
平成２６年度末 学校人事課

＜小中学校＞

【校長の部】 平成27年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用・昇任 和歌山市立大新小学校 校　　長 和歌山市立中之島小学校 教　　頭 松　田　　　晃

和歌山市立砂山小学校 校　　長 和歌山市立砂山小学校 教　　頭 鎌　田　卓　子

和歌山市立高松小学校 校　　長 和歌山市教育委員会 所　　長 西　川　厚　子

和歌山市立芦原小学校 校　　長 和歌山市立芦原小学校 教　　頭 栩　野　真　一

和歌山市立宮前小学校 校　　長 和歌山市立宮前小学校 教　　頭 坂　本　雅　城

和歌山市立三田小学校 校　　長 和歌山市立貴志南小学校 教　　頭 黒　田　昌　孝

和歌山市立名草小学校 校　　長 和歌山市立本町小学校 教　　頭 鈴　木　英　樹

和歌山市立楠見小学校 校　　長 和歌山市立和佐幼稚園 園　　長 岡　本　晶　彦

和歌山市立和佐小学校 校　　長 和歌山市立和佐小学校 教　　頭 石　原　利　彦

和歌山市立有功小学校 校　　長 和歌山市立西和佐小学校 教　　頭 大　橋　はるみ

和歌山市立有功東小学校 校　　長 和歌山市立有功東小学校 教　　頭 貴　志　雅　代

和歌山市立直川小学校 校　　長 和歌山市立八幡台小学校 教　　頭 　森　秀　和

和歌山市立日進中学校 校　　長 和歌山市立日進中学校 教　　頭 深　谷　規　雄

和歌山市立西和中学校 校　　長 和歌山市立西和中学校 教　　頭 成　末　義　樹

和歌山市立河北中学校 校　　長 和歌山市立西浜中学校 教　　頭 南　方　邦　昭

和歌山市立有功中学校 校　　長 和歌山市教育委員会 センター長 藤　本　智　彦

橋本市立柱本小学校 校　　長 かつらぎ町教育委員会 指導主事 岩　井　秀　雄

橋本市立学文路小学校 校　　長 橋本市立学文路中学校 教　　頭 恩　地　志　郎

橋本市立高野口小学校 校　　長 橋本市教育委員会 主任指導主事 森　下　まちこ

橋本市立信太小学校 校　　長 橋本市立信太小学校 教　　頭 大　西　喜三郎

橋本市立橋本中学校 校　　長 橋本市教育委員会 学校教育課長 岡　本　孝　範

九度山町立九度山中学校 校　　長 九度山町立九度山中学校 教　　頭 大　野　恵　章

紀の川市立池田小学校 校　　長 紀の川市立池田小学校 教　　頭 坂　浦　　　満

紀の川市立長田小学校 校　　長 紀の川市教育委員会 総括指導主事 嘉　本　知　子

岩出市立岩出小学校 校　　長 岩出市立岩出中学校 教　　頭 福　元　元　章

和歌山県教職員人事異動表



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用・昇任 岩出市立山崎小学校 校　　長 岩出市立山崎小学校 教　　頭 竪　　　邦　康

