科） 

 

イ  若手の登用 

           登用者の最年少は４６歳(１名)   R２：46 歳（１名） 

（県立姫路特別支援学校教頭（姫路別所）西本慶輔 県立和田山高等学校主幹教諭から） 

教頭登用者の平均年齢は、５０.７歳（R2：51.5 歳）となる。 

 

ウ 女性の登用 

          １５名を登用し、４６名となる。 
 
      （登用状況） 

年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 増  減 

教 頭 46/217 21.2% 38/214 17.8%      ８ 3.4P 



（登用者） 

県立舞子高等学校教頭 
県立視覚特別支援学校教頭 
県立のじぎく特別支援学校教頭（おおぞら） 
県立西神戸高等特別支援学校教頭 

県立伊丹西高等学校教頭 

県立猪名川高等学校教頭 

県立阪神昆陽高等学校教頭 

県立阪神特別支援学校教頭(武庫荘) 

県立芦屋特別支援学校教頭 

県立上野ケ原特別支援学校教頭(さくら訪問学級) 

県立農業高等学校教頭 

県立錦城高等学校教頭 

県立和田山高等学校教頭 

県立洲本高等学校教頭（定時制） 

県立あわじ特別支援学校教頭 

：阿部都貴子（50） 

：橋本 文子（49） 

：宇野 和美（52） 

：只石 和世（51） 

：横山 真紀（49） 

：守田 久美（48） 

：上田 純子（49） 

：松本 里華（56） 

：桂  志保（51） 

：浦本 佳子（51） 

：石谷智恵美（50） 

：平松はるみ（51） 

：西岡 優子（49） 

：浅図 敬代（49） 

：静川 礼美（48） 

県立小野工業高等学校主幹教諭から 

県立明石清水高等学校主幹教諭から 

県立北はりま特別支援学校主幹教諭から 

県立西神戸高等特別支援学校主幹教諭から  

県立伊丹西高等学校主幹教諭から 

県立猪名川高等学校主幹教諭から 

県立有馬高等学校主幹教諭から 

県立猪名川高等学校主幹教諭から 

県立西宮香風高等学校主幹教諭から 

県立芦屋特別支援学校主幹教諭から 

県立明石西高等学校主幹教諭から 

県立北須磨高等学校主幹教諭から 

県立香住高等学校主幹教諭から 

県立あわじ特別支援学校主幹教諭から 

県立あわじ特別支援学校主幹教諭から 
 
 

③ 事務長級 

   ア  登用者の総数 

登用者１５名(事務長総数１６３名) 

 

イ  若手の登用 

           登用者の最年少は４１歳(１名)   R２：42 歳（１名）   

（県立こばと聴覚特別支援学校事務長 福田 寛也 高校教育課主査から） 

事務長登用者の平均年齢は、５１.５歳（R２：50.1 歳）となる。 

ウ 女性の登用 

          ７名を登用し、昨年度と同数の７３名となる。 

      （登用状況） 

年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 増  減 

事務長 73/163   44.8%   73/163 44.8%     ±０ ±0.0P 

 
 

      （参考）県立学校の女性登用 

 令和３年度 令和２年度 増減 

校 長   22/162 （13.6%）  22/162 （13.6%） ±0 (±0.0P) 

教 頭   46/217 （21.2%）  38/214 （17.8%）  8 (  3.4P) 

事務長   73/163 （44.8%）  73/163 （44.8%） ±0 (±0.0P) 

合 計   141/542 （26.0%）  133/539 （24.7%）  8(   1.3P) 

 

 

 



④ 新規採用教員 

２４８名を採用する。 

(初任者の配置） 

年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 

教  諭 ２４３名 ２１８名 

養護教諭     ５名 １０名 

栄養教諭    ０名   １名 

合  計 ２４８名 ２２９名 

※神戸市立を除く市立高校を含む 

 

 

（３）市町立学校関係 

① 校長級 

ア 登用者の総数 

   登用者２０７名(校長総数８３８名) 

 

イ 校種間の異動の推進 

小学校と中学校の連携を強化し、不登校や生徒指導上の諸課題に対応するた

め、校種間の人事交流を昨年同規模で行った。 
 

（校長の校種間異動数の推移） 

      年度 

校種 
令和３年度 令和２年度 

小・義（前期）→ 中・義（後期） １６名 １５名 

中・義（後期）→ 小・義（前期） １０名 １４名 

小中義 → 特支   ２名   ３名 

特支 → 小中義   ５名   ３名 

合  計 ３３名 ３５名 

 

ウ 教育委員会事務局や他市町の学校からの人事異動の推進 

学校の教育課題解決のため、幅広い経験を生かした学校運営が図れるよう、

県教育委員会等から５名、市町教育委員会から校長へ４４名を登用した。また、

管理職の安定的な確保のため、市町間での校長転任を４名、他市町で校長を 

１４名登用した。 

 

 

 
 



区分             年度 令和３年度 令和２年度 

教育委員会事務局等

からの登用 

県教委から   ５名  ０名 

市町教委等から ４４名 ３４名 

計 ４９名 ３４名 

 

区分                年度 令和３年度 令和２年度 

市町を越えた異動 

市町を越えた転任者数  ４名  ８名 

市町を越えた登用者数 １４名 １２名 

計 １８名 ２０名 

 

エ 若手の登用 

           登用者の最年少は４６歳(２名)   R２：46 歳（１名） 

（尼崎市立園田小学校長：永所 孝章 尼崎市立園田小学校教頭から） 

（尼崎市立立花北小学校長：佐久間 直紀 尼崎市立立花北小学校教頭から） 

校長登用者の平均年齢は、５４．７歳（R２：55.2 歳）となる。 
 

  オ 女性の登用 

           ４０名を登用し、１５１名となる。 
 

（登用状況） 

年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 増 減 

校 長 151/ 838  18.0% 132/ 847  15.6% 19 2.4P 

 

 

② 教頭級 

   ア  登用者の総数 

   登用者１６３名(教頭総数８５４名) 

 

イ 校種間の異動の推進 

小学校と中学校の連携を強化し、不登校や生徒指導上の諸課題等に対応 

するため、校種間の人事交流を昨年度同規模で行った。 

 

 

 

 

 



（教頭の校種間異動数の推移） 

             年度 

校種 
令和３年度 令和２年度 

小・義（前期）→ 中・義（後期） １１名  ９名 

中・義（後期）→ 小・義（前期） ２３名 ３１名 

小中義 → 特支   ３名   ４名 

特支 → 小中義   ３名   ２名 

合  計 ４０名 ４６名 

 

ウ 教育委員会事務局や他市町の学校からの人事異動の推進 

学校の教育課題解決のため、幅広い経験を生かした学校運営が図れるよう、

県教育委員会等から７名、市町教育委員会からへ５３名を登用した。また、管理

職の安定的な確保のため、市町間での教頭転任を１２名、他市町で教頭を６名

登用した。 
 

区分             年度 令和３年度 令和２年度 

教育委員会事務局等

からの登用 

県教委から   ７名   ６名 

市町教委等から ５３名 ４７名 

計 ６０名 ５３名 

 

区 分                

年   度 
令和３年度 令和２年度 

市町を越えた異動 

市町を越えた転任者数  １２名 ２１名 

市町を越えた登用者数   ６名 １０名 

計  １８名 ３１名 

 

エ 若手の登用 

           登用者の最年少は４０歳(２名)   R２：40 歳（３名） 

（尼崎市立大島小学校教頭：藤本 哲也 尼崎市立武庫北小学校教諭から） 

（尼崎市立立花南小学校教頭：野川 啓 尼崎市教育委員会指導主事から） 

教頭登用者の平均年齢は、４８．１歳（R２：48.3 歳）となる。 

 

 

 

 



オ 女性の登用 

           ４３名を登用し、１８２名となる。 
 

（登用状況） 

年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 増 減 

教 頭 182/ 854  21.3% 177/ 861  20.6% ５ 0.7P 

 
 

      （参考）市町立学校の女性登用 

 令和３年度 令和２年度 増減 

校 長  151/  838 （18.0%） 132/  847 （15.6%） 19  (2.4P) 

教 頭 182/  854 （21.3%） 177/  861 （20.6%） 5  (0.7P) 

合 計  333/1,692 （19.7%） 309/1,708 （18.1%） 24  (1.6P) 

 
 

③ 新規採用教員 

     ７１５名を採用する。 
 

(初任者の配置） 

年度 

職名 
令和３年度 令和２年度 

教  諭 ６７４名 ５９９名 

養護教諭   ３０名   ３０名 

栄養教諭   １１名   １３名 

合  計 ７１５名 ６４２名 

 
 



 

                                                               

 

 

 

 

 

令和３年４月１日付け 

 

事 務 局 役 付 職 員 異 動 名 簿 

 

 

 

 

 

 

報道日時について 

 

     掲載は、令和３年４月 １日（木）朝刊以降 

                                                     にお願いします。 

     放送は、令和３年３月３１日（水）17時以降 
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10級・９級

教育次長 企画県民部管理局人事課長 唐津　肇

企画県民部管理局長 教育次長 和泉　秀樹

（以上三役）

県立美術館副館長 北播磨県民局副局長 野村　孝

県立図書館長(再任用) 関西広域連合本部事務局長 村上　元伸

生きがい創造協会副理事長兼事務局
長

県立美術館副館長 野澤　素子

（以上10級）

事務局参事兼総務課長・人事管理員 総務課長兼人事管理員 吉田　克也

ワールドマスターズゲームズ2021関西兵庫県
実行委員会事務局長(再任用) 体育協会専務理事 永井　邦治

ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委
員会副事務局長(勤務延長)

ワールドマスターズゲームズ2021関
西組織委員会事務局次長

船田　一彦

ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委
員会事務局次長兼競技部長

ワールドマスターズゲームズ2021関
西組織委員会競技部長

東　直也

県立美術館次長兼館長補佐 議会事務局総務課長 奥野所　正樹

県立図書館次長(再任用) 県立図書館次長 井上　勝文

県立歴史博物館次長 企画県民部県民生活局地域安全課長 神足　孝明

県立考古博物館副館長兼総務部長 社会教育課長兼人事管理員 前川　浩子

国際交流協会参事（外国人生活支援
担当）

県立美術館次長兼館長補佐 島田　三津起

（以上９級）

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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８級

学事課長 企画県民部管理局私学教育課副課長 塚本　崇

福利厚生課長 丹波教育事務所副所長兼総務課長 吉田　澄恵

人権教育課長 播磨東教育事務所長 近都　勝豊

社会教育課長兼人事管理員 福利厚生課長 杉谷　康志

体育保健課長兼人事管理員
スポーツ振興課参事(神戸マラソン担
当)

北中　睦雄

ＷＭＧ2021推進課長
スポーツ振興課参事(WMG2021関西兵
庫県実行委員会事務局副事務局長)

榊　丈直

高校教育課参事(高校教育改革担当) 財務課副課長 兼本　浩孝

スポーツ振興課参事(神戸マラソン担
当)

体育保健課副課長兼保健安全・食育
班長

織邊　剛

スポーツ振興課参事(スポーツ振興事
業担当)

体育協会事務局次長兼事業課長 田村　純一

阪神教育事務所長 高校教育課副課長兼教育指導班長 新谷　浩一

播磨東教育事務所長 高校教育課参事(高校教育推進担当) 桂　敦子

丹波教育事務所長(再任用) 丹波教育事務所長 小西　みどり

淡路教育事務所長
県立教育研修所教務部長兼高校教育
課参事

藤原　生也

高等学校教育振興会事務局長 学校厚生会専務理事 熊谷　久男

学校厚生会専務理事
県立人と自然の博物館館長補佐兼総
務課長

梶本　久美子

学校厚生会専務理事 学校厚生会常務理事 高橋　直之

まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部長

学事課副課長兼給与管理班長 新谷　庄造

体育協会学校給食・食育支援セン
ター所長

まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部長

遠入　政勝

阪神南地域新設特別支援学校開設準
備室長

県立姫路特別支援学校教頭 森川　晃

県立教育研修所教務部長兼高校教育
課参事

退職派遣(兵庫教育大学教員養成・研
修高度化センター准教授)

泉村　靖治

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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８級

県立教育研修所管理部参事(再任用)
生きがい創造協会県立嬉野台生涯教
育センター次長

木下　吉明

県立美術館館長補佐(魅力づくりプロ
ジェクト担当)兼西宮分館長

県立美術館館長補佐(魅力づくりプロ
ジェクト担当)

鷺森　正人

県立歴史博物館館長補佐(再任用)
県立考古博物館副館長兼総務部長(再
任用)

川由　伸一

県立人と自然の博物館館長補佐兼総
務課長

社会教育課副課長兼施設・管理班長 入江　かほり

県立コウノトリの郷公園副園長(兵庫県立大学
事務局豊岡ｼﾞｵ･ｺｳﾉﾄﾘｷｬﾝﾊﾟｽ経営部長兼芸術文
化観光専門職大学事務局部参事)

県立ｺｳﾉﾄﾘの郷公園副園長(兵庫県立大学事務
局豊岡ｼﾞｵ･ｺｳﾉﾄﾘｷｬﾝﾊﾟｽ経営部長) 足立　宰

県立長田高等学校長 体育保健課長兼人事管理員 山根　尚

県立西宮今津高等学校長 体育協会事務局参事 松本　敏尚

県立伊丹北高等学校長
農政環境部環境創造局環境政策課環
境学習参事

千家　弘行

県立加古川東高等学校長 淡路教育事務所長 志摩　直樹

県立北条高等学校長 青少年本部県立神出学園校長 塙　守久

県立姫路南高等学校長 人権教育課長 駒田　勝

県立神戸高等学校事務長 播磨東教育事務所副所長兼総務課長 籔本　喜武

県立尼崎高等学校事務長 県立歴史博物館館長補佐 岩川　真美

県立加古川西高等学校事務長(再任
用)

県立美術館西宮分館開館準備室長(再
任用)

髙橋　秀徳

県立姫路西高等学校事務長 高等学校教育振興会事務局長 福井　裕貴

宝塚市立仁川小学校長
県立教育研修所主任指導主事兼義務
教育研修課長

山下　昌裕

三田市立藍小学校長
阪神教育事務所副所長兼教育振興課
長

足立　延也

養父市立宿南小学校長 県立但馬やまびこの郷副所長 増田　真知子

丹波市立南小学校長
社会教育課主任指導主事兼社会教育
班長

籔内　大介

豊岡市立出石中学校長
但馬教育事務所副所長兼教育振興課
長

戸田　康夫

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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８級

青少年本部県立神出学園校長 人権教育課副課長 宮脇　智子

農政環境部環境創造局環境政策課環
境学習参事

播磨東教育事務所副所長兼教育振興
課長

荒木　和仁

企画県民部管理局管財課長兼新庁舎整備室
新庁舎企画課参事（管理担当） 学事課長 溝垣　敏宏

（以上８級）

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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７級

総務課副課長 義務教育課副課長兼管理班長 山野　慎一

総務課副課長兼企画広報班長
健康福祉部少子高齢局児童課児童福
祉班長

水川　晃子

高等学校教育振興会事務局次長兼総
務課長・奨学資金第１課長

県立西宮香風高等学校事務長 岸本　啓子

学校厚生会常務理事 丹波市立青垣中学校主幹教諭 西山　修

まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部次長兼調査第1課長

県立考古博物館学習支援課長 山本　誠

体育協会事務局次長兼事業課長(再任
用)

県立明石城西高等学校長 寺岡　正人

教育企画課副課長
県立教育研修所主任指導主事兼情報
教育研修課長・教育企画課主幹

村本　由佳

財務課副課長 総務課副課長 奥見　啓友

学事課副課長兼給与管理班長
公立学校共済組合兵庫支部・副事務
長兼業務・経理班長

三隅　千尋

公立学校共済組合兵庫支部・副事務
長兼業務・経理班長

県立神戸甲北高等学校事務長 下田　望

義務教育課副課長兼管理班長 淡路教育事務所副所長兼総務課長 福島　豊

特別支援教育課副課長兼整備班長 播磨西教育事務所副所長兼総務課長 山下　雄一郎

特別支援教育課副課長
特別支援教育課副課長兼教育推進班
長

田中　裕一

高校教育課副課長兼教育指導班長 県立須磨友が丘高等学校教頭 清水　道子

高校教育課学校問題支援室長兼義務
教育課副課長

高校教育課副課長兼生徒指導班長･義
務教育課副課長兼生徒指導班長

富永　和典

高校教育課副課長兼高校教育改革班
長

高校教育課主任指導主事兼主幹 倉橋　良太

人権教育課副課長
青少年本部県立こどもの館主幹兼指
導課長

阿部　浩士

スポーツ振興課副課長
県土整備部土木局河川整備課事務班
主幹

逢坂　昌弘

スポーツ振興課副課長兼スポーツ振
興事業班長

体育協会事務局次長 上村　泰之

ＷＭＧ2021推進課副課長兼推進班長
スポーツ振興課ＷＭＧ2021関西推進
班長

服部　寛

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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７級

阪神南地域新設特別支援学校開設準
備室主任指導主事兼主幹

県立のじぎく特別支援学校教頭 桂　崇子

社会教育課副課長兼施設・管理班長 教育企画課副課長兼教育企画班長 山本　司

体育保健課副課長兼保健安全・食育
班長

体育協会競技力向上課長 内藤　敦志

阪神教育事務所副所長兼教育振興課
長

阪神教育事務所主任指導主事兼教育
振興課班長

津田　量

播磨東教育事務所副所長兼総務課長 財務課学校経理・整備班長 佐々木　智代

播磨東教育事務所副所長兼教育振興
課長

播磨東教育事務所主任指導主事兼教
育振興課班長

近藤　直樹

播磨西教育事務所副所長兼総務課長 県立龍野高等学校事務長 杉谷　かおり

播磨西教育事務所副所長兼教育振興
課長

播磨西教育事務所主任指導主事兼教
育振興課班長

矢田　一

但馬教育事務所副所長兼教育振興課
長

但馬教育事務所主任指導主事兼管理
主事

山本　考一

丹波教育事務所副所長兼総務課長 社会教育課主幹 茶谷　剛安

淡路教育事務所副所長兼総務課長 学事課学事班長 安積　純子

県立但馬やまびこの郷副所長
県立教育研修所主任指導主事兼高校
教育研修課長

神戸　剛

県立図書館館長補佐兼総務課長 県立美術館課長(美術情報担当) 小野山　香

県立歴史博物館館長補佐兼総務課長 県立歴史博物館総務課長 松本　佳崇

県立コウノトリの郷公園所長補佐(兵庫県立大
学事務局豊岡ジオ・コウノトリキャンパス経
営部次長兼学務課長)

但馬県民局地域政策室ジオパーク課
長

村尾　久司

県立考古博物館館長補佐兼企画広報
課長

県立考古博物館学芸課長 中村　弘

教育企画課主任指導主事兼教育情報
班長

教育企画課主任指導主事 小森　真一

特別支援教育課主任指導主事兼教育
推進班長

県立特別支援教育センター主任指導
主事兼課長

榎本　好子

高校教育課主任指導主事兼生徒指導
班長

高校教育課主任指導主事 清水　伸宏

人権教育課主任指導主事兼指導・事
業班長

人権教育課主任指導主事 東内　淳

現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名
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７級

