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令和４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４年３月 31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とともに、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）事務局マネジメント体制の強化（教育次長３人体制） 

    令和４年度は、県立高等学校及び特別支援学校の教育改革とともに、義務教育で

は兵庫型学習システムの推進など将来にわたる教育課題に取り組むスタートの年

となるため、総括役である次長体制を強化する。 

    教育職の次長を、県立学校担当と市町支援担当（義務教育）とし、行政職（管理

担当）との３人体制とする。 

 

【教育次長】 

【現 行】 【改 正】 
 

教育長   教育次長（管理担当） 

 

      教育次長（指導担当） 

 

 

教育長   教育次長（管理担当） 

 

      教育次長（県立学校担当） 

 

      教育次長（市町支援担当） 

 

 （２）喫緊の教育課題に対応 

① 教職員の人材確保の強化 

     教員志望者が減少する中、本県が選ばれる教育現場となるよう働きがいのある

学校づくりを推進するとともに、採用から資質向上まで一貫した養成を一層推進

できるよう、「教職員課」を「教職員企画課」と「教職員人事課」に改編する。 

     また、教員免許更新制の廃止を踏まえた研修体制の再構築など、人材育成を図

るため、県立教育研修所長に次長経験者を置く。 
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【教職員課】 

【現 行】 【改 正】 
 

教職員課長 

  参事 

   副課長  管理・免許班 

        給与・業務改善班 

 

   副課長  人事班 

        考査班 

 

教職員企画課長 

    副課長  管理・免許班 

         給与・業務改善班 

 

教職員人事課長 

    副課長  人事班 

考査班   

    

② 特別支援教育の環境整備の推進 

     障害種別に応じて実効性のある教育が実現できる環境整備を一層推進するた

め、特別支援教育課に「環境整備推進官（ﾀｽｸﾌｫｰｽ３年）」を設置する。 

 

【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 

 

副課長(整備担当) 整備班 

 

特別支援教育課長 

副課長(指導担当)     教育推進班 

 

環境整備推進官－副課長(整備担当) 整備班 

 

③ ＩＣＴ活用の推進 

県立高等学校において令和４年度新入生からＢＹＯＤによる一人一台端末を

導入することを契機に、小中学校及び特別支援学校とともに、ＩＣＴ環境を本格

的に活用した教育を推進するため、教育次長（管理担当）を総括責任者とする 

「ＩＣＴ活用推進委員会」を新たに設置する。 

ＩＣＴ活用事例の紹介、教員のＩＣＴ活用資質の向上、電子教科書の活用、環

境整備の充実などについて協議する。 

     【ＩＣＴ活用推進委員会】 

     

総括責任者

（環境整備） （活用推進） （活用推進） （教員養成）

・教育企画課長 ・高校教育課長 ・義務教育課長 ・教育研修所長
・財務課長 ・特別支援教育課長 ・特別支援教育

　センター所長
・教職員人事課長

  県立学校   市町立学校

教育次長
（市町支援担当）

　事務局：教育企画課委員長
教育次長

（管理担当）

副委員長
教育次長

（県立学校担当）
副委員長
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   ④ 市町支援の強化 

     複雑化する学校問題（いじめや不登校、非違行為など）に対して、市町立学校・

市町教育委員会等を総合的に支援する「学校問題サポートチーム」を設置し、教

育事務所長（６事務所）のリーダーシップを発揮できる体制を強化する。 

     

【教育事務所】 

【新 設】 
 

○学校問題サポートチーム 

教育事務所長 

副所長兼    教育事務推進専門員  学校支援専門員（7人） 

教育振興課長  (ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ)      ・生徒指導（いじめや不登校）、教科指導、特別支援教育、 

           ・支援内容・支援方法のコーディネート     教職員支援（非違行為・メンタルヘルス） 

副所長兼               スクールカウンセラー（1人） 

総務課長               ・心理的支援 

                   スクールソーシャルワーカー（2人） 

                   ・福祉的支援（学校と家庭・地域や関係機関との連携） 

 

 

（３）状況の変化に応じた対応 

   ① ＷＭＧ（ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ）担当の見直し 

     ＷＭＧ2021 関西の開催延期（2026 年５月予定）を踏まえ、スポーツ振興課に

担当を設置し、ＷＭＧ2021推進課を廃止する。 

 

   ② 専任参事職の見直し（全庁的な方針） 

     課参事が担う職務を明確にするため、呼称を改める。 

     「高校教育課参事（高校教育改革担当）」を「高校教育改革官」に、 

     「スポーツ振興課参事（神戸マラソン担当）」を「マラソン担当官」に改める。 

 

③ 県政改革への対応 

    兵庫県 県政改革方針に基づく検討（公的施設、公社、教職員公舎等の各分野）

を進めるため、総務課企画広報班に主幹（改革担当）を設置する。 
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２ 県立学校の組織改編（学科の改編） 

（１）職業学科を主とする学科の改編（１校） 
 

長田商業高等学校：「商業科」を「創造ビジネス科」に改編 

 

３ 市町立学校の組織改編 

（１）小学校の廃止等 

○宝塚市立中山五月台小学校及び中山桜台小学校を廃止し、 
宝塚市立中山台小学校を新設 

    ○三木市立東吉川小学校を三木市立吉川小学校に統合 
○宍粟市立伊水小学校及び都多小学校を廃止し、宍粟市立蔦沢小学校を新設 
○豊岡市立中竹野小学校及び竹野南小学校を廃止し、 
豊岡市立竹野小学校に統合 

 

（２）中学校の廃止等 

○猪名川町立中谷中学校及び六瀬中学校を廃止し、猪名川町立清陵中学校を新設 
○三木市立星陽中学校を三木市立三木中学校に統合 
○市川町立鶴居中学校を市川町立市川中学校に統合 
○南あわじ市立倭文中学校を南あわじ市立三原中学校に統合 

 

（参考） 

小学校 564校（前年度比△5校）、中学校 246校（前年度比△4校）、 

義務教育学校 6校（前年度比±0校） 
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Ⅱ 人事異動の状況 

 

１ 総括 

（１）異動規模 

     昨年並の規模（平成以降２番目：平均 6,491 人）となる。 

（単位：人） 

区    分 令和４年度 令和３年度 

事 務 局 職 員 等 ３３９      ３７７ 

県 立 学 校 教 職 員 ２，３５４    ２，１８７ 

市町立小･中･特別支援学校教職員   ４，５７６    ４，６４３ 

合    計    ７，２６９    ７，２０７ 

                         
 
 

（２）女性登用 

  新設する教育次長（市町支援担当）に義務教育課長 村田 かおり を登用するな

ど、積極的な女性登用を図り、女性比率は前年度を 1.5ポイント上回る 23.2％とな

る。 

                               （単位：人） 

     年度 

職名 
令和４年度 令和３年度 増 減 

事務局管理監督職 50/ 177  28.2%     51/  185  27.6% △1  0.6P 

県立学校管理職 145/ 547  26.5% 141/ 542 26.0% 4 0.5P 

 うち校長 ( 23/  162)  (14.2%) ( 22/  162) (13.6%) ( 1) (0.6P) 

市町立学校管理職 361/1,677 21.5% 333/1,692 19.7% 28 1.8P 

 うち校長 (169/  829)  (20.4%) (151/  838) (18.0%) (18) (2.4P) 

計 556/2,401  23.2% 525/2,419  21.7% 31 1.5P 

 
 

 

 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年３月策定～ 
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（３）管理職への若手の登用 

事務局課長級の登用者の最年少は、37歳（１名）。＜平均年齢は 52.4 歳＞ 

県立学校（校長、教頭、事務長）、市町立学校（校長、教頭）は以下のとおり。 

 登用者の最年少 (参 考） 

R3年度 

県

立

学

校 

校 長 53 歳 県立和田山高等学校長 小川 秀雄 

（県立八鹿高等学校教頭から） 

54歳 

教 頭 45 歳 県立豊岡高等学校教頭(定時制担当)田原 めぐみ 

（県立八鹿高等学校主幹教諭から） 

46歳 

事務長 45 歳 県立伊丹北高等学校事務長 大前 由香 

（県立宝塚西高校主査から） 

42歳 

市

町

立

学

校 

校 長 46 歳 尼崎市立大島小学校長 杉浦 文崇 

（尼崎市立難波の梅小学校教頭から） 

尼崎市立武庫南小学校長 大龍 正幸 

（尼崎市立武庫南小学校教頭から） 

46 歳 

教 頭 40 歳 宝塚市立末広小学校教頭 高橋 靖典 

（宝塚市立中山五月台小学校教諭から） 

40 歳 

 

２ 事務局（新規登用者） 

（１）事務局マネジメント体制 

    教育次長（県立学校担当） 稲次 一彦  (57) （教職員課長から） 

    教育次長（市町支援担当） 村田 かおり(55) （義務教育課長から） 

 （２）教育改革の推進体制  

    高校教育課長       新谷 浩一  (54) （阪神教育事務所長から） 

    義務教育課長       大久保 拓哉(51) （義務教育課副課長から） 

    特別支援教育課長     近都 勝豊  (56) （人権教育課長から） 

 （３）教員人材確保等の推進体制 

    県立教育研修所長     西田 健次郎(58)  （教育次長から） 

教職員企画課長      藤原 博文  (57) （（公財）兵庫県体育協会事務局長から） 

    教職員人事課長      大迎 規宏  (52) （教職員課副課長から） 

（４）その他 

  ① 事務局課長 

教育企画課長       山村 満理子(37) （文化庁文化財第二課課長補佐から） 

    財務課長         近藤  巧 （51） （市町振興課参事から） 

    人権教育課長       阿部 浩士  (55) （人権教育課副課長から） 
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② 教育事務所長 

阪神教育事務所長          木山 正規  (56) （県立山の学校長から） 

   播磨東教育事務所長     荒木 和仁  (54) （環境政策課環境学習参事から） 

   丹波教育事務所長      橋本 友生  (54) （教職員課参事（企画・調整担当）から） 

   淡路教育事務所長      東   弘美  (52) （県立教育研修所管理部長から） 

 

３ 教育機関非常勤館長の登用 

但馬やまびこの郷所長    齊藤 誠一  (65)  

現 神戸大学大学院人間発達環境学 

研究科准教授 

 

４ 県立学校 

（１）校長級                   （単位：人） 

 

区 分 

 

計 

異動者の内訳 

転 任 事務局 

から登用 

昇 任 

令和４年度 ７６ ３７ ８ ３１ 

令和３年度 ５９ ２３ ６ ３０ 

 

ア 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８名（令和３年 

度：６名）を登用した。 
 

（事務局等からの登用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立神戸高等学校長 

県立宝塚高等学校長 

県立阪神特別支援学校長 

県立明石北高等学校長 

県立高砂南高等学校長 

県立三木高等学校長 

県立赤穂高等学校 

県立豊岡聴覚特別支援学校長  

：西田 利也（57） 

：東  直也（58） 

：小俵 千智（57） 

：藤原 生也（57） 

：安東 靖貴（56） 

：桂  敦子（54） 

：大角 謙二（55） 

：森山  剛（54） 

高校教育課長から 

WMG 関西組織委員会次長兼部長から 

特別支援教育課長から 

淡路教育事務所長から 

人権啓発協会次長から 

播磨東教育事務所長から 

警察学校参事兼副校長から 

県立南但馬自然学校長から 
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（２）教頭級                   （単位：人） 

 

区 分 

 

計 

異動者の内訳 

転 任 事務局 

から登用 

昇 任 

令和４年度 １０５ ５７ ５ ４３ 

令和３年度 １２３ ６７ ６ ５０ 

 

ア 教頭複数配置モデル校の拡大 

教頭の負担軽減のため、新たにモデル校２校を複数教頭制とし、７校で校務分 

担等を検証する。 

     ・県立西宮高等学校、県立明石城西高等学校       （R2～） 
・県立御影高等学校、県立舞子高等学校、県立国際高等学校（R3～） 

・県立明石高等学校、県立姫路工業高等学校       （R4～） 
 

（３）事務長級                  （単位：人） 

 

区 分 

 

計 

異動者の内訳 

転 任 事務局 

から登用 

昇 任 

令和４年度 ７９ ４８ ９ ２２ 

令和３年度 ７０ ４８ １０ １２ 

 
（４）新規採用教員 

３１０名を採用する。 

(初任者の配置）             

（単位：人） 

年度 

職名 
令和４年度 令和３年度 

教  諭 ２９９ ２４３ 

養護教諭   １１ ５ 

栄養教諭    ０  ０ 

合  計 ３１０ ２４８ 

    ※神戸市立を除く市立高校を含む 
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５ 市町立学校 

（１）校長級                   （単位：人） 

 

区 分 

 

計 

異動者の内訳 

転 任 事務局等 

から登用 

昇 任 

令和４年度 ２９９ １２８ ３８ １３３ 

令和３年度 ３０８ １３６ ４９ １２３ 

 

（２）教頭級                   （単位：人） 

 

区 分 

 

計 

異動者の内訳 

転 任 事務局等 

から登用 

昇 任 

令和４年度 ３７２ １９３ ５２ １２７ 

令和３年度 ３５４ １９１ ６０ １０３ 

 

ア 教頭複数配置モデル校の配置 

学校運営の充実及び働きがいのある学校づくりの一層の推進に向け、モデル校

３校を複数教頭制とし、校務分担等を検証する。 

・伊丹市立伊丹小学校 

          ・加古川市立加古川中学校 

          ・姫路市立山陽中学校 

 

（３）新規採用教員 

    ７０１名を採用する。 
 

(初任者の配置） 

（単位：人） 

年度 

職名 
令和４年度 令和３年度 

教  諭 ６６７ ６７４ 

養護教諭   ２９   ３０ 

栄養教諭     ５   １１ 

合  計 ７０１ ７１５ 

 

 

 

 

 

(年齢は令和４年３月 31日現在) 

 



10級・９級

教育次長(県立学校担当) 教職員課長兼人事管理員 稲次　一彦

教育次長(市町支援担当) 義務教育課長 村田　かおり

県立教育研修所長 教育次長 西田　健次郎

（以上10級）

県立美術館次長 県立美術館次長兼館長補佐 奥野所　正樹

県立図書館次長
県立男女共同参画センター所長兼兵
庫県民総合相談センター参事

小藤　智代美

県立人と自然の博物館次長 農政環境部参事兼環境創造局参事 杉浦　聡

県立人と自然の博物館次長
県立人と自然の博物館自然・環境評
価研究部長

太田　英利

県立人と自然の博物館事業推進部長 県立人と自然の博物館主任研究員 藤本　真里

県立人と自然の博物館自然・環境評
価研究部長

県立人と自然の博物館主任研究員 髙野　温子

県立人と自然の博物館自然・環境マ
ネジメント研究部長

県立人と自然の博物館事業推進部長
兼自然・環境マネジメント研究部長

赤澤　宏樹

県立宝塚高等学校長
ワールドマスターズゲームズ2021関
西組織委員会次長兼競技部長

東　直也

（以上９級）

（以上教育次長）

令和４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

教育企画課長 文化庁文化財第二課課長補佐 山村　満理子

財務課長
企画県民部企画財政局市町振興課参
事

近藤　巧

教職員企画課長 体育協会事務局長 藤原　博文

教職員人事課長兼人事管理員 教職員課副課長 大迎　規宏

義務教育課長
義務教育課副課長兼初等・中学校教
育班長

大久保　拓哉

特別支援教育課長 人権教育課長 近都　勝豊

高校教育課長兼人事管理員 阪神教育事務所長 新谷　浩一

人権教育課長 人権教育課副課長 阿部　浩士

特別支援教育課環境整備推進官 財務課副課長 奥見　啓友

高校教育課高校教育改革官 高校教育課参事(高校教育改革担当) 兼本　浩孝

スポーツ振興課マラソン担当官
スポーツ振興課参事(神戸マラソン担
当)

織邊　剛

阪神教育事務所長 青少年本部県立山の学校長 木山　正規

播磨東教育事務所長
農政環境部環境創造局環境政策課環
境学習参事

荒木　和仁

丹波教育事務所長 教職員課参事(企画・調整担当) 橋本　友生

淡路教育事務所長 県立教育研修所管理部長 東　弘美

スポーツ協会事務局長兼総務部長 阪神教育事務所副所長兼総務課長 八瀬　英夫

スポーツ協会学校給食・食育支援セ
ンター所長

体育協会学校給食・食育支援セン
ター所長

遠入　政勝

ワールドマスターズゲームズ2021関
西組織委員会ディレクター(次長)

スポーツ振興課副課長兼スポーツ振
興事業班長

上村　泰之

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

令和４年４月１日付人事異動

- 2 -



８級

警察本部警察学校参事兼副校長
スポーツ振興課副課長兼競技・生涯
スポーツ班長

岡本　勇人

県立南但馬自然学校長
スポーツ振興課参事(スポーツ振興事
業担当)

田村　純一

県立教育研修所管理部長 播磨西教育事務所副所長兼総務課長 杉谷　かおり

県立美術館西宮分館長(再任用) 県立伊丹高等学校事務長(再任用) 山本　武司

県立考古博物館事業部長(再任用) 県立考古博物館事業部長 髙瀨　一嘉

青少年本部県立山の学校長 特別支援教育課副課長 田中　裕一

人権啓発協会次長兼啓発・研究部長
高校教育課学校問題支援室長兼義務
教育課副課長

富永　和典

県立神戸高等学校長 高校教育課長兼人事管理員 西田　利也

県立明石北高等学校長 淡路教育事務所長 藤原　生也

県立三木高等学校長 播磨東教育事務所長 桂　敦子

県立高砂南高等学校長 人権啓発協会次長兼啓発・研究部長 安東　靖貴

県立赤穂高等学校長 警察本部警察学校参事兼副校長 大角　謙二

県立阪神特別支援学校長 特別支援教育課長 小俵　千智

県立豊岡聴覚特別支援学校長 県立南但馬自然学校長 森山　剛

県立長田高等学校事務長 学事課副課長兼給与管理班長 三隅　千尋

県立豊岡高等学校事務長 但馬教育事務所副所長兼総務課長 倉田　悟

赤穂市立有年小学校長 人権教育課主任指導主事 西村　博子

豊岡市立府中小学校長
県立南但馬自然学校主任指導主事兼
指導課長

仲本　修二

たつの市立御津中学校長
ワールドマスターズゲームズ2021関
西組織委員会競技部副部長兼課長

春井　晃

令和４年４月１日付人事異動

現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名新　　　補　　　職　　　名
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８級