岩出市立中央小学校 校　　長 岩出市立山崎北小学校 教　　頭 小　山　幸　作

紀の川市立粉河中学校 校　　長 紀の川市立粉河中学校 教　　頭 田津原　一　博

紀の川市立荒川中学校 校　　長 紀の川市立那賀中学校 教　　頭 増　田　裕　司

岩出市立岩出中学校 校　　長 岩出市立岩出中学校 教　　頭 津　村　　輝

海南市立内海小学校 校　　長 海南市立内海小学校 教　　頭 野　田　泰　生

海南市立亀川小学校 校　　長 海南市立亀川小学校 教　　頭 土　居　久　起

海南市立南野上小学校 校　　長 海南市立北野上小学校 教　　頭 面　家　恭　子

海南市立加茂川小学校 校　　長 海南市立加茂川小学校 教　　頭 山　形　拓　史

紀美野町立下神野小学校 校　　長 紀美野町教育委員会 主　　幹 浦　　　明　裕

海南市立亀川中学校 校　　長 海南市立亀川中学校 教　　頭 熊　代　秀　至

海南市立下津第一中学校 校　　長 海南市立下津第二中学校 教　　頭 岩　橋　雅　章

湯浅町立田栖川小学校 校　　長 湯浅町立山田小学校 教　　頭 辻　本　節　男

湯浅町立田村小学校 校　　長 湯浅町立湯浅小学校 教　　頭 愛　須　一　弘

有田川町立小川小学校 校　　長 有田川町立藤並小学校 教　　頭 大　藪　憲　一

有田川町立西ヶ峯小学校 校　　長 広川町立広小学校 教　　頭 堀　田　　　正

有田市立保田中学校 校　　長 教育庁文化遺産課 企 画 員 嶋　田　文　紀

有田川町立金屋中学校 校　　長 有田川町立金屋中学校 教　　頭 米　田　和　央

御坊市立野口小学校 校　　長 日高川町立美山中学校 教　　頭 宇　和　正　徳

日高町立志賀小学校 校　　長 由良町立由良中学校 教　　頭 保　田　　　勉

由良町立衣奈小学校 校　　長 由良町立衣奈小学校 教　　頭 山　名　将　和

印南町立稲原小学校 校　　長 御坊市立御坊中学校 教　　頭 岩　國　隆　宏

みなべ町立清川小学校 校　　長 みなべ町立清川小学校 教　　頭 細　川　安　弘

みなべ町立上南部小学校 校　　長 みなべ町立上南部小学校 教　　頭 石　上　貴　一

みなべ町立高城小学校 校　　長 御坊市立御坊小学校 教　　頭 前　田　芳　郎

日高川町立笠松小学校 校　　長 県教育センター学びの丘 副 所 長 藤　川　　　誠

御坊市立河南中学校 校　　長 白浜町立富田中学校 教　　頭 久　保　豪　史

印南町立稲原中学校 校　　長 印南町立稲原中学校 教　　頭 脇　田　信　也



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用・昇任 日高川町立丹生中学校 校　　長 日高川町立丹生中学校 教　　頭 津　村　仁　志