社会教育課主任指導主事兼社会教育
班長

人権教育課主任指導主事 小池　宏尚

スポーツ振興課主任指導主事兼国際
広域スポーツ班長

スポーツ振興課主任指導主事 髙尾　賢司

体育協会競技力向上課長 スポーツ振興課主任指導主事 財田　幸治

教職員課主任管理主事兼主幹 教職員課主任指導主事兼管理主事 天満　淳

高校教育課主任指導主事兼主幹 高校教育課主任指導主事 岡﨑　俊宏

高校教育課主任指導主事兼主幹
教育企画課主任指導主事兼教育情報
班長

波部　新

スポーツ振興課主任指導主事兼主幹 体育協会競技運営課長 大森　寿史

県立特別支援教育センター主任指導
主事兼課長

特別支援教育課主任指導主事 乘松　宏美

県立教育研修所主任指導主事兼義務
教育研修課長

県立教育研修所主任指導主事兼義務
教育研修課班長

髙舘　裕児

県立教育研修所主任指導主事兼高校
教育研修課長

県立教育研修所主任指導主事兼高校
教育研修課班長

坪田　正弘

県立教育研修所主任指導主事兼情報
教育研修課長・教育企画課主幹

県立教育研修所主任指導主事兼教育
企画課主任指導主事

山本　義史

県立人と自然の博物館主任指導主事
兼生涯学習課長

阪神教育事務所主任指導主事 摺石　敏之

阪神教育事務所主任指導主事兼教育
振興課班長

阪神教育事務所主任指導主事兼管理
主事

岡田　未来

播磨東教育事務所主任指導主事兼教
育振興課班長

播磨東教育事務所主任指導主事兼管
理主事

岡田　浩一

県立教育研修所主任指導主事兼義務
教育研修課班長

県立教育研修所主任指導主事兼教育企画課
主任指導主事(教育情報研修担当) 安本　靖史

県立教育研修所主任指導主事兼高校
教育研修課班長

県立教育研修所主任指導主事 瀬尾　智宏

教職員課主任指導主事兼管理主事
義務教育課主任指導主事(神戸市教委
駐在)

大谷　典之

教職員課主任指導主事兼管理主事
丹波の森協会県立丹波の森公苑主任
文化専門員

野村　一

播磨東教育事務所主任指導主事兼管
理主事

県立教育研修所主任指導主事 柏木　雅也

播磨東教育事務所主任指導主事兼管
理主事

スポーツ振興課指導主事 加藤　雅康

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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７級

但馬教育事務所主任指導主事兼管理
主事

播磨西教育事務所主任指導主事 太田　利隆

社会教育課主任指導主事兼社会教育
主事

社会教育課指導主事兼社会教育主事 澤井　孝明

阪神教育事務所主任指導主事兼社会
教育主事

丹波教育事務所主任指導主事兼社会
教育主事

岸本　寧

教育企画課主任指導主事 体育協会主任指導主事 中野　亮一

義務教育課主任指導主事 義務教育課指導主事 大道　基伸

義務教育課主任指導主事 義務教育課指導主事 垣内　頼彰

特別支援教育課主任指導主事 特別支援教育課指導主事 赤井　育代

特別支援教育課主任指導主事 特別支援教育課指導主事 井上　博之

高校教育課主任指導主事 教職員課主任指導主事兼管理主事 宮下　巨樹

高校教育課主任指導主事 高校教育課指導主事 田頭　康右

高校教育課主任指導主事 高校教育課指導主事 長坂　賢司

人権教育課主任指導主事 播磨東教育事務所指導主事 高橋　智子

社会教育課主任指導主事 社会教育課指導主事 濱田　英美子

体育保健課主任指導主事 体育保健課指導主事 平澤　郁子

阪神教育事務所主任指導主事 阪神教育事務所指導主事 櫻木　雅哉

阪神教育事務所主任指導主事 阪神教育事務所指導主事 畑中　利文

播磨東教育事務所主任指導主事 播磨西教育事務所指導主事 稲葉　寛

播磨西教育事務所主任指導主事 播磨西教育事務所指導主事 藤本　直英

但馬教育事務所主任指導主事 県立教育研修所指導主事 松元　善徳

県立南但馬自然学校主任指導主事 県立南但馬自然学校指導主事 宿南　恵介

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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７級

県立西宮香風高等学校教頭 高校教育課主任指導主事兼主幹 桑田　耕治

県立西宮北高等学校教頭
青少年本部県立神出学園主幹兼教務
課長

谷　昌亮

県立有馬高等学校教頭 人権啓発協会研修部長 阪上　勝彦

県立西脇北高等学校教頭 播磨東教育事務所主任指導主事 足立　幸謙

県立姫路飾西高等学校教頭
高校教育課主任指導主事兼高校教育
推進班長

松本　久永

県立姫路しらさぎ特別支援学校教頭 青少年本部県立山の学校副校長 岩﨑　正彦

朝来市立大蔵小学校教頭 県立コウノトリの郷公園指導主事 清水　裕貴

県立武庫荘総合高等学校事務長
高等学校教育振興会事務局次長兼総
務課長･奨学資金第１課長

澤田　浩一

県立阪神昆陽高等学校事務長 教職員課管理・免許班長 南中　孝行

県立西宮香風高等学校主幹教諭 教育企画課主任指導主事 國澤　剛

宝塚市立西山小学校教頭 阪神教育事務所指導主事 上田　雄一郎

明石市立高丘東小学校教頭 義務教育課指導主事 土田　誠一郎

加古川市立平岡小学校教頭
生きがい創造協会県立嬉野台生涯教育セン
ター課長(多世代学習・地域づくり担当) 長谷川　敬志

姫路市立八幡小学校教頭
阪神教育事務所主任指導主事兼社会
教育主事

田中　大介

養父市立大屋小学校主幹教諭 県立但馬やまびこの郷主任指導主事 西井　喜久

姫路市立飾磨東中学校教頭 県立教育研修所主任指導主事 古林　達也

朝来市立和田山中学校教頭
丹波の森協会県立丹波の森公苑主任
文化専門員

福田　和洋

企画県民部兵庫津ミュージアム整備
室展示班長

県立考古博物館館長補佐兼企画広報
課長

多賀　茂治

生きがい創造協会県立嬉野台生涯教育セン
ター課長(多世代学習・地域づくり担当) 教育企画課主任指導主事 藤田　美保

人権啓発協会研修部長 義務教育課主任指導主事 今川　美幸

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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７級

青少年本部県立こどもの館主幹兼指
導課長

人権教育課主任指導主事兼指導・事
業班長

舩戸　幸光

青少年本部県立神出学園主幹兼教務
課長

生きがい創造協会県立嬉野台生涯教
育センター主任生涯学習専門員

友定　正藏

青少年本部県立山の学校副校長 県立多可高等学校主幹教諭 前山　伸也

産業労働部政策労働局能力開発課副
課長

総務課副課長兼企画広報班長 秋山　美夏

農政環境部農政企画局総合農政課副
課長

スポーツ振興課副課長 杉本　明彦

但馬県民局豊岡農林水産振興事務所
副所長兼管理課長

県立コウノトリの郷公園所長補佐(兵庫県立大
学事務局豊岡ジオ・コウノトリキャンパス経
営部次長兼学務課長)

和多田　佳史

三田市教育員会教育研修所長
県立人と自然の博物館主任指導主事
兼生涯学習課長

小山　恵介

伊丹市教育委員会学校指導課主幹 教職員課主任指導主事兼管理主事 日外　亮

明石市教育委員会あかし教育研修セ
ンター研修担当課長兼係長

スポーツ振興課主任指導主事兼主幹 本多　弘子

明石市教育委員会学校教育課教職員
係主任指導主事

播磨東教育事務所主任指導主事兼管
理主事

和田　徳幸

明石市教育委員会学校教育課学校指
導係主任指導主事

青少年本部県立神出学園主任専門指
導員

中村　恵子

豊岡市教育委員会こども教育課主幹
生きがい創造協会但馬文教府主任文
化専門員

中井　邦博

（以上７級）

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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６級

教育企画課教育企画班長 財務課財務班長 三木　雅幸

財務課財務班長
企画県民部女性青少年局青少年課青
少年指導班長

笠井　信介

財務課学校経理・整備班長 財務課主幹 西村　尚美

教職員課管理・免許班長 教職員課主査 國眼　真一

学事課学事班長 学事課主幹 木原　真紀子

スポーツ振興課神戸マラソン推進班
長

スポーツ振興課主幹 岩本　純佳

体育協会総務課長 六甲荘副支配人 新谷　香織

財務課主幹 体育協会事務局総務課長 森　旬子

学事課主幹 総務課主査 川上　佳奈子

福利厚生課主幹 企画県民部管理局管財課主査 鳥井　陽介

六甲荘副支配人 体育保健課主幹 中村　道代

阪神南地域新設特別支援学校開設準
備室主幹

特別支援教育課主幹 佐藤　真一

社会教育課主幹 県立図書館総務課長 梶本　悦子

体育保健課主幹 議会事務局調査課政務調査員 丸野　真衣

スポーツ振興課主幹
スポーツ振興課国際広域スポーツ班
長

金田　基裕

ＷＭＧ2021推進課主幹
ＷＭＧ2021関西兵庫県実行委員会事
務局広報渉外課長

赤尾　崇宏

ＷＭＧ2021推進課主幹
ＷＭＧ2021関西兵庫県実行委員会事
務局クレー射撃競技担当課長

西田　陽

県立教育研修所総務課長 教育企画課主査 梅田　浩平

県立美術館課長(美術情報担当) 県立美術館主査 松井　富廣

県立図書館ふるさと・資料課長 県立図書館司書 前川　範江

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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６級

県立考古博物館学芸課長 県立考古博物館主査 池田　征弘

県立考古博物館学習支援課長 県立考古博物館主査 岡本　一秀

阪神教育事務所管理主事 県立西宮甲山高等学校事務長 柏木　啓子

丹波教育事務所管理主事 県立神崎工業高等学校主査 村岡　和将

教職員課指導主事兼管理主事 高校教育課指導主事 藤原　一平

教職員課指導主事兼管理主事 特別支援教育課指導主事 西面　尚史

阪神教育事務所指導主事兼管理主事 県立三田祥雲館高等学校教諭 浅川　規幸

播磨東教育事務所指導主事兼社会教
育主事

播磨西教育事務所指導主事兼社会教
育主事

安藤　晃弘

体育協会指導主事 宝塚市立宝塚第一中学校教諭 由良　登志行

体育協会指導主事 姫路市立安室小学校教諭 三浦　裕和

教育企画課指導主事 県立松陽高等学校教諭 北川　欽一

教育企画課指導主事 播磨町立播磨中学校教諭 間宮　寿樹

教職員課指導主事(職員団体担当) 人権教育課指導主事 野田　竜一

義務教育課指導主事 県立歴史博物館指導主事 岡田　祐典

義務教育課指導主事 神戸大学附属幼稚園教諭 松本　法尊

義務教育課指導主事 加古川市立中部中学校教諭 田中　寿幸

義務教育課指導主事 姫路市立城陽小学校教諭 谷田　徳史

義務教育課指導主事(神戸市教委駐
在)

義務教育課指導主事 中井　孝一郎

特別支援教育課指導主事 県立姫路特別支援学校教諭 井本　好美

高校教育課指導主事 県立教育研修所指導主事 蘆田　典幸

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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６級

高校教育課指導主事 県立神戸高等学校教諭 山田　尚史

人権教育課指導主事 県立東灘高等学校教諭 中山　美理

人権教育課指導主事 たつの市立揖保小学校教諭 内匠　友紀

文化財課指導主事 県立西脇高等学校教諭 臼井　信哉

体育保健課指導主事 県立太子高等学校教諭 大西　正城

スポーツ振興課指導主事 生きがい創造協会生涯学習専門員 東郷　雅立

スポーツ振興課指導主事 県立兵庫高等学校教諭 鵜野　敬二郎

スポーツ振興課指導主事 県立淡路高等学校教諭 辻　紫央里

ＷＭＧ2021推進課指導主事
ＷＭＧ2021関西兵庫県実行委員会事
務局指導主事

世良田　康二

ＷＭＧ2021推進課指導主事
ＷＭＧ2021関西兵庫県実行委員会事
務局指導主事

小林　哲

ＷＭＧ2021推進課指導主事
ＷＭＧ2021関西兵庫県実行委員会事
務局指導主事

吉田　繁之

ＷＭＧ2021推進課指導主事
ＷＭＧ2021関西兵庫県実行委員会事
務局指導主事

川崎　修司

ＷＭＧ2021推進課指導主事
ＷＭＧ2021関西兵庫県実行委員会事
務局指導主事

伊藤　大輔

阪神教育事務所指導主事 文化財課指導主事 田中　雄介

阪神教育事務所指導主事 芦屋市教育委員会指導主事 伏見　聖人

播磨東教育事務所指導主事 体育保健課指導主事 友藤　亮

播磨西教育事務所指導主事
青少年本部県立こどもの館児童指導
専門員

上山　哲平

播磨西教育事務所指導主事 市川町立市川中学校教諭 岡本　健司

播磨西教育事務所指導主事
播磨西教育事務所防災教育専門推進
員

山本　竜一

丹波教育事務所指導主事 丹波教育事務所防災教育専門推進員 岡田　智之

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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６級

県立但馬やまびこの郷指導主事 県立和田山特別支援学校教諭 合内　瑠美

県立教育研修所指導主事 県立図書館指導主事兼調査専門員 室田　守

県立教育研修所指導主事兼教育企画
課指導主事

県立西宮香風高等学校教諭 森川　征広

県立教育研修所指導主事 県立農業高等学校教諭 長尾　貴雄

県立教育研修所指導主事 県立明石城西高等学校教諭 雲田　貴之

県立教育研修所指導主事 たつの市立西栗栖小学校教諭 野川　桃代

県立教育研修所指導主事兼教育企画
課指導主事

明石市立江井島小学校教諭 高田　寛子

県立教育研修所指導主事 宝塚市立南ひばりガ丘中学校教諭 寺林　隆太

県立図書館指導主事兼調査専門員 明石市立錦が丘小学校教諭 皿池　健二

県立歴史博物館指導主事
播磨東教育事務所情報教育専門推進
員

前田　和彦

県立コウノトリの郷公園指導主事 朝来市立和田山中学校教諭 中島　徹也

県立須磨東高等学校事務長 県立教育研修所総務課長 住田　博之

県立尼崎西高等学校事務長 県立図書館ふるさと・資料課長 高宮　尚子

県立川西北陵高等学校事務長 丹波教育事務所管理主事 西村　敦

県立姫路北高等学校事務長 阪神教育事務所管理主事 草野　貴宣

県立上郡高等学校事務長
生きがい創造協会西播磨文化会館文
化専門員

九鬼　昌也

県立松陽高等学校主幹教諭
青少年本部県立山の学校主任専門指
導員

大西　正悟

県立社高等学校主幹教諭 県立但馬やまびこの郷指導主事 川嶋　輝美

県立播磨農業高等学校教諭 体育協会指導主事 大久保　晃希

県立淡路高等学校主幹教諭
生きがい創造協会淡路文化会館文化
専門員

中森　祐治

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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６級

神戸大学附属幼稚園教諭 義務教育課指導主事 浅原　麻美

企画県民部女性青少年局青少年課青
少年指導班長

教職員課管理主事 谷口　知志

生きがい創造協会県立嬉野台生涯教
育センター主任生涯学習専門員

新温泉町立夢が丘中学校教諭 門脇　昌史

青少年本部県立こどもの館児童指導
専門員

加東市立社中学校教諭 岩崎　善彦

青少年本部県立神出学園主任専門指
導員

体育保健課指導主事 栗山　尚子

青少年本部県立山の学校主任専門指
導員

県立氷上高等学校教諭 井藤　潤

議会事務局調査課政務調査員 総務課主査 西田　政弘

健康財団がん登録室がん登録課長 福利厚生課主幹 山下　正人

（以上６級）

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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３月３１日付退職 　
　

長島　良行

井上　勝文

筆保　慶一

井上　淳一

秋山　保浩

井奥　利也

小西　みどり

坂東　修司

中川　渉

（以上）

まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部次長兼調査第1課長

現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

ワールドマスターズゲームズ2021関西兵庫県実行委員会事務局長

県立図書館次長

県立歴史博物館次長

学校厚生会専務理事

播磨西教育事務所副所長兼教育振興課長

体育協会学校給食・食育支援センター所長

阪神教育事務所長

丹波教育事務所長
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     掲載は、令和３年４月 １日（木）朝刊以降 

                                                     にお願いします。 

     放送は、令和３年３月３１日（水）17時以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県教育委員会 
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・  



県立学校長 転任

県立舞子高等学校長 県立飾磨工業高等学校学校付校長 久保　　敬

県立兵庫工業高等学校長 県立尼崎工業高等学校長 矢部　宰文

県立尼崎稲園高等学校長 県立北条高等学校長 西川　雅秀

県立柏原高等学校長 県立村岡高等学校長 大垣　喜代和

県立北摂三田高等学校長 尼崎市立琴ノ浦高等学校長 吉野　浩司

県立三田祥雲館高等学校長 県立西脇工業高等学校長 別所　博之

県立明石西高等学校長 県立錦城高等学校長 樫木　直人

県立明石城西高等学校長 県立明石清水高等学校長 石角　正徳

県立加古川西高等学校長 県立津名高等学校長 魚井　和彦

県立西脇高等学校長 県立播磨南高等学校長 浅井　英樹

県立小野高等学校長 県立三田祥雲館高等学校長 加嶋　幸彦

県立姫路西高等学校長 県立加古川東高等学校長 清瀬　欣之

県立網干高等学校長 県立家島高等学校長 松木　知二

県立相生高等学校長 県立龍野北高等学校長 栗林　秀忠

県立津名高等学校長 県立神戸高塚高等学校長 仲山　惠博

（以上１５名）

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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県立学校長 採用

県立神戸北高等学校長 県立神戸高等学校教頭 中村　征士

県立長田高等学校長 （体育保健課長） 山根　　尚

県立湊川高等学校長 県立阪神昆陽高等学校教頭 平通　裕美

県立視覚特別支援学校長 県立神戸商業高等学校教頭 上井　昌好

県立伊丹西高等学校長 県立御影高等学校教頭 青木　俊也

県立伊丹北高等学校長
（農政環境部環境創造局環境政策
課環境学習参事）

千家　弘行

県立猪名川高等学校長 県立西宮高等学校教頭 半沢　英明

県立西宮今津高等学校長 （体育協会事務局参事） 松本　敏尚

県立宝塚東高等学校長 県立伊丹西高等学校教頭 小谷　　忠

県立宝塚西高等学校長 伊丹市立伊丹高等学校長 野崎　雅弘

県立尼崎工業高等学校長 県立姫路工業高等学校教頭 岩井　高士

県立西宮香風高等学校長 県立神戸北高等学校教頭 谷口　暢謙

県立神崎工業高等学校長 県立洲本高等学校教頭 雨堤　一則

県立こばと聴覚特別支援学校長 県立こやの里特別支援学校教頭 殿内　　境

県立氷上西高等学校長 県立伊丹北高等学校教頭 曽根　英智

県立篠山産業高等学校長 県立兵庫高等学校教頭 大久保　隆

県立加古川東高等学校長 （淡路教育事務所長） 志摩　直樹

県立松陽高等学校長 県立舞子高等学校教頭 三浦　　巡

県立多可高等学校長 県立東播磨高等学校教頭 殿井　瑞穂

県立北条高等学校長 （青少年本部県立神出学園校長） 塙　　守久

県立三木北高等学校長 県立三木北高等学校教頭 田中　良季

県立西脇工業高等学校長 県立長田高等学校教頭 岡田　和利

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　名
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県立学校長 採用
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　名

県立錦城高等学校長 県立姫路商業高等学校教頭 米谷　　繁

県立姫路南高等学校長 （人権教育課長） 駒田　　勝

県立姫路別所高等学校長 県立赤穂高等学校教頭 篠原　　歩

県立神崎高等学校長 県立明石城西高等学校教頭 德永　千里子

県立家島高等学校長 県立伊川谷北高等学校教頭 木村　健治

県立太子高等学校長 県立太子高等学校教頭 小田　昌史

県立伊和高等学校長 県立姫路飾西高等学校教頭 岡本　孝広

県立飾磨工業高等学校長 県立加古川東高等学校教頭 荒神　重典

県立龍野北高等学校長 県立大学附属高等学校教頭 出口　勇人

県立出石高等学校長 県立鳴尾高等学校教頭 水嶋　正稔

県立浜坂高等学校長 県立出石高等学校教頭 小山　朋子

県立村岡高等学校長 県立伊丹高等学校教頭 牧野　　徹

県立出石特別支援学校長 県立和田山高等学校教頭 倉田　晴美

県立和田山特別支援学校長 県立篠山鳳鳴高等学校教頭 村井　和幸

県立あわじ特別支援学校 県立淡路高等学校教頭 加藤　佳子

尼崎市立琴ノ浦高等学校長 県立川西明峰高等学校教頭 山﨑　信一

県立神戸高塚高等学校長（再任
用）

県立伊丹北高等学校長 高本　正道

県立川西明峰高等学校長（再任
用）

県立柏原高等学校長 井上　千早彦

県立明石高等学校長（再任用） 県立明石高等学校長 西　　茂樹

県立明石清水高等学校長（再任
用）

県立舞子高等学校長 下村　勝哉

県立高砂高等学校長（再任用） 県立姫路西高等学校長 山根　文人

県立播磨南高等学校長（再任用） 県立三木北高等学校長 吉田　尚美
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県立学校長 採用
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　名