豊岡市立日高西中学校長
県立但馬やまびこの郷主任指導主事
兼指導課長

加藤　義弘

丹波市教育委員会教育部次長兼学校
教育課長

丹波教育事務所副所長兼教育振興課
長

池内　晃二

文化庁参事官（文化観光担当）付参
事官補佐

教育企画課長 髙橋　伸之

企画部総務課長 財務課長 中野　恭典

議会事務局議事課長 ＷＭＧ2021推進課長 榊　丈直

芸術文化協会県立芸術文化センター
総務部長

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

鷺森　正人

（以上８級）

令和４年４月１日付人事異動

氏　　　名新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名

- 4 -



７級

財務課副課長 社会教育課副課長兼施設・管理班長 山本　司

財務課副課長
県土整備部まちづくり局都市計画課
副課長

木戸　政視

教職員企画課副課長
企画県民部管理局人事課定員給与班
長

森田　晃

教職員人事課副課長 教職員課主任管理主事兼人事班長 赤坂　博和

学事課副課長 総務課総務人事班長 牧野　稔

学事課副課長兼給与管理班長 財務課学校経理・整備班長 西村　尚美

福利厚生課副課長兼管理・福祉班長 体育保健課副課長 谷　栄二

義務教育課副課長 義務教育課副課長兼管理班長 福島　豊

義務教育課副課長 義務教育課主任指導主事兼主幹 秋田　大輔

特別支援教育課副課長
特別支援教育課主任指導主事兼教育
推進班長

榎本　好子

高校教育課学校問題支援室長兼義務
教育課副課長

高校教育課主任指導主事兼主幹 辻　登志雄

人権教育課副課長
人権教育課主任指導主事兼指導・事
業班長

東内　淳

社会教育課副課長兼施設・管理班長 スポーツ振興課主幹 金田　基裕

体育保健課副課長 学事課副課長 吉山　雄二

スポーツ振興課副課長兼競技・生涯
スポーツ班長

体育保健課主任指導主事兼学校体育
班長

土井　一弥

阪神教育事務所副所長兼総務課長 阪神教育事務所総務課班長 木虎　珠美

播磨西教育事務所副所長兼総務課長 教職員課主幹 辰田　奈味

但馬教育事務所副所長兼総務課長 但馬農業高等学校事務長 井上　源和

令和４年４月１日付人事異動

氏　　　名新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名
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７級

丹波教育事務所副所長兼教育振興課
長

丹波教育事務所主任指導主事 山本　浩史

スポーツ協会スポーツ振興部長兼地
域スポーツ振興課長(再任用)

体育協会次長兼事業課長(再任用) 寺岡　正人

スポーツ協会部長補佐兼総務課長 体育協会総務課長 新谷　香織

県立美術館館長補佐兼総務課長 学事課学事班長 木原　真紀子

県立考古博物館館長補佐兼総務課長 ＷＭＧ2021推進課副課長兼推進班長 服部　寛

青少年本部県立神出学園副校長 県立のじぎく特別支援学校主幹教諭 市川 将人

教職員人事課主任管理主事兼人事班
長

教職員課主任管理主事兼主幹 天満　淳

義務教育課主任指導主事兼初等・中
学校教育班長

義務教育課主任指導主事 松尾　吉晃

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

乘松　宏美

人権教育課主任指導主事兼指導・事
業班長

人権啓発協会研修部長 今川　美幸

体育保健課主任指導主事兼学校体育
班長

体育保健課主任指導主事兼主幹 森鼻　崇文

スポーツ協会競技スポーツ振興課長 体育協会競技力向上課長 財田　幸治

教職員人事課主任管理主事兼主幹 教職員課主任管理主事兼主幹 隂山　理沙

教職員人事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 秦　良和

義務教育課主任指導主事兼主幹 義務教育課主任指導主事 大道　基伸

義務教育課主任指導主事兼主幹 義務教育課主任指導主事 垣内　頼彰

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 中井　里絵

体育保健課主任指導主事兼主幹
スポーツ振興課主任指導主事兼国際
広域スポーツ班長

髙尾　賢司

スポーツ振興課主任指導主事兼主幹 体育保健課主任指導主事 宮本　浩充

令和４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

県立特別支援教育センター主任指導
主事兼課長

県立美術館主任指導主事 里　知純

県立南但馬自然学校主任指導主事兼
指導課長

但馬教育事務所主任指導主事 山本　雅裕

県立但馬やまびこの郷主任指導主事
兼指導課長

県立但馬やまびこの郷主任指導主事 近藤　卓

県立教育研修所主任指導主事兼義務
教育研修課長

義務教育課主任指導主事兼主幹 早瀬　幸二

県立人と自然の博物館主任指導主事
兼生涯学習課長

丹波教育事務所主任指導主事兼管理
主事

井上　政行

人権啓発協会研修部長
青少年本部県立神出学園主任専門指
導員

中前　純一

阪神教育事務所主任指導主事兼総務
課班長

阪神教育事務所主任指導主事兼管理
主事

出藏　裕昭

播磨西教育事務所主任指導主事兼教
育振興課班長

県立南但馬自然学校主任指導主事 森本　裕紀

教職員人事課主任指導主事兼管理主
事

教職員課主任指導主事兼管理主事 野村　一

教職員人事課主任指導主事兼管理主
事

教職員課主任指導主事兼管理主事 大谷　典之

教職員人事課主任指導主事兼管理主
事

教職員課主任指導主事兼管理主事 佐野　知彦

社会教育課主任指導主事兼社会教育
主事

社会教育課主任指導主事 濱田　英美子

播磨東教育事務所主任指導主事兼社
会教育主事

播磨東教育事務所指導主事 若畑　雅子

但馬教育事務所主任指導主事兼社会
教育主事

但馬教育事務所主任指導主事 松元　善徳

丹波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 田中　昌史

スポーツ協会主任指導主事
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

窪　英樹

スポーツ協会主任指導主事 スポーツ振興課主任指導主事 長谷川　大輔

スポーツ協会主任指導主事 体育協会指導主事 上月　賢司

スポーツ協会主任指導主事 体育協会指導主事 由良　登志行

令和４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 氏　　　名現　　　補　　　職　　　名
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７級

義務教育課主任指導主事
青少年本部県立こどもの館主任児童
指導専門員

酒井　亮

義務教育課主任指導主事 ＷＭＧ2021推進課指導主事 世良田　康二

義務教育課主任指導主事 義務教育課指導主事 川添　悦子

高校教育課主任指導主事 ＷＭＧ2021推進課指導主事 小林　哲

高校教育課主任指導主事 県立教育研修所指導主事 野間　良重

高校教育課主任指導主事 高校教育課指導主事 上月　さやこ

高校教育課主任指導主事 高校教育課指導主事 堂阪　博文

高校教育課主任指導主事 体育保健課指導主事 中村　由利

人権教育課主任指導主事 スポーツ振興課指導主事 原田　義則

社会教育課主任指導主事 社会教育課指導主事 角野　陽介

体育保健課主任指導主事 スポーツ振興課指導主事 鵜野　敬二郎

スポーツ振興課主任指導主事 スポーツ振興課指導主事 東郷　雅立

丹波教育事務所主任指導主事 丹波教育事務所指導主事 岡田　智之

淡路教育事務所主任指導主事
淡路教育事務所主任指導主事兼管理
主事

長尾　雅史

県立教育研修所主任指導主事 播磨西教育事務所主任指導主事 藤本　直英

県立教育研修所主任指導主事
青少年本部県立神出学園主任専門指
導員

三浦　裕子

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

県立教育研修所指導主事兼教育企画
課指導主事

森川　征広

県立教育研修所主任指導主事 県立教育研修所指導主事 長尾　貴雄

県立教育研修所主任指導主事 県立教育研修所指導主事 室田　守

令和４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

県立人と自然の博物館主任指導主事 県立人と自然の博物館指導主事 安田　英生

県立神戸鈴蘭台高等学校教頭
県立人と自然の博物館主任指導主事
兼生涯学習課長

摺石　敏之

県立西宮南高等学校教頭 高校教育課主任指導主事 井上　珠郁

県立阪神昆陽高等学校教頭 青少年本部県立神出学園副校長 小原　靖

県立浜坂高等学校教頭
但馬教育事務所主任指導主事兼管理
主事

西岡　智也

県立氷上特別支援学校教頭
青少年本部県立山の学校主任専門指
導員

古屋　光晴

県立国際高等学校事務長 福利厚生課副課長兼管理・福祉班長 青木　栄治

県立農業高等学校事務長 県立考古博物館館長補佐兼総務課長 下阪　英作

県立社高等学校事務長 県立南但馬自然学校総務課長 鳥首　邦彦

県立洲本高等学校事務長 学事課学校施設助成班長 山中　孝紀

県立吉川高等学校主幹教諭 県立教育研修所主任指導主事 遠山　八千代

佐用町立三日月小学校教頭
県立教育研修所主任指導主事兼義務
教育研修課長

髙舘　裕児

丹波篠山市立味間小学校教頭
社会教育課主任指導主事兼社会教育
主事

中野　純也

洲本市立大野小学校教頭
淡路教育事務所主任指導主事兼社会
教育主事

前田　隆志

西宮市立苦楽園中学校教頭 阪神教育事務所主任指導主事 櫻木　雅哉

豊岡市立豊岡南中学校教頭 義務教育課主任指導主事 服部　隆

西宮市教育委員会教育研修課係長
社会教育課主任指導主事兼社会教育
主事

澤井　孝明

西宮市教育委員会学校教育課係長 阪神教育事務所主任指導主事 桑原　美和

南あわじ市教育委員会学校教育課副
課長兼指導主事

県立教育研修所主任指導主事 大濵　さおり

令和４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 氏　　　名現　　　補　　　職　　　名
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７級

まちづくり部営繕課副課長 財務課副課長 山盛　貴重

（以上７級）

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

令和４年４月１日付人事異動
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６級

総務課総務人事班長 総務課主幹 投石　彩

教育企画課教育企画班長 県立伊丹北高等学校事務長 美馬　恵司

財務課学校経理・整備班長 財務課主幹 森　旬子

財務課営繕班長
県土整備部住宅建築局営繕課営繕班
主幹兼病院局企画課主幹

山田　直樹

教職員企画課管理・免許班長 教職員課管理・免許班長 國眼　真一

教職員企画課給与・業務改善班長 病院局管理課主査 川田　将

教職員人事課考査班長 総務課主査 高井　裕介

学事課学校施設助成班長 阪神教育事務所管理主事 安尾　恵子

学事課学事班長
高等学校教育振興会奨学資金第２課
長

三浦　和宏

義務教育課管理班長 播磨東教育事務所総務課班長 櫻井　昭子

スポーツ振興課広域スポーツ班長 福利厚生課主幹 前田　容未子

スポーツ振興課マラソン班長
スポーツ振興課神戸マラソン推進班
長

岩本　純佳

総務課主幹 県立美術館総務課長 清水　武

総務課主幹 教育企画課教育企画班長 三木　雅幸

総務課主幹 県立相生産業高等学校事務長 石野　弘章

高等学校教育振興会奨学資金第２課
長

淡路教育事務所管理主事 片山　貴宏

まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部調査第２課長

県立考古博物館主査 小川　弦太

財務課主幹 総務課主幹 藤井　真木子

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名

令和４年４月１日付人事異動

氏　　　名
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６級

教職員企画課主幹 教職員課主査 小原　史也

福利厚生課主幹 六甲荘副支配人 中村　道代

スポーツ振興課主幹 県立宝塚西高等学校事務長 小林　美樹

県立南但馬自然学校総務課長 播磨東教育事務所管理主事 山下　明

県立但馬やまびこの郷総務課長 県立出石高等学校事務長 井上　博子

県立美術館課長(企画・広報担当)
産業労働部政策労働局産業政策課主
幹

政岡　伸一

県立美術館課長(近世日本・中国美術
担当)

県立美術館課長(魅力づくりプロジェ
クト担当)

柏木　知子

県立コウノトリの郷公園総務課長 但馬教育事務所主査 西田　和佳奈

青少年本部県立山の学校課長 県立龍野高等学校主査 小倉　智子

播磨東教育事務所総務課班長 播磨西教育事務所管理主事 住本　尚子

阪神教育事務所管理主事
文化庁地域文化創生本部事務局(実務
研修生)

藤岡　健吾

播磨東教育事務所管理主事 阪神教育事務所主査 髙橋　秀二

播磨西教育事務所管理主事 県立姫路聴覚特別支援学校主査 松本　天衣子

淡路教育事務所管理主事 県立淡路高等学校主査 真野　響

教職員人事課指導主事兼管理主事 教職員課指導主事兼管理主事 西面　尚史

教職員人事課指導主事兼管理主事 教職員課指導主事兼管理主事 笹原　新吾

教職員人事課指導主事兼管理主事 教職員課指導主事兼管理主事 尾田　貴之

教職員人事課指導主事兼管理主事 教職員課指導主事 野田　竜一

教職員人事課指導主事兼管理主事 県立多可高等学校教諭 植山　正彦

令和４年４月１日付人事異動

氏　　　名新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名

- 12 -



６級

阪神教育事務所指導主事兼管理主事 県立伊川谷北高等学校教諭 馬場　由利江

但馬教育事務所指導主事兼管理主事 県立教育研修所指導主事 菅野　祐輔

丹波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 前田　晃男

淡路教育事務所指導主事兼管理主事 淡路教育事務所指導主事 武久　真也

スポーツ協会指導主事 体育協会指導主事 三浦　裕和

スポーツ協会指導主事 体育協会指導主事 岡田　泰英

スポーツ協会指導主事 西宮市立苦楽園中学校教諭 横田　周典

教育企画課指導主事 播磨東教育事務所指導主事 齋藤　宏紀

教職員企画課指導主事 スポーツ振興課指導主事 入田　悠生

義務教育課指導主事 体育協会指導主事 佐藤　貴康

義務教育課指導主事 県立教育研修所指導主事 田中　賢司

特別支援教育課指導主事 県立神戸特別支援学校教諭 大林　温彦

高校教育課指導主事 県立武庫荘総合高等学校教諭 永野　祐一郎

社会教育課指導主事 淡路教育事務所防災教育専門推進員 片田　暁美

社会教育課指導主事 稲美町教育委員会事務局副課長 加藤　彰一

体育保健課指導主事 県立芦屋特別支援学校栄養教諭 落合　美香子

スポーツ振興課指導主事 県立須磨友が丘高等学校教諭 榎木　康雄

スポーツ振興課指導主事 体育保健課研修生 蓬野　弘幸

スポーツ振興課指導主事 宝塚市立西谷中学校教諭 大久保　裕美

令和４年４月１日付人事異動

現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名新　　　補　　　職　　　名
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６級

スポーツ振興課指導主事 県立長田高等学校教諭 時岡　信介

スポーツ振興課指導主事 教職員課研修生 本田　雅輝

阪神教育事務所指導主事 ＷＭＧ2021推進課指導主事 伊藤　大輔

阪神教育事務所指導主事 播磨東教育事務所指導主事 三﨑　淳一

播磨東教育事務所指導主事 体育協会指導主事 後藤　浩一朗

播磨東教育事務所指導主事 県立姫路西高等学校教諭 照井　大介

播磨西教育事務所指導主事 県立特別支援教育センター指導主事 勝山　護

但馬教育事務所指導主事 県立豊岡高等学校教諭 清水　晋一

丹波教育事務所指導主事 宝塚市立宝梅中学校教諭 廣野　孝朋

淡路教育事務所指導主事 教育企画課指導主事 倉本　裕樹

県立特別支援教育センター指導主事 洲本市立洲本第三小学校教諭 中原　洋彦

県立南但馬自然学校指導主事 丹波教育事務所情報教育専門推進員 芦田　直弥

県立但馬やまびこの郷指導主事 太子町立石海小学校教諭 赤穂　充洋

県立教育研修所指導主事 赤穂市立赤穂中学校教諭 平野　雅子

県立教育研修所指導主事 高校教育課指導主事 蘆田　典幸

県立教育研修所指導主事 県立姫路西高等学校教諭 小口　洋平

県立教育研修所指導主事 明石市立魚住東中学校教諭 藤原　崇之

県立教育研修所指導主事 明石市立望海中学校教諭 深坂　眞士

県立美術館指導主事 県立三木東高等学校教諭 角田　晃一

令和４年４月１日付人事異動

現　　　補　　　職　　　名新　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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６級

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

県立教育研修所研修員 前田　隆吾

青少年本部県立こどもの館児童指導
専門員

姫路市立大津中学校教諭 髙田　顕子

青少年本部県立神出学園主任専門指
導員

体育協会指導主事 大﨑　浩

青少年本部県立神出学園主任専門指
導員

スポーツ振興課指導主事 山本　紀子

青少年本部県立山の学校主任専門指
導員

播磨西教育事務所情報教育専門推進
員

酒谷　智史

県立豊岡総合高等学校事務長 県立コウノトリの郷公園総務課長 鳥井　ゆかり

県立和田山高等学校事務長 県立但馬やまびこの郷総務課長 小林　公市

県立北はりま特別支援学校事務長 播磨西教育事務所主査 川嶋　亜希子

県立赤穂特別支援学校事務長 青少年本部県立山の学校課長 岸口　智子

県立むこがわ特別支援学校主幹教諭
(栄養担当)

体育保健課指導主事 重廣　珠世

相生市教育委員会人権教育推進室長 播磨西教育事務所指導主事 鈴木　高志

企画部地域振興課公民連携班主幹
ワールドマスターズゲームズ2021関
西組織委員会総務部課長

田中　大輔

人事委員会事務局給与課給与班長 教職員課給与・業務改善班長 淺原　高宏

財務部総務課総務企画班長 教職員課考査班長 牧　理加子

産業労働部観光局観光振興課企画調
査班長

ＷＭＧ2021推進課主幹 赤尾　崇宏

企画部統計課人口統計班長 県立美術館課長(企画・広報担当) 細田　浩子

退職派遣((独)大学入試センター・試
験問題調査官)

教職員課指導主事兼管理主事 藤原　一平

神戸大学附属幼稚園教諭 義務教育課指導主事 松本　法尊

（以上６級）

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

令和４年４月１日付人事異動
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３月３１日付退職 　
　

船田　一彦

武田　雅和

佐藤　裕司

三浦　忠保

髙瀨　一嘉

寺戸　武志

神内　重邦

篠宮　正

（以上）

まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部調査第２課長

現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

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

県立人と自然の博物館次長

県立人と自然の博物館次長

六甲荘支配人

県立考古博物館事業部長

県立教育研修所主任指導主事

財務課営繕班長
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県立学校長 転任

県立御影高等学校長 県立川西北陵高等学校長 森本　成己

県立兵庫高等学校長 県立姫路飾西高等学校長 福浦　　潤

県立夢野台高等学校長 県立高砂南高等学校長 春名　正章

県立神戸鈴蘭台高等学校長 県立吉川高等学校長 松野　哲也

県立神戸甲北高等学校長 県立伊川谷北高等学校長 橿　　千種

県立伊川谷北高等学校長 県立西脇工業高等学校長 岡田　和利

県立神戸商業高等学校長 県立姫路北高等学校長 中野　卓哉

県立尼崎小田高等学校長 県立淡路高等学校長 伊藤　聖二

県立伊丹高等学校長 県立尼崎小田高等学校長 愛川　弘市

県立川西緑台高等学校長 県立神戸工業高等学校長 千葉　栄三

県立西宮高等学校長 県立川西緑台高等学校長 楠田　俊夫

県立鳴尾高等学校長 県立西宮南高等学校長 黒河内　雅典

県立西宮北高等学校長 県立長田商業高等学校長 宮本　美枝子

県立宝塚北高等学校長 県立伊川谷高等学校長 曽谷　　功

県立こやの里特別支援学校長 県立北はりま特別支援学校長 石川　勝己

県立篠山鳳鳴高等学校長 県立芦屋国際中等教育学校長 樋口　一哉

県立加古川北高等学校長 県立篠山東雲高等学校長 岸部　健司

県立東播磨高等学校長 県立姫路商業高等学校長 塚田　誠司

県立三木東高等学校長 県立日高高等学校長 児島　義人

県立いなみ野特別支援学校長 県立姫路聴覚特別支援学校長 高橋　幹夫

県立姫路飾西高等学校長 県立生野高等学校長 福田　孝善

令和４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 転任
令和４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立福崎高等学校長 県立千種高等学校長 齋藤　　勝