田辺市立大坊小学校 校　　長 田辺市立大坊小学校 教　　頭 中　井　　代

田辺市立上芳養小学校 校　　長 西牟婁教育支援事務所 所　　長 前　川　友　利

田辺市立秋津川小学校 校　　長 田辺市立三栖小学校 教　　頭 浅　井　靖　也

田辺市立長野小学校 校　　長 田辺市立田辺第二小学校 教　　頭 永　立　州　利

田辺市立伏菟野小学校 校　　長 田辺市立咲楽小学校 教　　頭 山　崎　若　葉

田辺市立上山路小学校 校　　長 田辺市立上山路小学校 教　　頭 池　下　誠　志

田辺市立富里小学校 校　　長 田辺市立田辺第一小学校 教　　頭 矢　倉　和　彦

田辺市立三里小学校 校　　長 田辺市立会津小学校 教　　頭 鳥　越　　　博

白浜町立白浜第二小学校 校　　長 白浜町立日置小学校 教　　頭 小　川　裕　史

白浜町立日置小学校 校　　長 白浜町立富田小学校 教　　頭 夛　屋　滋　美

上富田町立岡小学校 校　　長 上富田町立市ノ瀬小学校 教　　頭 田ノ岡　郁　也

すさみ町立見老津小学校 校　　長 県教育センター学びの丘 課　　長 中　村　和　彦

田辺市立上芳養中学校 校　　長 田辺市立上芳養中学校 教　　頭 中　村　和　稔

田辺市立近野中学校 校　　長 田辺市立大塔中学校 教　　頭 広　畑　裕　史

田辺市立大塔中学校 校　　長 田辺市立上秋津中学校 教　　頭 音　無　長　裕

田辺市立本宮中学校 校　　長 田辺市立衣笠中学校 教　　頭 宮　田　博　之

白浜町立三舞中学校 校　　長 県教育センター学びの丘 課　　長 木　村　　　慶

新宮市立熊野川小学校 校　　長 那智勝浦町立下里小学校 教　　頭 上　地　　　健

太地町立太地小学校 校　　長 太地町立太地小学校 教　　頭 東　　　哲　弘

古座川町立明神小学校 校　　長 那智勝浦町立勝浦小学校 教　　頭 速　水　直　樹

古座川町立三尾川小学校 校　　長 教育庁学校人事課 人事主事 濵　地　久　夫

串本町立大島小学校 校　　長 串本町教育委員会 指導主事 山　本　隆　介

串本町立田原小学校 校　　長 すさみ町立江住小学校 教　　頭 沖　　　　　洋

新宮市立熊野川中学校 校　　長 新宮市立神倉小学校 教　　頭 中　田　善　夫

那智勝浦町立宇久井中学校 校　　長 那智勝浦町立宇久井中学校 教　　頭 橋　爪　　　健

太地町立太地中学校 校　　長 串本町立潮岬中学校 教　　頭 城　谷　真　司

串本町立串本西中学校 校　　長 串本町立串本中学校 教　　頭 濱　﨑　和　司



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

転　任 和歌山市立吹上小学校 校　　長 和歌山市立宮前小学校 校　　長 内　田　敏　夫

和歌山市立宮北小学校 校　　長 和歌山市立有功東小学校 校　　長 宮　本　　　茂

和歌山市立和歌浦小学校 校　　長 和歌山市立芦原小学校 校　　長 亀　位　直　規

和歌山市立安原小学校 校　　長 和歌山市立楠見小学校 校　　長 柏　野　貴　之

和歌山市立明和中学校 校　　長 和歌山市立高松小学校 校　　長 中　家　　　英

和歌山市立紀伊中学校 校　　長 和歌山市立西和中学校 校　　長 横　山　和　哉

和歌山市立高積中学校 校　　長 和歌山市立貴志中学校 校　　長 赤　桐　久　也

和歌山市立貴志中学校 校　　長 和歌山市立日進中学校 校　　長 中　村　善　弘

橋本市立紀見北中学校 校　　長 高野町立高野山中学校 校　　長 西　川　　　光

高野町立高野山中学校 校　　長 橋本市立学文路小学校 校　　長 森　下　英　男

紀の川市立麻生津小学校 校　　長 紀の川市立調月小学校 校　　長 阪　中　美　文

紀の川市立調月小学校 校　　長 紀の川市立那賀中学校 校　　長 信　定　俊　彦

紀の川市立那賀中学校 校　　長 和歌山市立紀伊中学校 校　　長 高　岸　隆　行

紀の川市立貴志川中学校 校　　長 紀の川市立粉河中学校 校　　長 鈴　木　英　雄

海南市立黒江小学校 校　　長 海南市立亀川中学校 校　　長 木　下　昌　久

海南市立日方小学校 校　　長 海南市立黒江小学校 校　　長 丸　谷　泰　規

海南市立巽小学校 校　　長 海南市立中野上小学校 校　　長 藤　田　直　子

海南市立中野上小学校 校　　長 海南市立下津小学校 校　　長 柳　瀬　充　男

海南市立大東小学校 校　　長 紀美野町立毛原小学校 校　　長 上　田　国　裕

海南市立下津小学校 校　　長 海南市立南野上小学校 校　　長 山　中　幸　也