県立香寺高等学校長（再任用） 県立加古川西高等学校長 木村　篤志

県立佐用高等学校長（再任用） 県立佐用高等学校長 西坂　美樹

県立姫路工業高等学校長（再任
用）

県立兵庫工業高等学校長 三輪　智英

県立八鹿高等学校長（再任用） 県立八鹿高等学校長 澁谷　義人

県立洲本高等学校長（再任用） 県立洲本高等学校長 宮地　博己

（以上４９名）
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県立学校長 退職

退職 県立神戸北高等学校長 長澤　和弥

退職 県立長田高等学校長 中村　晶平

退職 県立舞子高等学校長 下村　勝哉

退職 県立兵庫工業高等学校長 三輪　智英

退職 県立湊川高等学校長 水畑　哲也

退職 県立視覚特別支援学校長 長谷川　啓輔

退職 県立尼崎稲園高等学校長 中村　　稔

退職 県立伊丹西高等学校長 川中　啓敬

退職 県立伊丹北高等学校長 高本　正道

退職 県立川西明峰高等学校長 中川　　透

退職 県立猪名川高等学校長 上神　善太郎

退職 県立西宮今津高等学校長 梶　　美由紀

退職 県立宝塚西高等学校長 樋口　正和

退職 県立西宮香風高等学校長 石川　照子

退職 県立神崎工業高等学校長 松山　　徹

退職 県立柏原高等学校長 井上　千早彦

退職 県立氷上西高等学校長 山口　文和

退職 県立北摂三田高等学校長 廣瀬　雅樹

退職 県立篠山産業高等学校長 池本　太三

退職 県立明石高等学校長 西　　茂樹

退職 県立明石西高等学校長 片岡　正光

令和３年３月31日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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県立学校長 退職
令和３年３月31日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

退職 県立明石城西高等学校長 寺岡　正人

退職 県立加古川西高等学校長 木村　篤志

退職 県立高砂高等学校長 佐野　正明

退職 県立松陽高等学校長 西岡　光信

退職 県立西脇高等学校長 村上　慶光

退職 県立多可高等学校長 大矢　　徹

退職 県立小野高等学校長 前田　哲男

退職 県立三木北高等学校長 吉田　尚美

退職 県立姫路西高等学校長 山根　文人

退職 県立姫路南高等学校長 赤藤　千鶴

退職 県立網干高等学校長 濵田　明利

退職 県立姫路別所高等学校長 兼本　　隆

退職 県立神崎高等学校長 芦谷　直登

退職 県立香寺高等学校長 河合　良成

退職 県立相生高等学校長 小西　信吾

退職 県立佐用高等学校長 西坂　美樹

退職 県立山崎高等学校付校長 原田　尚昭

退職 県立伊和高等学校長 中上　光伸

退職 県立姫路工業高等学校長 高木　　浩

退職 県立出石高等学校長 椿野　亮二

退職 県立浜坂高等学校長 仲島　尚子
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県立学校長 退職
令和３年３月31日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

退職 県立八鹿高等学校長 澁谷　義人

退職 県立出石特別支援学校長 松本　茂樹

退職 県立和田山特別支援学校長 中村　基生

退職 県立洲本高等学校長 宮地　博己

退職 県立あわじ特別支援学校長 禰宜田　龍栄

退職 県立宝塚東高等学校長(再任用） 髙繁　武司

退職
県立こばと聴覚特別支援学校長
(再任用)

川嶋　富美子

退職 県立太子高等学校長(再任用） 松浦　りつ子

退職
県立飾磨工業高等学校長(再任
用）

小池　　孝

（以上５１名）
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県立学校教頭 転任

県立兵庫高等学校教頭 県立伊川谷高等学校教頭 上出　正彦

県立神戸鈴蘭台高等学校教頭 県立芦屋高等学校教頭 切原　賀子

県立神戸北高等学校教頭 県立猪名川高等学校教頭 早川　嘉彦

県立長田高等学校教頭 県立松陽高等学校教頭 鎌野　正人

県立舞子高等学校教頭 県立神崎高等学校教頭 中西　孝弘

県立北須磨高等学校教頭 県立西脇北高等学校教頭 横山　清隆

県立伊川谷北高等学校教頭 県立湊川高等学校教頭 井川　正樹

県立神戸高塚高等学校教頭 県立神戸鈴蘭台高等学校教頭 友藤　真一良

県立兵庫工業高等学校教頭 県立神戸工業高等学校教頭 東濵　善通

県立神戸商業高等学校教頭 県立長田商業高等学校教頭 中塚　正裕

県立神戸聴覚特別支援学校教頭 県立あわじ特別支援学校教頭 伊藤　義彦

県立神戸特別支援学校教頭
県立阪神特別支援学校教頭（武庫
荘分教室担当）

富本　明子

県立尼崎高等学校教頭 県立尼崎小田高等学校教頭 西岡　敬三

県立尼崎北高等学校教頭 県立尼崎高等学校教頭 長谷部　元祥

県立尼崎稲園高等学校教頭 県立武庫荘総合高等学校教頭 池信　宏之

県立伊丹高等学校教頭 県立西宮香風高等学校教頭 平野　明美

県立伊丹北高等学校教頭 県立阪神昆陽高等学校教頭 岡　　昌秀

県立川西緑台高等学校教頭 県立西宮甲山高等学校教頭 宮本　稚子

県立川西北陵高等学校教頭
県立上野ケ原特別支援学校教頭
（さくら訪問学級担当）

山照　孝子

県立西宮高等学校教頭 県立神戸甲北高等学校教頭 辻　　真吾

県立鳴尾高等学校教頭 県立西宮香風高等学校教頭 世古　知也

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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県立学校教頭 転任
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立西宮甲山高等学校教頭 県立尼崎北高等学校教頭 近藤　和弘

県立芦屋高等学校教頭 県立視覚特別支援学校教頭 西盛　康子

県立国際高等学校教頭 県立芦屋国際中等教育学校教頭 中谷　　肇

県立芦屋国際中等教育学校教頭 県立錦城高等学校教頭 川畑　俊博

県立こばと聴覚特別支援学校教頭 県立上野ケ原特別支援学校教頭 大脇　知子

県立こやの里特別支援学校教頭 県立こばと聴覚特別支援学校教頭 石井　奈穂子

県立篠山鳳鳴高等学校教頭 県立川西緑台高等学校教頭 長尾　　均

県立三田西陵高等学校教頭 県立氷上高等学校教頭 足立　　均

県立氷上高等学校教頭 県立篠山東雲高等学校教頭 木内　靖之

県立上野ケ原特別支援学校教頭 県立西神戸高等特別支援学校教頭 八乙女　利恵

県立明石城西高等学校教頭 県立農業高等学校教頭 橋本　智稔

県立加古川東高等学校教頭 県立播磨南高等学校教頭 菊川　　泰

県立加古川西高等学校教頭 県立加古川南高等学校教頭 藤岡　文博

県立加古川南高等学校教頭 県立龍野北高等学校教頭 増田　百代

県立加古川北高等学校教頭
県立姫路特別支援学校教頭（姫路
別所分教室担当）

吉田　広実

県立高砂南高等学校教頭 県立加古川北高等学校教頭 山田　道治

県立松陽高等学校教頭
県立北はりま特別支援学校教頭
（きずな訪問学級担当）

的塲　眞弓

県立東播磨高等学校教頭 県立北須磨高等学校教頭 山本　幸生

県立社高等学校教頭
県立有馬高等学校教頭（定時制担
当）

臼井　和彦

県立三木高等学校教頭 県立社高等学校教頭 三谷　　治

県立三木北高等学校教頭 県立加古川西高等学校教頭 依藤　悦子
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県立学校教頭 転任
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立播磨農業高等学校教頭 県立東灘高等学校教頭 野口　照正

県立東播工業高等学校教頭 県立兵庫工業高等学校教頭 養會　博志

県立東はりま特別支援学校教頭
県立いなみ野特別支援学校教頭
（あおの訪問学級担当）

黒田　　勝

県立東はりま特別支援学校教頭 県立姫路特別支援学校教頭 塚崎　典子

県立姫路西高等学校教頭 県立生野高等学校教頭 大塚　幹典

県立網干高等学校教頭
県立網干高等学校教頭（通信制担
当）

森　　美樹

県立福崎高等学校教頭 県立播磨農業高等学校教頭 村岡　宣幸

県立太子高等学校教頭 県立夢前高等学校教頭 桝谷　英樹

県立赤穂高等学校教頭 県立高砂南高等学校教頭 八汐　修二

県立上郡高等学校教頭 県立佐用高等学校教頭 德永　和彦

県立姫路工業高等学校教頭 県立東播工業高等学校教頭 湊　　浩樹

県立龍野北高等学校教頭 県立上郡高等学校教頭 大楠　扶美男

県立姫路商業高等学校教頭
県立赤穂高等学校教頭（定時制担
当）

西田　拓巳

県立姫路特別支援学校教頭 県立西はりま特別支援学校教頭 關　　史秋

県立姫路特別支援学校教頭 県立東はりま特別支援学校教頭 柳田　聖香

県立西はりま特別支援学校教頭
県立姫路しらさぎ特別支援学校教
頭

清水　祥一

県立豊岡高等学校教頭 県立但馬農業高等学校教頭 岸本　良紀

県立日高高等学校教頭
県立出石特別支援学校教頭（みか
た校担当）

三宅　美奈子

県立出石高等学校教頭 県立豊岡高等学校教頭 田中　一範

県立洲本高等学校教頭
県立洲本高等学校教頭（定時制担
当）

坂井　啓太郎

県立淡路三原高等学校教頭 県立洲本実業高等学校教頭 大塚　剛啓
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県立学校教頭 転任
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立大学附属高等学校教頭 県立姫路別所高等学校教頭 高見　宏樹

神戸市立六甲アイランド高等学校
教頭

県立宝塚北高等学校教頭 塚本　光矢

（以上６５名）
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県立学校教頭 採用

県立神戸高等学校教頭 尼崎市立尼崎高等学校教頭 長澤　広昭

県立東灘高等学校教頭 県立東灘高等学校主幹教諭 木村　一成

県立神戸甲北高等学校教頭 県立西脇北高等学校主幹教諭 行　　智

県立舞子高等学校教頭 県立小野工業高等学校主幹教諭 阿部  都貴子

県立須磨友が丘高等学校教頭 県立国際高等学校主幹教諭 三原　慎吾

県立伊川谷高等学校教頭
県立小野工業高等学校主幹教諭
（定時制）

吉田　利徳

県立湊川高等学校教頭 県立湊川高等学校主幹教諭 石井　良和

県立神戸工業高等学校教頭 県立武庫荘総合高等学校主幹教諭 藤野  日出男

県立長田商業高等学校教頭 県立姫路商業高等学校主幹教諭 平田　智彦

県立視覚特別支援学校教頭 県立明石清水高等学校主幹教諭 橋本　文子

県立のじぎく特別支援学校教頭
（おおぞら分教室担当）

県立北はりま特別支援学校主幹教
諭

宇野　和美

県立西神戸高等特別支援学校教頭
県立西神戸高等特別支援学校主幹
教諭

只石　和世

県立尼崎小田高等学校教頭 県立西宮香風高等学校主幹教諭 岡部　孝規

県立伊丹西高等学校教頭 県立伊丹西高等学校主幹教諭 横山　真紀

県立川西明峰高等学校教頭 県立阪神昆陽高等学校主幹教諭 白井　征彰

県立猪名川高等学校教頭 県立猪名川高等学校主幹教諭 守田　久美

県立西宮北高等学校教頭
（青少年本部県立神出学園主幹兼
教務課長）

谷　  昌亮

県立宝塚北高等学校教頭 県立武庫荘総合高等学校主幹教諭 祢宜　  悟

県立武庫荘総合高等学校教頭 県立西脇工業高等学校主幹教諭 澤田　  健

県立西宮香風高等学校教頭
（高校教育課主任指導主事兼主
幹）

桑田　耕治

県立西宮香風高等学校教頭 県立西宮高等学校主幹教諭 長谷場 純一

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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県立学校教頭 採用
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立阪神昆陽高等学校教頭 県立阪神昆陽高等学校主幹教諭 吉田　真治

県立阪神昆陽高等学校教頭 県立有馬高等学校主幹教諭 上田　純子

県立阪神特別支援学校教頭（武庫
荘分教室担当）

県立猪名川高等学校主幹教諭 松本　里華

県立芦屋特別支援学校教頭 県立西宮香風高等学校主幹教諭 桂　  志保

県立有馬高等学校教頭 （人権啓発協会研修部長）） 阪上　勝彦

県立有馬高等学校教頭（定時制担
当）

県立猪名川高等学校主幹教諭 髙橋　  剛

県立篠山東雲高等学校教頭 県立篠山東雲高等学校主幹教諭 名手　健二

県立上野ケ原特別支援学校教頭
（さくら訪問学級担当）

県立芦屋特別支援学校主幹教諭 浦本  佳子

県立播磨南高等学校教頭 県立播磨南高等学校主幹教諭 猪垣　  敦

県立三木東高等学校教頭 県立生野高等学校主幹教諭 松原　正和

県立農業高等学校教頭 県立明石西高等学校主幹教諭 石谷  智恵美

県立錦城高等学校教頭 県立北須磨高等学校主幹教諭 平松  はるみ

県立西脇北高等学校教頭
（播磨東教育事務所主任指導主
事）

足立　幸謙

県立いなみ野特別支援学校教頭
（あおの訪問学級担当）

県立いなみ野特別支援学校主幹教
諭

月野木  和彦

県立北はりま特別支援学校教頭
（きずな訪問学級担当）

県立東はりま特別支援学校主幹教
諭

真鍋　信介

県立網干高等学校教頭（通信制担
当）

県立伊和高等学校主幹教諭 吉田　博士

県立姫路別所高等学校教頭 県立姫路別所高等学校主幹教諭 杉野　智也

県立姫路飾西高等学校教頭
（高校教育課主任指導主事兼高校
教育推進班長）

松本　久永

県立神崎高等学校教頭 県立但馬農業高等学校主幹教諭 平山　剛士

県立香寺高等学校教頭 県立香寺高等学校主幹教諭 井上　新悟

県立夢前高等学校教頭 県立姫路北高等学校主幹教諭 田中　清一
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県立学校教頭 採用
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立赤穂高等学校教頭（定時制担
当）

県立明石城西高等学校主幹教諭 成田　明弘

県立佐用高等学校教頭 県立香寺高等学校主幹教諭 上田　貴哉

県立飾磨工業高等学校教頭 県立西脇工業高等学校主幹教諭 林　  泰孝

県立飾磨工業高等学校教頭（多部
制担当）

県立飾磨工業高等学校主幹教諭
（多部制）

坂本　成一

県立姫路特別支援学校教頭（姫路
別所分教室）

県立和田山高等学校主幹教諭 西本　慶輔

県立姫路しらさぎ特別支援学校教
頭

（青少年本部県立山の学校副校
長）

岩﨑　正彦

県立豊岡高等学校教頭（定時制担
当）

県立豊岡総合高等学校主幹教諭 濱本　  貢

県立生野高等学校教頭 県立浜坂高等学校主幹教諭 高瀬　直人

県立但馬農業高等学校教頭 県立豊岡高等学校主幹教諭 宮本　貴志

県立和田山高等学校教頭 県立香住高等学校主幹教諭 西岡　優子

県立出石特別支援学校教頭（みか
た校）

県立出石特別支援学校主幹教諭
（みかた校）

籏谷　徹志

県立洲本高等学校教頭（定時制担
当）

県立あわじ特別支援学校主幹教諭 浅図　敬代

県立淡路高等学校教頭 県立松陽高等学校主幹教諭 竹内　賢政

県立洲本実業高等学校教頭 県立兵庫工業高等学校主幹教諭 藤川　弘起

県立あわじ特別支援学校教頭 県立あわじ特別支援学校主幹教諭 静川　礼美

尼崎市立琴ノ浦高等学校教頭 尼崎市教育委員会学校教育部係長 開田　　守

（以上５８名）
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県立学校教頭 退職

退職 県立神戸高塚高等学校教頭 中村　昌邦

退職 県立神戸聴覚特別支援学校教頭 衣笠　晴彦

退職 県立神戸特別支援学校教頭 正木　　宏

退職 県立川西北陵高等学校教頭 小寺　浩一

退職 県立西宮北高等学校教頭 楠井　　清

退職 県立芦屋特別支援学校教頭 仁井　康彦

退職 県立有馬高等学校教頭 嶋　　高生

退職 県立三田西陵高等学校教頭 谷口　芳正

退職 県立三木高等学校教頭 田中　照範

退職 県立三木東高等学校教頭 西村　俊明

退職 県立東はりま特別支援学校教頭 林　　敏一

退職 県立網干高等学校教頭 上杉　秀樹

退職 県立福崎高等学校教頭 後藤　　司

退職 県立香寺高等学校教頭 三木　　進

退職 県立飾磨工業高等学校教頭 山根　宏夫

退職
県立豊岡高等学校教頭（定時制担
当）

佐伯　秀介

退職 県立淡路三原高等学校教頭 石田　宏記

退職 尼崎市立琴ノ浦高等学校教頭 脇田　高史

事務局へ 県立須磨友が丘高等学校教頭 清水　道子

事務局へ 県立姫路特別支援学校教頭 森川　  晃

事務局へ
県立のじぎく特別支援学校教頭
（おおぞら分教室担当）

桂　  崇子

退職派遣（兵庫教育大学教職大学
院准教授）

県立日高高等学校教頭 守山　　勝

（以上２２名）

令和３年３月31日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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県立学校事務長 転任

県立神戸甲北高等学校事務長 県立尼崎西高等学校事務長 三木　佳世子

県立北須磨高等学校事務長 県立阪神昆陽高等学校事務長 上西園　和子

県立神戸工業高等学校事務長 県立青雲高等学校事務長 姫野　伸雄

県立青雲高等学校事務長 県立鳴尾高等学校事務長 松井　真由美

県立神戸商業高等学校事務長 県立姫路東高等学校事務長 松井　康文

県立尼崎工業高等学校事務長 県立上野ヶ原特別支援学校事務長 佐藤　里子

県立西宮香風高等学校事務長 県立のじぎく特別支援学校事務長 大西　晃彦

県立鳴尾高等学校事務長 県立尼崎工業高等学校事務長 谷口　峰

県立西宮甲山高等学校事務長 県立川西北陵高等学校事務長 元成　政敬

県立宝塚高等学校事務長 県立三田西陵高等学校事務長 山田　幸一

県立宝塚北高等学校事務長 県立家島高等学校事務長 矢野　治巳

県立三田西陵高等学校事務長 県立宝塚北高等学校事務長 西海　永二

県立氷上西高等学校事務長 県立氷上高等学校事務長 桐村　雅子

県立氷上高等学校事務長 県立多可高等学校事務長 岡井　薫

県立篠山産業高等学校事務長 県立阪神昆陽特別支援学校事務長 小宮　伸之

県立明石北高等学校事務長 県立北須磨高等学校事務長 岡田　浩英

県立加古川北高等学校事務長 県立播磨特別支援学校事務長 相見　雅彦

県立西脇工業高等学校事務長 県立姫路北高等学校事務長 八瀬　英敏

県立多可高等学校事務長 県立西脇工業高等学校事務長 田中　恵美

県立三木北高等学校事務長 県立芦屋国際中等教育学校事務長 稲森　直樹

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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県立学校事務長 転任
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立高砂南高等学校事務長 県立尼崎小田高等学校事務長 上山　協子