県立龍野高等学校長 県立上郡高等学校長 塚本　師仁

県立姫路しらさぎ特別支援学校長 県立姫路特別支援学校長 大内　雅勝

県立豊岡高等学校長 県立香住高等学校長 榮羽　　勝

県立生野高等学校長 県立夢前高等学校長 藤原　良光

（以上26名）
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県立学校長 採用

県立神戸高等学校長 （高校教育課長兼人事管理員） 西田　利也

県立伊川谷高等学校長 県立星陵高等学校教頭 衣笠　正人

県立神戸工業高等学校長 県立神崎工業高等学校教頭 永本　浩一

県立長田商業高等学校長 県立神戸商業高等学校教頭 中塚　正裕

県立青雲高等学校長 県立北摂三田高等学校教頭 谷口　慎哉

県立神戸聴覚特別支援学校長 県立川西緑台高等学校教頭 宮本　稚子

県立神戸特別支援学校長 県立こばと聴覚特別支援学校教頭 大脇　知子

県立西神戸高等特別支援学校長 県立こやの里特別支援学校教頭 石井　奈穂子

県立尼崎西高等学校長 県立尼崎北高等学校教頭 長谷部　元祥

県立川西明峰高等学校長 県立西宮高等学校教頭 辻　　真吾

県立西宮南高等学校長
県立阪神昆陽特別支援学校筆頭教
頭

白川　淳哉

県立宝塚高等学校長
（ワールドマスターズゲームズ2021
関西組織委員会次長兼競技部長）

東　　直也

県立阪神特別支援学校長 （特別支援教育課長） 小俵　千智

県立三田西陵高等学校長 県立神戸鈴蘭台高等学校教頭 切原　賀子

県立氷上高等学校長 県立三田西陵高等学校教頭 足立　　均

県立篠山東雲高等学校長 県立社高等学校教頭 臼井　和彦

県立氷上特別支援学校長 県立上野ケ原特別支援学校教頭 八乙女　利恵

県立明石北高等学校長 （淡路教育事務所長） 藤原　生也

県立高砂南高等学校長
（人権啓発協会次長兼啓発・研究
部長）

安東　靖貴

県立三木高等学校長 （播磨東教育事務所長） 桂　　敦子

県立吉川高等学校長 県立明石北高等学校教頭 藤本　哲也

令和４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４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長 県立加古川西高等学校教頭 藤岡　文博

県立東播工業高等学校長 県立相生産業高等学校教頭 伊藤　　淳

県立西脇工業高等学校長 県立明石城西高等学校教頭 橋本　智稔

県立西脇北高等学校長 県立三木高等学校教頭 三谷　　治

県立北はりま特別支援学校長 県立いなみ野特別支援学校教頭 多田　由紀子

県立赤穂高等学校長
（警察本部警察学校参事兼副校
長）

大角　謙二

県立上郡高等学校長 県立上郡高等学校教頭 村中　利章

県立千種高等学校長 県立姫路西高等学校教頭 松浦　弘幹

県立相生産業高等学校長 県立龍野北高等学校教頭 魚住　啓明

県立姫路北高等学校長 県立上郡高等学校教頭 德永　和彦

県立姫路聴覚特別支援学校長 県立姫路聴覚特別支援学校教頭 押部　俊治

県立赤穂特別支援学校長 県立姫路特別支援学校教頭 關　　史秋

県立日高高等学校長 県立村岡高等学校教頭 岡田　厚志

県立香住高等学校長 県立出石高等学校教頭 田中　一範

県立但馬農業高等学校長 県立豊岡高等学校教頭 岸本　良紀

県立和田山高等学校長 県立八鹿高等学校教頭 小川　秀雄

県立豊岡聴覚特別支援学校長 （県立南但馬自然学校長） 森山　　剛

県立淡路高等学校長 県立長田高等学校教頭 鎌野　正人

県立東灘高等学校長（再任用） 県立鳴尾高等学校長 島田　育生

県立尼崎北高等学校長（再任用） 県立御影高等学校長 中谷　安宏

県立川西北陵高等学校長（再任
用）

県立篠山鳳鳴高等学校長 細見　伸広
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県立学校長 採用
令和４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　名

県立芦屋国際中等教育学校長（再
任用）

県立伊丹高等学校長 磯村　　要

県立有馬高等学校長（再任用） 県立西宮高等学校長 萩原　健吉

県立上野ケ原特別支援学校長兼県
立高等特別支援学校長（再任用）

県立阪神特別支援学校長 塚本　久義

県立明石南高等学校長（再任用） 県立兵庫高等学校長 升川　清則

県立加古川南高等学校長（再任
用）

県立龍野高等学校長 前田　達也

県立農業高等学校長（再任用） 県立農業高等学校長 澤井　正志

県立夢前高等学校長（再任用） 県立加古川北高等学校長 森村　美佐

県立姫路商業高等学校長（再任
用）

県立神戸商業高等学校長 西村　直己

県立姫路特別支援学校長（再任
用）

県立いなみ野特別支援学校長 川口　あづさ

県立淡路三原高等学校長（再任
用）

県立淡路三原高等学校長 武中　聖子

（以上52名）
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県立学校長 退職

退職 県立御影高等学校長 中谷　安宏

退職 県立東灘高等学校長 徳山　　学

退職 県立兵庫高等学校長 升川　清則

退職 県立夢野台高等学校長 北川　真一郎

退職 県立神戸甲北高等学校長 笠谷　知代

退職 県立神戸商業高等学校長 西村　直己

退職 県立青雲高等学校長 赤松　潤子

退職 県立神戸聴覚特別支援学校長 柏　　早苗

退職 県立神戸特別支援学校長 陶山　　浩

退職 県立尼崎北高等学校長 大内　一浩

退職 県立尼崎西高等学校長 安曇　茂樹

退職 県立伊丹高等学校長 磯村　　要

退職 県立西宮高等学校長 萩原　健吉

退職 県立鳴尾高等学校長 島田　育生

退職 県立西宮北高等学校長 山村　修平

退職 県立宝塚北高等学校長 宮垣　　覚

退職 県立阪神特別支援学校長 塚本　久義

退職 県立こやの里特別支援学校長 加藤　敏浩

退職 県立篠山鳳鳴高等学校長 細見　伸広

退職 県立三田西陵高等学校長 奥山　勝巳

退職 県立氷上高等学校長 正井　秀明

令和４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４年３月31日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

退職 県立氷上特別支援学校長 石田　篤志

退職 県立上野ケ原特別支援学校長 若佐　孝司

退職 県立高等特別支援学校長 馬場　登美子

退職 県立明石南高等学校長 有働　敏美

退職 県立明石北高等学校長 安岡　久志

退職 県立加古川南高等学校長 髙見　政人

退職 県立加古川北高等学校長 森村　美佐

退職 県立三木高等学校長 高橋　信之

退職 県立三木東高等学校長 日下部　誠

退職 県立農業高等学校長 澤井　正志

退職 県立播磨農業高等学校長 栗林　孝一

退職 県立東播工業高等学校長 川西　一樹

退職 県立西脇北高等学校長 中野　裕和

退職 県立いなみ野特別支援学校長 川口　あづさ

退職 県立龍野高等学校長 前田　達也

退職 県立赤穂高等学校長 行本　健一

退職 県立相生産業高等学校長 柴田　英俊

退職 県立赤穂特別支援学校長 内海　貴美子

退職 県立姫路しらさぎ特別支援学校長 河村　有紀彦

退職 県立豊岡高等学校長 今井　一之

退職 県立和田山高等学校長 児島　克巳
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県立学校長 退職
令和４年３月31日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

退職 県立豊岡聴覚特別支援学校長 横田　　滋

退職 県立淡路三原高等学校長 武中　聖子

退職 県立神戸高等学校長（再任用） 世良田　重人

退職
県立神戸鈴蘭台高等学校長（再任
用）

尾原　周治

退職
県立西神戸高等特別支援学校長
（再任用）

岸　　恵美

退職
県立川西明峰高等学校長（再任
用）

井上　千早彦

退職 県立宝塚高等学校長（再任用） 森井　裕史

退職 県立有馬高等学校長（再任用） 奥田　　格

退職 県立東播磨高等学校長（再任用） 吉田　博昭

退職 県立福崎高等学校長（再任用） 長森　順子

退職
県立但馬農業高等学校長（再任
用）

吉田　邦彦

（以上53名）
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県立学校教頭 転任

県立長田高等学校教頭 県立小野高等学校教頭 桑田　圭介

県立星陵高等学校教頭 尼崎市立琴ノ浦高等学校教頭 柴田　憲作

県立須磨東高等学校教頭 県立国際高等学校教頭 前川　裕史

県立兵庫工業高等学校教頭 県立宝塚東高等学校教頭 中野　公雄

県立湊川高等学校教頭
県立上野ケ原特別支援学校教頭
（ひかりの森分教室担当）

佐藤　雅宣

県立長田商業高等学校教頭
県立農業高等学校教頭（定時制担
当）

松本　秀孝

県立のじぎく特別支援学校教頭
県立こやの里特別支援学校教頭
（猪名川分教室担当）

髙木  明日香

県立尼崎高等学校教頭 県立武庫荘総合高等学校教頭 佐々木　豊

県立尼崎西高等学校教頭 県立宝塚高等学校教頭 田中　慎一

県立川西緑台高等学校教頭 県立阪神昆陽高等学校教頭 山崎　俊喜

県立宝塚高等学校教頭 県立西宮香風高等学校教頭 小川　卓也

県立宝塚西高等学校教頭 県立宝塚北高等学校教頭 塚本　宏美

県立宝塚北高等学校教頭 県立川西明峰高等学校教頭 小宮山　宏之

県立こやの里特別支援学校教頭 県立阪神特別支援学校教頭 大中　美幸

県立阪神昆陽特別支援学校筆頭教
頭

県立のじぎく特別支援学校教頭 田邉　勝彦

県立氷上西高等学校教頭
県立姫路特別支援学校教頭（姫路
別所分教室担当）

西本　慶輔

県立北摂三田高等学校教頭 県立柏原高等学校教頭 富田　尚美

県立三田西陵高等学校教頭 県立湊川高等学校教頭 石井　良和

県立三田祥雲館高等学校教頭 県立西宮今津高等学校教頭 田中　優至

県立篠山産業高等学校教頭 県立農業高等学校教頭 伊林　淳弥

県立上野ケ原特別支援学校教頭 県立神戸特別支援学校教頭 堀井　美佐

令和４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４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立明石高等学校教頭 県立明石清水高等学校教頭 内藤　仁視

県立明石北高等学校教頭 県立明石高等学校教頭 藤井　　俊

県立明石西高等学校教頭 県立兵庫工業高等学校教頭 木澤　直子

県立明石清水高等学校教頭 県立視覚特別支援学校教頭 橋本　文子

県立明石城西高等学校教頭 県立西脇高等学校教頭 財前　　貴

県立加古川西高等学校教頭 県立網干高等学校教頭 森　　美樹

県立高砂高等学校教頭 県立芦屋国際中等教育学校教頭 川畑　俊博

県立西脇高等学校教頭 県立氷上西高等学校教頭 岩本　義裕

県立社高等学校教頭 県立西脇北高等学校教頭 隈元　優一

県立北条高等学校教頭
県立松陽高等学校教頭（定時制担
当）

山下　孝生

県立小野高等学校教頭
県立飾磨工業高等学校教頭（多部
制担当）

大内　克明

県立三木高等学校教頭 県立山崎高等学校教頭 古河　浩和

県立農業高等学校教頭 県立播磨特別支援学校教頭 松本　宗弘

県立西脇工業高等学校教頭 県立小野工業高等学校教頭 藤原　喜成

県立小野工業高等学校教頭
県立小野工業高等学校教頭（定時
制担当）

塚本　浩平

県立いなみ野特別支援学校教頭
県立姫路しらさぎ特別支援学校教
頭

岡田  美佳子

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

月野木  和彦

県立北はりま特別支援学校教頭 県立氷上特別支援学校教頭 谷水　郁代

県立姫路南高等学校教頭 県立家島高等学校教頭 小山　健治

県立網干高等学校教頭 県立姫路南高等学校教頭 岩田　一雄

県立家島高等学校教頭 県立明石城西高等学校教頭 山名　英雄
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県立学校教頭 転任
令和４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立相生高等学校教頭 県立明石西高等学校教頭 田中　良夫

県立上郡高等学校教頭 県立須磨東高等学校教頭 佐藤　　太

県立上郡高等学校教頭 県立伊和高等学校教頭 大永　秀徳

県立山崎高等学校教頭
県立龍野北高等学校教頭（定時制
担当）

藤井　生也

県立伊和高等学校教頭 県立多可高等学校教頭 吉田　宏之

県立相生産業高等学校教頭
県立相生産業高等学校教頭（定時
制担当）

花田  由紀広

県立豊岡高等学校教頭
県立豊岡高等学校教頭（定時制担
当）

濱本　　貢

県立香住高等学校教頭 県立浜坂高等学校教頭 森垣　泰宏

県立八鹿高等学校教頭 県立三田祥雲館高等学校教頭 尾松　浩明

県立豊岡総合高等学校教頭 県立和田山特別支援学校教頭 森澄　　実

県立豊岡聴覚特別支援学校教頭 県立北はりま特別支援学校教頭 足立　昭吾

（以上53名）
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県立学校教頭 採用

県立神戸鈴蘭台高等学校教頭
（県立人と自然の博物館主任指導
主事兼生涯学習課長）

摺石　敏之

県立神戸商業高等学校教頭 県立吉川高等学校主幹教諭 若山　賀世

県立視覚特別支援学校教頭 県立視覚特別支援学校主幹教諭 上条　佳伸

県立神戸特別支援学校教頭 県立須磨友が丘高等学校主幹教諭 岡村　正道

県立尼崎北高等学校教頭 西宮市立西宮高等学校教頭 大橋　　勇

県立尼崎小田高等学校教頭 県立篠山鳳鳴高等学校主幹教諭 森田　光彦

県立川西明峰高等学校教頭 県立神戸甲北高等学校主幹教諭 大川　幸二

県立西宮高等学校教頭 県立湊川高等学校主幹教諭 大崎　みずほ

県立西宮南高等学校教頭 （高校教育課主任指導主事） 井上　珠郁

県立西宮今津高等学校教頭 伊丹市立伊丹高等学校教頭 下浦　広章

県立宝塚東高等学校教頭 県立阪神昆陽高等学校主幹教諭 石橋　千恵

県立国際高等学校教頭 県立国際高等学校主幹教諭 吉岡　雅記

県立芦屋国際中等教育学校教頭 県立御影高等学校主幹教諭 福畠　一良

県立武庫荘総合高等学校教頭 県立須磨友が丘高等学校主幹教諭 松井　孝明

県立西宮香風高等学校教頭 県立西宮香風高等学校主幹教諭 江口　志織

県立阪神昆陽高等学校教頭
（青少年本部県立神出学園副校
長）

小原　　靖

県立神崎工業高等学校教頭 県立兵庫工業高等学校主幹教諭 山本　善一

県立こばと聴覚特別支援学校教頭
県立阪神昆陽特別支援学校主幹教
諭

西岡　美智子

県立阪神特別支援学校教頭 県立芦屋特別支援学校主幹教諭 山下　大樹

県立こやの里特別支援学校教頭
（猪名川分教室担当）

県立こやの里特別支援学校主幹教
諭

月嶹　友昭

県立柏原高等学校教頭 県立宝塚高等学校主幹教諭 髙橋　義尚

令和４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４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立有馬高等学校教頭 県立三田西陵高等学校主幹教諭 坂本　多津子

県立氷上特別支援学校教頭
（青少年本部県立山の学校主任専
門指導員）

古屋　光晴

県立上野ケ原特別支援学校教頭
（ひかりの森分教室担当）

県立阪神昆陽特別支援学校主幹教
諭

西原　宏昭

県立高等特別支援学校教頭 県立芦屋特別支援学校主幹教諭 澤田　圭司

県立明石高等学校教頭 県立淡路三原高等学校主幹教諭 青木　智子

県立明石城西高等学校教頭 県立兵庫工業高等学校主幹教諭 櫻井　大輔

県立松陽高等学校教頭（定時制担
当）

県立東灘高等学校主幹教諭 坂野　暢則

県立多可高等学校教頭 県立西脇工業高等学校主幹教諭 山村　明生

県立農業高等学校教頭（定時制担
当）

県立東播工業高等学校主幹教諭 池野　真也

県立小野工業高等学校教頭（定時
制担当）

県立東播工業高等学校主幹教諭 山内　猛史

県立西脇北高等学校教頭 県立西脇工業高等学校主幹教諭 笹城戸　清司

県立いなみ野特別支援学校教頭
（あおの訪問学級担当）

県立東はりま特別支援学校主幹教
諭

竹内　雅彦

県立姫路東高等学校教頭 明石市立明石商業高等学校教頭 田中　盛雄

県立姫路工業高等学校教頭 県立三木東高等学校主幹教諭 堀内　宏樹

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（多部制）
主幹教諭

小幡　真之

県立龍野北高等学校教頭 県立姫路東高等学校主幹教諭 古河　真紀子

県立龍野北高等学校教頭（定時制
担当）

県立姫路北高等学校主幹教諭 澤井　　敬

県立相生産業高等学校教頭（定時
制担当）

県立姫路商業高等学校主幹教諭 佐藤　義尚

県立姫路聴覚特別支援学校教頭 県立東播磨高等学校主幹教諭 木村　友一

県立姫路特別支援学校教頭
県立東はりま特別支援学校主幹教
諭

藤本　寿雄

県立姫路特別支援学校教頭（姫路
別所分教室担当）

県立明石清水高等学校主幹教諭 田村　昌路
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県立学校教頭 採用
令和４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教頭 県立赤穂特別支援学校主幹教諭 久野　浩司