紀美野町立毛原小学校 校　　長 紀美野町立下神野小学校 校　　長 中　家　　　覚

海南市立下津第二中学校 校　　長 海南市立下津第一中学校 校　　長 木　村　拓　司

紀美野町立美里中学校 校　　長 海南市立大東小学校 校　　長 中　屋　多加志

有田市立初島小学校 校　　長 有田市立保田中学校 校　　長 藤　岡　倫　夫

広川町立南広小学校 校　　長 有田川町立粟生小学校 校　　長 若　宮　秀　行

有田川町立石垣小学校 校　　長 有田川町立小川小学校 校　　長 中　　　文　也

有田川町立城山西小学校 校　　長 有田川町立五西月小学校 校　　長 田　中　政　宏

有田市立文成中学校 校　　長 湯浅町立湯浅中学校 校　　長 御　前　充　司



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

転　任 有田市立初島中学校 校　　長 有田市立文成中学校 校　　長 水　主　　　理

湯浅町立湯浅中学校 校　　長 湯浅町立田村小学校 校　　長 前　田　　　健

広川町立耐久中学校 校　　長 広川町立南広小学校 校　　長 平　林　宗　樹

広川町立津木中学校 校　　長 有田市立初島小学校 校　　長 永　田　博　誠

御坊市立湯川小学校 校　　長 由良町立由良小学校 校　　長 山　本　　　尚

御坊市立名田小学校 校　　長 御坊市立野口小学校 校　　長 岡　本　邦　男

日高町立内原小学校 校　　長 みなべ町立上南部小学校 校　　長 山　口　　　謙

由良町立由良小学校 校　　長 由良町立衣奈小学校 校　　長 田　端　久　夫

印南町立切目小学校 校　　長 印南町立稲原中学校 校　　長 冨　山　修　次

日高川町立江川小学校 校　　長 みなべ町立清川小学校 校　　長 玉　置　敏　与

日高川町立川辺西小学校 校　　長 御坊市立湯川小学校 校　　長 尾　崎　和　弘

日高川町立川原河小学校 校　　長 日高川町立笠松小学校 校　　長 熊　代　卓　夫

御坊市立湯川中学校 校　　長 御坊市立河南中学校 校　　長 柴　田　耕　治

御坊市立名田中学校 校　　長 印南町立稲原小学校 校　　長 山　本　一　也

日高町立日高中学校 校　　長 日高川町立川辺西小学校 校　　長 釈　野　靖　仁

印南町立印南中学校 校　　長 御坊市立名田中学校 校　　長 木　村　栄　一

みなべ町立南部中学校 校　　長 白浜町立椿小学校 校　　長 山　本　　　昇

田辺市立田辺第三小学校 校　　長 田辺市立新庄第二小学校 校　　長 谷　本　敬　介

田辺市立新庄第二小学校 校　　長 田辺市立伏菟野小学校 校　　長 岡　内　幸　代

田辺市立中芳養小学校 校　　長 田辺市立上山路小学校 校　　長 　本　　　毅

田辺市立三栖小学校 校　　長 田辺市立中芳養小学校 校　　長 中　本　克　彦

田辺市立田辺東部小学校 校　　長 田辺市立田辺第三小学校 校　　長 西　川　誠　也

田辺市立中山路小学校 校　　長 田辺市立富里小学校 校　　長 松　本　晃　一

田辺市立鮎川小学校 校　　長 田辺市立三川小学校 校　　長 岸　本　晃　治

田辺市立本宮小学校 校　　長 田辺市立三里小学校 校　　長 植　　　　　渉

白浜町立白浜第一小学校 校　　長 白浜町立日置小学校 校　　長 山　本　亜矢子

白浜町立椿小学校 校　　長 すさみ町立見老津小学校 校　　長 雑　賀　祐　介

田辺市立東陽中学校 校　　長 田辺市立明洋中学校 校　　長 佐　武　正　章



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

転　任 田辺市立明洋中学校 校　　長 田辺市立衣笠中学校 校　　長 髙　垣　　　誠

田辺市立衣笠中学校 校　　長 すさみ町立周参見中学校 校　　長 川　本　真　哉

田辺市立龍神中学校 校　　長 田辺市立上芳養中学校 校　　長 山　崎　　　学

上富田町立上富田中学校 校　　長 田辺市立近野中学校 校　　長 大　江　則　人

すさみ町立周参見中学校 校　　長 田辺市立長野小学校 校　　長 柳　原　　　修

新宮市立王子ヶ浜小学校 校　　長 新宮市立熊野川小学校 校　　長 林　　　眞　一

串本町立古座小学校 校　　長 串本町立田原小学校 校　　長 道　本　幸　浩

新宮市立城南中学校 校　　長 那智勝浦町立宇久井中学校 校　　長 速　水　盛　康

新宮市立光洋中学校 校　　長 古座川町立三尾川小学校 校　　長 田　中　信　幸