県立小野高等学校事務長 県立津名高等学校事務長 川東　丈純

県立北条高等学校事務長 県立小野工業高等学校事務長 井上　こずえ

県立姫路東高等学校事務長 県立明石北高等学校事務長 橋本　裕夫

県立飾磨工業高等学校事務長 県立いなみ野特別支援学校事務長 小野田　敏

県立龍野高等学校事務長 県立龍野北高等学校事務長 岡田　和志

県立龍野北高等学校事務長 県立姫路西高等学校事務長 本窪田　喜広

県立赤穂高等学校事務長
県立姫路しらさぎ特別支援学校事
務長

石井　久美子

県立福崎高等学校事務長
県立西神戸高等特別支援学校事務
長

福田　尚子

県立香住高等学校事務長 県立豊岡聴覚特別支援学校事務長 塩谷　かおり

県立日高高等学校事務長 県立氷上西高等学校事務長 雜賀　聡子

県立浜坂高等学校事務長 県立出石特別支援学校事務長 古家　喜太郎

県立村岡高等学校事務長 県立浜坂高等学校事務長 鶴田　宏

県立津名高等学校事務長 県立神戸商業高等学校事務長 内匠　靖彦

県立のじぎく特別支援学校事務長 県立神戸工業高等学校事務長 三上　勝也

県立西神戸高等特別支援学校事務
長

県立三木北高等学校事務長 田中　涼子

県立阪神特別支援学校事務長 県立尼崎北高等学校事務長 勝田　広和

県立阪神昆陽特別支援学校事務長
県立こばと聴覚特別支援学校事務
長

柏木　徹

県立上野ヶ原特別支援学校事務長 県立篠山産業高等学校事務長 中田　潤子

県立いなみ野特別支援学校事務長 県立淡路高等学校事務長 瀧口　ゆき
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県立学校事務長 転任
令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立播磨特別支援学校事務長 県立赤穂高等学校事務長 福岡　秀文

県立姫路しらさぎ特別支援学校事
務長

県立高砂南高等学校事務長 小佐見　佳邦

県立豊岡聴覚特別支援学校事務長 県立日高高等学校事務長 寺田　光江

県立出石特別支援学校事務長 県立香住高等学校事務長 中川　聡

県立芦屋国際中等教育学校事務長 県立須磨友が丘高等学校事務長 谷元　浩好

須磨友が丘高等学校事務長(再任
用)

須磨東高等学校事務長(再任用) 柴田　真理子

県立尼崎小田高等学校事務長(再
任用)

阪神特別支援学校事務長(再任用) 樽井　清浩

県立小野工業高等学校事務長（再
任用）

県立小野高等学校事務長（再任
用）

住本　典彦

姫路南高等学校事務長(再任用) 加古川西高等学校事務長(再任用) 高尾　かほり

西宮北高等学校事務長(７級昇任) 西宮北高等学校事務長 大松　正江

芦屋特別支援学校事務長(７級昇
任)

芦屋特別支援学校事務長 清水　亜美

県立加古川北高等学校付 県立加古川北高等学校事務長 吉岡　憲男

（以上52名）
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県立学校事務長 採用

県立神戸高等学校事務長
播磨東教育事務所副所長兼総務課
長

籔本　喜武

県立須磨東高等学校事務長 県立教育研修所総務課長 住田　博之

県立尼崎高等学校事務長 県立歴史博物館館長補佐 岩川　真美

県立尼崎西高等学校事務長 県立図書館ふるさと・資料課長 高宮　尚子

県立武庫荘総合高等学校事務長
高等学校教育振興会事務局次長兼
総務課長・奨学資金第１課長

澤田　浩一

県立川西北陵高等学校事務長 丹波教育事務所管理主事 西村　敦

県立阪神昆陽高等学校事務長 教職員課管理・免許班長 南中　孝行

加古川西高等学校事務長（再任
用）

県立美術館西宮分館開館準備室長
（再任用）

髙橋　秀徳

県立姫路別所高等学校事務長 県立東はりま特別支援学校主査 黒住　由美子

県立姫路北高等学校事務長 阪神教育事務所管理主事 草野　貴宣

県立姫路西高等学校事務長 高等学校教育振興会事務局長 福井　裕貴

県立家島高等学校事務長 県立兵庫工業高等学校主査 西村　純一郎

県立上郡高等学校事務長
生きがい創造協会西播磨文化会館
文化専門員

九鬼　昌也

県立伊和高等学校事務長 県立龍野北高等学校主査 森本　明美

県立香住高等学校船長 (新規採用) 宮本　圭

県立淡路高等学校事務長 県立洲本実業高等学校主査 羽坂　公孝

県立こばと聴覚特別支援学校事務
長

高校教育課主査 福田　寛也

県立尼崎北高等学校事務長(再任
用)

県立武庫荘総合高等学校事務長 大淵　研二

県立夢前高等学校事務長（再任
用）

県立飾磨工業高等学校事務長 森本　浩和

県立加古川東高等学校事務長（再
任用）

県立加古川東高等学校事務長 六車　進吉

県立東播磨高等学校事務長（再任
用）

県立東播磨高等学校事務長 宮脇　恒彦

（以上21名）

令和３年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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県立学校事務長 退職

退職 県立宝塚高等学校事務長 武田　忠宏

退職 県立北条高等学校事務長 尾花　行芳

退職 県立姫路別所高等学校事務長 山根　直子

退職 県立姫路南高等学校事務長 天河　隆典

退職 県立福崎高等学校事務長 東郷　智加子

退職 県立夢前高等学校事務長 山本　剛

退職 県立上郡高等学校事務長 廣岡　治朗

退職 県立伊和高等学校事務長 苅田　まゆみ

退職 県立香住高等学校船長 飯澤　正浩

退職 県立村岡高等学校事務長 山崎　孝弘

退職 県立神戸高等学校事務長(再任用) 松井　秀範

退職 県立尼崎高等学校事務長(再任用) 下地　一正

公立学校共済組合兵庫支部・副事
務長兼業務・経理班長

県立神戸甲北高等学校事務長 下田　望

高等学校教育振興会事務局次長兼
総務課長・奨学資金第１課長

県立西宮香風高等学校事務長 岸本　啓子

阪神教育事務所管理主事 県立西宮甲山高等学校事務長 柏木　啓子

播磨西教育事務所副所長兼総務課
長

県立龍野高等学校事務長 杉谷　かおり

（以上16名）

令和３年３月31日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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令和３年４月１日付人事異動
小学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立清和小学校長 （尼崎市立難波の梅小学校長） 細間　亜季

▽尼崎市立立花小学校長 （尼崎市立武庫の里小学校長） 植木　加代子

▽尼崎市立名和小学校長 （尼崎市立武庫庄小学校長） 横山　智恵子

▽尼崎市立武庫東小学校長 （尼崎市立園田小学校長） 栁　一光

▽尼崎市立武庫北小学校長 （尼崎市立立花北小学校長） 武市　俊彦

▽尼崎市立武庫庄小学校長 （尼崎市立名和小学校長） 足立　靖

▽尼崎市立武庫の里小学校長 （尼崎市立大成中学校長） 伊藤　吾郎

▽尼崎市立難波の梅小学校長 （尼崎市立浜田小学校長） 中井　正人

▽西宮市立夙川小学校長 （西宮市立北六甲台小学校長） 牧野　天志

▽西宮市立大社小学校長 （西宮市立用海小学校長） 嘉数　彰

▽西宮市立広田小学校長 （西宮市立段上西小学校長） 春山　正子

▽西宮市立上甲子園小学校長 （西宮市立香櫨園小学校長） 稲森　義浩

▽西宮市立用海小学校長 （西宮市立高木北小学校長） 井上　泉

▽西宮市立鳴尾北小学校長 （西宮市立南甲子園小学校長） 河合　純孝

▽西宮市立高木北小学校長 （西宮市立上ケ原小学校長） 大薮　奈々子

▽伊丹市立伊丹小学校長 （伊丹市立池尻小学校長） 礒田　かおり

▽伊丹市立池尻小学校長 （伊丹市立稲野小学校長） 林　隆浩

▽宝塚市立宝塚第一小学校長 （宝塚市立仁川小学校長） 横野　悟

▽宝塚市立小浜小学校長 （宝塚市立安倉北小学校長） 平山　審

▽宝塚市立逆瀬台小学校長 （宝塚市立宝塚第一小学校長） 田上　裕一

▽宝塚市立光明小学校長 （宝塚市立宝塚小学校長） 山下　一

▽宝塚市立末広小学校長 （宝塚市立良元小学校長） 今北　眞奈美

▽宝塚市立安倉北小学校長 （宝塚市立光明小学校長） 平井　仁司

▽宝塚市立すみれガ丘小学校長 （宝塚市立小浜小学校長） 紀谷　貴美子
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令和３年４月１日付人事異動
小学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽川西市立牧の台小学校長 （川西市立川西養護学校長） 岸　　敬三

▽三田市立三田小学校長 （三田市立あかしあ台小学校長） 山口　茂樹

▽明石市立大観小学校長 （明石市立鳥羽小学校長） 田中　秀夫

▽明石市立林小学校長 （明石市立朝霧小学校長） 尾﨑　秀利

▽明石市立花園小学校長 （明石市立王子小学校長） 本木　賢司

▽明石市立大久保小学校長 （明石市立魚住小学校長） 藤井　鉄也

▽明石市立朝霧小学校長 （明石市立松が丘小学校長） 西原　直人

▽明石市立二見北小学校長 （明石市立大久保小学校長） 松崎　幸二

▽明石市立和坂小学校長 （明石市立錦浦小学校長） 宮田　亘

▽加古川市立加古川小学校長 （加古川市立平荘小学校長） 北野　裕人

▽加古川市立野口小学校長 （加古川市立川西小学校長） 竹内　恵理子

▽加古川市立川西小学校長 （加古川市立野口小学校長） 原　哲也

▽加古郡稲美町立母里小学校長 （加古郡稲美町立天満東小学校長） 松本　圭司

▽加古郡稲美町立加古小学校長 （加古郡稲美町立母里小学校長） 吉田　博明

▽加古郡稲美町立天満東小学校長 （加古郡稲美町立天満小学校長） 宇城　万実

▽加古郡播磨町立播磨小学校長 （加古郡播磨町立蓮池小学校長） 水野　洋子

▽加古郡播磨町立蓮池小学校長 （加古郡播磨町立播磨小学校長） 藤原　由香

▽三木市立三樹小学校長 （三木市立自由が丘東小学校長） 実井　三枝

▽三木市立広野小学校長 （三木市立上吉川小学校長） 藤川　桂

▽三木市立自由が丘東小学校長 （三木市立中吉川小学校長） 西中　記美代

▽三木市立吉川小学校長 （三木市立みなぎ台小学校長） 長谷川　珠里

▽小野市立小野小学校長 （小野市立来住小学校長） 室田　真弓

▽加西市立九会小学校長 （加西市立富合小学校長） 伊藤　浩信

▽加西市立富合小学校長 （加西市立賀茂小学校長） 古家　彰浩
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令和３年４月１日付人事異動
小学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽加西市立泉小学校長 （加西市立富田小学校長） 山本　正則

▽加東市立社小学校長 （加東市立東条東小学校長） 藤原　路寛

▽加東市立福田小学校長 （加東市立東条西小学校長） 西田　千枝子

▽加東市立滝野東小学校長 （加東市立社小学校長） 長谷川　貴典

▽多可郡多可町立中町南小学校長 （多可郡多可町立八千代小学校長） 足立　徳昭

▽多可郡多可町立八千代小学校長 （多可郡多可町立八千代中学校長） 竹中　裕貴

▽姫路市立水上小学校長 （姫路市立網干小学校長） 清水　直樹

▽姫路市立城北小学校長 （姫路市立白浜小学校長） 池上　朗

▽姫路市立野里小学校長 （姫路市立白鳥小学校長） 松尾　弘子

▽姫路市立城西小学校長 （姫路市立城北小学校長） 松岡　準人

▽姫路市立白鳥小学校長 （姫路市立水上小学校長） 稲葉　一子

▽姫路市立東小学校長 （姫路市立花田小学校長） 金澤　浩良

▽姫路市立手柄小学校長 （姫路市立家島小学校長） 満田　誠

▽姫路市立勝原小学校長 （姫路市立手柄小学校長） 三谷　礼子

▽姫路市立旭陽小学校長 （姫路市立峰相小学校長） 本田　壽彦

▽姫路市立的形小学校長 （姫路市立坊勢小学校長） 高坂　英樹

▽姫路市立峰相小学校長 （姫路市立飾磨小学校長） 船曵　則成

▽姫路市立菅生小学校長 （姫路市立東小学校長） 三村　誠

▽たつの市立龍野小学校長 （たつの市立東栗栖小学校長） 葛原　浩

▽たつの市立揖西東小学校長 （たつの市立河内小学校長） 西川　賢次

▽たつの市立東栗栖小学校長 （たつの市立室津小学校長） 岡山　貴世

▽宍粟市立伊水小学校長 （宍粟市立河東小学校長） 和田　光弘

▽神崎郡市川町立川辺小学校長 （神崎郡市川町立鶴居小学校長） 友定　和貴

▽神崎郡市川町立鶴居小学校長 （神崎郡市川町立川辺小学校長） 北條　勝也
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▽赤穂郡上郡町立高田小学校長 （播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校校長） 山本　俊

▽佐用郡佐用町立佐用小学校長 （佐用郡佐用町立三日月小学校長） 金元　重幸

▽豊岡市立港小学校長 （豊岡市立港東小学校長） 小西　貢

▽豊岡市立城崎小学校長 （豊岡市立港西小学校長） 峠　勝

▽豊岡市立小野小学校長 （豊岡市立奈佐小学校長） 川﨑　一夫

▽豊岡市立合橋小学校長 （豊岡市立小野小学校長） 廣井　芳典

▽豊岡市立資母小学校長 （豊岡市立合橋小学校長） 植村　学

▽養父市立高柳小学校長 （養父市立宿南小学校長） 太田　由香

▽新温泉町立浜坂東小学校長 （新温泉町立浜坂西小学校長） 山崎　香苗

▽丹波篠山市立篠山小学校長 （丹波篠山市立岡野小学校長） 杉本　克治

▽丹波篠山市立岡野小学校長 （丹波篠山市立西紀南小学校長） 細見　康彦

▽丹波篠山市立西紀南小学校長 （丹波篠山市立西紀小学校長） 畑中　さとる

▽丹波篠山市立西紀小学校長 （丹波篠山市立篠山養護学校長） 高森　俊広

▽丹波市立上久下小学校長 （丹波市立鴨庄小学校長） 八尾　滋樹

▽丹波市立小川小学校長 （丹波市立三輪小学校長） 村岡　正典

▽丹波市立鴨庄小学校長 （丹波市立黒井小学校長） 内田　順子

▽丹波市立三輪小学校長 （丹波市立上久下小学校長） 中澤　正樹

▽丹波市立黒井小学校長 （丹波市立南小学校長） 谷口　千尋

▽洲本市立鳥飼小学校長 （洲本市立大野小学校長） 山﨑　高弘

▽南あわじ市立榎列小学校長 （南あわじ市立八木小学校長） 大谷　日出人

▽南あわじ市立市小学校長 （南あわじ市立志知小学校長） 山下　百合香

▽淡路市立津名東小学校長 （淡路市立北淡小学校長） 稲室　直樹

（以上９４名）
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小学校長 採用
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▽尼崎市立潮小学校長 （尼崎市教育委員会特別支援教育担当課長） 濵口　真由美

▽尼崎市立杭瀬小学校長 （尼崎市立あまよう特別支援学校教頭） 勘舎　晃行

▽尼崎市立成文小学校長 （尼崎市立成文小学校教頭） 青木　優樹恵

▽尼崎市立浜田小学校長 （尼崎市立園田北小学校教頭） 仁科　良久

▽尼崎市立塚口小学校長 （尼崎市立大島小学校教頭） 南川　貴子

▽尼崎市立水堂小学校長 （尼崎市立金楽寺小学校教頭） 小嶋　千花

▽尼崎市立園田小学校長 （尼崎市立園田小学校教頭） 永所　孝章

▽尼崎市立立花北小学校長 （尼崎市立立花北小学校教頭） 佐久間　直紀

▽西宮市立香櫨園小学校長 （西宮市立西宮養護学校教頭） 平野　直文

▽西宮市立上ケ原小学校長 （西宮市立甲東小学校教頭） 佐伯　孝司

▽西宮市立南甲子園小学校長 （西宮市立南甲子園小学校教頭） 神崎　雅之

▽西宮市立生瀬小学校長 （西宮市教育委員会南甲子園幼稚園長） 石飛　弥生

▽西宮市立段上西小学校長 （西宮市立北夙川小学校教頭） 前田　泰洋

▽西宮市立北六甲台小学校長 （西宮市立甲陽園小学校教頭） 池田　睦郎

▽伊丹市立稲野小学校長 （伊丹市立鴻池小学校教頭） 片山　尚

▽宝塚市立良元小学校長 （西宮市教育委員会学校教育部参事） 濱路　学

▽宝塚市立仁川小学校長 （県立教育研修所主任指導主事兼義務教育研修課長） 山下　昌裕

▽宝塚市立宝塚小学校長 （宝塚市教育委員会学校教育課長） 藤山　昌生

▽川西市立桜が丘小学校長 （丹波市立崇広小学校教頭） 三原　智雄

▽川西市立明峰小学校長 （川西市立明峰小学校教頭） 田中　敬子

▽川西市立けやき坂小学校長 （川西市立けやき坂小学校教頭） 平瀬　史明

▽三田市立藍小学校長 （阪神教育事務所副所長兼教育振興課長） 足立　延也

▽三田市立母子小学校長 （三田市立母子小学校教頭） 川嶋　弘則

▽三田市立あかしあ台小学校長 （三田市立あかしあ台小学校教頭） 森本　真由美
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小学校長 採用
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▽三田市立弥生小学校長 （尼崎市立立花西小学校教頭） 朝倉　美穂

▽三田市立つつじが丘小学校長 （三田市教育委員会教育研修所長） 村岡　智行

▽川辺郡猪名川町立楊津小学校長 （宝塚市立良元小学校教頭） 狩野　洋光

▽明石市立王子小学校長 （明石市立二見中学校教頭） 中井　尚人

▽明石市立鳥羽小学校長 （明石市教育委員会あかし教育研修センター課長） 古川　薫

▽明石市立魚住小学校長 （明石市教育委員会学校教育課主幹兼明石市市民生活局人権推進課人権啓発担当課長） 長濵　尚幸

▽明石市立錦浦小学校長 （明石市教育委員会児童生徒支援課長） 森本 理裕

▽明石市立二見小学校長 （明石市立中崎小学校教頭） 荒川　勝

▽明石市立松が丘小学校長 （明石市教育委員会学校教育課主幹兼学校指導係長） 北迫　嘉幸

▽明石市立錦が丘小学校長 （明石市立錦が丘小学校教頭） 宇城　健次

▽明石市立沢池小学校長 （明石市教育委員会教育次長） 福本 悟

▽明石市立二見西小学校長 （明石市立藤江小学校教頭） 坂本　祐二

▽加古川市立平荘小学校長 （加古川市立氷丘南小学校教頭） 進藤　香代

▽加古川市立陵北小学校長 （加古川市教育委員会教育指導部学校教育課教職員担当副課長） 堀之内　健志

▽加古川市立平岡南小学校長 （加古川市立八幡小学校教頭） 杉本　昌人

▽加古川市立浜の宮小学校長 （加古川市立野口南小学校教頭） 江指　容子

▽加古川市立野口北小学校長 （西宮市立瓦林小学校教頭） 田中　康彦

▽加古川市立志方東小学校長 （加古川市立志方東小学校教頭） 石井　かおり

▽加古川市立志方西小学校長 （丹波篠山市立城東小学校教頭） 藤本　豊記

▽加古川市立若宮小学校長 （加古川市立若宮小学校教頭） 日置　達則

▽高砂市立高砂小学校長 （高砂市立宝殿中学校教頭） 岸本　善文

▽高砂市立伊保小学校長 （高砂市立伊保南小学校教頭） 佐藤　香織

▽高砂市立曽根小学校長 （高砂市立高砂中学校教頭） 藤田　晋一

▽加古郡稲美町立天満小学校長 （加古郡稲美町教育委員会教育課長） 木村　明宏
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▽西脇市立芳田小学校長 （西脇市立双葉小学校教頭） 古家　達徳