県立姫路しらさぎ特別支援学校教
頭

県立北はりま特別支援学校主幹教
諭

大牧　愛由美

県立豊岡高等学校教頭（定時制担
当）

県立八鹿高等学校主幹教諭 田原　めぐみ

県立出石高等学校教頭 県立生野高等学校主幹教諭 橋本　幸誠

県立浜坂高等学校教頭
（但馬教育事務所主任指導主事兼
管理主事）

西岡　智也

県立村岡高等学校教頭 県立生野高等学校主幹教諭 中尾　　浩

県立和田山特別支援学校教頭 県立和田山特別支援学校主幹教諭 桺本　真一

尼崎市立琴ノ浦高等学校教頭 県立兵庫工業高等学校主幹教諭 髙見　和正

（以上50名）
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県立学校教頭 退職

退職 県立尼崎高等学校教頭 西岡　敬三

退職 県立尼崎西高等学校教頭 竹中　浩二

退職 県立尼崎小田高等学校教頭 川田　久美子

退職 県立西宮南高等学校教頭 奥村　裕幸

退職 県立宝塚西高等学校教頭 田中　房雄

退職 県立篠山産業高等学校教頭 藤浦　　薫

退職 県立高砂高等学校教頭 小柴　直樹

退職 県立西脇工業高等学校教頭 松陰　和也

退職 県立いなみ野特別支援学校教頭 本間　正泰

退職 県立姫路東高等学校教頭 藤原　勝博

退職 県立相生高等学校教頭 八十川　洋一

退職 県立香住高等学校教頭 走出　公之

退職 県立豊岡総合高等学校教頭 古家　里志

退職 県立豊岡聴覚特別支援学校教頭 小倉　雄二

西宮市立西宮高等学校教頭 県立北条高等学校教頭 竹原　一典

（以上15名）

令和４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

県立御影高等学校事務長 県立洲本高等学校事務長 長江　成人

県立湊川高等学校事務長 県立のじぎく特別支援学校事務長 三上　勝也

県立星陵高等学校事務長 県立西宮高等学校事務長 黒住　健

県立舞子高等学校事務長 県立播磨南高等学校事務長 佐藤　和子

県立神戸高塚高等学校事務長 県立長田商業高等学校事務長 瀬島　恭司

県立尼崎稲園高等学校事務長 県立西宮北高等学校事務長 大松　正江

県立西宮高等学校事務長 県立芦屋特別支援学校事務長 清水　亜美

県立西宮今津高等学校事務長 県立こやの里特別支援学校事務長 飯尾　彦人

県立西宮北高等学校事務長 県立国際高等学校事務長 長田　栄作

県立宝塚西高等学校事務長 県立西宮今津高等学校事務長 坂本　てるみ

県立北摂三田高等学校事務長 県立社高等学校事務長 宇野　裕美

県立柏原高等学校事務長 県立篠山東雲高等学校事務長 御川　善久

県立篠山鳳鳴高等学校事務長 県立和田山特別支援学校事務長 前川　勝哉

県立篠山東雲高等学校事務長 県立吉川高等学校事務長 大竹　恵子

県立明石西高等学校事務長 県立東灘高等学校事務長 長田　登志枝

県立明石清水高等学校事務長 県立太子高等学校事務長 大西　明美

県立加古川東高等学校事務長 県立播磨農業高等学校事務長 上村　晃代

県立加古川南高等学校事務長 県立東はりま特別支援学校事務長 福本　勢津子

県立多可高等学校事務長 県立北はりま特別支援学校事務長 住谷　みゆき

県立三木北高等学校事務長 県立伊丹西高等学校事務長 山口　雄蔵

県立松陽高等学校事務長 県立三木北高等学校事務長 稲森　直樹

県立東播磨高等学校事務長 県立御影高等学校事務長 大月　正行

県立播磨南高等学校事務長 県立三木東高等学校事務長 中野　由美

令和４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４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立小野工業高等学校事務長 県立加古川南高等学校事務長 小南　尚子

県立三木東高等学校事務長 県立伊川谷高等学校事務長 水島　由美江

県立網干高等学校事務長 県立姫路飾西高等学校事務長 田中　隆之

県立姫路飾西高等学校事務長 県立神崎高等学校事務長 黒柿　利恵

県立姫路工業高等学校事務長 県立農業高等学校事務長 吉村　聡

県立姫路商業高等学校事務長 県立明石南高等学校事務長 藤村　和尚

県立相生高等学校事務長 県立網干高等学校事務長 栗山　健二

県立相生産業高等学校事務長 県立香寺高等学校事務長 松本　睦之

県立太子高等学校事務長 県立神戸高塚高等学校事務長 吉岡　晃子

県立神崎高等学校事務長 県立生野高等学校事務長 小林　宏臣

県立香寺高等学校事務長 県立舞子高等学校事務長 松岡　幹朗

県立佐用高等学校事務長 県立千種高等学校事務長 志水　幸代

県立山崎高等学校事務長 兵庫県立大学附属高等学校事務長 尾崎　隆博

県立出石高等学校事務長 県立和田山高等学校事務長 加藤　美幸

県立生野高等学校事務長 県立西脇北高等学校事務長 下山　泰宏

県立洲本実業高等学校事務長 県立あわじ特別支援学校事務長 熊田　利恵

県立淡路三原高等学校事務長 県立洲本実業高等学校事務長 高嶋　登志美

県立のじぎく特別支援学校事務長 県立錦城高等学校事務長 田中　英昭

県立こやの里特別支援学校事務長 県立湊川高等学校事務長 福島　敏徳

県立芦屋特別支援学校事務長 県立神戸北高等学校事務長 住田　恭子

県立東はりま特別支援学校事務長 県立明石西高等学校事務長 前田　佳保里

県立西はりま特別支援学校事務長 県立佐用高等学校事務長 田口　一仁

県立和田山特別支援学校事務長 県立柏原高等学校事務長 山口　美奈子
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県立学校事務長 転任
令和４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立あわじ特別支援学校事務長 県立淡路三原高等学校事務長 榊原　英二

兵庫県立大学附属高等学校事務長 県立赤穂特別支援学校事務長 東道　恵子

県立播磨農業高等学校事務長（再任
用）

県立東播磨高等学校事務長（再任
用）

宮脇　恒彦

県立神戸甲北高等学校事務長（７級
昇任）

県立神戸甲北高等学校事務長 三木　佳世子

県立村岡高等学校事務長（７級昇
任）

県立村岡高等学校事務長 鶴田　宏

県立津名高等学校事務長（８級昇
任）

県立津名高等学校事務長 内匠　靖彦

（以上52名）
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県立学校事務長 採用

県立東灘高等学校事務長 県立神戸高等学校主査 石﨑　妙

県立神戸北高等学校事務長 県立加古川北高等学校主査 梶本　千薫子

県立長田高等学校事務長 学事課副課長兼給与管理班長 三隅　千尋

県立伊川谷高等学校事務長 県立尼崎工業高等学校主査 多賀　郁代

県立神崎工業高等学校事務長 県立宝塚東高等学校主査 舩濵　徹

県立国際高等学校事務長 福利厚生課副課長兼管理・福祉班長 青木　栄治

県立伊丹北高等学校事務長 県立宝塚西高等学校主査 大前　由香

県立伊丹西高等学校事務長 県立阪神昆陽特別支援学校主査 清　多江

県立錦城高等学校事務長 県立兵庫工業高等学校主査 平　高典

県立農業高等学校事務長 県立考古博物館館長補佐兼総務課長 下阪　英作

県立西脇北高等学校事務長 県立有馬高等学校主査 谷山　健一

県立社高等学校事務長 県立南但馬自然学校総務課長 鳥首　邦彦

県立豊岡高等学校事務長 但馬教育事務所副所長兼総務課長 倉田　悟

県立豊岡総合高等学校事務長 県立コウノトリの郷公園総務課長 鳥井　ゆかり

県立和田山高等学校事務長 県立但馬やまびこの郷総務課長 小林　公市

県立洲本高等学校事務長 学事課学校施設助成班長 山中　孝紀

県立北はりま特別支援学校事務長 播磨西教育事務所主査 川嶋　亜希子

県立赤穂特別支援学校事務長 青少年本部県立山の学校課長 岸口　智子

県立長田商業高等学校事務長（再任
用）

県立神崎工業高等学校事務長 吉野　正一郎

県立芦屋高等学校事務長（再任用） 県立長田高等学校事務長 町中　浩文

県立伊丹高等学校事務長（再任用） 県立尼崎稲園高等学校事務長 山本　浩己

県立有馬高等学校事務長（再任用） 六甲荘支配人 三浦　忠保

県立明石南高等学校事務長（再任
用）

県立芦屋高等学校事務長 水谷　弥生

令和４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 採用
令和４年４月１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名

県立吉川高等学校事務長（再任用） 県立篠山鳳鳴高等学校事務長 梶村　裕之

県立北条高等学校事務長（再任用） 県立姫路工業高等学校事務長 高橋　義孝

県立千種高等学校事務長（再任用） 県立山崎高等学校事務長 杉元　千穂

県立但馬農業高等学校事務長（再任
用）

県立豊岡高等学校事務長 山口　直樹

（以上27名）
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県立学校事務長 退職

退職 県立星陵高等学校事務長 平井　明子

退職 県立有馬高等学校事務長 椋田　千亜紀

退職 県立明石清水高等学校事務長 水嶋　義広

退職 県立多可高等学校事務長 田中　恵美

退職 県立松陽高等学校事務長 新居　真理

退職 県立北条高等学校事務長 井上　こずえ

退職 県立姫路商業高等学校事務長 正田　美智子

退職 県立相生高等学校事務長 山内　小百合

退職 県立豊岡総合高等学校事務長 鯉渕　朝生

退職 県立西はりま特別支援学校事務長 田中　弘美

退職 県立伊丹高等学校事務長（再任用） 山本　武司

退職
県立北摂三田高等学校事務長（再任
用）

山添　浩二

退職
県立加古川東高等学校事務長（再任
用）

六車　進吉

退職
県立小野工業高等学校事務長（再任
用）

住本　典彦

総務課主幹 県立相生産業高等学校事務長 石野　弘章

教育企画課教育企画班長 県立伊丹北高等学校事務長 美馬　恵司

スポーツ振興課主幹 県立宝塚西高等学校事務長 小林　美樹

但馬教育事務所副所長兼総務課長 県立但馬農業高等学校事務長 井上　源和

県立但馬やまびこの郷総務課長 県立出石高等学校事務長 井上　博子

（以上19名）

令和４年３月３１日付人事異動

新　　　補　　　職　　　名 現　　　補　　　職　　　名 氏　　　名
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小学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

尼崎市立七松小学校長 尼崎市立園和北小学校長 中島　賀子

尼崎市立上坂部小学校長 尼崎市立園田東小学校長 馬場　直子

尼崎市立園田南小学校長 尼崎市立大島小学校長 井上　雅登

尼崎市立明城小学校長 尼崎市立浦風小学校長 宇川　光平

西宮市立小松小学校長 西宮市立春風小学校長 乾　公人

西宮市立津門小学校長 西宮市立浜脇中学校長 辻村　隆

西宮市立甲陽園小学校長 西宮市立浜脇小学校長 粟屋　邦子

西宮市立深津小学校長 西宮市立瓦木小学校長 藤田　佳樹

芦屋市立精道小学校長 芦屋市立打出浜小学校長 浦山　佳代

伊丹市立有岡小学校長 伊丹市立荒牧中学校長 森本　一登

宝塚市立長尾南小学校長 宝塚市立山手台小学校長 井上　秀清

宝塚市立山手台小学校長 宝塚市立中山五月台小学校長 木下　明人

川西市立川西小学校長 川西市立清和台南小学校長 岩永　恒和

川西市立加茂小学校長 川西市立久代小学校長 羽瀬　克彦

川西市立清和台小学校長 川西市立陽明小学校長 福竹　優子

三田市立三輪小学校長 三田市立高平小学校長 田中　智久

三田市立志手原小学校長 三田市立松が丘小学校長 山本　克之

三田市立高平小学校長 三田市立本庄小学校長 新谷　巧一

川辺郡猪名川町立猪名川小学校長 川辺郡猪名川町立つつじが丘小学校長 万代　典保

川辺郡猪名川町立白金小学校長 川辺郡猪名川町立猪名川小学校長 鈴木　裕治

川辺郡猪名川町立つつじが丘小学校長 川辺郡猪名川町立白金小学校長 曽谷　祥介

明石市立人丸小学校長 明石市立高丘西小学校長 藤田　靖

令和４年４月１日付人事異動
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小学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

令和４年４月１日付人事異動

明石市立山手小学校長 明石市立中崎小学校長 濱谷　達也

加古川市立西神吉小学校長 加古川市立東神吉南小学校長 今津　恵

加古川市立東神吉南小学校長 加古川市立野口北小学校長 田中　康彦

高砂市立米田西小学校長 高砂市立阿弥陀小学校長 梶川　修二

高砂市立伊保南小学校長 高砂市立中筋小学校長 原　昭二郎

加古郡播磨町立蓮池小学校長 宝塚市立美座小学校長 井上　英義

加古郡播磨町立播磨西小学校長 加古郡播磨町立蓮池小学校長 藤原　由香

三木市立豊地小学校長 三木市立三木特別支援学校長 小林　義直

三木市立緑が丘小学校長 三木市立豊地小学校長 善村　龍昭

三木市立自由が丘小学校長 三木市立口吉川小学校長 大塚　康生

三木市立緑が丘東小学校長 三木市立自由が丘小学校長 大田　直樹

小野市立大部小学校長 小野市立河合小学校長 吉岡　優

加西市立日吉小学校長 加西市立加西特別支援学校長 藤元　貴英

加東市立米田小学校長 加東市立三草小学校長 登　光広

加東市立鴨川小学校長 加東市立滝野南小学校長 福井　明

加東市立滝野南小学校長 加東市立米田小学校長 大江　みさ子

多可郡多可町立松井小学校長 多可郡多可町立中町中学校長 橋本　衛

多可郡多可町立杉原谷小学校長 多可郡多可町立松井小学校長 荻野　学

姫路市立船場小学校長 姫路市立広畑第二小学校長 枡田　竜則

姫路市立大津小学校長 姫路市立広畑小学校長 米田　直樹

姫路市立林田小学校長 姫路市立安富南小学校長 上月　徳子

姫路市立高岡西小学校長 姫路市立広峰小学校長 石川　一也
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姫路市立増位小学校長 姫路市立南大津小学校長 長尾　茂弘

姫路市立前之庄小学校長 姫路市立上菅小学校長 黒田　裕治

姫路市立上菅小学校長 姫路市立花田小学校長 白石　將

姫路市立安富南小学校長 姫路市立大津小学校長 長谷川　靖子

たつの市立揖西西小学校長 たつの市立神部小学校長 新家　洋一

たつの市立揖保小学校長 たつの市立揖西西小学校長 岸野　竜治

たつの市立神岡小学校長 揖保郡太子町立龍田小学校長 八木　利仁

たつの市立新宮小学校長 たつの市立越部小学校長 井口　浩一

たつの市立越部小学校長 たつの市立神岡小学校長 奥村　敏昭

たつの市立半田小学校長 たつの市立西栗栖小学校長 名村　嘉洋

赤穂市立尾崎小学校長 赤穂市立御崎小学校長 中林　晴之

宍粟市立山崎小学校長 宍粟市立はりま一宮小学校長 山本　哲史

宍粟市立戸原小学校長 宍粟市立波賀小学校長 大西　宏之

宍粟市立蔦沢小学校長 宍粟市立伊水小学校長 和田　光弘

宍粟市立はりま一宮小学校長 宍粟市立都多小学校長 廣居　克彦

神崎郡福崎町立高岡小学校長 姫路市立前之庄小学校長 中正　達也

神崎郡福崎町立田原小学校長 神崎郡福崎町立高岡小学校長 村上　克也

揖保郡太子町立龍田小学校長 たつの市立半田小学校長 西田　美香子

揖保郡太子町立斑鳩小学校長 たつの市立新宮小学校長 八木　三佐代

豊岡市立八条小学校長 豊岡市立中竹野小学校長 岩崎　弘治

豊岡市立日高小学校長 豊岡市立府中小学校長 村尾　和敏

豊岡市立小坂小学校長 豊岡市立竹野南小学校長 西川　充洋
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朝来市立中川小学校長 朝来市立生野小学校長 岸本　達也

美方郡香美町立村岡小学校長 美方郡香美町立柴山小学校長 中田　斉

美方郡香美町立兎塚小学校長 美方郡香美町立長井小学校長 谷田　安雄

丹波篠山市立西紀南小学校長 丹波篠山市立西紀北小学校長 近成　真介

丹波篠山市立西紀北小学校長 丹波篠山市立今田小学校長 堀　香織

丹波篠山市立今田小学校長 川西市立加茂小学校長 野々口　竜己

丹波市立崇広小学校長 丹波市立青垣小学校長 堀　博文

丹波市立青垣小学校長 丹波市立西小学校長 長井　博史

丹波市立春日部小学校長 丹波市立久下小学校長 大木　修

丹波市立大路小学校長 丹波市立船城小学校長 畑中　啓太

丹波市立船城小学校長 丹波市立崇広小学校長 足立　正徳

南あわじ市立倭文小学校長 南あわじ市立倭文中学校長 三好　一成

南あわじ市立辰美小学校長 洲本市立由良小学校長 賀本　俊教

南あわじ市立神代小学校長 南あわじ市立辰美小学校長 桐本　雅子

南あわじ市立北阿万小学校長 南あわじ市立沼島中学校長 堀川　義民

淡路市立中田小学校長 淡路市立大町小学校長 向井　秀樹

淡路市立大町小学校長 淡路市立中田小学校長 川野　りえ

淡路市立北淡小学校長 淡路市立志筑小学校長 砂川　朗

（以上８４名）
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尼崎市立長洲小学校長 尼崎市立常陽中学校教頭 櫻井　克典

尼崎市立浦風小学校長 尼崎市立成良中学校教頭 太田　和樹

尼崎市立大島小学校長 尼崎市立難波の梅小学校教頭 杉浦　文崇

尼崎市立尼崎北小学校長 尼崎市立尼崎北小学校教頭 髙原　有子

尼崎市立園田東小学校長 尼崎市立武庫の里小学校教頭 西田　一義

尼崎市立小園小学校長 尼崎市立小園中学校教頭 比嘉　勲

尼崎市立園和北小学校長 尼崎市立園和北小学校教頭 田村　幸夫

尼崎市立武庫南小学校長 尼崎市立武庫南小学校教頭 大龍　正幸

尼崎市立立花南小学校長 尼崎市立大庄中学校教頭 平岩　健太郎

西宮市立浜脇小学校長 西宮市立浜脇小学校教頭 有元　宏次

西宮市立北夙川小学校長 西宮市教育委員会学校保健安全課担当課長 金井　温宏

西宮市立甲東小学校長 西宮市立西宮支援学校教頭 山根　桜子

西宮市立高木小学校長 西宮市立生瀬小学校教頭 畑中　章文

西宮市立瓦木小学校長 西宮市立高須西小学校教頭 野中　誠二

西宮市立春風小学校長 西宮市立春風小学校教頭 小林　大輔

西宮市立今津小学校長 西宮市立瓦木中学校教頭 行枩　久徳

西宮市立鳴尾小学校長 西宮市立上ケ原南小学校教頭 髙木　浩司

西宮市立鳴尾東小学校長 西宮市立鳴尾北小学校教頭 井上　妙子

西宮市立樋ノ口小学校長 西宮市立北六甲台小学校教頭 山木　光則

西宮市立甲子園浜小学校長 西宮市立夙川小学校教頭 森本　英治

芦屋市立潮見小学校長 芦屋市教育委員会学校教育課長 木下  新吾

芦屋市立打出浜小学校長 芦屋市立山手小学校教頭 秋本　孝幸

令和４年４月１日付人事異動
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宝塚市立西谷小学校長 宝塚市教育委員会学校教育部長 橘　俊一