那智勝浦町立下里中学校 校　　長 串本町立串本中学校 校　　長 前　　　正　則

古座川町立明神中学校 校　　長 古座川町立明神小学校 校　　長 中　島　良　範

串本町立串本中学校 校　　長 古座川町立明神中学校 校　　長 岡　田　正　伸

退  職 和歌山市立湊幼稚園 園　　長 和歌山市立名草小学校 校　　長 亀　井　晴　史

西牟婁教育支援事務所 所　　長 白浜町立三舞中学校 校　　長 泉　　　利　明

和歌山市立吹上小学校 校　　長 髙　橋　量　也

和歌山市立砂山小学校 校　　長 市　川　貞　蔵

和歌山市立宮北小学校 校　　長 鎌　田　淳　一

和歌山市立和歌浦小学校 校　　長 南　方　良　文

和歌山市立三田小学校 校　　長 　原　良　治

和歌山市立和佐小学校 校　　長 武　本　多香子

和歌山市立安原小学校 校　　長 西　浦　民　子

和歌山市立有功小学校 校　　長 小　林　達　史

和歌山市立直川小学校 校　　長 高　　　善　昭

和歌山市立明和中学校 校　　長 梅　田　展　生

和歌山市立河北中学校 校　　長 南　　　良　和

和歌山市立高積中学校 校　　長 湯　川　能　成

和歌山市立有功中学校 校　　長 酒　井　幹　司

橋本市立柱本小学校 校　　長 松　島　　　洋



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

退  職 橋本市立高野口小学校 校　　長 井　澤　　　清

橋本市立信太小学校 校　　長 池　西　孝　仁

橋本市立橋本中学校 校　　長 辻　　　正　雄

橋本市立紀見北中学校 校　　長 土屋垣内　美信

九度山町立九度山中学校 校　　長 森　下　　　稔

紀の川市立池田小学校 校　　長 山　本　善　啓

紀の川市立長田小学校 校　　長 山　田　庄　司

紀の川市立麻生津小学校 校　　長 桝　谷　忠　敏

岩出市立岩出小学校 校　　長 高　岸　伸　次

岩出市立山崎小学校 校　　長 土生川　政　幸

岩出市立中央小学校 校　　長 菅　谷　計　文

紀の川市立荒川中学校 校　　長 橋　村　伸　爾

紀の川市立貴志川中学校 校　　長 西　岡　佳　彦

岩出市立岩出中学校 校　　長 東　浦　一　馬

海南市立日方小学校 校　　長 宮　尾　英　作

海南市立内海小学校 校　　長 中　浴　正　喜

海南市立亀川小学校 校　　長 吉　村　純　三

海南市立巽小学校 校　　長 楠　　　友美子

海南市立加茂川小学校 校　　長 谷　口　裕　保

海南市立塩津小学校 校　　長 坂　中　　　毅

海南市立下津第二中学校 校　　長 浦　　　　　啓

紀美野町立美里中学校 校　　長 大　西　孝　亮

湯浅町立田栖川小学校 校　　長 井　口　　　章

有田川町立石垣小学校 校　　長 矢　口　正　明

有田川町立西ヶ峯小学校 校　　長 林　　　史　郎

有田川町立城山西小学校 校　　長 堀　内　千佐子

有田市立初島中学校 校　　長 上　山　和　成

広川町立耐久中学校 校　　長 川　口　伸　二



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

退  職 広川町立津木中学校 校　　長 竹　中　　　修

有田川町立金屋中学校 校　　長 守　法　善　明

御坊市立名田小学校 校　　長 西　本　　　基

日高町立志賀小学校 校　　長 井　本　善　也

日高町立内原小学校 校　　長 塩　﨑　　　貢

印南町立切目小学校 校　　長 洲　﨑　久　和

みなべ町立高城小学校 校　　長 露　詰　晋　也

日高川町立江川小学校 校　　長 玉　置　成　美

日高川町立川原河小学校 校　　長 垣　内　祥　志

御坊市立湯川中学校 校　　長 塩　﨑　順　一

日高町立日高中学校 校　　長 坂　田　　　豊

印南町立印南中学校 校　　長 片　山　　　隆

みなべ町立南部中学校 校　　長 井　戸　和　彦

日高川町立丹生中学校 校　　長 沖　野　昭　夫

田辺市立大坊小学校 校　　長 村　上　利　博

田辺市立上芳養小学校 校　　長 松　畑　克　典

田辺市立秋津川小学校 校　　長 寒　川　貴　子

田辺市立三栖小学校 校　　長 大　倉　日幸次

田辺市立田辺東部小学校 校　　長 口　井　　　浩

田辺市立中山路小学校 校　　長 鼻　﨑　和　生

田辺市立鮎川小学校 校　　長 岡　山　茂　樹

田辺市立本宮小学校 校　　長 弓　場　博　視

白浜町立白浜第一小学校 校　　長 裏　地　　　修

白浜町立白浜第二小学校 校　　長 岡　内　清　高