▽三木市立平田小学校長 （三木市立緑が丘東小学校教頭） 横山　康文

▽小野市立来住小学校長 （小野市立市場小学校教頭） 藤原　秀文

▽加西市立北条小学校長 （加西市教育委員会教育部長） 本玉　義人

▽加西市立富田小学校長 （加西市立賀茂小学校教頭） 吉田　香代子

▽加西市立賀茂小学校長 （加西市立北条東小学校教頭） 前田　耕一

▽加西市立下里小学校長 （加西市立宇仁小学校教頭） 岩見　直美

▽加西市立宇仁小学校長 （加西市立富田小学校教頭） 菅野　裕之

▽加西市立西在田小学校長 （加西市立富合小学校教頭） 別府　義文

▽加西市立北条東小学校長 （加西市立九会小学校教頭） 中井　俊尚

▽多可郡多可町立中町北小学校長 （西脇市立日野小学校教頭） 大久保　修也

▽姫路市立城陽小学校長 （姫路市立城陽小学校教頭） 湊　泰宏

▽姫路市立白浜小学校長 （姫路市教育委員会教職員課管理指導主事） 松村　康男

▽姫路市立妻鹿小学校長 （姫路市立広畑小学校教頭） 田中　彰子

▽姫路市立飾磨小学校長 （姫路市教育委員会学校教育課長） 井上　敏雄

▽姫路市立網干小学校長 （姫路市立糸引小学校教頭） 三田　芳信

▽姫路市立花田小学校長 （姫路市立大津小学校教頭） 白石　将

▽姫路市立御国野小学校長 （姫路市立香呂小学校教頭） 岩見　智子

▽姫路市立谷外小学校長 （姫路市立谷外小学校教頭） 岸野　雅子

▽姫路市立船津小学校長 （姫路市立古知小学校教頭） 中安　圭三

▽姫路市立大塩小学校長 （姫路市立豊富小中学校教頭） 岡﨑　由佳

▽姫路市立大津茂小学校長 （姫路市立高岡小学校教頭） 西野　謙

▽姫路市立青山小学校長 （姫路市教育委員会教育研修課長） 村山　正哉

▽姫路市立家島小学校長 （姫路市立城乾小学校教頭） 小林　生也
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▽姫路市立坊勢小学校長 （姫路市立飾磨中部中学教頭） 黒田　直樹

▽姫路市立置塩小学校長 （姫路市立太市小学校教頭） 藤田　万由美

▽姫路市立香呂南小学校長 （姫路市立書写養護学校教頭） 竹内　佳子

▽姫路市立安富北小学校長 （姫路市立中寺小学校教頭） 湊　孔美

▽相生市立双葉小学校長 （相生市教育委員会教育次長） 坂本　浩宣

▽相生市立矢野小学校長 （相生市立双葉中学校教頭） 山本　要

▽たつの市立小宅小学校長 （たつの市教育委員会参事兼学校教育課長） 山田　晴人

▽たつの市立河内小学校長 （たつの市立誉田小学校教頭） 秋山　由香子

▽赤穂市立坂越小学校長 （赤穂市立坂越小学校教頭） 田中　ひろみ

▽赤穂市立高雄小学校長 （赤穂市立塩屋小学校教頭） 池田　達哉

▽赤穂市立有年小学校長 （赤穂市立有年小学校教頭） 田中　豊史

▽赤穂市立赤穂西小学校長 （赤穂市立赤穂西小学校教頭） 中元　宜美

▽赤穂市立城西小学校長 （赤穂市教育委員会教育次長） 河本　学

▽宍粟市立河東小学校長 （宍粟市立千種小学校教頭） 三木　寿和

▽宍粟市立神野小学校長 （宍粟市教育委員会次長兼学校教育課長） 世良　重信

▽宍粟市立都多小学校長 （宍粟市立山崎小学校教頭） 廣居　克彦

▽神崎郡神河町立長谷小学校長 （神崎郡神河町立神崎小学校教頭） 宇那木　仁香

▽佐用郡佐用町立三日月小学校長 （佐用郡佐用町立佐用小学校教頭） 松阪　智幸

▽播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校長 （たつの市教育委員会参事兼人権教育推進課長） 圓田　元彦

▽豊岡市立竹野小学校長 （豊岡市立神美小学校教頭） 宇川　博久

▽豊岡市立寺坂小学校長 （豊岡市立竹野中学校教頭） 中瀬　圭一

▽養父市立大屋小学校長 （豊岡市立小坂小学校教頭） 栂井　英樹

▽養父市立八鹿小学校長 （養父市教育委員会学校教育課長） 川見　丈明

▽養父市立宿南小学校長 （県立但馬やまびこの郷副所長） 増田　真知子
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▽朝来市立枚田小学校長 （朝来市立糸井小学校教頭） 南光　美津子

▽新温泉町立浜坂西小学校長 （新温泉町立浜坂東小学校教頭） 大森　真次

▽丹波市立南小学校長 （社会教育課主任指導主事兼社会教育班長） 籔内　大介

▽丹波市立進修小学校長 （丹波市立大路小学校教頭） 吉見　桐子

▽洲本市立大野小学校長 （淡路市立大町小学校教頭） 尾崎　元彦

▽洲本市立由良小学校長 （南あわじ市・洲本市組合立広田小学校教頭） 賀本　俊教

▽南あわじ市立志知小学校長 （淡路市立志筑小学校教頭） 杉浦　光生

▽南あわじ市立八木小学校長 （南あわじ市立榎列小学校教頭） 藤堂　淳志

▽南あわじ市立賀集小学校長 （南あわじ市立北阿万小学校教頭） 中田　勝之

▽南あわじ市立福良小学校長 （南あわじ市立福良小学校教頭） 木場　直子

▽南あわじ市立阿万小学校長 （南あわじ市立湊小学校教頭） 泉　祐子

▽南あわじ市立沼島小学校長 （南あわじ市立八木小学校教頭） 大石　智久

▽淡路市立塩田小学校長 （洲本市立洲本第二小学校教頭） 石橋　治文

▽淡路市立学習小学校長 （淡路市立石屋小学校教頭） 保地　実

▽淡路市立浦小学校長 （淡路市立一宮小学校教頭） 藤稿　英子

▽淡路市立北淡小学校長 （淡路市教育委員会学校教育課長） 上宮　一之

▽淡路市立多賀小学校長 （淡路市立学習小学校教頭） 徳梅　昌行

▽南あわじ市・洲本市組合立広田小学校長 （南あわじ市立賀集小学校教頭） 脇田　幸祐

▽尼崎市立立花南小学校長（再任用) （尼崎市立立花南小学校長） 永井　君子

▽尼崎市立明城小学校長（再任用) （尼崎市立明城小学校長） 土高　伸也

▽西宮市立北夙川小学校長（再任用） （西宮市立北夙川小学校長） 大和　一哉

▽西宮市立高木小学校長（再任用） （西宮市立高木小学校長） 谷口　晋哉

▽川西市立川西小学校長（再任用） （川西市立川西小学校長） 新木　克昌

▽川西市立東谷小学校長（再任用） （川西市立東谷小学校長） 木村　浩章
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令和３年４月１日付人事異動
小学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽川西市立清和台小学校長（再任用） （川西市立清和台小学校長） 村上　健

▽明石市立山手小学校長（再任用） （明石市立山手小学校長） 色川　敏也

▽加古川市立志方小学校長（再任用） （加古川市立志方小学校長） 末澤　徹治

▽多可郡多可町立杉原谷小学校長（再任用） （多可郡多可町立杉原谷小学校長） 吉田　重德

▽姫路市立安室小学校長(再任用) （姫路市立安室小学校長） 梶原　潤一郎

▽姫路市立高岡小学校長(再任用) （姫路市立高岡小学校長） 有方　栄一郎

▽姫路市立船場小学校長(再任用) （姫路市立船場小学校長） 鍛示　芳子

▽姫路市立山田小学校長(再任用) （姫路市立山田小学校長） 中島　輝久

▽姫路市立増位小学校長(再任用) （姫路市立増位小学校長） 渡辺　正人

▽たつの市立揖保小学校長(再任用) （たつの市立揖保小学校長） 蔭山　浩巳

▽たつの市立御津小学校長(再任用) （たつの市立御津小学校長） 山元　晃紀

▽赤穂市立塩屋小学校長(再任用) （赤穂市立塩屋小学校長） 森本　晋平

▽赤穂市立尾崎小学校長(再任用) （赤穂市立尾崎小学校長） 入江　秀史

▽佐用郡佐用町立南光小学校長(再任用) （佐用郡佐用町立南光小学校長） 山本　康則

（以上１３４名）
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令和３年３月31日付人事異動
小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （尼崎市立清和小学校長（再任用）） 田中　智子

▽退職 （尼崎市立成文小学校長（再任用）） 木戸　恒徳

▽退職 （尼崎市立立花小学校長） 橋本　悦明

▽退職 （尼崎市立塚口小学校長） 福田　明美

▽退職 （尼崎市立武庫東小学校長（再任用）） 谷澤　三千起

▽退職 （尼崎市立武庫北小学校長） 桑野　光枝

▽退職 （尼崎市立立花南小学校長） 永井　君子

▽退職 （尼崎市立明城小学校長） 土高　伸也

▽（尼崎市教育委員会事務局) （尼崎市立杭瀬小学校長） 渡邉　明美

▽退職 （西宮市立夙川小学校長（再任用）） 松岡　健介

▽退職 （西宮市立北夙川小学校長） 大和　一哉

▽退職 （西宮市立大社小学校長（再任用）） 小笹　明子

▽退職 （西宮市立広田小学校長） 斉田　浩一

▽退職 （西宮市立高木小学校長） 谷口　晋哉

▽退職 （西宮市立上甲子園小学校長（再任用）） 鳥飼　克己

▽退職 （西宮市立鳴尾北小学校長（再任用）） 中村　哲哉

▽退職 （西宮市立生瀬小学校長（再任用）） 越智　吉則

▽退職 （伊丹市立伊丹小学校長） 森田　邦彦

▽退職 （宝塚市立逆瀬台小学校長） 髙木　浩志

▽退職 （宝塚市立すみれガ丘小学校長（再任用）） 川戸　義弘

▽退職 （川西市立川西小学校長） 新木　克昌

▽退職 （川西市立東谷小学校長） 木村　浩章

▽退職 （川西市立清和台小学校長） 村上　健

▽退職 （川西市立桜が丘小学校長） 小谷　欣也
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令和３年３月31日付人事異動
小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （川西市立牧の台小学校長（再任用）） 加藤　あおい

▽退職 （川西市立明峰小学校長） 本田　幸浩

▽退職 （川西市立けやき坂小学校長（再任用）） 髙月　和人

▽退職 （三田市立三田小学校長） 中野　文雄

▽退職 （三田市立母子小学校長） 小山　浩和

▽退職 （三田市立弥生小学校長） 西畑　一之

▽退職 （三田市立つつじが丘小学校長） 北浦　哲博

▽退職 （川辺郡猪名川町立楊津小学校長） 松田　慶次

▽退職 （明石市立大観小学校長） 境　正道

▽（明石市教育委員会事務局） （明石市立花園小学校長） 桑原　渉

▽退職 （明石市立山手小学校長） 色川　敏也

▽退職 （明石市立錦が丘小学校長） 渡　信雄

▽退職 （明石市立沢池小学校長） 近藤　しのぶ

▽退職 （明石市立和坂小学校長） 安藤　正昭

▽退職 （明石市立二見西小学校長） 大蔵　太

▽退職 （加古川市立加古川小学校長） 大西　隆博

▽退職 （加古川市立陵北小学校長） 高田　万樹

▽退職 （加古川市立平岡南小学校長） 岡田　賢二

▽退職 （加古川市立浜の宮小学校長） 高木　浩一

▽退職 （加古川市立志方東小学校長） 片岡　正策

▽退職 （加古川市立志方小学校長） 末澤　徹治

▽退職 （加古川市立志方西小学校長） 山脇　正宏

▽（加古川市教育委員会事務局） （加古川市立若宮小学校長） 桐山　朋宏

▽退職 （高砂市立高砂小学校長(再任用)） 玉野　有彦
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令和３年３月31日付人事異動
小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （高砂市立伊保小学校長） 井上　和浩

▽退職 （高砂市立曽根小学校長） 大野　千里

▽退職 （加古郡稲美町立加古小学校長） 玉田　初彦

▽退職 （西脇市立芳田小学校長） 古家　幹也

▽退職 （三木市立三樹小学校長（再任用）） 稲葉　泰三

▽退職 （三木市立平田小学校長） 前田　信利

▽退職 （三木市立広野小学校長（再任用）） 古谷　昭文

▽退職 （小野市立小野小学校長） 檜本　由広

▽退職 （加西市立北条小学校長） 繁中　一也

▽退職 （加西市立下里小学校長） 西岡　豊彦

▽退職 （加西市立九会小学校長） 岡本　昌文

▽退職 （加西市立泉小学校長） 安富　均

▽退職 （加西市立宇仁小学校長） 仁尾　浩

▽退職 （加西市立北条東小学校長） 繁田　一人

▽(加東市教育委員会事務局) （加東市立滝野東小学校長） 神田　英昭

▽退職 （多可郡多可町立中町北小学校長） 谷尾　秀伸

▽退職 （多可郡多可町立杉原谷小学校長） 吉田　重德

▽退職 （姫路市立野里小学校長） 角倉　俊彦

▽退職 （姫路市立城西小学校長(再任用)） 北川　勝彦

▽退職 （姫路市立安室小学校長） 梶原　潤一郎

▽退職 （姫路市立高岡小学校長） 有方　栄一郎

▽退職 （姫路市立船場小学校長） 鍛示　芳子

▽退職 （姫路市立城陽小学校長(再任用)） 佐藤　弘幸

▽退職 （姫路市立妻鹿小学校長） 福井　淳

- 13 -



令和３年３月31日付人事異動
小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （姫路市立勝原小学校長） 岩谷　康

▽(姫路市教育委員会事務局) （姫路市立旭陽小学校長） 平山　智樹

▽退職 （姫路市立御国野小学校長） 水田　正俊

▽退職 （姫路市立谷外小学校長） 奥田　英明

▽退職 （姫路市立船津小学校長） 松本　徹夫

▽退職 （姫路市立山田小学校長） 中島　輝久

▽退職 （姫路市立的形小学校長） 加納　妙子

▽退職 （姫路市立大塩小学校長） 杣本　和也

▽退職 （姫路市立大津茂小学校長） 西本　周一郎

▽退職 （姫路市立増位小学校長） 渡辺　正人

▽退職 （姫路市立青山小学校長(再任用)） 西田　耕太郎

▽退職 （姫路市立置塩小学校長） 川端　久美子

▽退職 （姫路市立菅生小学校長） 太田垣　善隆

▽退職 （姫路市立香呂南小学校長） 中村　好宏

▽退職 （姫路市立安富北小学校長） 谷口　晴久

▽退職 （相生市立双葉小学校長（再任用）） 能本　英樹

▽退職 （相生市立矢野小学校長（再任用）） 小西　巧

▽退職 （たつの市立龍野小学校長(再任用)） 田中　秀幸

▽退職 （たつの市立小宅小学校長） 中山　茂樹

▽退職 （たつの市立揖西東小学校長） 伊藤　忠司

▽退職 （たつの市立揖保小学校長） 蔭山　浩巳

▽退職 （たつの市立御津小学校長） 山元　晃紀

▽退職 （赤穂市立塩屋小学校長） 森本　晋平

▽退職 （赤穂市立尾崎小学校長） 入江　秀史
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令和３年３月31日付人事異動
小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （赤穂市立坂越小学校長） 西山　孝幸

▽退職 （赤穂市立高雄小学校長） 山根　一正

▽退職 （赤穂市立有年小学校長） 江尻　裕亮

▽退職 （赤穂市立赤穂西小学校長） 猪谷　公一

▽退職 （赤穂市立城西小学校長(再任用）） 鍋島　真弓

▽退職 （宍粟市立神野小学校長） 岡本　浩

▽退職 （宍粟市立伊水小学校長） 藤井　司郎

▽退職 （宍粟市立都多小学校長） 山本　美浩

▽退職 （神崎郡神河町立長谷小学校長） 高橋　和美

▽退職 （赤穂郡上郡町立高田小学校長） 中川　靖

▽退職 （佐用郡佐用町立佐用小学校長） 谷口　考則

▽退職 （佐用郡佐用町立南光小学校長） 山本　康則

▽退職 （播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校長） 首藤　直史

▽退職 （豊岡市立城崎小学校長） 大月　祐三

▽退職 （豊岡市立竹野小学校長） 西谷　佳代

▽退職 （豊岡市立寺坂小学校長） 谷垣　壮一

▽退職 （豊岡市立資母小学校長） 宮垣　透

▽退職 （養父市立大屋小学校長） 上垣　勇人

▽退職 （養父市立高柳小学校長） 西村　真澄

▽退職 （養父市立八鹿小学校長） 米田　規子

▽退職 （朝来市立枚田小学校長） 千葉　敏廣

▽退職 （新温泉町立浜坂東小学校長） 澤田　観智夫

▽退職 （丹波篠山市立篠山小学校長） 源　浩貴

▽退職 （丹波市立小川小学校長） 塩見　浩之
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令和３年３月31日付人事異動
小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （丹波市立進修小学校長） 足立　雅人

▽退職 （洲本市立由良小学校長） 生子　惠司

▽退職 （洲本市立鳥飼小学校長） 木田　留美

▽退職 （南あわじ市立榎列小学校長） 作田　一徳

▽退職 （南あわじ市立市小学校長） 山岡　正和

▽退職 （南あわじ市立賀集小学校長） 浜口　拓良

▽退職 （南あわじ市立福良小学校長） 山口　博道

▽退職 （南あわじ市立阿万小学校長） 新宅　忠敏

▽退職 （淡路市立塩田小学校長） 中土井　良光

▽退職 （淡路市立津名東小学校長） 久保　雅一

▽退職 （淡路市立学習小学校長） 原中　清博

▽（洲本市教育委員会事務局） （淡路市立浦小学校長） 髙鍋　謙二郎

（以上１３２名）
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令和３年４月１日付人事異動
中学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立立花中学校長 （尼崎市立小園中学校長） 岡本　修一

▽尼崎市立武庫東中学校長 （尼崎市立小田中学校長） 藤岡　卓司

▽尼崎市立小園中学校長 （尼崎市立成良中学校長） 鎌田　基

▽尼崎市立小田中学校長 （尼崎市立水堂小学校長） 重信　親秀

▽西宮市立今津中学校長 （西宮市立平木中学校長） 池田　巨

▽西宮市立平木中学校長 （西宮市立甲武中学校長） 飯干　英典

▽西宮市立深津中学校長 （西宮市立苦楽園中学校長） 柳井　德子

▽伊丹市立西中学校長 （伊丹市立東中学校長） 垣内　修

▽宝塚市立宝塚第一中学校長 （宝塚市立西谷中学校長） 小野　光良

▽宝塚市立西谷中学校長 （宝塚市立末広小学校長） 安井　健二

▽宝塚市立御殿山中学校長 （尼崎市立武庫中学校） 前田　裕司

▽川西市立川西中学校長 （川西市立緑台中学校長） 小和田　勉

▽三田市立藍中学校長 （三田市立藍小学校長） 榎並　由美

▽明石市立衣川中学校長 （明石市立二見小学校長） 山田　祥千子

▽明石市立魚住中学校長 （明石市立野々池中学校長） 前田　和孝

▽明石市立魚住東中学校長 （明石市立二見北小学校長） 赤松　弘一

▽加古川市立氷丘中学校長 （加古川市立野口北小学校長） 大山　貴史

▽三木市立三木中学校長 （三木市立三木東中学校長） 生田　淳仁

▽加西市立泉中学校長 （加西市立西在田小学校長） 吉村　靖

▽加東市立社中学校長 （加東市立福田小学校長） 平川　真也

▽多可郡多可町立八千代中学校長 （多可郡多可町立中町南小学校長） 神崎　進吾

▽姫路市立広畑中学校長 （姫路市立坊勢中学校長） 松原　峰雄

▽姫路市立東中学校長 （姫路市立広畑中学校長） 浅見　卓

▽姫路市立大津中学校長 （姫路市立琴陵中学校長） 山登　敏秀
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令和３年４月１日付人事異動
中学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽姫路市立鹿谷中学校長 （姫路市立東中学校長） 衣笠　元子