宝塚市立末成小学校長 宝塚市立美座小学校教頭 南　理香

宝塚市立長尾台小学校長 宝塚市立光明小学校教頭 野村　珠代

宝塚市立美座小学校長 宝塚市立末広小学校教頭 歳内　利裕

川西市立久代小学校長 川西市立久代小学校教頭 石原　環

川西市立多田小学校長 川西市立多田小学校教頭 西門　隆博

川西市立東谷小学校長 川西市立川西中学校教頭 埴岡　聖司

川西市立牧の台小学校長 川西市立牧の台小学校教頭 升村　誠志

川西市立陽明小学校長 川辺郡猪名川町立楊津小学校教頭 藤原　友三郎

川西市立清和台南小学校長 川西市立清和台南小学校教頭 坪田　城達

三田市立本庄小学校長 三田市立本庄小学校教頭 藤田　洋子

三田市立小野小学校長 三田市立小野小学校教頭 水谷　裕司

三田市立松が丘小学校長 三田市立ひまわり特別支援学校教頭 大向　勲

三田市立富士小学校長 三田市立富士小学校教頭 岡田　和士

川辺郡猪名川町立松尾台小学校長 川辺郡猪名川町立松尾台小学校教頭 山田　陽一

明石市立藤江小学校長 明石市立明石小学校教頭 粟田　星可

明石市立貴崎小学校長 兵庫教育大学附属小学校副校長 中野 裕香子

明石市立谷八木小学校長 明石市立魚住小学校教頭 石見　純子

明石市立高丘西小学校長 明石市教育委員会学校教育課長 金井　一郎

明石市立中崎小学校長 明石市立林小学校教頭 金井　有一郎

明石市立大久保南小学校長 明石市教育委員会あかし教育研修センター所長 廣岡　正明

加古川市立氷丘小学校長 加古川市立氷丘小学校教頭 木舩　和幸
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加古川市立八幡小学校長 加古川市立加古川養護学校教頭 阪田　一史

加古川市立上荘小学校長 加古川市立平岡南小学校教頭 須藤　長之輔

加古川市立鳩里小学校長 加古川市教育委員会学校教育課長 尾崎　貴弥

加古川市立野口北小学校長 加古川市立中部中学校教頭 三ッ寺　恭子

加古川市立氷丘南小学校長 加古川市教育委員会青少年育成課いじめ対策担当課長 嶋　基伸

加古川市立野口南小学校長 加古川市立野口南小学校教頭 松本　雅弘

加古川市立別府西小学校長 加古川市立別府西小学校教頭 高森　隆子

高砂市立中筋小学校長 高砂市立中筋小学校教頭 松本　光弘

高砂市立曽根小学校長 高砂市立曽根小学校教頭 新木　良教

高砂市立阿弥陀小学校長 高砂市教育委員会教育部学校教育室長 赤松　祐人

西脇市立西脇小学校長 西脇市立桜丘小学校教頭 上井　千里

西脇市立重春小学校長 西脇市立芳田小学校教頭 髙田　祐久子

西脇市立日野小学校長 西脇市立重春小学校教頭 小西　孝樹

西脇市立比延小学校長 西脇市立西脇中学校教頭 永井　寿幸

西脇市立双葉小学校長 西脇市立西脇小学校教頭 橋尾　和紀

三木市立志染小学校長 三木市立緑が丘中学校教頭 前田　義典

三木市立口吉川小学校長 三木市立三木中学校教頭 河原　正則

小野市立河合小学校長 小野市立大部小学校教頭 西村　奈保子

加東市立三草小学校長 加東市立東条学園小中学校教頭 藤原　良二

姫路市立安室小学校長 姫路市教育委員会学校指導課小中一貫・ICT教育推進係長 角倉　要

姫路市立城陽小学校長 姫路市教育委員会学校教育部長 原田　祐司

姫路市立英賀保小学校長 姫路市立英賀保小学校教頭 福中　貴彦
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姫路市立八幡小学校長 姫路市立東小学校教頭 万永　達也

姫路市立広畑小学校長 姫路市立水上小学校教頭 山田　英樹

姫路市立広畑第二小学校長 姫路市教育委員会教職員課長 三木　達也

姫路市立花田小学校長 姫路市立花田小学校教頭 松本　典久

姫路市立谷内小学校長 姫路市立莇野小学校教頭 加茂田　頼子

姫路市立山田小学校長 姫路市立山田小学校教頭 神戸　智子

姫路市立伊勢小学校長 姫路市立野里小学校教頭 上村　卓也

姫路市立広峰小学校長 姫路市立荒川小学校教頭 嵯峨　雅浩

姫路市立津田小学校長 姫路市立津田小学校教頭 福山　孝次郎

姫路市立南大津小学校長 姫路市立飾磨小学校教頭 筒井　康夫

相生市立那波小学校長 相生市教育委員会人権教育推進室長 横山　和彦

相生市立若狭野小学校長 相生市立相生小学校教頭 綿田　里枝

たつの市立西栗栖小学校長 たつの市立新宮小学校教頭 寺前　健一

たつの市立神部小学校長 たつの市立揖西東小学校教頭 岸本　裕希

たつの市立御津小学校長 たつの市立龍野小学校教頭 田辺　育恵

赤穂市立塩屋小学校長 赤穂市教育委員会学校教育課長 山本　亮

赤穂市立御崎小学校長 赤穂市立城西小学校教頭 清水　浩

赤穂市立有年小学校長 人権教育課主任指導主事 西村　博子

宍粟市立神野小学校長 宍粟市立一宮北小学校教頭 浅田　和典

宍粟市立波賀小学校長 宍粟市立城下小学校教頭 髙井　和也

宍粟市立千種小学校長 宍粟市立千種小学校教頭 下段　庄司

神崎郡神河町立寺前小学校長 神崎郡福崎町立福崎小学校教頭 多田　謙吾
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神崎郡市川町立瀬加小学校長 神崎郡福崎町立八千種小学校教頭 廣岡　一代

神崎郡市川町立甘地小学校長 神崎郡神河町立長谷小学校教頭 岩見　治生

赤穂郡上郡町立上郡小学校長 赤穂郡上郡町立上郡中学校教頭 森中　誠

佐用郡佐用町立南光小学校長 赤穂郡上郡町立山野里小学校教頭 堀坂　哲哉

豊岡市立三江小学校長 豊岡市立三江小学校教頭 河本　純子

豊岡市立中筋小学校長 豊岡市立中筋小学校教頭 河本　隆之

豊岡市立港小学校長 豊岡市立港小学校教頭 岩崎　ひとみ

豊岡市立府中小学校長 南但馬自然学校主任指導主事兼指導課長 仲本　修二

豊岡市立三方小学校長 豊岡市立合橋小学校教頭 石井　栄二

豊岡市立清滝小学校長 美方郡新温泉町立夢が丘中学校教頭 田中　豪士

豊岡市立弘道小学校長 豊岡市教育委員会こども教育課参事兼教育研修センター所長 内海　忠裕

養父市立建屋小学校長 養父市立八鹿青渓中学校教頭 西山　佳代子

朝来市立竹田小学校長 養父市立大屋中学校教頭 山下　雅史

朝来市立山口小学校長 朝来市立梁瀬小学校教頭 梶原　秀規

朝来市立生野小学校長 朝来市立東河小学校教頭 坂本　直美

美方郡香美町立柴山小学校長 美方郡香美町立村岡中学校教頭 上田　通治

美方郡香美町立長井小学校長 美方郡香美町立奥佐津小学校教頭 川元　早苗

美方郡香美町立余部小学校長 美方郡香美町立小代中学校教頭 邑橋　喜代子

丹波篠山市立城北畑小学校長 丹波篠山市立城北畑小学校教頭 荒木　美景

丹波篠山市立城東小学校長 丹波篠山市立篠山小学校教頭 讃岐　貴洋

丹波篠山市立城南小学校長 丹波篠山市立八上小学校教頭 小林　義則

丹波篠山市立古市小学校長 丹波篠山市教育委員会次長兼教育研究所長 酒井　宏
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小学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

令和４年４月１日付人事異動

丹波市立久下小学校長 丹波市立吉見小学校教頭 藤原　義行

丹波市立西小学校長 丹波市立新井小学校教頭 梅垣　泰三

丹波市立竹田小学校長 丹波市教育委員会教育部次長兼学校教育課長 足立　和宏

洲本市立洲本第二小学校長 尼崎市教育委員会保健体育課長 赤松　利信

洲本市立由良小学校長 洲本市立由良小学校教頭 脇田　真澄

洲本市立中川原小学校長 洲本市立大野小学校教頭 福原　広行

洲本市立堺小学校長 南あわじ市立沼島中学校教頭 中田　一典

淡路市立志筑小学校長 淡路市教育委員会教育部長 日下　芳宏

尼崎市立下坂部小学校長（再任用） 尼崎市立下坂部小学校長 杉本　浩美

尼崎市立金楽寺小学校長（再任用） 尼崎市立金楽寺小学校長 中根　孝介

西宮市立上ケ原南小学校長（再任用） 西宮市立上ケ原南小学校長 形山　茂樹

西宮市立平木小学校長（再任用） 西宮市立平木小学校長 米口　征代

西宮市立東山台小学校長（再任用） 西宮市立東山台小学校長 川口　秀穂

宝塚市立中山台小学校長（再任用） 宝塚市立中山桜台小学校長 藤井　優恵

 高砂市立荒井小学校長（再任用） 高砂市立荒井小学校長 三井　朋樹

姫路市立砥堀小学校長（再任用） 姫路市立砥堀小学校長 服部　ひづる

姫路市立高浜小学校長（再任用） 姫路市立高浜小学校長 井上　英樹

姫路市立安室東小学校長（再任用） 姫路市立安室東小学校長 芦谷　得夫

姫路市立城乾小学校長（再任用） 姫路市立城乾小学校長 柳井　克文

相生市立中央小学校長（再任用） 相生市立中央小学校長 圓井　武

佐用郡佐用町立上月小学校長（再任用） 佐用郡佐用町立上月小学校長 桑田　隆男
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小学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

令和４年４月１日付人事異動

養父市立伊佐小学校長（再任用） 養父市立伊佐小学校長 小西　誠司

（以上１３２名）
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小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

退職 尼崎市立下坂部小学校長 杉本　浩美

退職 尼崎市立長洲小学校長 正木　伸明

退職 尼崎市立金楽寺小学校長 中根　孝介

退職 尼崎市立尼崎北小学校長 都倉　功充

退職 尼崎市立七松小学校長 江上　佳宏

退職 尼崎市立上坂部小学校長 森　一弘

退職 尼崎市立小園小学校長 平野　真紀

退職 尼崎市立園田南小学校長 佐藤　喜代子

退職 西宮市立甲東小学校長 中田　省治

（西宮市教育委員会事務局） 西宮市立小松小学校長 杉田　二郎

退職 西宮市立津門小学校長 安川　勤

退職 西宮市立鳴尾小学校長 小山　貴美子

退職 西宮市立甲陽園小学校長 柴田　修

退職 西宮市立上ケ原南小学校長 形山　茂樹

退職 西宮市立樋ノ口小学校長 飯村　耕司

退職 西宮市立平木小学校長 米口　征代

退職 西宮市立深津小学校長 島田　剛次

退職 西宮市立東山台小学校長 川口　秀穂

退職 西宮市立甲子園浜小学校長 松尾　久

退職 芦屋市立精道小学校長 荒谷　芳生

退職 芦屋市立潮見小学校長 山田　耕治

退職 伊丹市立有岡小学校長 臼井　久美

令和４年３月31日付人事異動
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小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

（宝塚市教育委員会事務局） 宝塚市立西谷小学校長 坂本　三好

退職 宝塚市立長尾南小学校長 井上　淑子

退職 宝塚市立末成小学校長 能勢　良子

退職 宝塚市立中山桜台小学校長 藤井　優恵

退職 宝塚市立長尾台小学校長 柴田　芳宏

退職 川西市立多田小学校長 越智　和行

退職 川西市立牧の台小学校長 岸　敬三

退職 三田市立三輪小学校長 岡崎　正文

退職 三田市立志手原小学校長 植木　俊也

退職 三田市立小野小学校長 木久　整

退職 三田市立富士小学校長 福井　隆司

退職 川辺郡猪名川町立松尾台小学校長 朝井　政弘

退職 明石市立人丸小学校長 西口　隆

退職 明石市立藤江小学校長 杉田　和代

退職 明石市立貴崎小学校長 今村　圭子

退職 明石市立大久保南小学校長 寺田　嗣也

退職 加古川市立氷丘小学校長 佐伯　正人

（加古川市教育委員会事務局） 加古川市立八幡小学校長 衣笠　めぐみ

退職 加古川市立上荘小学校長 中田　光彦

退職 加古川市立西神吉小学校長 塚島　浩数

退職 加古川市立鳩里小学校長 大西　秀樹

退職 加古川市立野口南小学校長 大前　康生
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小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

退職 加古川市立別府西小学校長 高橋　邦明

退職 高砂市立荒井小学校長 三井　朋樹

退職 高砂市立米田西小学校長 森本　明彦

退職 高砂市立伊保南小学校長 髙橋　秀樹

退職 加古郡播磨町立播磨西小学校長 中西　治

退職 西脇市立西脇小学校長 和田　拓也

退職 西脇市立重春小学校長 山本　義尚

退職 西脇市立日野小学校長 松本　浩

退職 西脇市立比延小学校長 春増　勝利

退職 西脇市立双葉小学校長 閑念　智志

退職 三木市立緑が丘小学校長 大江　実代子

退職 三木市立緑が丘東小学校長 奥村　浩哉

退職 三木市立東吉川小学校長 池町　英克

退職 小野市立大部小学校長 藤原　壽美

退職 加西市立日吉小学校長 池田　文胤

退職 加東市立鴨川小学校長 橋本　喜貴

退職 姫路市立砥堀小学校長 服部　ひづる

（姫路市教育委員会事務局） 姫路市立城陽小学校長 湊　泰宏

退職 姫路市立高浜小学校長 井上　英樹

退職 姫路市立八幡小学校長 仲井　一雄

退職 姫路市立林田小学校長 木下　朗浩

退職 姫路市立伊勢小学校長 松本　肇仁
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小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

退職 姫路市立安室東小学校長 芦谷　得夫

退職 姫路市立高岡西小学校長 川口　正幸

退職 姫路市立城乾小学校長 柳井　克文

退職 相生市立中央小学校長 圓井　武

退職 相生市立若狭野小学校長 米澤　聖子

（赤穂市教育委員会事務局） 赤穂市立有年小学校長 田中　豊史

退職 宍粟市立山崎小学校長 中村　秀孝

退職 神崎郡神河町立寺前小学校長 立石　浩

退職 神崎郡市川町立瀬加小学校長 岡本　敏樹

退職 神崎郡市川町立甘地小学校長 大内　正人

退職 神崎郡福崎町立田原小学校長 中右　孝人

退職 揖保郡太子町立斑鳩小学校長 山口　昭彦

退職 赤穂郡上郡町立上郡小学校長 大谷　秀之

退職 佐用郡佐用町立上月小学校長 桑田　隆男

退職 豊岡市立八条小学校長 川端　義明

退職 豊岡市立三江小学校長 西垣　秀樹

退職 豊岡市立中筋小学校長 羽賀　政之

退職 豊岡市立港小学校長 小西　貢

退職 豊岡市立日高小学校長 中川　明

退職 豊岡市立三方小学校長 柳田　洋輝

退職 豊岡市立清滝小学校長 井上　寿人

退職 豊岡市立弘道小学校長 田渕　重遠
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小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

退職 豊岡市立小坂小学校長 堀　靖彦

退職 養父市立伊佐小学校長 小西　誠司

退職 朝来市立竹田小学校長 和田　浩明

退職 朝来市立中川小学校長 細見　浩史

退職 美方郡香美町立余部小学校長 岡本　哲郎

退職 美方郡香美町立村岡小学校長 中村　秀男

退職 美方郡香美町立兎塚小学校長 山根　成章

退職 丹波篠山市立城北畑小学校長 藤本　健

退職 丹波篠山市立西紀南小学校長 畑中　さとる

退職 丹波篠山市立城南小学校長 中野　龍文

退職 丹波篠山市立古市小学校長 荻野　孝幸

退職 丹波市立竹田小学校長 蘆田　勤

退職 丹波市立春日部小学校長 上月　明生

退職 丹波市立大路小学校長 近藤　泰三

退職 洲本市立洲本第二小学校長 森田　恵子

退職 洲本市立中川原小学校長 林　裕章

退職 洲本市立堺小学校長 田中　孝史

退職 南あわじ市立神代小学校長 前川　賢次

退職 南あわじ市立北阿万小学校長 山口　晶子

（淡路市教育委員会事務局） 淡路市立北淡小学校長 上宮　一之

退職 尼崎市立立花南小学校長（再任用） 永井　君子

退職 尼崎市立明城小学校長（再任用） 土高　伸也
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小学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

退職 西宮市立北夙川小学校長（再任用) 大和　一哉

退職 西宮市立高木小学校長（再任用) 谷口　晋哉

退職 川西市立川西小学校長（再任用） 新木　克昌

退職 川西市立東谷小学校長（再任用） 木村　浩章

退職 川西市立清和台小学校長（再任用） 村上　健

退職 明石市立山手小学校長（再任用） 色川　敏也

退職 加古川市立氷丘南小学校長（再任用） 野村　眞一

退職 多可郡多可町立杉原谷小学校長（再任用） 吉田　重徳

退職 姫路市立安室小学校長（再任用） 梶原　潤一郎

退職 姫路市立船場小学校長（再任用） 鍛示　芳子

退職 姫路市立英賀保小学校長（再任用） 大西　一富

退職 姫路市立山田小学校長（再任用） 中島　輝久

退職 姫路市立増位小学校長（再任用） 渡辺　正人

退職 相生市立那波小学校長（再任用） 岩田　元秀

退職 たつの市立揖保小学校長（再任用） 蔭山　浩巳

退職 たつの市立御津小学校長（再任用） 山元　晃紀

退職 赤穂市立塩屋小学校長（再任用） 森本　晋平

退職 赤穂市立尾崎小学校長（再任用） 入江　秀史

退職 宍粟市立戸原小学校長（再任用） 久保　欽哉

退職 宍粟市立千種小学校長（再任用） 森脇　圭吾

退職 佐用郡佐用町立南光小学校長（再任用） 山本　康則

（以上１３１名）
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中学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

