
［校長の部］ 平成２６年４月１日

区 分 新　　　任　　　校 新職名 旧　　　任　　　校 旧職名 氏　　　名

昇 任 有田中央高等学校 校長 耐久高等学校　　 教頭 河　本　好　史

紀央館高等学校　 校長 和歌山北高等学校 教頭 兒　玉　佳世子

南紀高等学校　　 校長 南紀高等学校定時制　　 教頭 坂　田　和　彦

新翔高等学校　　 校長 串本古座高等学校古座校舎 教頭 永　石　　　和

和歌山ろう学校　 校長 和歌山ろう学校　 教頭 島　田　健　司

はまゆう支援学校 校長 南紀支援学校　　 教頭 川　口　則　光

みくまの支援学校 校長 熊野高等学校　　 教頭 榎　本　幸　夫

転 職 橋本高等学校 校長 学校教育局学校人事課　　 課長 土　肥　二　郎

粉河高等学校 校長 学校教育局学校人事課　　 副課長 中　山　浩　樹

桐蔭高等学校 校長 学校教育局 局長 岸　田　正　幸

箕島高等学校　　 校長 生涯学習局スポーツ課 課長 藤　村　利　行

きのかわ支援学校 校長 学校教育局学校指導課 副課長 井　松　友　希

転 任 伊都高等学校 校長 粉河高等学校　　 校長 野　田　幹　也

紀北工業高等学校 校長 和歌山西高等学校 校長 樫　葉　　　直

和歌山工業高等学校　 校長 紀北工業高等学校 校長 中　前　耕　一

耐久高等学校　　 校長 有田中央高等学校 校長 清　水　博　行

新宮高等学校　　 校長 みくまの支援学校 校長 畑　　　伸　憲

紀北支援学校　　 校長 きのかわ支援学校 校長 武　内　正　晴

退 職 橋本高等学校　　 校長 北　浦　健　司

伊都高等学校　　 校長 東　　　　　巌

桐蔭高等学校　　 校長 宮　下　和　己

和歌山工業高等学校　 校長 小　山　宣　樹

箕島高等学校　　 校長 板　谷　泰　収

耐久高等学校　　 校長 堀　　　　　潔

紀央館高等学校　 校長 栗　本　恵　司

南紀高等学校　　 校長 渡　瀨　敏　文

新宮高等学校　　 校長 七　瀧　高　至

新翔高等学校　　 校長 竹　村　　　貢

和歌山ろう学校　 校長 西　　　一　也

紀北支援学校　　 校長 金　川　　　宏

はまゆう支援学校 校長 川　岸　　　宏
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［教頭の部］ 平成２６年４月１日

区 分 新　　　任　　　校 新職名 旧　　　任　　　校 旧職名 氏　　　名

昇 任 和歌山北高等学校西校舎 教頭 桐蔭高等学校　　 教諭 南　谷　為　朝

日高高等学校定時制 教頭 日高高等学校　　 教諭 宇　戸　博　一

新宮高等学校定時制 教頭 串本古座高等学校串本校舎 教諭 左　近　晴　久

はまゆう支援学校 教頭 はまゆう支援学校 教諭 米　田　雅　行

みはま支援学校　 教頭 みはま支援学校　 教諭 東　　　晋　平

転 職 耐久高等学校定時制 教頭 国体推進局競技式典課 班長 児　玉　修　造

南紀高等学校定時制 教頭 学校教育局学校指導課 指導主事 森　　　勝　博

紀北支援学校 教頭 生涯学習局生涯学習課 主任指導主事 加　山　千　裕

生涯学習局生涯学習課
人権教育推進室

室長 紀伊コスモス支援学校園部分校 教頭 米　田　良　博

転 任 粉河高等学校定時制 教頭 和歌山商業高等学校 教頭 坂　中　俊　之

貴志川高等学校　 教頭 青陵高等学校　　 教頭 木　村　清　志

和歌山北高等学校 教頭 和歌山西高等学校 教頭 揚　村　典　生

和歌山工業高等学校 教頭 貴志川高等学校　 教頭 大　村　哲　司

和歌山工業高等学校定時制 教頭 粉河高等学校定時制 教頭 宇　田　好　孝

耐久高等学校 教頭 紀央館高等学校　 教頭 北　浦　弘　之

南部高等学校　　 教頭 日高高等学校定時制 教頭 畑　﨑　恒　定

田辺工業高等学校 教頭 南部高等学校　　 教頭 尾　花　　　敦

熊野高等学校 教頭 田辺工業高等学校 教頭 夏　目　康　弘

串本古座高等学校古座校舎 教頭 新宮高等学校　　 教頭 坪　野　賢一郎

新宮高等学校　　 教頭 新宮高等学校定時制 教頭 國　見　一　郎

青陵高等学校　　 教頭 和歌山工業高等学校 教頭 永　山　英　樹

和歌山盲学校　　 教頭 紀北支援学校　　 教頭 松　下　幸　嗣

和歌山ろう学校 教頭 紀伊コスモス支援学校 教頭 栗　原　真　弓

紀伊コスモス支援学校 教頭 和歌山盲学校　　 教頭 辻　本　和　彦

和歌山さくら支援学校 教頭 みはま支援学校　 教頭 中　川　哲　宏

南紀支援学校 教頭 はまゆう支援学校 教頭 中　瀬　敏　和

退 職 和歌山工業高等学校定時制 教頭 西　川　裕　之

耐久高等学校定時制 教頭 木　原　まり子
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新　　　　職　　　　名 氏　　　　　名 旧　　　　職　　　　名

県立橋本高等学校事務長 西　田　　　篤 教育総務局福利課副課長

県立紀北工業高等学校事務長 南　　　正　人 教育総務局福利課経理班長

県立笠田高等学校事務長 木　村　義　則 県立笠田高等学校事務長（補佐級）

県立星林高等学校事務長 山　本　輝　一 県立星林高等学校事務長（補佐級）

県立箕島高等学校事務長 栗　山　昌　之 県立耐久高等学校事務長

県立青陵高等学校事務長 南　　　真　司 県立陵雲高等学校事務長

県立海南高等学校事務長 畑　中　伸　之 県立海南高等学校事務長（補佐級）

県立新翔高等学校事務長 河　内　宏　紀 県立新翔高等学校事務長（補佐級）

県立那賀高等学校事務長 出　口　孝　志
県立近代美術館総務課長
（県立博物館総務課長兼職）

県立耐久高等学校事務長 小　野　隆　明 県立青陵高等学校事務長

県立和歌山ろう学校事務長 土　谷　雅　宏 県立図書館総務課長

県立紀北支援学校事務長 中　村　拓　司 教育総務局給与課管理審査班長

教育総務局給与課副課長
（給与班長事務取扱）

津　田　浩　伸 県立紀北工業高等学校事務長

教育総務局福利課副課長 畑　　　　　仁 県立那賀高等学校事務長

生涯学習局生涯学習課副課長 木地尾　　　整 県立和歌山ろう学校事務長

県立図書館副館長 澤　田　哲　治 県立紀北支援学校事務長

　　　　【 平成２６年３月３1日付け 】

西　　　秀　人 県立橋本高等学校事務長

瀧　山　康　志 県立箕島高等学校事務長

＊＊＊　退　　職　＊＊＊

＊＊＊　県教育委員会転出　＊＊＊

＊＊＊　課　長　級　＊＊＊

＊＊＊　課 長 補 佐 級　＊＊＊