▽姫路市立安富中学校長 （姫路市立鹿谷中学校長） 濱田　達也

▽宍粟市立山崎南中学校長 （宍粟市立波賀中学校長） 浅田　卓

▽豊岡市立豊岡南中学校長 （豊岡市立日高東中学校長） 能登　琢也

▽豊岡市立日高東中学校長 （豊岡市立出石中学校長） 石坪　久朗

▽豊岡市立但東中学校長 （香美町立香住第二中学校長） 中瀬　明彦

▽養父市立養父中学校長 （養父市立大屋中学校長） 藤本　和隆

▽朝来市立和田山中学校 （朝来市立梁瀬中学校長） 福垣　敦夫

▽丹波市立山南中学校長 （丹波市立青垣中学校長） 荻野　圭裕

▽丹波市立氷上中学校長 （丹波市立和田中学校長） 吉川　景敏

▽洲本市立由良中学校長 （洲本市立青雲中学校長） 橋本　直之

▽洲本市立五色中学校長 （洲本市立由良中学校長） 毛笠　吉紹

▽南あわじ市立西淡中学校長 （南あわじ市立沼島小学校長） 木場　大輔

▽南あわじ市立南淡中学校長 （南あわじ市・洲本市組合立広田小学校長） 山川　直樹

▽淡路市立東浦中学校長 （淡路市立一宮中学校長） 西岡　幸雄

▽淡路市立一宮中学校長 （淡路市立多賀小学校長） 澤西　勝

（以上４０名）
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令和３年４月１日付人事異動
中学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立大成中学校長 （尼崎市立大成中学校教頭） 田代　司

▽尼崎市立大庄北中学校長 （尼崎市教育委員会いじめ防止生徒指導担当課長） 嶋名　雅之

▽尼崎市立武庫中学校長 （尼崎市立大庄中学校教頭） 鍬原　輝明

▽尼崎市立成良中学校長 （尼崎市教育委員会学び支援課長） 桐山　勉

▽尼崎市立中央中学校長 （尼崎市教育委員会職員課総括） 阪本　一郎

▽西宮市立鳴尾中学校長 （西宮市立鳴尾中学校教頭） 上田　善子

▽西宮市立苦楽園中学校長 （西宮市教育委員会学校教育課長） 木戸　みどり

▽西宮市立甲武中学校長 （西宮市教育委員会学校保健安全課長） 中前　洋一

▽西宮市立高須中学校長 （西宮市立学文中学校教頭） 西海　達夫

▽芦屋市立精道中学校長 （芦屋市立精道中学校教頭） 西端　充志

▽伊丹市立東中学校長 （伊丹市立笹原中学校教頭） 多田　英稔

▽伊丹市立南中学校長 （伊丹市立松崎中学校教頭） 關　幸子

▽川西市立清和台中学校長 （川西市教育委員会教育推進部長） 大西　ゆかり

▽川西市立緑台中学校長 （伊丹市立昆陽里小学校教頭） 井村　明子

▽三田市立上野台中学校長 （三田市立上野台中学校教頭） 藤井　許善

▽川辺郡猪名川町立中谷中学校長 （川辺郡猪名川町立猪名川中学校教頭） 松嶋　利泰

▽明石市立錦城中学校長 （明石市立錦城中学校教頭） 谷郷　昌弘

▽明石市立朝霧中学校長 （明石市立朝霧中学校教頭） 吉田　甲

▽明石市立野々池中学校長 （明石市立大久保中学校教頭） 安保　泰博

▽加古川市立加古川中学校長 （加古川市教育委員会教育指導部長） 山本　照久

▽加古川市立中部中学校長 （加古川市立中部中学校教頭） 廣居　洋三

▽加古川市立平岡中学校長 （加古川市立両荘中学校教頭） 谷本　耕三

▽加古川市立平岡南中学校長 （加古川市教育委員会教育指導部学校教育課長） 松尾　光隆

▽加古川市立陵南中学校長 （加古川市教育委員会教育指導部青少年育成課いじめ対策担当課長） 松浦　幹雄
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令和３年４月１日付人事異動
中学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽西脇市立西脇南中学校長 （西脇市立西脇東中学校教頭） 下山　和久

▽三木市立別所中学校長 （三木市教育委員会教育振興部学校教育課長兼指導主事） 坂田　直裕

▽三木市立三木東中学校長 （三木市立三木東中学校教頭） 高森　伸彦

▽小野市立小野中学校長 （小野市立小野中学校教頭） 駒田　茂

▽加西市立加西中学校長 （加西市教育委員会総合教育センター所長） 常峰　修一

▽加西市立善防中学校長 （加西市立善防中学校教頭） 村田　豊樹

▽姫路市立広嶺中学校長 （姫路市教育委員会姫路科学館長） 髙橋　康範

▽姫路市立高丘中学校長 （姫路市教育委員会育成支援課長） 長谷川　陽一

▽姫路市立東光中学校長 （姫路市教育委員会健康教育課長） 藤原　雄夫

▽姫路市立琴陵中学校長 （姫路市立琴陵中学校教頭） 上田　佳友

▽姫路市立大的中学校長 （姫路市教育委員会教職員課教職員係長） 沖端　康弘

▽姫路市立坊勢中学校長 （姫路市立神南中学校教頭） 竹中　和之

▽赤穂市立赤穂中学校長 （赤穂市立赤穂東中学校教頭） 猪谷　和寛

▽宍粟市立波賀中学校長 （宍粟市立山崎東中学校教頭） 伊野　克実

▽神崎郡市川町立市川中学校長 （神崎郡市川町立市川中学校教頭） 上田　稔郎

▽揖保郡太子町立太子西中学校長 （揖保郡太子町立太子東中学校教頭） 大西　一夫

▽佐用郡佐用町立三日月中学校長 （佐用町教育委員会教育課教育推進室長） 大野　公嗣

▽播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校長 （たつの市立新宮中学校教頭） 圓田　雅也

▽豊岡市立城崎中学校長 （豊岡市教育委員会こども教育課長） 飯塚　智士

▽豊岡市立出石中学校長 （但馬教育事務所副所長兼教育振興課長） 戸田　康夫

▽養父市立大屋中学校長 （養父市立関宮学園教頭） 中村　雅志

▽朝来市立梁瀬中学校長 （朝来市立大蔵小学校教頭） 山畠　操

▽朝来市立生野中学校長 （朝来市教育委員会学校教育課長） 小西　浩司

▽新温泉町立夢が丘中学校長 （新温泉町立浜坂中学校教頭） 田中　千尋
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令和３年４月１日付人事異動
中学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽丹波篠山市立篠山東中学校長 （丹波篠山市立今田中学校教頭） 足立　貞治

▽丹波市立和田中学校長 （丹波市立和田中学校教頭） 岸田　孝広

▽丹波市立青垣中学校長 （丹波市立春日中学校教頭） 大槻　隆浩

▽丹波市立市島中学校長 （丹波市立中央小学校教頭） 山口　滋唯

▽洲本市立青雲中学校長 （洲本市教育委員会学校教育課長） 増井　英喜

▽南あわじ市立倭文中学校長 （南あわじ市立三原中学校教頭） 三好　一成

▽淡路市立岩屋中学校長 （淡路市立岩屋中学校教頭） 山本　哲

▽尼崎市立園田中学校長（再任用) （尼崎市立園田中学校長） 澤嶋　伸

▽尼崎市立園田東中学校長（再任用) （尼崎市立園田東中学校長） 中　俊弘

▽西宮市立山口中学校長（再任用） （西宮市立山口中学校長） 池上　達

▽芦屋市立潮見中学校長（再任用） （芦屋市立潮見中学校長） 北尾　文孝

▽川西市立東谷中学校長（再任用） （川西市立東谷中学校長） 足立　仁志

▽明石市立大久保中学校長（再任用） （明石市立大久保中学校長） 村崎　和幸

▽明石市立高丘中学校長（再任用） （明石市立高丘中学校長） 西口　恵

▽高砂市立松陽中学校長（再任用） （高砂市立松陽中学校長） 岡田　邦成

▽姫路市立山陽中学校長(再任用) （姫路市立山陽中学校長） 長谷川　貴久

▽姫路市立網干中学校長(再任用) （姫路市立網干中学校長） 福永　憲二

▽宍粟市立一宮南中学校長（再任用） （宍粟市立山崎南中学校長） 小林　琢哉

▽豊岡市立日高西中学校長（再任用） （豊岡市立日高西中学校長） 加藤　博文

（以上６７名）
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令和３年３月31日付人事異動
中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （尼崎市立立花中学校長） 荷出　芳万

▽退職 （尼崎市立園田中学校長） 澤嶋　伸

▽退職 （尼崎市立園田東中学校長） 中　俊弘

▽退職 （尼崎市立武庫東中学校長（再任用）） 長田　光司

▽退職 （尼崎市立中央中学校長） 鈴木　美臣

▽（尼崎市教育委員会事務局） （尼崎市立大庄北中学校長） 増田　裕一

▽退職 （西宮市立今津中学校長） 真多　英博

▽退職 （西宮市立鳴尾中学校長） 垣内　浩

▽退職 （西宮市立山口中学校長） 池上　達

▽退職 （西宮市立深津中学校長） 星川　雅俊

▽退職 （西宮市立高須中学校長） 吉村　元伸

▽退職 （芦屋市立精道中学校長（再任用）） 北野　章

▽退職 （芦屋市立潮見中学校長） 北尾　文孝

▽退職 （伊丹市立西中学校長） 大西　規之

▽退職 （伊丹市立南中学校長） 栁井　泰司

▽退職 （宝塚市立宝塚第一中学校長） 田川　隆司

▽退職 （宝塚市立御殿山中学校長） 西澤　健司

▽退職 （川西市立川西中学校長） 井上　明

▽退職 （川西市立東谷中学校長） 足立　仁志

▽退職 （川西市立清和台中学校長） 上中　敏昭

▽退職 （三田市立上野台中学校長） 西村　篤巳

▽退職 （三田市立藍中学校長） 谷口　雅也

▽退職 （川辺郡猪名川町立中谷中学校長） 石上　勝久

▽退職 （明石市立錦城中学校長） 永田　浩史
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令和３年３月31日付人事異動
中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （明石市立衣川中学校長） 利一　裕

▽退職 （明石市立大久保中学校長） 村崎　和幸

▽退職 （明石市立魚住中学校長） 磯本　耕二

▽退職 （明石市立朝霧中学校長） 刈谷　恵二

▽退職 （明石市立高丘中学校長） 西口　恵

▽退職 （明石市立魚住東中学校長） 堂本　学

▽退職 （加古川市立加古川中学校長（再任用）） 松尾　達弥

▽退職 （加古川市立中部中学校長） 富原　恵美

▽退職 （加古川市立平岡中学校長） 繁田　勇人

▽退職 （加古川市立氷丘中学校長） 大辻　裕文

▽退職 （加古川市立平岡南中学校長） 工藤　昌彦

▽退職 （加古川市立陵南中学校長） 川染　一朗

▽退職 （高砂市立松陽中学校長） 岡田　邦成

▽退職 （西脇市立西脇南中学校長） 藤井　修一

▽退職 （三木市立三木中学校長（再任用）） 冨田　敬一

▽退職 （三木市立別所中学校長（再任用）） 林　信男

▽退職 （三木市立志染中学校長） 山本　学道

▽退職 （小野市立小野中学校長） 藤原　俊則

▽（加西市教育委員会事務局） （加西市立加西中学校長） 植田　正吾

▽退職 （加西市立泉中学校長） 高田　勝也

▽退職 （加西市立善防中学校長） 柿本　博司

▽退職 （加東市立社中学校長(再任用)） 辻田　昇司

▽退職 （姫路市立広嶺中学校長(再任用)） 青田　久昭

▽退職 （姫路市立高丘中学校長(再任用)） 山下　広
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令和３年３月31日付人事異動
中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （姫路市立東光中学校長） 重近　和弘

▽退職 （姫路市立山陽中学校長） 長谷川　貴久

▽退職 （姫路市立網干中学校校長） 福永　憲二

▽退職 （姫路市立大的中学校長） 藤本　浩

▽退職 （姫路市立大津中学校長(再任用)） 藤井　義裕

▽退職 （姫路市立安富中学校長） 森　浩之

▽(赤穂市教育委員会事務局） （赤穂市立赤穂中学校長） 入潮　賢和

▽退職 （宍粟市立山崎南中学校長） 小林　琢哉

▽退職 （宍粟市立一宮南中学校長） 山本　修示

▽退職 （神崎郡市川町立市川中学校長） 大崎　尚樹

▽退職 （揖保郡太子町立太子西中学校長） 東元　正幸

▽退職 （佐用町立三日月中学校長） 藤田　修一

▽退職 （豊岡市立豊岡南中学校長） 和田　信吾

▽退職 （豊岡市立城崎中学校長） 橋本　友明

▽退職 （豊岡市立日高西中学校長） 加藤　博文

▽退職 （豊岡市立但東中学校長） 中島　章博

▽退職 （養父市立養父中学校長） 藤原　尚

▽退職 （朝来市立和田山中学校長） 丸山　雅清

▽退職 （朝来市立生野中学校長） 中嶋　敏博

▽退職 （新温泉町立夢が丘中学校長） 小林　正道

▽退職 （丹波篠山市立篠山東中学校長） 溝端　洋美

▽退職 （丹波市立山南中学校長） 八木　則久

▽退職 （丹波市立氷上中学校長） 足立　幸広

▽退職 （丹波市立市島中学校長） 梅田　俊幸
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令和３年３月31日付人事異動
中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （洲本市立五色中学校） 木下　秀次

▽退職 （南あわじ市立倭文中学校） 大植　雅二

▽退職 （南あわじ市立西淡中学校） 桐本　雅一

▽退職 （南あわじ市立南淡中学校） 岡本　直喜

▽退職 （淡路市立東浦中学校） 小泉　隆幸

▽退職 （淡路市立岩屋中学校） 谷　宜憲

（以上７８名）
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令和３年４月１日付人事異動
義務教育学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽加東市立東条学園小中学校長 （加東市立東条中学校長） 尾﨑　高弘

（以上１名）
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令和３年４月１日付人事異動
義務教育学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校長（再任用） （西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校長） 金地　民樹

▽姫路市立白鷺小中学校長(再任用) （姫路市立白鷺小中学校長） 山口　偉一

（以上２名）
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令和３年３月31日付人事異動
義務教育学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校長） 金地　民樹

▽退職 （姫路市立白鷺小中学校長） 山口　偉一

（以上２名）
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令和３年４月１日付人事異動
特別支援学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽明石市立明石養護学校長 （明石市立林小学校長） 福田　篤世

（以上１名）
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令和３年４月１日付人事異動
特別支援学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽伊丹市立伊丹特別支援学校長 （伊丹市立伊丹小学校教頭） 八尾　千枝

▽川西市立川西養護学校長 （川西市教育委員会こども未来部参事） 喜多川　昌之

▽丹波篠山市立篠山養護学校長 （丹波篠山市教育委員会学校教育課長） 尾松　直樹

▽宝塚市立養護学校長（再任用） （宝塚市立養護学校長） 日下部　靖

（以上４名）
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令和３年３月31日付人事異動
特別支援学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （伊丹市立伊丹特別支援学校長） 佐藤　眞貴子

▽退職 （宝塚市立養護学校長） 日下部　靖

▽退職 （明石市立明石養護学校長） 東川　博昭

（以上３名）
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立竹谷小学校教頭 （尼崎市立明城小学校教頭） 真殿　康正

▽尼崎市立杭瀬小学校教頭 （尼崎市立武庫北小学校教頭） 江形　拓也

▽尼崎市立金楽寺小学校教頭 （尼崎市立園和北小学校教頭） 齋藤　栄治

▽尼崎市立大庄小学校教頭 （尼崎市立上坂部小学校教頭） 山谷　敦史

▽尼崎市立成文小学校教頭 （尼崎市立竹谷小学校教頭） 永幡　一平

▽尼崎市立立花西小学校教頭 （尼崎市立武庫小学校教頭） 福井　聡介

▽尼崎市立園田小学校教頭 （尼崎市立浜小学校教頭） 山田　雅行

▽尼崎市立園和北小学校教頭 （尼崎市立七松小学校教頭） 田村　幸夫

▽尼崎市立武庫南小学校教頭 （尼崎市立園田東小学校教頭） 大龍　正幸

▽尼崎市立立花北小学校教頭 （尼崎市立難波小学校教頭） 野村　武弘

▽尼崎市立明城小学校教頭 （尼崎市立大庄小学校教頭） 坂本　和也

▽西宮市立北夙川小学校教頭 （西宮市立樋ノ口小学校教頭） 下﨑　明子

▽西宮市立小松小学校教頭 （西宮市立高木小学校教頭） 安積　裕子

▽西宮市立山口小学校教頭 （西宮市立東山台小学校教頭） 西本　英典

▽西宮市立甲陽園小学校教頭 （西宮市立高須小学校教頭） 牧　憲胤

▽西宮市立樋ノ口小学校教頭 （西宮市立小松小学校教頭） 一藁　章敬

▽西宮市立神原小学校教頭 （西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校教頭） 野田　敬子

▽伊丹市立伊丹小学校教頭 （伊丹市立有岡小学校教頭） 阪本　直美

▽伊丹市立緑丘小学校教頭 （伊丹市立天神川小学校教頭） 徳田　達郎

▽伊丹市立天神川小学校教頭 （伊丹市立緑丘小学校教頭） 向井　敬子

▽宝塚市立良元小学校教頭 （宝塚市立養護学校教頭） 尾﨑　朱

▽宝塚市立末広小学校教頭 （宝塚市立西山小学校教頭） 歳内　利裕

▽宝塚市立中山五月台小学校教頭 （宝塚市立丸橋小学校教頭） 中井　慎一郎

▽宝塚市立すみれガ丘小学校教頭 （宝塚市立山手台小学校教頭） 国友　靖夫
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽川西市立久代小学校教頭 （川西市立加茂小学校教頭） 石原　環

▽川西市立多田小学校教頭 （川西市立多田東小学校教頭） 西門　隆博

▽川西市立清和台小学校教頭 （川西市立多田小学校教頭） 院去　聡

▽川西市立明峰小学校教頭 （川西市立清和台南小学校教頭） 菅谷　恵彦

▽川西市立清和台南小学校教頭 （川西市立緑台小学校教頭） 坪田　城達

▽川西市立多田東小学校教頭 （川西市立久代小学校教頭） 土本　純平

▽川西市立けやき坂小学校教頭 （川西市立清和台小学校教頭） 佐方　千由紀

▽三田市立志手原小学校教頭 （三田市立本庄小学校教頭） 百合　良二

▽三田市立本庄小学校教頭 （三田市立広野小学校教頭） 藤田　洋子

▽三田市立広野小学校教頭 （三田市立富士小学校教頭） 中島　剛

▽三田市立小野小学校教頭 （三田市立富士中学校教頭） 水谷　裕司

▽三田市立母子小学校教頭 （三田市立志手原小学校教頭） 藤原　省吾

▽三田市立武庫小学校教頭 （三田市立けやき台小学校教頭） 清山　孝利

▽三田市立富士小学校教頭 （三田市立三輪小学校教頭） 岡田　和士

▽三田市立あかしあ台小学校教頭 （三田市立武庫小学校教頭） 阿部　恭大

▽三田市立けやき台小学校教頭 （三田市立松が丘小学校教頭） 小川　晶弘

▽川辺郡猪名川町立猪名川小学校教頭 （川辺郡猪名川町立白金小学校教頭） 潮田　真知子

▽川辺郡猪名川町立松尾台小学校教頭 （川辺郡猪名川町立猪名川小学校教頭） 山田　陽一

▽川辺郡猪名川町立白金小学校教頭 （川辺郡猪名川町立つつじが丘小学校教頭） 乾　和典

▽川辺郡猪名川町立つつじが丘小学校教頭 （川辺郡猪名川町立松尾台小学校教頭） 中川　智子

▽明石市立中崎小学校教頭 （明石市立谷八木小学校教頭） 岡本　芳恵

▽加古川市立加古川小学校教頭 （加古川市立上荘小学校教頭） 小宮　美和

▽加古川市立川西小学校教頭 （加古川市立東神吉小学校教頭） 多田　圭孝

▽加古川市立平岡南小学校教頭 （加古川市立平岡北小学校教頭） 須藤　長之輔
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽加古川市立鳩里小学校教頭 （加古川市立平岡小学校教頭） 畑　俊一