尼崎市立塚口中学校長 尼崎市立小田北中学校長 深沢　慶子

尼崎市立園田中学校長 尼崎市立武庫南小学校長 小寺山　道久

尼崎市立園田東中学校長 尼崎市立日新中学校長 井上　満夫

西宮市立山口中学校長 西宮市立鳴尾南中学校長 岡　敏行

西宮市立上ケ原中学校長 西宮市立浜甲子園中学校長 角南　寛

西宮市立鳴尾南中学校長 西宮市立今津小学校長 奥谷　和久

芦屋市立潮見中学校長 芦屋市立山手中学校長 大石　健二

宝塚市立宝梅中学校長 宝塚市立中山五月台中学校長 裏地　広之

宝塚市立長尾中学校長 宝塚市立安倉中学校長 神崎　佳代

宝塚市立安倉中学校長 宝塚市立宝塚中学校長 伊藤　章

宝塚市立中山五月台中学校長 宝塚市立長尾中学校長 田中　誠

川辺郡猪名川町立猪名川中学校長 川辺郡猪名川町立中谷中学校長 松嶋　利泰

川辺郡猪名川町立清陵中学校長 川辺郡猪名川町立六瀬中学校長 林田　修輔

明石市立大蔵中学校長 明石市立大久保北中学校長 山脇　裕

明石市立大久保中学校長 明石市立二見中学校長 矢野　毅吉

明石市立高丘中学校長 明石市立江井島中学校長 植垣　文夫

明石市立大久保北中学校長 明石市立谷八木小学校長 村上　佳宏

加古川市立中部中学校長 加古川市立両荘中学校長 中尾　裕彦

加古川市立浜の宮中学校長 加古川市立氷丘中学校長 大山　貴史

加古川市立神吉中学校長 加古川市立山手中学校長 長谷中　史敏

加古川市立志方中学校長 加古川市立中部中学校長 廣居　洋三

高砂市立松陽中学校長 高砂市立曽根小学校長 藤田　晋一

令和４年４月１日付人事異動
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中学校長 転任

新補職名 現補職名 氏名

令和４年４月１日付人事異動

三木市立緑が丘中学校長 三木市立志染小学校長 西臺　士郎

三木市立自由が丘中学校長 三木市立星陽中学校長 計倉　哲也

多可郡多可町立中町中学校長 多可郡多可町立加美中学校長 長澤　高意

姫路市立飾磨中部中学校長 姫路市立香寺中学校長 堀　晶子

姫路市立網干中学校長 姫路市立谷内小学校長 長谷川　香里

姫路市立夢前中学校長 姫路市立花田中学校長 田邊　寛嗣

姫路市立安室中学校長 姫路市立飾磨中部中学校長 高木　志郎

姫路市立書写中学校長 姫路市立安室中学校長 永富　信行

姫路市立置塩中学校長 姫路市立津田小学校長 山本　みのり

たつの市立龍野東中学校長 たつの市立龍野西中学校長 日下　博文

たつの市立龍野西中学校長 たつの市立揖保川中学校長 嘉ノ海　仁士

赤穂市立有年中学校長 赤穂市立赤穂東中学校長 勝谷　英策

宍粟市立一宮南中学校長 宍粟市立千種中学校長 福本　朗

宍粟市立千種中学校長 宍粟市立神野小学校長 世良　重信

丹波篠山市立西紀中学校長 宝塚市立宝梅中学校長 井上　敏昭

丹波篠山市立丹南中学校長 丹波篠山市立城東小学校長 木村　暁

丹波市立柏原中学校長 朝来市立山口小学校長 小林　宏明

淡路市立北淡中学校長 淡路市立一宮中学校長 澤西　勝

淡路市立一宮中学校長 淡路市立北淡中学校長 西岡　正雄

南あわじ市・洲本市組合立広田中学校長 南あわじ市立倭文小学校長 松下　哲也

（以上４２名）
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中学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

尼崎市立日新中学校長 尼崎市立武庫中学校教頭 平田　昌也

尼崎市立小田北中学校長 尼崎市教育委員会子ども教育支援課長 真島　清行

西宮市立浜脇中学校長 西宮市教育委員会教育次長 佐々木　理

西宮市立浜甲子園中学校長 西宮市立浜甲子園中学校教頭 脇谷　孝彦

西宮市立塩瀬中学校長 西宮市立苦楽園中学校教頭 鹿野　芳弘

芦屋市立山手中学校長 芦屋市立山手中学校教頭 上田　美佳

伊丹市立北中学校長 伊丹市教育委員会学校教育部長 早﨑　潤

伊丹市立荒牧中学校長 伊丹市立荒牧中学校教頭 山崎　佳恵

宝塚市立宝塚中学校長 宝塚市立宝塚中学校教頭 加藤　正保

宝塚市立高司中学校長 宝塚市教育委員会教育支援室長 辻本　宏敬

宝塚市立南ひばりガ丘中学校長 宝塚市立光ガ丘中学校教頭 後藤　憲一

川西市立東谷中学校長 川西市立東谷中学校教頭 杉村　浩

三田市立長坂中学校長 三田市教育委員会学校教育課長 山本　直也

三田市立ゆりのき台中学校長 三田市立ゆりのき台中学校教頭 南波　克典

明石市立二見中学校長 明石市立魚住中学校教頭 山下　勝幸

明石市立江井島中学校長 明石市立江井島中学校教頭 田中　裕一

加古川市立両荘中学校長 加古川市教育委員会教育指導部長 神吉　直哉

加古川市立氷丘中学校長 加古川市教育委員会教育研究所長 加藤　勉

加古川市立山手中学校長 加古川市立平荘小学校教頭 阿部　始郎

加古川市立平岡南中学校長 加古川市立浜の宮中学校教頭 原　武弘

高砂市立荒井中学校長 高砂市立高砂中学校教頭 橋本　尚人

高砂市立鹿島中学校長 高砂市立伊保小学校教頭 藤原　寛文

令和４年４月１日付人事異動
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中学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

令和４年４月１日付人事異動

高砂市立宝殿中学校長 高砂市立宝殿中学校教頭 内海　敬司

加古郡稲美町立稲美北中学校長 加古郡稲美町立稲美北中学校教頭 塩山　一男

加古郡播磨町立播磨南中学校長 加古郡播磨町立播磨中学校教頭 福田　吉成

加西市立北条中学校長 加西市教育委員会教育部長 植田 正吾

加東市立滝野中学校長 加東市教育委員会こども未来部参事 後藤　浩美

多可郡多可町立加美中学校長 多可郡多可町立杉原谷小学校教頭 前田　洋二

姫路市立灘中学校長 姫路市教育委員会学校指導課生徒指導係長 三田　勝也

姫路市立飾磨東中学校長 姫路市立飾磨西中学校教頭 亀甲　和弘

姫路市立花田中学校長 姫路市立灘中学校教頭 粟村　満

姫路市立城乾中学校長 姫路市立城乾小学校教頭 赤松　洋臣

姫路市立大的中学校長 姫路市立大的中学校教頭 佐竹　美保子

姫路市立香寺中学校長 姫路市立香寺中学校教頭 森川　寛司

たつの市立揖保川中学校長 たつの市立揖保川中学校教頭 堀　育美

たつの市立御津中学校長 WMG2021関西副部長 春井　晃

赤穂市立赤穂東中学校長 赤穂市教育委員会青少年育成センター所長 小溝　健二

神崎郡福崎町立福崎西中学校長 神崎郡福崎町立福崎東中学校教頭 岡本　二仁

佐用郡佐用町立上月中学校長 佐用郡佐用町立三日月中学校教頭 尾﨑　貴之

豊岡市立港中学校長 豊岡市立豊岡南中学校教頭 松下　昇五

豊岡市立日高西中学校長 但馬やまびこの郷主任指導主事兼指導課長 加藤　義弘

丹波市立春日中学校長 丹波市立市島中学校教頭 細見　能成

洲本市立安乎中学校長 洲本市立安乎小学校教頭 不動　勝文

南あわじ市立三原中学校長 南あわじ市教育委員会教育次長補兼学校教育課長 大住　武義
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中学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

令和４年４月１日付人事異動

南あわじ市立沼島中学校長 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校教頭 坂東　聡

淡路市立津名中学校長 淡路市教育委員会学校教育課長 仲野　幹

西宮市立学文中学校長（再任用） 西宮市立学文中学校長 吉田　悦子

宝塚市立山手台中学校長（再任用） 宝塚市立山手台中学校長 吉川　雅也

川西市立川西中学校長（再任用） 川西市立川西中学校長 小和田　勉

加古川市立別府中学校長（再任用） 加古川市立別府中学校長 山下　善弘

高砂市立高砂中学校長（再任用） 高砂市立高砂中学校長 山下　浩一

姫路市立飾磨西中学校長（再任用） 姫路市立飾磨西中学校長 鈴木　啓資

姫路市立朝日中学校長（再任用） 姫路市立朝日中学校長 中條　浩樹

姫路市立城山中学校長（再任用） 姫路市立城山中学校長 山形　哲也

相生市立双葉中学校長（再任用） 相生市立双葉中学校長 石堂　賀人

相生市立矢野川中学校長（再任用） 相生市立矢野川中学校長 松原　誠

赤穂市立赤穂西中学校（再任用） 赤穂市立赤穂西中学校長 安井　誠治

宍粟市立山崎西中学校長（再任用） 宍粟市立山崎西中学校長 早柏　元彦

豊岡市立竹野中学校長（再任用） 豊岡市立竹野中学校長 赤松　直

養父市立八鹿青渓中学校長（再任用） 養父市立八鹿青渓中学校長 中島　剛太郎

朝来市立朝来中学校長（再任用） 朝来市立朝来中学校長 西村　哲雄

（以上６１名）
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中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

退職 尼崎市立塚口中学校長 太田　善久

退職 西宮市立学文中学校長 吉田　悦子

退職 西宮市立塩瀬中学校長 川下　博康

退職 西宮市立上ケ原中学校長 野村　哲

退職 伊丹市立北中学校長 升井　竜雄

退職 宝塚市立高司中学校長 清水　浩明

（宝塚市教育委員会事務局） 宝塚市立南ひばりガ丘中学校長 伴　康史

退職 宝塚市立山手台中学校長 吉川　雅也

退職 川西市立川西中学校長 小和田　勉

退職 三田市立長坂中学校長 中尾　弘二

退職 三田市立ゆりのき台中学校長 大野　正人

退職 川辺郡猪名川町立猪名川中学校長 草薙　美佳

退職 明石市立大蔵中学校長 平田　高之

退職 加古川市立神吉中学校長 川尻　誠

退職 加古川市立志方中学校長 小原　孝彦

（加古川市教育委員会事務局） 加古川市立平岡南中学校長 松尾　光隆

退職 加古川市立別府中学校長 山下　善弘

退職 高砂市立高砂中学校長 山下　浩一

退職 高砂市立荒井中学校長 駒井　良樹

退職 高砂市立鹿島中学校長 梶原　学

退職 高砂市立宝殿中学校長 加納　生也

退職 加古郡稲美町立稲美北中学校長 西江　秀旗

令和４年３月31日付人事異動
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中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

退職 加古郡播磨町立播磨南中学校長 濱本　宏

退職 三木市立緑が丘中学校長 野口　博史

退職 三木市立自由が丘中学校長 梅田　宏和

退職 加西市立北条中学校長 山田　明

退職 加東市立滝野中学校長 村上　昌弘

退職 姫路市立飾磨東中学校長 小室　浩二

退職 姫路市立飾磨西中学校長 鈴木　啓資

退職 姫路市立朝日中学校長 中條　浩樹

退職 姫路市立城山中学校長 山形　哲也

退職 姫路市立神南中学校長 木下　憲臣

退職 姫路市立夢前中学校長 船引　太

（姫路市教育委員会事務局） 姫路市立城乾中学校長 森　道子

（姫路市教育委員会事務局） 姫路市立大的中学校長 沖端　康弘

退職 姫路市立書写中学校長 三宅　昭典

退職 姫路市立置塩中学校長 木村　公亮

退職 相生市立双葉中学校長 石堂　賀人

退職 相生市立矢野川中学校長 松原　誠

退職 たつの市立龍野東中学校長 道前　弘志

退職 たつの市立御津中学校長 森川　原好

退職 赤穂市立赤穂西中学校長 安井　誠治

退職 赤穂市立有年中学校長 柏原　博

退職 宍粟市立山崎西中学校長 早柏　元彦
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中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

退職 神崎郡市川町立鶴居中学校長 木下　裕之

退職 神崎郡福崎町立福崎西中学校長 木村　保則

退職 佐用郡佐用町立上月中学校長 竹田　兼基

退職 豊岡市立港中学校長 冨森　孝

退職 豊岡市立竹野中学校長 赤松　直

退職 養父市立八鹿青渓中学校長 中島　剛太郎

退職 朝来市立朝来中学校長 西村　哲雄

退職 丹波篠山市立西紀中学校長 伊勢　三十六

退職 丹波篠山市立丹南中学校長 中道　博

退職 丹波市立柏原中学校長 大槻　芳裕

退職 丹波市立春日中学校長 森田　秀樹

退職 洲本市立安乎中学校長 沖津　裕司

退職 南あわじ市立三原中学校長 近藤　秀宜

退職 淡路市立津名中学校長 那倉　康知

退職 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校長 廣地　由幸

退職 尼崎市立園田中学校長（再任用） 澤嶋　伸

退職 尼崎市立園田東中学校長（再任用） 中　俊弘

退職 西宮市立山口中学校長（再任用) 池上　達

退職 芦屋市立潮見中学校長（再任用） 北尾　文孝

退職 川西市立東谷中学校長（再任用） 足立　仁志

退職 明石市立大久保中学校長（再任用） 村崎　和幸

退職 明石市立高丘中学校長（再任用） 西口　恵
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中学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

令和４年３月31日付人事異動

退職 加古川市立浜の宮中学校長（再任用） 長瀬　弘之

退職 高砂市立松陽中学校長(再任用) 岡田　邦成

退職 姫路市立灘中学校長（再任用） 勝目　徹哉

退職 姫路市立網干中学校長（再任用） 福永　憲二

退職 宍粟市立一宮南中学校長（再任用） 小林　琢哉

退職 豊岡市立日高西中学校長（再任用） 加藤　博文

（以上７２名）
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義務教育学校長 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長 西宮市立鳴尾東小学校長 清水　孝茂

養父市立関宮学園校長 養父市立建屋小学校長 池田　哲郎

（以上２名）

令和４年４月１日付人事異動
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義務教育学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

姫路市立白鷺小中学校長 姫路市立白鷺小中学校教頭 上田　美幸

姫路市立四郷学院校長 姫路市立四郷学院教頭 尾野　亮右

（以上２名）

令和４年４月１日付人事異動
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義務教育学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

退職 姫路市立四郷学院校長 佐竹　弘人

退職 養父市立関宮学園校長 村崎　修

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（再任用) 金地　民樹

退職 姫路市立白鷺小中学校長（再任用） 山口　偉一

（以上4名）

令和４年３月31日付人事異動
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特別支援学校長 採用

新補職名 現補職名 氏名

西宮市立西宮支援学校長 西宮市教育委員会特別支援教育課長 原田　綾女

宝塚市立養護学校長 宝塚市立高司小学校教頭 西口　信幸

三田市立ひまわり特別支援学校長 三田市教育委員会教育支援課長 山口　貴久

三木市立三木特別支援学校長 三木市立三木特別支援学校教頭 佐野　順子

加西市立加西特別支援学校長 加西市立北条小学校教頭 多田　俊朗

加古川市立加古川養護学校長（再任用） 加古川市立加古川養護学校長 石川　昌澄

姫路市立書写養護学校長（再任用） 姫路市立書写養護学校長 中川　靖敏

（以上７名）

令和４年４月１日付人事異動
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特別支援学校長 退職

新補職名 現補職名 氏名

退職 西宮市立西宮支援学校長 坂口　紳一郎

退職 三田市立ひまわり特別支援学校長 吉田　裕彦

退職 加古川市立加古川養護学校長 石川　昌澄

退職 姫路市立書写養護学校長 中川　靖敏

退職 宝塚市立養護学校長（再任用） 日下部　靖

（以上５名）

令和４年３月31日付人事異動
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小学校教頭 転任

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

尼崎市立下坂部小学校教頭 尼崎市立清和小学校教頭 碇　裕樹

尼崎市立浜田小学校教頭 尼崎市立立花北小学校教頭 野村　武弘

尼崎市立立花西小学校教頭 尼崎市立水堂小学校教頭 宮城　久雄

尼崎市立名和小学校教頭 尼崎市立塚口小学校教頭 井上　幸治

尼崎市立尼崎北小学校教頭 尼崎市立武庫東小学校教頭 笹倉　伸悟

尼崎市立水堂小学校教頭 尼崎市立浜田小学校教頭 志水　昌彦

尼崎市立武庫東小学校教頭 尼崎市立下坂部小学校教頭 松本　隆範

尼崎市立武庫南小学校教頭 尼崎市立武庫庄小学校教頭 高島　洋

尼崎市立立花南小学校教頭 尼崎市立わかば西小学校教頭 坂本　和也

尼崎市立武庫の里小学校教頭 尼崎市立名和小学校教頭 加藤　洋節

尼崎市立わかば西小学校教頭 尼崎市立立花南小学校教頭 野川　啓

西宮市立上甲子園小学校教頭 西宮市立段上西小学校教頭 岡野　吉成

西宮市立小松小学校教頭 西宮市立用海小学校教頭 梅谷　哲也

西宮市立用海小学校教頭 西宮市立安井小学校教頭 土山　光治

西宮市立名塩小学校教頭 西宮市立上ケ原小学校教頭 木村　信之

西宮市立生瀬小学校教頭 西宮市立名塩小学校教頭 望月　裕之

西宮市立上ケ原南小学校教頭 西宮市立広田小学校教頭 飯田　徹哉

西宮市立平木小学校教頭 西宮市立段上小学校教頭 中井　崇裕

西宮市立苦楽園小学校教頭 西宮市立上甲子園小学校教頭 阪口　美哉

西宮市立高須西小学校教頭 西宮市立平木小学校教頭 橋野　泰輝

芦屋市立岩園小学校教頭 芦屋市立浜風小学校教頭 加島　寿子

芦屋市立朝日ケ丘小学校教頭 芦屋市立岩園小学校教頭 平野　弘士
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芦屋市立浜風小学校教頭 芦屋市立朝日ケ丘小学校教頭 眞鍋　朗

伊丹市立伊丹小学校教頭 伊丹市立伊丹特別支援学校教頭 関　明美

伊丹市立稲野小学校教頭 伊丹市立池尻小学校教頭 和田　宏志

伊丹市立笹原小学校教頭 伊丹市立瑞穂小学校教頭 京見　武男

伊丹市立神津小学校教頭 伊丹市立稲野小学校教頭 三輪谷　久仁子

伊丹市立瑞穂小学校教頭 伊丹市立笹原小学校教頭 黒谷　由美

伊丹市立池尻小学校教頭 伊丹市立神津小学校教頭 若尾　英司

宝塚市立小浜小学校教頭 宝塚市立長尾南小学校教頭 志賀　敏和

宝塚市立売布小学校教頭 宝塚市立末成小学校教頭 安藤　いずみ

宝塚市立長尾南小学校教頭 宝塚市立売布小学校教頭 山本　悠

宝塚市立末成小学校教頭 宝塚市立安倉北小学校教頭 石田　勝久

宝塚市立安倉北小学校教頭 宝塚市立中山桜台小学校教頭 中原　郁乃

宝塚市立中山台小学校教頭 宝塚市立中山五月台小学校教頭 中井　慎一郎

川西市立久代小学校教頭 川西市立桜が丘小学校教頭 大坪　拓人

川西市立川西北小学校教頭 川西市立緑台中学校教頭 南田　朋子

三田市立本庄小学校教頭 三田市立すずかけ台小学校教頭 米谷　佳晃

三田市立富士小学校教頭 三田市立狭間中学校教頭 堀田　宰興

三田市立学園小学校教頭 三田市立つつじが丘小学校教頭 乙訓　和之

明石市立明石小学校教頭 明石市立大観小学校教頭 辻　勝由

明石市立王子小学校教頭 明石市立鳥羽小学校教頭 山野井　昭雄

明石市立林小学校教頭 明石市立和坂小学校教頭 飯田　聡子

明石市立鳥羽小学校教頭 明石市立朝霧小学校教頭 松本　正史
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明石市立花園小学校教頭 明石市立松が丘小学校教頭 入江　由美子

明石市立大久保小学校教頭 明石市立二見西小学校教頭 前田　由美子

明石市立江井島小学校教頭 明石市立二見北小学校教頭 植田　明代

明石市立錦浦小学校教頭 明石市立江井島小学校教頭 瀧野　靖久

明石市立二見北小学校教頭 明石市立花園小学校教頭 梅本　欣司

明石市立高丘西小学校教頭 明石市立大久保小学校教頭 田淵　博宣

明石市立二見西小学校教頭 明石市立錦浦小学校教頭 栗脇　治郎

加古川市立陵北小学校教頭 加古川市立浜の宮小学校教頭 山本　浩貴

加古川市立志方小学校教頭 加古川市立野口北小学校教頭 筒井　由紀奈

加古郡稲美町立母里小学校教頭 加古郡稲美町立天満南小学校教頭 中澤　陽子

加古郡稲美町立加古小学校教頭 加古郡稲美町立母里小学校教頭 高瀬　知巳

加古郡稲美町立天満南小学校教頭 加古郡稲美町立加古小学校教頭 平田　淳裕

加古郡播磨町立播磨小学校教頭 加古郡播磨町立蓮池小学校教頭 穐原　清斗

加古郡播磨町立蓮池小学校教頭 加古郡播磨町立播磨西小学校教頭 松井　恵子

加古郡播磨町立播磨南小学校教頭 加古郡播磨町立播磨小学校教頭 都倉　聖子

西脇市立重春小学校教頭 西脇市立比延小学校教頭 脇谷　哲史

三木市立平田小学校教頭 三木市立広野小学校教頭 井上　紀代美

三木市立広野小学校教頭 三木市立東吉川小学校教頭 市橋　初美

三木市立自由が丘東小学校教頭 三木市立三木小学校教頭 北村　嘉和

小野市立来住小学校教頭 小野市立中番小学校教頭 洞井　孝一

小野市立大部小学校教頭 小野市立小野特別支援学校教頭 三浦　園子

加西市立北条小学校教頭 加西市立西在田小学校教頭 藤本　由佳

- 34 -



小学校教頭 転任

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

多可郡多可町立中町北小学校教頭 多可郡多可町立八千代小学校教頭 恋田　祐爾

多可郡多可町立杉原谷小学校教頭 多可郡多可町立八千代中学校教頭 徳平　浩也

多可郡多可町立八千代小学校教頭 多可郡多可町立中町北小学校教頭 南畝　大作

姫路市立水上小学校教頭 姫路市立御国野小学校教頭 金川　貴人

姫路市立城北小学校教頭 姫路市立豊富小中学校教頭 井上　幸史

姫路市立野里小学校教頭 姫路市立妻鹿小学校教頭 三木　裕之

姫路市立曽左小学校教頭 姫路市立城北小学校教頭 小林　俊雄

姫路市立白鳥小学校教頭 姫路市立城陽小学校教頭 井ノ坂　泰生

姫路市立東小学校教頭 姫路市立大塩小学校教頭 髙井　達矢

姫路市立城東小学校教頭 姫路市立旭陽小学校教頭 岡本　容直

姫路市立城陽小学校教頭 姫路市立曽左小学校教頭 中安　美津子

姫路市立白浜小学校教頭 姫路市立手柄小学校教頭 箭吹　英信

姫路市立飾磨小学校教頭 姫路市立家島小学校教頭 小林　将人

姫路市立英賀保小学校教頭 姫路市立白浜小学校教頭 中川　宜浩

姫路市立旭陽小学校教頭 姫路市立網干小学校教頭 田邊　篤史

姫路市立大塩小学校教頭 姫路市立置塩小学校教頭 長政　浩之

姫路市立安富北小学校教頭 姫路市立白鳥小学校教頭 多田　惣一

たつの市立小宅小学校教頭 揖保郡太子町立太田小学校教頭 中農　和広

たつの市立揖西東小学校教頭 ニューデリー日本人学校教頭 小林　悦子

たつの市立河内小学校教頭 たつの市立越部小学校教頭 村瀬　茂

宍粟市立城下小学校教頭 宍粟市立河東小学校教頭 中尾　靖

宍粟市立河東小学校教頭 宍粟市立伊水小学校教頭 高田　祥光
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宍粟市立蔦沢小学校教頭 宍粟市立都多小学校教頭 村上　幸史

宍粟市立一宮北小学校教頭 宍粟市立波賀中学校教頭 田中　淳一

神崎郡神河町立長谷小学校教頭 神崎郡市川町立川辺小学校教頭 藤本　悟

神崎郡市川町立川辺小学校教頭 神崎郡市川町立市川中学校教頭 雛倉　孝司

揖保郡太子町立太田小学校教頭 揖保郡太子町立石海小学校教頭 三宅　優一

揖保郡太子町立石海小学校教頭 たつの市立河内小学校教頭 長谷川　大輔

赤穂郡上郡町立山野里小学校教頭 播磨高原広域組合立播磨高原東小学校教頭 白岩　由美

佐用郡佐用町立上月小学校教頭 佐用郡佐用町立南光小学校教頭 西坂　光生

豊岡市立三江小学校教頭 豊岡市立静修小学校教頭 田中　裕之

豊岡市立港小学校教頭 豊岡市立城崎小学校教頭 井添　直樹

豊岡市立竹野小学校教頭 豊岡市立竹野南小学校教頭 宮田　温

養父市立八鹿小学校教頭 養父市立宿南小学校教頭 藤原　琢万

美方郡香美町立奥佐津小学校教頭 美方郡香美町立小代小学校教頭 山本　忍

美方郡香美町立射添小学校教頭 美方郡香美町立佐津小学校教頭 伊藤　徹

美方郡香美町立小代小学校教頭 美方郡香美町立射添小学校教頭 井上　肇

丹波篠山市立篠山小学校教頭 丹波篠山市立味間小学校教頭 中澤　昌樹

丹波篠山市立城北畑小学校教頭 丹波篠山市立篠山東中学校教頭 小川　浩一

丹波篠山市立西紀小学校教頭 丹波篠山市立岡野小学校教頭 梅垣　佳代

丹波市立新井小学校教頭 丹波市立進修小学校教頭 瀬川　芳宏

丹波市立小川小学校教頭 丹波市立南小学校教頭 堀　加奈美

丹波市立南小学校教頭 養父市立大屋小学校教頭 藪下　久美子

丹波市立北小学校教頭 丹波市立三輪小学校教頭 植木　琢也
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丹波市立吉見小学校教頭 丹波市立北小学校教頭 平出　正次

丹波市立三輪小学校教頭 丹波市立小川小学校教頭 井上　直志

丹波市立進修小学校教頭 丹波市立黒井小学校教頭 下野　太一

丹波市立黒井小学校教頭 丹波市立東小学校教頭 廣瀬　ゆかり

洲本市立洲本第三小学校教頭 洲本市立鳥飼小学校教頭 北畑　義将

洲本市立由良小学校教頭 洲本市立洲本第三小学校教頭 西野　嘉一

南あわじ市立松帆小学校教頭 南あわじ市立神代小学校教頭 岡本　典子

南あわじ市立神代小学校教頭 南あわじ市立賀集小学校教頭 仲野　恭代

南あわじ市立賀集小学校教頭 南あわじ市立沼島小学校教頭 立石　佳史

南あわじ市立阿万小学校教頭 南あわじ市立倭文小学校教頭 服部　和幸

南あわじ市立沼島小学校教頭 南あわじ市立松帆小学校教頭 近藤　友二

淡路市立多賀小学校教頭 淡路市立塩田小学校教頭 前川　卓也

（以上１２２名）
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尼崎市立潮小学校教頭 尼崎市立小園小学校教諭 由良　健一

尼崎市立清和小学校教頭 尼崎市教育委員会学び支援課指導主事 小谷　隆宏

尼崎市立金楽寺小学校教頭 尼崎市立浜小学校主幹教諭 森田　美紀

尼崎市立塚口小学校教頭 尼崎市教育委員会学校ＩＣＴ推進課係長 瀧本　晋作

尼崎市立武庫小学校教頭 尼崎市立立花南小学校主幹教諭 小山　陽子

尼崎市立園和北小学校教頭 尼崎市教育委員会いじめ防止生徒指導担当係長 守屋　貴哉

尼崎市立園田北小学校教頭 尼崎市立塚口小学校主幹教諭 村井　千恵

尼崎市立武庫庄小学校教頭 尼崎市立武庫庄小学校主幹教諭 福山　直子

尼崎市立立花北小学校教頭 尼崎市立金楽寺小学校教諭 山下　恵一郎

尼崎市立難波の梅小学校教頭 尼崎市立名和小学校主幹教諭 伊集院　由美子

西宮市立浜脇小学校教頭 西宮市立平木小学校主幹教諭 竹内　ひとみ

西宮市立安井小学校教頭 西宮市教育委員会教育研修課指導主事 清水 きよみ

西宮市立夙川小学校教頭 西宮市立甲子園浜小学校主幹教諭 桐畑　詩織

西宮市立広田小学校教頭 西宮市立段上西小学校主幹教諭 尼ケ﨑　勝晃

西宮市立上ケ原小学校教頭 西宮市立神原小学校教諭 荻野　亜紀子

西宮市立春風小学校教頭 西宮市立鳴尾北小学校教諭 篠原　珠果

西宮市立鳴尾北小学校教頭 西宮市立南甲子園小学校主幹教諭 前田　昭子

西宮市立段上小学校教頭 西宮市立段上小学校教諭 友成　直樹

西宮市立段上西小学校教頭 西宮市立樋ノ口小学校教諭 井岡　弘道

西宮市立北六甲台小学校教頭 西宮市立北六甲台小学校主幹教諭 河端　尚子

西宮市立高木北小学校教頭 西宮市教育委員会学校教育課指導主事 松村　亮

芦屋市立宮川小学校教頭 芦屋市立山手小学校主幹教諭 立花　貴志
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芦屋市立山手小学校教頭 阪神教育事務所情報教育専門推進員 木戸  秀行

伊丹市立伊丹小学校教頭 伊丹市教育委員会保健体育課長 中江　洋忠

宝塚市立長尾小学校教頭 宝塚市立西山小学校主幹教諭 森川　幸三

宝塚市立安倉小学校教頭 宝塚市教育委員会学校教育課副課長 譽田　礼子

宝塚市立美座小学校教頭 宝塚市立美座小学校教諭 川田　靖子

宝塚市立光明小学校教頭 宝塚市立宝塚小学校主幹教諭 上向井　麻起子

宝塚市立末広小学校教頭 宝塚市立中山五月台小学校教諭 高橋　靖典

宝塚市立高司小学校教頭 宝塚市立高司小学校主幹教諭 近藤　仁美

川西市立多田小学校教頭 川西市教育委員会教育保育課主査 成田　直

川西市立桜が丘小学校教頭 川西市教育委員会教育保育課主査 猪飼　裕之

川西市立牧の台小学校教頭 川西市教育委員会こども若者相談センター副主幹 三石　基文

川西市立清和台南小学校教頭 川西市立川西小学校主幹教諭 山口　紀子

川西市立けやき坂小学校教頭 川西市教育委員会教育保育課長 高橋　忠大

三田市立藍小学校教頭 三田市立八景中学校主幹教諭 赤木　智子

三田市立小野小学校教頭 三田市立弥生小学校主幹教諭 山田　美佳

三田市立すずかけ台小学校教頭 三田市立ゆりのき台中学校主幹教諭 南　雄一

三田市立弥生小学校教頭 三田市教育委員会教育研修所主幹 小池　学

三田市立つつじが丘小学校教頭 三田市立つつじが丘小学校主幹教諭 山部　優紀

川辺郡猪名川町立楊津小学校教頭 川辺郡猪名川町立猪名川小学校主幹教諭 稻田　裕美

川辺郡猪名川町立松尾台小学校教頭 猪名川町教育委員会学校教育課副主幹 植原　晶子

明石市立大観小学校教頭 明石市立清水小学校教諭 鍵山　弘史

明石市立魚住小学校教頭 明石市立二見西小学校主幹教諭 藤原　直美
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小学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

明石市立二見小学校教頭 明石市教育委員会学校教育課主任指導主事 横田　直季

明石市立松が丘小学校教頭 明石市立沢池小学校主幹教諭 石田　誠

明石市立朝霧小学校教頭 明石市立鳥羽小学校教諭 濱岡　里香

明石市立清水小学校教頭 明石市立大久保南小学校主幹教諭 松田　浩一

明石市立和坂小学校教頭 明石市立中崎小学校教諭 上田　哲史

加古川市立氷丘小学校教頭 加古川市立東神吉南小学校主幹教諭 岩川　正勲

加古川市立野口小学校教頭 加古川市立西神吉小学校主幹教諭 井上　武彦

加古川市立平荘小学校教頭 加古川市立上荘小学校主幹教諭 計倉　克弥

加古川市立平岡南小学校教頭 加古川市立鳩里小学校主幹教諭 相座　桂子

加古川市立浜の宮小学校教頭 加古川市立山手中学校教諭 稲田　暁彦

加古川市立平岡東小学校教頭 加古川市立平岡東小学校主幹教諭 三浦　貴司

加古川市立野口北小学校教頭 加古川市教育委員会学校教育課管理主事 岡本　智裕

加古川市立野口南小学校教頭 兵庫教育大学附属中学校教諭 山本　泰博

加古川市立別府西小学校教頭 加古川市立野口小学校教諭 瀧本　功士

高砂市立伊保小学校教頭 高砂市教育委員会教育部学校教育室学校教育課係長兼福祉部人権福祉室人権推進課係長 冨岡　正人

高砂市立中筋小学校教頭 高砂市教育委員会教育部学校教育室学校教育課主任指導主事 三好　優香理

高砂市立曽根小学校教頭 高砂市立荒井小学校主幹教諭 德永　美子

加古郡稲美町立天満小学校教頭 稲美町教育委員会人権教育課長 丸山　一也

加古郡稲美町立天満東小学校教頭 加古郡稲美町立天満東小学校主幹教諭 有川　正真

加古郡播磨町立播磨西小学校教頭 播磨町教育委員会学校教育グループリーダー 一井　喜範

西脇市立西脇小学校教頭 西脇市立西脇小学校主幹教諭 西村　康志

西脇市立比延小学校教頭 西脇市立芳田小学校主幹教諭 郡　慶子
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小学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

西脇市立芳田小学校教頭 加西市立西在田小学校主幹教諭 前田　裕刀

西脇市立桜丘小学校教頭 西脇市立西脇南中学校教諭 田中　裕之

三木市立三木小学校教頭 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 阿部　知

小野市立中番小学校教頭 小野市立小野東小学校主幹教諭 厚　知代

加西市立富田小学校教頭 加西市教育委員会人権推進課主幹 高井 邦彰

加西市立西在田小学校教頭 加西市立下里小学校主幹教諭 橋尾　恵美

加東市立社小学校教頭 加東市立社小学校主幹教諭 宮田　智子

姫路市立手柄小学校教頭 姫路市立城北小学校主幹教諭 平山　涼子

姫路市立荒川小学校教頭 姫路市教育委員会学校指導課管理指導主事 黒田　徹

姫路市立妻鹿小学校教頭 姫路市立広畑小学校主幹教諭 坂本　武士

姫路市立網干小学校教頭 姫路市立広畑第二小学校教諭 中野　靖子

姫路市立花田小学校教頭 姫路市立花田小学校主幹教諭 本間　一生

姫路市立御国野小学校教頭 姫路市立大塩小学校教諭 石本　三郎

姫路市立谷外小学校教頭 姫路市立大津小学校主幹教諭 飯田　雅宏

姫路市立山田小学校教頭 姫路市立船津小学校主幹教諭 大谷　賢司

姫路市立的形小学校教頭 姫路市立別所小学校教諭 小林　麻矢

姫路市立津田小学校教頭 姫路市立旭陽小学校主幹教諭 大上　俊介

姫路市立城乾小学校教頭 姫路市立増位小学校主幹教諭 浅井　綾

姫路市立家島小学校教頭 姫路市立高浜小学校主幹教諭 鷹谷　尚

姫路市立置塩小学校教頭 姫路市立高岡西小学校教諭 髙原　督友

姫路市立莇野小学校教頭 姫路市立莇野小学校主幹教諭 川島　邦夫

姫路市立香呂小学校教頭 姫路市立城西小学校教諭 久保　里美
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小学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

相生市立相生小学校教頭 相生市教育委員会学校教育課指導主事 岡田　眞也

たつの市立龍野小学校教頭 たつの市立新宮小学校主幹教諭 石堂　裕

たつの市立新宮小学校教頭 たつの市教育委員会学校教育課主幹兼指導主事 桔梗　陽次

たつの市立越部小学校教頭 たつの市立越部小学校主幹教諭 谷郷　かずよ

赤穂市立城西小学校教頭 赤穂市立赤穂小学校主幹教諭 有政　武彦

宍粟市立千種小学校教頭 宍粟市立一宮北中学校主幹教諭 田路　康幸

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主幹教諭 北　智裕

神崎郡福崎町立八千種小学校教頭 神崎郡福崎町立高岡小学校主幹教諭 足立　善信

佐用郡佐用町立南光小学校教頭 佐用郡佐用町立佐用中学校教諭 長本　浩嗣

佐用郡佐用町立三日月小学校教頭 県立教育研修所主任指導主事兼義務教育研修課長 高舘　裕児

播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校教頭 宍粟市立伊水小学校主幹教諭 柴原　由衣子

豊岡市立中筋小学校教頭 豊岡市立三江小学校主幹教諭 藤原　美和

豊岡市立城崎小学校教頭 豊岡市教育委員会こども教育課主幹兼指導主事 上垣　了一

豊岡市立静修小学校教頭 豊岡市立日高東中学校主幹教諭 高品　佐織

豊岡市立合橋小学校教頭 豊岡市立合橋小学校主幹教諭 嶋﨑　学

養父市立大屋小学校教頭 養父市立関宮学園主幹教諭 森井　陽子

養父市立高柳小学校教頭 養父市立八鹿小学校主幹教諭 谷口　真也

養父市立宿南小学校教頭 豊岡市立日高小学校主幹教諭 野川　拓司

朝来市立東河小学校教頭 朝来市立梁瀬小学校主幹教諭 藤本　美千代

朝来市立梁瀬小学校教頭 朝来市立竹田小学校主幹教諭 吉田　博幸

朝来市立山口小学校教頭 朝来市立糸井小学校主幹教諭 中地　吉人

美方郡香美町立佐津小学校教頭 美方郡香美町立柴山小学校教諭 井上　哲也
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小学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