▽加古川市立氷丘南小学校教頭 （加古川市立別府西小学校教頭） 淺田　武成

▽加古川市立野口南小学校教頭 （加古川市立東神吉南小学校教頭） 松本　雅弘

▽加古川市立別府西小学校教頭 （加古川市立神野小学校教頭） 高森　隆子

▽高砂市立伊保南小学校教頭 （高砂市立米田西小学校教頭） 山口　收

▽西脇市立双葉小学校教頭 （西脇市立楠丘小学校教頭） 渡邊　美紀子

▽三木市立別所小学校教頭 （三木市立上吉川小学校教頭） 山﨑　淑

▽三木市立志染小学校教頭 （三木市立別所小学校教頭） 岩本　充洋

▽三木市立豊地小学校教頭 （三木市立志染小学校教頭） 勝部　浩子

▽三木市立緑が丘小学校教頭 （三木市立中吉川小学校教頭） 福山　育男

▽三木市立緑が丘東小学校教頭 （三木市立緑が丘小学校教頭） 中西　正弘

▽三木市立吉川小学校教頭 （三木市立みなぎ台小学校教頭） 冨田　佳泰

▽小野市立市場小学校教頭 （小野市立大部小学校教頭） 藤野　政憲

▽小野市立大部小学校教頭 （小野市立下東条小学校教頭） 西村　奈保子

▽加西市立富田小学校教頭 （加西市立日吉小学校教頭） 菅野　孝二

▽加西市立富合小学校教頭 （加西市立下里小学校教頭） 馬場　隆文

▽加西市立泉小学校教頭 （加西市立加西特別支援学校教頭） 高見　秀樹

▽加西市立北条東小学校教頭 （加西市立泉小学校教頭） 高見　成美

▽加東市立米田小学校教頭 （加東市立鴨川小学校教頭） 田邉　久嗣

▽加東市立鴨川小学校教頭 （加東市立米田小学校教頭） 真子　泰行

▽加東市立滝野南小学校教頭 （加東市立滝野中学校教頭） 金川　智恵

▽多可郡多可町立中町南小学校教頭 （多可郡多可町立松井小学校教頭） 竹内　晋一

▽多可郡多可町立松井小学校教頭 （多可郡多可町立杉原谷小学校教頭） 小林　良弘

▽多可郡多可町立杉原谷小学校教頭 （丹波市立青垣中学校教頭） 前田　洋二
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽姫路市立砥堀小学校教頭 （姫路市立別所小学校教頭） 山本　浩勝

▽姫路市立高岡小学校教頭 （姫路市立前之庄小学校教頭） 鐘ケ江　一宏

▽姫路市立城陽小学校教頭 （姫路市立八幡小学校教頭） 井ノ坂　泰生

▽姫路市立英賀保小学校教頭 （姫路市立安室東小学校教頭） 福中　貴彦

▽姫路市立広畑第二小学校教頭 （姫路市立網干西小学校教頭） 岸本　智裕

▽姫路市立大津小学校教頭 （姫路市立英賀保小学校教頭） 畠中　誠

▽姫路市立伊勢小学校教頭 （姫路市立余部小学校教頭） 服部　利枝

▽姫路市立網干西小学校教頭 （姫路市立伊勢小学校教頭） 福井　孝和

▽姫路市立安室東小学校教頭 （姫路市立南大津小学校教頭） 梶原　伸夫

▽姫路市立城乾小学校教頭 （姫路市立八木小学校教頭） 赤松　洋臣

▽姫路市立古知小学校教頭 （姫路市立船場小学校教頭） 長谷川　暁

▽姫路市立前之庄小学校教頭 （姫路市立砥堀小学校教頭） 大野　真一

▽姫路市立香呂小学校教頭 （姫路市立谷内小学校教頭） 山田　隆文

▽姫路市立安富南小学校教頭 （姫路市立高岡西小学校教頭） 原　雄一郎

▽相生市立相生小学校教頭 （相生市立中央小学校教頭） 綿田　里枝

▽相生市立那波小学校教頭 （相生市立相生小学校教頭） 北本　洋志

▽相生市立中央小学校教頭 （相生市立那波小学校教頭） 米澤　公子

▽たつの市立揖西西小学校教頭 （たつの市立越部小学校教頭） 松本　洋介

▽たつの市立神岡小学校教頭 （たつの市立揖西西小学校教頭） 上田　一輝

▽たつの市立東栗栖小学校教頭 （播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校教頭） 石田　毅

▽たつの市立香島小学校教頭 （たつの市立東栗栖小学校教頭） 仲前　千尋

▽たつの市立越部小学校教頭 （たつの市立神岡小学校教頭） 村瀬　茂

▽たつの市立半田小学校教頭 （たつの市立香島小学校教頭） 石野　誠悟

▽たつの市立御津小学校教頭 （たつの市立室津小学校教頭） 竹元　健二
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽赤穂市立塩屋小学校教頭 （赤穂市立原小学校教頭） 大鷹　昭則

▽宍粟市立山崎小学校教頭 （宍粟市立波賀小学校教頭） 田中　美和子

▽宍粟市立戸原小学校教頭 （姫路市立安富南小学校教頭） 西岡　徹

▽宍粟市立山崎西小学校教頭 （宍粟市立千種中学校教頭） 眞島　弘行

▽宍粟市立はりま一宮小学校教頭 （宍粟市立戸原小学校教頭） 春名　隆行

▽宍粟市立波賀小学校教頭 （宍粟市立神野小学校教頭） 井原　幸嗣

▽宍粟市立千種小学校教頭 （宍粟市立はりま一宮小学校教頭） 下段　庄司

▽神崎郡神河町立寺前小学校教頭 （神崎郡福崎町立福崎小学校教頭） 長元　睦美

▽神崎郡福崎町立福崎小学校教頭 （神崎郡神河町立寺前小学校教頭） 多田　謙吾

▽赤穂郡上郡町立上郡小学校教頭 （赤穂郡上郡町立高田小学校教頭） 寺本　淳

▽赤穂郡上郡町立高田小学校教頭 （赤穂郡上郡町立上郡小学校教頭） 大下　泰司

▽豊岡市立新田小学校教頭 （豊岡市立奈佐小学校教頭） 太田垣　完児

▽豊岡市立港小学校教頭 （豊岡市立日高小学校教頭） 岩崎　ひとみ

▽豊岡市立神美小学校教頭 （豊岡市立港東小学校教頭） 伊東　義則

▽豊岡市立日高小学校教頭 （豊岡市立弘道小学校教頭） 藏野　正樹

▽豊岡市立弘道小学校教頭 （豊岡市立福住小学校教頭） 古橋　衛

▽豊岡市立福住小学校教頭 （豊岡市立田鶴野小学校教頭） 西村　悟

▽豊岡市立小坂小学校教頭 （豊岡市立港西小学校教頭） 坂下　健

▽豊岡市立資母小学校教頭 （豊岡市立高橋小学校教頭） 森本　淳一

▽養父市立広谷小学校教頭 （養父市立建屋小学校教頭） 篠岡　博章

▽朝来市立糸井小学校教頭 （朝来市立生野小学校教頭） 椿本　義徳

▽朝来市立生野小学校教頭 （養父市立養父小学校教頭） 田村　徳久

▽香美町立長井小学校教頭 （香美町立香住第二中学校教頭） 宇川　智子

▽新温泉町立浜坂東小学校教頭 （新温泉町立温泉小学校教頭） 藤元　雅之
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽丹波篠山市立多紀小学校教頭 （丹波篠山市立西紀北小学校教頭） 細見　泰弘

▽丹波市立新井小学校教頭 （丹波市立和田小学校教頭） 梅垣　泰三

▽丹波市立中央小学校教頭 （丹波市立前山小学校教頭） 村岡　昌幸

▽丹波市立前山小学校教頭 （丹波市立青垣小学校教頭） 植木　政行

▽丹波市立船城小学校教頭 （丹波市立新井小学校教頭） 小林　敬子

▽洲本市立洲本第一小学校教頭 （洲本市立都志小学校教頭） 中村　由美

▽洲本市立都志小学校教頭 （洲本市立安乎中学校教頭） 小阪　文哉

▽洲本市立鮎原小学校教頭 （尼崎市立杭瀬小学校教頭） 平野　貴史

▽洲本市立堺小学校教頭 （洲本市立広石小学校教頭） 小林　恭子

▽南あわじ市立賀集小学校教頭 （洲本市立洲本第一小学校教頭） 仲野　恭代

▽淡路市立大町小学校教頭 （洲本市立鮎原小学校教頭） 原田　好之

▽淡路市立学習小学校教頭 （淡路市立中田小学校教頭） 中山　義章

▽南あわじ市・洲本市組合立広田小学校教頭 （尼崎市立塚口中学校教頭） 打越　博

（以上１３３名）
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立難波小学校教頭 （尼崎市教育委員会学び支援課指導主事） 森井　崇

▽尼崎市立浜小学校教頭 （尼崎市教育委員会こども教育支援課指導主事） 片村　文亨

▽尼崎市立大島小学校教頭 （尼崎市立武庫北小学校教諭） 藤本　哲也

▽尼崎市立七松小学校教頭 （尼崎市立七松小学校主幹教諭） 上川　賢郎

▽尼崎市立武庫小学校教頭 （尼崎市教育委員会特別支援教育担当係長） 神保　玲子

▽尼崎市立園田東小学校教頭 （尼崎市教育委員会特別支援教育担当指導主事） 吉識　泰士

▽尼崎市立上坂部小学校教頭 （尼崎市教育委員会こども教育支援課係長） 堀田　宗敬

▽尼崎市立武庫北小学校教頭 （尼崎市教育委員会学校教育課係長） 上村　知一郎

▽尼崎市立立花南小学校教頭 （尼崎市教育委員会いじめ防止生徒指導担当指導主事） 野川　啓

▽尼崎市立園田北小学校教頭 （尼崎市教育委員会学び支援課指導主事） 小林　誠一郎

▽尼崎市立園田南小学校教頭 （尼崎市教育委員会学校企画課係長） 柳　伸彦

▽西宮市立甲東小学校教頭 （西宮市教育委員会特別支援教育課指導主事） 枡井　省吾

▽西宮市立高木小学校教頭 （西宮市立高木小学校主幹教諭） 豊田　三奈

▽西宮市立南甲子園小学校教頭 （西宮市立段上小学校主幹教諭） 塩田　佳久

▽西宮市立今津小学校教頭 （西宮市教育委員会学校改革課指導主事） 西川　典克

▽西宮市立鳴尾小学校教頭 （西宮市立甲陽園小学校主幹教諭） 杉谷　達志

▽西宮市立瓦林小学校教頭 （西宮市立瓦林小学校主幹教諭） 宮嶋　拓真

▽西宮市立深津小学校教頭 （西宮市立深津中学校教諭） 木村　和泉

▽西宮市立東山台小学校教頭 （西宮市教育委員会教育職員課指導主事） 赤木　昭文

▽西宮市立高須小学校教頭 （西宮市立瓦林小学校教諭） 尾田　幸夫

▽芦屋市立打出浜小学校教頭 （芦屋市立山手小学校主幹教諭） 澁谷　英明

▽伊丹市立桜台小学校教頭 （伊丹市立桜台小学校主幹教諭） 水津　和雅

▽伊丹市立有岡小学校教頭 （伊丹市教育委員会総合教育センター主査） 村上　大介

▽伊丹市立昆陽里小学校教頭 （伊丹市立北中学校主幹教諭） 幸山　まどか
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽伊丹市立鴻池小学校教頭 （伊丹市教育委員会学校指導課主査） 安井　雅子

▽宝塚市立西山小学校教頭 （阪神教育事務所教育振興課指導主事） 上田　雄一郎

▽宝塚市立丸橋小学校教頭 （宝塚市教育委員会学校教育課副課長） 辻　晃英

▽宝塚市立山手台小学校教頭 （宝塚市立宝塚第一小学校主幹教諭） 衣笠　裕美

▽川西市立加茂小学校教頭 （川西市立川西中学校主幹教諭） 中井　治嗣

▽川西市立緑台小学校教頭 （川西市立清和台小学校主幹教諭） 宇城　康雄

▽三田市立三輪小学校教頭 （三田市立三輪小学校主幹教諭） 梶　京子

▽三田市立松が丘小学校教頭 （三田市立三田小学校教諭） 峯山　淳

▽明石市立人丸小学校教頭 （明石市立林小学校主幹教諭） 田中　一磨

▽明石市立藤江小学校教頭 （明石市立高丘西小学校主幹教諭） 中島　雅彦

▽明石市立谷八木小学校教頭 （明石市教育委員会児童生徒支援課青少年育成委センター主任指導主事） 鎌田　真幸

▽明石市立錦が丘小学校教頭 （明石市立清水小学校教諭） 大國　元久

▽明石市立高丘東小学校教頭 （義務教育課指導主事） 土田　誠一郎

▽加古川市立神野小学校教頭 （加古川市立平岡東小学校主幹教諭） 土田　直代

▽加古川市立平岡小学校教頭 （（公財）兵庫県生きがい創造協会派遣県立嬉野台生涯教育センター課長） 長谷川　敬志

▽加古川市立八幡小学校教頭 （加古川市立志方小学校主幹教諭） 野田　和裕

▽加古川市立上荘小学校教頭 （加古川市教育委員会教育指導部学校教育課指導主事） 畠山　真由美

▽加古川市立東神吉小学校教頭 （加古川市立平荘小学校主幹教諭） 田村　千恵

▽加古川市立志方東小学校教頭 （加古川市立氷丘南小学校主幹教諭） 岩崎　聖与

▽加古川市立平岡北小学校教頭 （加古川市市民部人権文化センター相談・啓発係長） 井上　博嗣

▽加古川市立東神吉南小学校教頭 （加古川市立志方東小学校主幹教諭） 栗山　真一

▽加古川市立若宮小学校教頭 （加古川市教育委員会教育指導部青少年育成課教育相談センター指導主事） 岡本　ひとみ

▽高砂市立荒井小学校教頭 （高砂市教育委員会教育部学校教育室学校教育課主幹） 横山　善彦

▽高砂市立米田小学校教頭 （高砂市立曽根小学校主幹教諭） 村田　佐織
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽高砂市立米田西小学校教頭 （高砂市立高砂小学校教諭） 岡本　浩子

▽西脇市立日野小学校教頭 （西脇市立重春小学校主幹教諭） 藤井　雅子

▽西脇市立楠丘小学校教頭 （西脇市教育委員会人権教育課長） 柳川瀬　輝彦

▽小野市立下東条小学校教頭 （小野市立小野中学校主幹教諭） 宮崎　順一

▽加西市立賀茂小学校教頭 （加西市立善防中学校主幹教諭） 難波　利克

▽加西市立下里小学校教頭 （加西市立北条中学校主幹教諭） 森脇　義記

▽加西市立九会小学校教頭 （加西市教育委員会学校教育課課長補佐） 大道　則彦

▽加西市立日吉小学校教頭 （加西市立泉中学校主幹教諭） 宮田　成夫

▽加西市立宇仁小学校教頭 （加西市立九会小学校主幹教諭） 渡邊　雅美

▽姫路市立太市小学校教頭 （姫路市立余部小学校教諭） 井上　香里

▽姫路市立城東小学校教頭 （姫路市教育委員会学校指導課指導主事） 古寺　弘憲

▽姫路市立船場小学校教頭 （姫路市教育委員会人権教育課指導主事） 藤澤　弘典

▽姫路市立八木小学校教頭 （姫路市立書写養護学校教諭） 水谷　健治

▽姫路市立糸引小学校教頭 （姫路市教育委員会学校指導課指導主事） 岡田　陽

▽姫路市立高浜小学校教頭 （姫路市立城乾小学校主幹教諭） 貝賀　慎一

▽姫路市立八幡小学校教頭 （阪神教育事務所主任指導主事） 田中　大介

▽姫路市立広畑小学校教頭 （姫路市立城陽小学校主幹教諭） 辰巳　智子

▽姫路市立余部小学校教頭 （姫路市教育委員会教育研修課管理指導主事） 中村　美穂

▽姫路市立別所小学校教頭 （姫路市教育委員会育成支援課指導主事） 小寺　研

▽姫路市立谷外小学校教頭 （姫路市教育委員会人権教育課管理指導主事） 濱　当純

▽姫路市立谷内小学校教頭 （姫路市立別所小学校主幹教諭） 河野　覚喜

▽姫路市立高岡西小学校教頭 （姫路市教育委員会育成支援課指導主事） 﨑谷　眞弘

▽姫路市立南大津小学校教頭 （姫路市立大津茂小学校主幹教諭） 西田　明子

▽姫路市立上菅小学校教頭 （姫路市立曽左小学校主幹教諭） 中山　純子
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽姫路市立中寺小学校教頭 （姫路市立香呂小学校主幹教諭） 藤原　里夏

▽たつの市立誉田小学校教頭 （たつの市立御津小学校主幹教諭） 田渕　直子

▽赤穂市立赤穂小学校教頭 （赤穂市立坂越小学校主幹教諭） 長安　健太

▽赤穂市立御崎小学校教頭 （赤穂市立赤穂小学校主幹教諭） 東　豊

▽赤穂市立坂越小学校教頭 （赤穂市立城西小学校教諭） 名定　英憲

▽赤穂市立有年小学校教頭 （赤穂市立原小学校教諭） 長棟　健太

▽赤穂市立原小学校教頭 （赤穂市立高雄小学校主幹教諭） 溝口　裕紀

▽赤穂市立赤穂西小学校教頭 （赤穂市立赤穂西小学校教諭） 市下　望

▽宍粟市立神野小学校教頭 （宍粟市立一宮北小学校主幹教諭） 上林　照代

▽神崎郡神河町立神崎小学校教頭 （神崎郡神河町立神崎小学校主幹教諭） 藤原　禎司

▽佐用郡佐用町立佐用小学校教頭 （佐用郡佐用町立上月小学校教諭） 柳　武志

▽豊岡市立田鶴野小学校教頭 （豊岡市立中筋小学校主幹教諭） 澤野　雅紀

▽豊岡市立八代小学校教頭 （豊岡市教育委員会こども教育課主幹兼指導主事） 加藤　美和

▽豊岡市立高橋小学校教頭 （豊岡市立豊岡小学校主幹教諭） 中川　郁

▽養父市立養父小学校教頭 （養父市立建屋小学校主幹教諭） 中村　彩子

▽養父市立建屋小学校教頭 （養父市立八鹿青渓中学校主幹教諭） 中尾　順二

▽朝来市立大蔵小学校教頭 （県立コウノトリの郷公園指導主事） 清水　裕貴

▽新温泉町立温泉小学校教頭 （新温泉町立浜坂北小学校主幹教諭） 中島　邦子

▽丹波篠山市立城東小学校教頭 （丹波篠山市教育委員会教育研究所副所長兼指導主事） 方山　直人

▽丹波篠山市立西紀北小学校教頭 （丹波篠山市立味間小学校主幹教諭） 高見　成幸

▽丹波市立崇広小学校教頭 （丹波市立船城小学校主幹教諭） 金子　徳孝

▽丹波市立和田小学校教頭 （丹波市立崇広小学校主幹教諭） 本庄　仁

▽丹波市立青垣小学校教頭 （丹波市立南小学校主幹教諭） 荒木　真也

▽丹波市立春日部小学校教頭 （丹波市立新井小学校主幹教諭） 宿院　毅
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令和３年４月１日付人事異動
小学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽丹波市立大路小学校教頭 （丹波市立南小学校主幹教諭） 石田　あゆみ

▽洲本市立洲本第二小学校教頭 （洲本市教育委員会学校教育課長補佐） 柴峠　佳宏

▽洲本市立広石小学校教頭 （淡路市立中田小学校主幹教諭） 吉岡　三生

▽南あわじ市立湊小学校教頭 （南あわじ市立辰美小学校主幹教諭） 今村　光輝

▽南あわじ市立榎列小学校教頭 （南あわじ市・洲本市組合立広田中学校主幹教諭） 小山　美和子

▽南あわじ市立八木小学校教頭 （南あわじ市立神代小学校主幹教諭） 朝田　幸代

▽南あわじ市立福良小学校教頭 （南あわじ市立沼島中学校主幹教諭） 髙木　敏行

▽南あわじ市立北阿万小学校教頭 （洲本市立五色中学校主幹教諭） 谷　泰伸

▽淡路市立志筑小学校教頭 （淡路市立北淡中学校主幹教諭） 谷　由美恵

▽淡路市立中田小学校教頭 （南あわじ市立西淡中学校主幹教諭） 栗原　健

▽淡路市立津名東小学校教頭 （淡路市立北淡小学校主幹教諭） 吉岡　幸広

▽淡路市立石屋小学校教頭 （淡路市立北淡小学校主幹教諭） 田中　秀人

▽淡路市立一宮小学校教頭 （淡路市立一宮小学校主幹教諭） 山田　裕理

（以上１０９名）
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令和３年３月31日付人事異動
小学校教頭 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽（尼崎市教育委員会事務局） （尼崎市立園田南小学校教頭） 石本　将史

▽（尼崎市教育委員会事務局） （尼崎市立武庫南小学校教頭） 尾崎　匡

▽退職 （西宮市立鳴尾小学校教頭） 谷口　裕記

▽退職 （西宮市立神原小学校教頭） 髙橋　浩司

▽（西宮市教育委員会事務局） （西宮市立深津小学校教頭） 會澤　寿之

▽（芦屋市教育委員会事務局） （芦屋市立打出浜小学校教頭） 森本　一徳

▽退職 （宝塚市立末広小学校教頭） 上山　和代

▽（宝塚市教育委員会事務局） （宝塚市立すみれガ丘小学校教頭） 中山　美穂

▽（明石市教育委員会事務局） （明石市立人丸小学校教頭） 敦見　信彦

▽（加古川市教育委員会事務局） （加古川市立加古川小学校教頭） 真鍋　裕美

▽退職 （加古川市立川西小学校教頭） 妻鹿　達也

▽（加古川市教育委員会事務局） （加古川市立平岡南小学校教頭） 辻　俊幸

▽（三木市教育委員会事務局） （三木市立豊地小学校教頭） 武内　克朗

▽退職 （多可郡多可町立中町南小学校教頭） 小林　真也

▽(姫路市教育委員会事務局) （姫路市立城東小学校教頭） 南原　けい子

▽(姫路市教育委員会事務局) （姫路市立高浜小学校教頭） 田渕　哲

▽(姫路市教育委員会事務局) （姫路市立広畑第二小学校教頭） 田渕　仁

▽退職 （姫路市立上菅小学校教頭） 桑名　孝政

▽退職 （たつの市立御津小学校教頭） 福田　博之

▽(赤穂市教育委員会事務局） （赤穂市立赤穂小学校教頭） 大谷　尚弘

▽退職 （赤穂市立御崎小学校教頭） 前田　達行

▽退職 （宍粟市立山崎西小学校教頭） 土居　清史

▽退職 （豊岡市立新田小学校教頭） 寺坂　純治

▽退職 （豊岡市立八代小学校教頭） 南　敦浩



令和３年３月31日付人事異動
小学校教頭 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽退職 （豊岡市立資母小学校教頭） 大谷　達郎

▽退職 （丹波市立春日部小学校教頭） 細谷　朋子

▽退職 （丹波市立船城小学校教頭） 村上　浩一

▽退職 （洲本市立堺小学校教頭） 杉山　徹

▽退職 （淡路市立津名東小学校教頭） 登　浩昭

（以上２９名）



令和３年４月１日付人事異動
中学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立塚口中学校教頭 （尼崎市立園田東中学校教頭） 西村　純一

▽尼崎市立園田東中学校教頭 （尼崎市立日新中学教頭） 大久保　陽造

▽西宮市立浜脇中学校教頭 （西宮市立山口中学校教頭） 河合　康信

▽西宮市立甲陵中学校教頭 （西宮市立瓦木中学校教頭） 香田　成範

▽西宮市立瓦木中学校教頭 （西宮市立浜甲子園中学校教頭） 行枩　久徳

▽西宮市立学文中学校教頭 （西宮市立上ケ原中学校教頭） 出石　基則

▽西宮市立山口中学校教頭 （西宮市立山口小学校教頭） 藤田　竜志

▽西宮市立浜甲子園中学校教頭 （西宮市立甲陵中学校教頭） 脇谷　孝彦

▽伊丹市立松崎中学校教頭 （伊丹市立桜台小学校教頭） 今井　克己

▽宝塚市立宝塚中学校教頭 （西宮市立鳴尾南中学校教頭） 加藤　正保

▽宝塚市立高司中学校教頭 （宝塚市立中山五月台中学教頭） 井川　勝博

▽宝塚市立光ガ丘中学校教頭 （宝塚市立宝塚中学校教頭） 後藤　憲一

▽三田市立上野台中学校教頭 （三田市立八景中学校教頭） 福岡　孝太郎

▽三田市立けやき台中学校教頭 （三田市立小野小学校教頭） 大江　潤敬

▽三田市立八景中学校教頭 （三田市立けやき台中学校教頭） 古井　善喜

▽明石市立錦城中学校教頭 （明石市立大蔵中学校教頭） 岩澤　泰宏

▽明石市立大蔵中学校教頭 （明石市立江井島中学校教頭） 森岡　浩信

▽明石市立江井島中学校教頭 （明石市立高丘東小学校教頭） 田中　裕一

▽加古川市立平岡中学校教頭 （加古川市立鳩里小学校教頭） 藤尾　昌也

▽加古川市立志方中学校教頭 （加古川市立平岡中学校教頭） 衣川　公彦

▽加古川市立平岡南中学校教頭 （加古川市立志方中学校教頭） 中尾　美樹

▽高砂市立高砂中学校教頭 （高砂市立米田小学校教頭） 橋本　尚人

▽高砂市立鹿島中学校教頭 （高砂市立荒井小学校教頭） 米田　敏之

▽高砂市立宝殿中学校教頭 （高砂市立鹿島中学校教頭） 内海　敬司
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令和３年４月１日付人事異動
中学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽西脇市立西脇東中学校教頭 （西脇市立黒田庄中学校教頭） 中根　良介

▽西脇市立西脇南中学校教頭 （西脇市立西脇中学校教頭） 宮下　晋一

▽三木市立緑が丘中学校教頭 （三木市立志染中学校教頭） 前田　義典

▽三木市立三木東中学校教頭 （三木市立星陽中学校教頭） 小俵　主也

▽三木市立吉川中学校教頭 （三木市立緑が丘中学校教頭） 金川　悟

▽小野市立小野中学校教頭 （小野市立旭丘中学校教頭） 阪田　明彦

▽加西市立加西中学校教頭 （加西市立北条中学校教頭） 小坂　卓司

▽加西市立善防中学校教頭 （加西市立泉中学校教頭） 高橋　千尋

▽加東市立滝野中学校教頭 （加東市立滝野南小学校教頭） 大畑　賢志

▽姫路市立飾磨中部中学校教頭 （姫路市立置塩中学校教頭） 出口　義久

▽姫路市立神南中学校教頭 （姫路市立飾磨東中学校教頭） 中西　義男

▽姫路市立安室中学校教頭 （姫路市立菅野中学校教頭） 内藤　章

▽姫路市立置塩中学校教頭 （姫路市立書写中学校教頭） 後藤　光憲

▽姫路市立菅野中学校教頭 （姫路市立香寺中学校教頭） 坪田　和史

▽姫路市立香寺中学校教頭 （姫路市立花田中学校教頭） 森川　寛司

▽たつの市立龍野西中学校教頭 （たつの市立半田小学校教頭） 前川　正樹

▽たつの市立新宮中学校教頭 （たつの市立龍野西中学校教頭） 益子　芳行

▽赤穂市立赤穂東中学校教頭 （赤穂市立赤穂西中学校教頭） 大鷹　義裕

▽神崎郡市川町立市川中学校教頭 （神崎郡市川町立鶴居中学校教頭） 雛倉　孝司

▽佐用郡佐用町立上月中学校教頭 （佐用郡佐用町立佐用中学校教頭） 高見　英治

▽佐用郡佐用町立上津中学校教頭 （佐用郡佐用町立上月中学校教頭） 篠原　弘充

▽香美町立小代中学校教頭 （香美町立長井小学校教頭） 邑橋　喜代子

▽新温泉町立浜坂中学校教頭 （香美町立小代中学校教頭） 木村　好伸

▽丹波篠山市立篠山中学校教頭 （丹波篠山市立多紀小学校教頭） 小嶋　拓也
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令和３年４月１日付人事異動
中学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽淡路市立津名中学校教頭 （淡路市立北淡中学校教頭） 野澤　弘志

（以上４９名）
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令和３年４月１日付人事異動
中学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立日新中学教頭 （尼崎市立小園中学校主幹教諭） 松村　高志

▽尼崎市立大成中学校教頭 （尼崎市立南武庫之荘中学校主幹教諭） 杉谷　剛一

▽尼崎市立立花中学校教頭 （尼崎市立園田東中学校主幹教諭） 濱﨑　成司

▽尼崎市立大庄中学校教頭 （尼崎市教育委員会学校教育課長） 平岩　健太郎

▽西宮市立鳴尾中学校教頭 （西宮市教育委員会学校保健安全課係長） 小濱　宏

▽西宮市立上ケ原中学校教頭 （西宮市立甲武中学校教諭） 田中　栄治

▽西宮市立鳴尾南中学校教頭 （西宮市立鳴尾南中学校主幹教諭） 中橋　良記

▽芦屋市立精道中学校教頭 （芦屋市立山手中学校主幹教諭） 岡田　力

▽伊丹市立笹原中学校教頭 （伊丹市立北中学校主幹教諭） 上田　誠司

▽宝塚市立安倉中学校教頭 （宝塚市教育委員会学校教育課副課長） 角谷　純子

▽宝塚市立中山五月台中学教頭 （宝塚市教育委員会教育研究課長） 筒井　啓介

▽三田市立富士中学校教頭 （三田市教育委員会学校教育課主幹） 荒木　裕樹

▽川辺郡猪名川町立猪名川中学校教頭 （猪名川町教育委員会学校教育課主幹） 石田　健一郎

▽明石市立大久保中学校教頭 （明石市教育委員会学校教育課指導主事） 庄司　淳一

▽明石市立二見中学校教頭 （明石市立望海中学校主幹教諭） 塚本　昌也

▽明石市立朝霧中学校教頭 （明石市教育委員会学校教育課指導主事） 米村　貴之

▽加古川市立中部中学校教頭 （加古川市立加古川中学校主幹教諭） 三ッ寺　恭子

▽加古川市立両荘中学校教頭 （加古郡播磨町立播磨中学校主幹教諭） 上野　稔子

▽高砂市立竜山中学校教頭 （高砂市立竜山中学校教諭） 白山　賢

▽加古郡稲美町立稲美中学校教頭 （加古郡稲美町立稲美北中学校主幹教諭） 松尾　恵宏

▽西脇市立西脇中学校教頭 （西脇市教育委員会学校教育課長） 永井　寿幸

▽西脇市立黒田庄中学校教頭 （西脇市立西脇南中学校主幹教諭） 竹内　友哉

▽三木市立星陽中学校教頭 （三木市教育委員会教育振興部学校教育課課長補佐兼指導主事） 小林 俊治

▽小野市立旭丘中学校教頭 （小野市立旭丘中学校主幹教諭） 玉田　見宏
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令和３年４月１日付人事異動
中学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽加西市立北条中学校教頭 （加西市教育委員会総合教育センター副所長） 三村　尚彦

▽加西市立泉中学校教頭 （加西市立善防中学校主幹教諭） 岩崎　和重

▽姫路市立増位中学校教頭 （姫路市立飾磨東中学校教諭） 髙田　幸典

▽姫路市立琴陵中学校教頭 （姫路市教育委員会学校指導課指導主事） 小林　良子

▽姫路市立飾磨東中学校教頭 （県立教育研修所主任指導主事） 古林　達也

▽姫路市立花田中学校教頭 （姫路市教育委員会学校指導課指導主事） 上野　純弥

▽姫路市立書写中学校教頭 （姫路市教育委員会学校指導課小中一貫教育推進係長） 藤澤　貴幸

▽相生市立双葉中学校教頭 （相生市教育委員会学校教育課指導主事） 浅見　忠秀

▽赤穂市立赤穂西中学校教頭 （赤穂市教育委員会学校教育課指導主事） 杉山　建一

▽宍粟市立山崎東中学校教頭 （宍粟市立山崎西中学校主幹教諭） 菅野　広太郎

▽宍粟市立千種中学校教頭 （宍粟市立山崎西中学校主幹教諭） 伊藤　美晶

▽神崎郡市川町立鶴居中学校教頭 （神崎郡市川町立鶴居中学校教諭） 木村　三寿

▽揖保郡太子町立太子東中学校教頭 （宍粟市立波賀中学校主幹教諭） 柳田　勝利

▽佐用郡佐用町立佐用中学校教頭 （佐用郡佐用町立上月中学校主幹教諭） 伊勢　幸弘

▽播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校教頭 （たつの市教育委員会学校教育課指導主事） 植木　基公

▽豊岡市立竹野中学校教頭 （豊岡市立豊岡南中学校主幹教諭） 藤本　久司

▽朝来市立和田山中学校教頭 （兵庫丹波の森協会丹波の森公苑主任文化専門員） 福田　和洋

▽丹波篠山市立今田中学校教頭 （丹波篠山市立西紀中学校教諭） 藤原　恭子

▽丹波市立和田中学校教頭 （丹波市教育委員会指導主事） 髙見　俊成

▽丹波市立青垣中学校教頭 （丹波市立青垣中学校主幹教諭） 尾松　正章

▽丹波市立春日中学校教頭 （丹波市立氷上中学校主幹教諭） 小澤　文信

▽洲本市立安乎中学校教頭 （洲本市立由良中学校主幹教諭） 俵谷　百合子

▽南あわじ市立三原中学校教頭 （南あわじ市立三原中学校主幹教諭） 佐野　美穂

▽淡路市立岩屋中学校教頭 （淡路市立一宮中学校教諭） 藤江　朝子
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令和３年４月１日付人事異動
中学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽淡路市立北淡中学校教頭 （淡路市立北淡中学校主幹教諭） 西本　恵資

（以上４９名）
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令和３年３月31日付人事異動
中学校教頭 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽（尼崎市教育委員会事務局） （尼崎市立立花中学校教頭） 後藤　聡志

▽（西宮市教育委員会事務局) （西宮市立浜脇中学校教頭） 濱本　新

▽（宝塚市教育委員会事務局） （宝塚市立高司中学校教頭） 平野　聖幸

▽退職 （宝塚市立安倉中学校教頭） 植原　俊晴

▽退職 （宝塚市立光ガ丘中学校教頭） 竹部　篤弘

▽退職 （高砂市立竜山中学校教頭） 久下　芳樹

▽(稲美町教育委員会事務局) （加古郡稲美町立稲美中学校教頭） 奥　陽一

▽(西脇市教育委員会事務局) （西脇市立西脇南中学校教頭） 松本　亨

▽（三木市教育委員会事務局） （三木市立吉川中学校教頭） 田中　智美

▽(加西市教育委員会事務局) （加西市立加西中学校教頭） 工藤　憲人

▽退職 （姫路市立安室中学校教頭） 池内　伸壽

▽(佐用町教育委員会事務局) （佐用郡佐用町立上津中学校教頭） 西川　典男

▽（朝来市教育委員会事務局） （朝来市立和田山中学校教頭） 岩野　智哉

▽（丹波篠山市教育委員会事務局） （丹波篠山市立篠山中学校教頭） 岸田　幸雄

▽（淡路市教育委員会事務局） （淡路市立津名中学校教頭） 仲野　幹

（以上１５名）
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令和３年４月１日付人事異動
義務教育学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校教頭 （西宮市立今津小学校教頭） 仁木　雄次郎

▽加東市立東条学園小中学校教頭 （加東市立東条東小学校教頭） 藤原　良二

▽加東市立東条学園小中学校教頭 （加東市立東条西小学校教頭） 柴崎　謙介

▽加東市立東条学園小中学校教頭 （加東市立東条中学校教頭） 田口　久雄

▽姫路市立豊富小中学校教頭 （姫路市立増位中学校教頭） 安村　克之

▽養父市立関宮学園教頭 （養父市立広谷小学校教頭） 藤本　新吾

（以上６名）
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令和３年４月１日付人事異動
義務教育学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽姫路市立豊富小中学校教頭 （姫路市教育委員会人権教育課指導主事） 宗野　遊幸

▽養父市立関宮学園教頭 （養父市立大屋中学校主幹教諭） 松井　功

（以上２名）
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令和３年３月31日付人事異動
義務教育学校教頭 退職

新補職名 現補職名 氏名

▽(姫路市教育委員会事務局) （姫路市立豊富小中学校教頭） 西川　康成

▽（養父市教育委員会事務局） （養父市立関宮学園教頭） 西垣　將輝

（以上２名）
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令和３年４月１日付人事異動
特別支援学校教頭 転任

新補職名 現補職名 氏名

▽尼崎市立あまよう特別支援学校教頭 （尼崎市立立花南小学校教頭） 馬場　憲一郎

▽宝塚市立養護学校教頭 （宝塚市立中山五月台小学校教頭） 椹木　努

（以上２名）
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令和３年４月１日付人事異動
特別支援学校教頭 採用

新補職名 現補職名 氏名

▽西宮市立西宮養護学校教頭 （西宮市教育委員会特別支援教育課係長） 渡邉　淳

▽加西市立加西特別支援学校教頭 （加西市立善防中学校教諭） 岩崎　公哉

▽姫路市立書写養護学校教頭 （姫路市教育委員会教育研修課指導主事） 吉田　英史

（以上３名）

- 56 -



令和３年３月31日付人事異動
特別支援学校教頭 退職

新補職名 現補職名 氏名

（該当者なし）
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令和３年４月１日付人事異動
在外教育施設派遣

新補職名 現補職名 氏名

▽大連日本人学校教諭 （尼崎市立塚口小学校教諭） 谷垣　諒

▽ヨハネスブルグ日本人学校教諭 （尼崎市立難波小学校教諭） 矢田　紳士

▽グアム日本人学校教諭 （尼崎市立成良中学校教諭） 延澤　遥子

▽広州日本人学校教諭 （西宮市立高木小学校教諭） 伊藤　優子

▽プラハ日本人学校教諭 （西宮市立甲陵中学校主幹教諭） 神原　克典

▽ロンドン日本人学校教諭 （西宮市立塩瀬中学校教諭） 森田　幸樹

▽ヤンゴン日本人学校教諭 （伊丹市立松崎中学校教諭） 山岡　望海

▽青島日本人学校教諭 （宝塚市立長尾中学校教諭） 向井　郁弥

▽サンチャゴ日本人学校教諭 （川辺郡猪名川町立猪名川中学校教諭） 榎本　裕至

▽ジャカルタ日本人学校 （加古川市立中部中学校教諭） 竹村　侑子

▽蘇州日本人学校教諭 （姫路市立大津小学校教諭） 岡本　祐子

▽ウィーン日本人学校教諭 （姫路市立飾磨西中学校教諭） 野中　惇

▽ロンドン日本人学校教諭 （神崎郡福崎町立福崎西中学校教諭） 齋藤　雄一

▽サンチャゴ日本人学校教諭 （朝来市立糸井小学校教諭） 水嶋　祥吾

（以上１４名）