美方郡新温泉町立浜坂北小学校教頭 美方郡新温泉町立浜坂北小学校主幹教諭 門脇　正泰

丹波篠山市立八上小学校教頭 丹波篠山市立城北畑小学校主幹教諭 石井　健一

丹波篠山市立岡野小学校教頭 丹波篠山市立今田小学校主幹教諭 中西　正也

丹波篠山市立大山小学校教頭 丹波篠山市立古市小学校主幹教諭 竹山　智保

丹波篠山市立味間小学校教頭 社会教育課主任指導主事兼社会教育主事 中野　純也

丹波市立東小学校教頭 丹波市立青垣小学校主幹教諭 荻野　由香里

洲本市立大野小学校教頭 淡路教育事務所主任指導主事兼社会教育主事 前田　隆志

洲本市立安乎小学校教頭 洲本市立由良中学校主幹教諭 德丸　孝幸

洲本市立鳥飼小学校教頭 南あわじ市立南淡中学校主幹教諭 増田　栄一

南あわじ市立倭文小学校教頭 淡路市立塩田小学校主幹教諭 前田　直美

淡路市立塩田小学校教頭 淡路市立浦小学校主幹教諭 櫻井　琢巳

淡路市立津名東小学校教頭 洲本市教育委員会学校教育課課長補佐 竹本　大二朗

淡路市立浦小学校教頭 淡路教育委員会学校教育課指導主事 橋ケ迫　健

（以上１２３名）

- 43 -



小学校教頭 退職

令和４年３月31日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

（尼崎市教育委員会事務局） 尼崎市立潮小学校教頭 福田　晃大

退職 尼崎市立立花西小学校教頭 福井　聡介

（西宮市教育委員会事務局） 西宮市立小松小学校教頭 安積　裕子

退職 西宮市立高木北小学校教頭 植村　英彦

退職 宝塚市立小浜小学校教頭 松本　直樹

退職 川西市立けやき坂小学校教頭 佐方　千由紀

（三田市教育委員会事務局） 三田市立藍小学校教頭 田中　仁朗

（三田市教育委員会事務局） 三田市立弥生小学校教頭 市原　敦

退職 明石市立王子小学校教頭 南谷　昌宏

兵庫教育大学附属小学校教頭 明石市立二見小学校教頭 久米　高弘

退職 明石市立高丘西小学校教頭 井上　一郎

退職 明石市立清水小学校教頭 大江　俊朗

退職 加古川市立志方小学校教頭 安部　尚平

（稲美町教育委員会事務局） 加古郡稲美町立天満東小学校教頭 瀧口　泰広

退職 加古郡播磨町立播磨南小学校教頭 大里　祐一

退職 三木市立自由が丘東小学校教頭 中田　高俊

兵庫教育大学附属中学校教頭 小野市立来住小学校教頭 三浦　高幸

（加西市教育委員会事務局） 加西市立富田小学校教頭 菅野　孝二

（加東市教育委員会事務局） 加東市立社小学校教頭 井上　裕子

退職 姫路市立的形小学校教頭 宮本　和典

（姫路市教育委員会事務局） 姫路市立香呂小学校教頭 飯田　晋

退職 姫路市立安富北小学校教頭 桝本　博文
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小学校教頭 退職

令和４年３月31日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

（たつの市教育委員会事務局） たつの市立小宅小学校教頭 井澤　弘幸

退職 佐用郡佐用町立上月小学校教頭 後藤　義郎

退職 佐用郡佐用町立三日月小学校教頭 吉本　敏之

（豊岡市教育委員会事務局） 豊岡市立竹野小学校教頭 森山　健二

退職 豊岡市立中竹野小学校教頭 竹中　種雄

退職 養父市立高柳小学校教頭 北山　公彦

退職 朝来市立山口小学校教頭 佐竹　美保子

（丹波篠山市教育委員会事務局） 丹波篠山市立西紀小学校教頭 浅田　智広

退職 丹波篠山市立大山小学校教頭 髙橋　智德

退職 淡路市立多賀小学校教頭 古川　英治

（淡路市教育委員会事務局） 淡路市立津名東小学校教頭 吉岡　幸広

（以上３３名）
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中学校教頭 転任

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

尼崎市立立花中学校教頭 尼崎市立武庫東中学校教頭 西田　育代

尼崎市立園田中学校教頭 尼崎市立大庄北中学教頭 石井　郁樹

尼崎市立南武庫之荘中学校教頭 淡路市立一宮中学校教頭 新井　正人

尼崎市立武庫東中学校教頭 尼崎市立金楽寺小学校教頭 齋藤　栄治

尼崎市立小園中学校教頭 尼崎市立中央中学校教頭 田中　かおり

尼崎市立常陽中学校教頭 尼崎市立立花中学校教頭 濱﨑　成司

尼崎市立成良中学校教頭 尼崎市立園田中学校教頭 菊谷　徳洋

尼崎市立成良中学校教頭 尼崎市立小田中学校教頭 板谷　葉子

尼崎市立中央中学校教頭 尼崎市立園田北小学校教頭 小林　誠一郎

尼崎市立大庄中学校教頭 尼崎市立武庫小学校教頭 神保　玲子

尼崎市立小田中学校教頭 尼崎市立成良中学校教頭 小村　元基

西宮市立大社中学校教頭 西宮市立上甲子園中学校教頭 大森　頼宗

西宮市立甲陵中学校教頭 西宮市立大社中学校教頭 上田　宏紀

西宮市立上甲子園中学校教頭 西宮市立甲陵中学校教頭 香田　成範

西宮市立上ケ原中学校教頭 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 秋山　陽子

芦屋市立山手中学校教頭 芦屋市立宮川小学校教頭 河野　貴史

伊丹市立荒牧中学校教頭 伊丹市立東中学校教頭 八束　伸明

宝塚市立宝塚第一中学校教頭 宝塚市立安倉小学校教頭 政井　美香

宝塚市立宝塚中学校教頭 宝塚市立御殿山中学校教頭 神原　勝

宝塚市立西谷中学校教頭 宝塚市立長尾小学校教頭 上田　昌弘

宝塚市立光ガ丘中学校教頭 宝塚市立宝塚第一中学校教頭 柳田　覚

川西市立川西中学校教頭 川西市立川西養護学校教頭 荒木　浩
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中学校教頭 転任

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

川西市立東谷中学校教頭 川西市立川西北小学校教頭 河野　明美

三田市立ゆりのき台中学校教頭 三田市立藍中学校教頭 奥　雅喜

川辺郡猪名川町立猪名川中学校教頭 川辺郡猪名川町立六瀬中学校教頭 円城寺　繁誉

川辺郡猪名川町立清陵中学校教頭 川辺郡猪名川町立中谷中学校教頭 森田　裕

明石市立衣川中学校教頭 上海日本人学校虹橋校教頭 小倉 寛樹

明石市立望海中学校教頭 明石市立衣川中学校教頭 阿部　真人

明石市立魚住中学校教頭 明石市立野々池中学校教頭 伊賀　賢人

明石市立高丘中学校教頭 明石市立魚住東中学校教頭 伊東　幸治

明石市立魚住東中学校教頭 明石市立望海中学校教頭 増田　恵津子

加古川市立浜の宮中学校教頭 加古川市立平岡東小学校教頭 宝来　美由紀

加古川市立神吉中学校教頭 加古川市立陵北小学校教頭 辻　浩樹

加古郡稲美町立稲美北中学校教頭 加古郡稲美町立天満小学校教頭 井上　真一

西脇市立西脇中学校教頭 加東市立東条学園小中学校教頭 田口　久雄

三木市立三木中学校教頭 三木市立星陽中学校教頭 小林　俊治

三木市立緑が丘中学校教頭 三木市立別所中学校教頭 藤井　与志雄

姫路市立広嶺中学校教頭 姫路市立安富中学校教頭 美安　周平

姫路市立東光中学校教頭 姫路市立城乾中学校教頭 熊田　智二

姫路市立広畑中学校教頭 姫路市立広嶺中学校教頭 長谷川　潔

姫路市立朝日中学校教頭 姫路市立高丘中学校教頭 大仲　雅和

姫路市立神南中学校教頭 姫路市立夢前中学校教頭 沖田　和民

姫路市立夢前中学校教頭 姫路市立坊勢中学校教頭 島田　裕

姫路市立大的中学校教頭 姫路市立林田中学校教頭 吉田　理平
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中学校教頭 転任

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

姫路市立香寺中学校教頭 姫路市立家島中学校教頭 琴地　亮治

姫路市立安富中学校教頭 姫路市立広畑中学校教頭 日野　秀俊

たつの市立揖保川中学校教頭 たつの市立龍野西中学校教頭 前川　正樹

宍粟市立山崎南中学校教頭 宍粟市立一宮北中学校教頭 谷尻　恒博

宍粟市立一宮北中学校教頭 宍粟市立一宮南中学校教頭 上山　昌秀

宍粟市立波賀中学校教頭 宍粟市立山崎南中学校教頭 平田　新二

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 木村　三寿

豊岡市立豊岡北中学校教頭 豊岡市立出石中学校教頭 安岡　明夫

豊岡市立出石中学校教頭 豊岡市立豊岡北中学校教頭 赤松　明生

養父市立八鹿青渓中学校教頭 養父市立関宮学園教頭 垣尾　正幸

美方郡香美町立村岡中学校教頭 美方郡新温泉町立浜坂中学校教頭 木村　好伸

美方郡新温泉町立浜坂中学校教頭 美方郡新温泉町立浜坂北小学校教頭 塩出　武

南あわじ市立南淡中学校教頭 南あわじ市立倭文中学校教頭 佐野　悦司

南あわじ市立沼島中学校教頭 南あわじ市立南淡中学校教頭 石田　直嗣

淡路市立東浦中学校教頭 淡路市立浦小学校教頭 山谷　義郎

淡路市立岩屋中学校教頭 淡路市立東浦中学校教頭 齋藤　康人

淡路市立一宮中学校教頭 淡路市立岩屋中学校教頭 藤江　朝子

南あわじ市・洲本市組合立広田中学校教頭 南あわじ市立阿万小学校教頭 坂本　晃章

（以上６２名）
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中学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

尼崎市立大庄北中学校教頭 尼崎市立大庄北中学校主幹教諭 市田　直大

尼崎市立武庫中学校教頭 尼崎市教育委員会学び支援課係長 藤井　俊史

西宮市立瓦木中学校教頭 西宮市教育委員会学校教育課係長 中津　洋平

西宮市立浜甲子園中学校教頭 西宮市教育委員会学校教育課指導主事 瀬上　大喜

西宮市立苦楽園中学校教頭 阪神教育事務所主任指導主事 櫻木　雅哉

西宮市立真砂中学校教頭 西宮市立浜脇中学校教諭 藤井　浩樹

芦屋市立潮見中学校教頭 芦屋市立潮見中学校教諭 虎若　高士

伊丹市立東中学校教頭 伊丹市教育委員会学校指導課主査 林田　佳子

宝塚市立御殿山中学校教頭 宝塚市教育委員会職員課係長 蒲田　晃啓

宝塚市立山手台中学校教頭 宝塚市教育委員会青少年センター所長 三木　健太郎

川西市立清和台中学校教頭 川辺郡猪名川町立猪名川中学校主幹教諭 川名　達朗

川西市立明峰中学校教頭 川西市立明峰中学校主幹教諭 乾　隆人

川西市立緑台中学校教頭 川西市立多田中学校主幹教諭 奥野　且久

三田市立狭間中学校教頭 三田市立上野台中学校主幹教諭 王子　明紀

三田市立藍中学校教頭 三田市立富士中学校主幹教諭 中澤　克利

明石市立野々池中学校教頭 明石市教育委員会児童生徒支援課係長 福永　智広

明石市立江井島中学校教頭 明石市立望海中学校主幹教諭 松原　成宏

加古川市立加古川中学校教頭 加古川市立加古川中学校主幹教諭 池澤　雅樹

加古川市立中部中学校教頭 加古川市立氷丘中学校主幹教諭 西脇　美恵

加古川市立平岡中学校教頭 加古川市立神吉中学校教諭 高橋　康夫

加古川市立陵南中学校教頭 加古川市教育委員会教育研究所副所長 柳浦　康宏

高砂市立高砂中学校教頭 高砂市教育委員会教育部学校教育室学校教育課指導係長 平山　健二
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中学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

高砂市立宝殿中学校教頭 明石市立二見中学校主幹教諭 今井　竜也

加古郡播磨町立播磨中学校教頭 加古郡播磨町立播磨中学校主幹教諭 川前　輝晃

三木市立別所中学校教頭 三木市教育委員会教育振興部学校教育課主査兼指導主事 水嶋　和彦

多可郡多可町立八千代中学校教頭 多可町教育委員会学校教育課指導主事 藤本　秀晃

姫路市立高丘中学校教頭 姫路市立大白書中学校教諭 森下　博光

姫路市立大白書中学校教頭 姫路市立灘中学校主幹教諭 鎌谷　順一

姫路市立山陽中学校教頭 姫路市立大津中学校主幹教諭 中村　寛治

姫路市立灘中学校教頭 姫路市立山陽中学校主幹教諭 船本　和男

姫路市立飾磨西中学校教頭 姫路市教育委員会育成支援課教育相談・少年愛護係長 福島　淳

姫路市立林田中学校教頭 宍粟市立山崎南中学校教諭 中野　裕史

姫路市立城乾中学校教頭 姫路市立豊富小中学校主幹教諭 内田　哲也

姫路市立家島中学校教頭 姫路市教育委員会教育研修課指導主事 石尾　俊之

姫路市立坊勢中学校教頭 姫路市立網干中学校主幹教諭 粂川　隆一

たつの市立龍野西中学校教頭 たつの市立龍野西中学校主幹教諭 香田　邦友

宍粟市立一宮南中学校教頭 宍粟市立一宮南中学校教諭 仁尾　雅浩

神崎郡福崎町立福崎東中学校教頭 神崎郡福崎町立福崎東中学校主幹教諭 大西　陽介

赤穂郡上郡町立上郡中学校教頭 赤穂郡上郡町立上郡中学校主幹教諭 吉村　孝史郎

佐用郡佐用町立三日月中学校教頭 佐用郡佐用町立佐用中学校教諭 横山　幸喜

豊岡市立豊岡南中学校教頭 義務教育課主任指導主事 服部　隆

豊岡市立港中学校教頭 豊岡市立港中学校主幹教諭 若松　輝

養父市立養父中学校教頭 朝来市立生野中学校主幹教諭 藤井　直人

養父市立大屋中学校教頭 養父市立八鹿青渓中学校教諭 井上　英明
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中学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

美方郡香美町立小代中学校教頭 美方郡香美町立村岡中学校主幹教諭 松岡　薫

美方郡新温泉町立夢が丘中学校教頭 豊岡市立豊岡北中学校主幹教諭 高木　範明

丹波篠山市立篠山東中学校教頭 丹波篠山市教育委員会学校教育課副課長兼指導主事 采女　達也

丹波市立氷上中学校教頭 丹波市立山南中学校主幹教諭 北川　哲也

丹波市立市島中学校教頭 丹波市立市島中学校主幹教諭 増田　博

（以上４９名）
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令和４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） 尼崎市立南武庫之荘中学校教頭 澤田　慶太

退職 西宮市立真砂中学校教頭 山崎　昌徳

（芦屋市教育委員会事務局） 芦屋市立潮見中学校教頭 山本　卓見

退職 宝塚市立西谷中学校教頭 栗本　誠一

退職 宝塚市立山手台中学校教頭 泉　ゆかり

（川西市教育委員会事務局） 川西市立清和台中学校教頭 下内　卓夫

（猪名川町教育委員会事務局） 川辺郡猪名川町立猪名川中学校教頭 石田　健一郎

（加古川市教育委員会事務局） 加古川市立平岡中学校教頭 藤尾　昌也

退職 加古川市立神吉中学校教頭 和田　康男

退職 加古川市立陵南中学校教頭 西脇　正和

退職 姫路市立大白書中学校教頭 坂本　亨

退職 姫路市立東光中学校教頭 森下　剛志

退職 姫路市立朝日中学校教頭 中山　健太郎

（姫路市教育委員会事務局） 姫路市立神南中学校教頭 福永　人士

退職 豊岡市立港中学校教頭 玉脇　健司

退職 養父市立養父中学校教頭 中村　泰三

退職 丹波市立氷上中学校教頭 荻野　泰弘

（以上１７名）
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義務教育学校教頭 転任

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

姫路市立白鷺小中学校教頭 姫路市立城東小学校教頭 古寺　弘憲

姫路市立四郷学院教頭 姫路市立谷外小学校教頭 濱　当純

養父市立関宮学園教頭 養父市立八鹿小学校教頭 北川　尚宏

（以上３名）
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義務教育学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

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 西宮市教育委員会教育研修課指導主事 吉永　真由美

加東市立東条学園小中学校教頭 加東市立東条学園小中学校主幹教諭 中山　庸平

加東市立東条学園小中学校教頭 加東市立東条学園小中学校主幹教諭 泥谷　智明

姫路市立四郷学院教頭 姫路市教育委員会学校指導課指導主事 坂村　昭博

姫路市立豊富小中学校教頭 姫路市教育委員会育成支援課指導主事 井上　正祥

（以上５名）
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義務教育学校教頭 退職

令和４年３月31日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

（姫路市教育委員会事務局） 姫路市立四郷学院教頭 北村　純一

（以上１名）
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特別支援学校教頭 転任

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

西宮市立西宮支援学校教頭 西宮市立苦楽園小学校教頭 宇野　繁範

伊丹市立伊丹特別支援学校教頭 伊丹市立伊丹小学校教頭 阪本　直美

川西市立川西養護学校教頭 川西市立明峰中学校教頭 前田　達哉

三田市立ひまわり特別支援学校教頭 三田市立学園小学校教頭 武内　健介

加古川市立加古川養護学校教頭 加古川市立野口小学校教頭 南屋　和寿

三木市立三木特別支援学校教頭 三木市立平田小学校教頭 藤田　司

（以上６名）
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特別支援学校教頭 採用

令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

三田市立ひまわり特別支援学校教頭 三田市立ひまわり特別支援学校主幹教諭 脇田　耕平

小野市立小野特別支援学校教頭 兵庫教育大学附属中学校副校長 橋口　浩明

（以上２名）
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特別支援学校教頭 退職

令和４年３月31日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

退職 三田市立ひまわり特別支援学校教頭 岸部　洋子

（以上１名）
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在外教育施設派遣
令和４年４月１日付人事異動

新補職名 現補職名 氏名

ジャカルタ日本人学校チカラン校教諭 尼崎市立園和北小学校教諭 中嶋　来未

フランクフルト日本人国際学校教諭 西宮市立甲子園浜小学校教諭 飯塚　泰晴

ローマ日本人学校教諭 伊丹市立南中学校教諭 濵川　理恵

北京日本人学校教諭 宝塚市立逆瀬台小学校教諭 北野　淳也

バンコク日本人学校 明石市立錦城中学校教諭 日生下　瞳

シンガポール日本人学校中学部 明石市立大久保中学校教諭 宮本　健志

パリ日本人学校 明石市立大久保南小学校教諭 荻野　竜平

香港日本人学校大埔校 高砂市立曽根小学校教諭 市原　久士

広州日本人学校 加西市立西在田小学校教諭 兵藤　大輔

台北日本人学校教諭 姫路市立船場小学校教諭 清瀨　裕史

ジョホール日本人学校教諭 姫路市立古知小学校教諭 中川　英毅

プラハ日本人学校教諭 姫路市立手柄小学校教諭 三浦　一郎

上海日本人学校虹橋校教諭 姫路市立大津小学校教諭 林　優也

ジャカルタ日本人学校教諭 洲本市立五色中学校教諭 福島　寿美

（以上１４名）
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