上富田町立岡小学校 校　　長 川　本　博　文

田辺市立東陽中学校 校　　長 向　井　洋　一

田辺市立龍神中学校 校　　長 後　　　伸　夫

田辺市立大塔中学校 校　　長 藤　五　和　久



区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

退  職 田辺市立本宮中学校 校　　長 濵　中　真　哉

上富田町立上富田中学校 校　　長 小　森　弘　二

新宮市立王子ヶ浜小学校 校　　長 桝　谷　卓　宏

太地町立太地小学校 校　　長 堀　端　勝　之

串本町立大島小学校 校　　長 富　田　房　男

串本町立古座小学校 校　　長 中　平　佳　孝

新宮市立城南中学校 校　　長 横　山　政　博

新宮市立光洋中学校 校　　長 奥　　　和　一

新宮市立熊野川中学校 校　　長 畑　尻　正　大

那智勝浦町立色川中学校 校　　長 浦　地　信　孝

那智勝浦町立下里中学校 校　　長 岡　野　俊　二

太地町立太地中学校 校　　長 小　坂　康　夫

串本町立串本西中学校 校　　長 垣　　　秀　志



平成２６年度末 学校人事課

＜小中学校＞

【教頭の部】 平成27年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用・昇任 和歌山市立大新小学校 教　　頭 和歌山市教育委員会 専門教育監補 村　上　和　彌

和歌山市立広瀬小学校 教　　頭
和歌山大学教育学部
附属小学校

主幹教諭 辻　　  伸　幸

和歌山市立砂山小学校 教　　頭 和歌山市教育委員会 専門教育監補 沖　平  　　渉

和歌山市立四箇郷小学校 教　　頭 教育庁文化遺産課 班　　長 杉　本　和　弥

和歌山市立芦原小学校 教　　頭 和歌山市立芦原小学校 教　　諭 岡　本　成　記

和歌山市立中之島小学校 教　　頭
教育庁スポーツ課
(和歌山県体育協会)

主　　任 志　場　俊　之

和歌山市立宮前小学校 教　　頭 和歌山市立雄湊小学校 教　　諭 田　窪　　　伸

和歌山市立貴志南小学校 教　　頭 和歌山市立楠見小学校 教　　諭 西　尾　博　之

和歌山市立楠見西小学校 教　　頭 和歌山市立楠見東小学校 教　　諭 宮　原　和　美

和歌山市立西和佐小学校 教　　頭 和歌山市教育委員会 専門教育監補 川　崎　ゆ　き

和歌山市立山東小学校 教　　頭 和歌山市立太田小学校 教　　諭 西　岡　美也子

和歌山市立鳴滝小学校 教　　頭 和歌山市教育委員会 副 課 長 島　尾　順　二

和歌山市立小倉小学校 教　　頭 和歌山市立高積中学校 教　　諭 田　中　文　規

和歌山市立山口小学校 教　　頭 和歌山市立松江小学校 教　　諭 藤　原　ゆうこ

和歌山市立太田小学校 教　　頭 かつらぎ町立笠田小学校 教　　諭 西　林　周　子

和歌山市立八幡台小学校 教　　頭 和歌山市立八幡台小学校 教　　諭 伊　藤　　　弘

和歌山市立伏虎中学校 教　　頭 和歌山市立東和中学校 教　　諭 清　水　　　歩

和歌山市立城東中学校 教　　頭 和歌山市立城東中学校 教　　諭 藤　範　登志美

和歌山市立紀之川中学校 教　　頭 和歌山市立貴志中学校 教　　諭 中　平　滋　之

橋本市立境原小学校 教　　頭 橋本市立紀見北中学校 教　　諭 西　中　久美子

橋本市立学文路小学校 教　　頭 橋本市立清水小学校 教　　諭 中　嶋　淳　子

橋本市立城山小学校 教　　頭 橋本市立柱本小学校 教　　諭 中　元　健　氏

橋本市立信太小学校 教　　頭 九度山町立九度山中学校 教　　諭 小　嶋　敏　裕

高野町立高野山小学校 教　　頭 橋本市立橋本小学校 教　　諭 片　浦　昭　人

かつらぎ町立妙寺中学校 教　　頭 かつらぎ町立妙寺中学校 教　　諭 北　　　章　人

和歌山県教職員人事異動表



【教頭の部】 平成27年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用・昇任 紀の川市立長田小学校 教　　頭 那賀振興局地域振興部 主　　査 石　丸　岳　志

紀の川市立上名手小学校 教　　頭 紀の川市立貴志川中学校 教　　諭 舩　津　真　理

紀の川市立調月小学校 教　　頭 紀の川市立田中小学校 教　　諭 成　瀨　憲　弘

岩出市立根来小学校 教　　頭 岩出市立山崎北小学校 教　　諭 宮　本　髙　宏

岩出市立山崎北小学校 教　　頭 岩出市立上岩出小学校 教　　諭 南　　　智　明

紀の川市立粉河中学校 教　　頭 県立古佐田丘中学校 教　　頭 西　口　正　純

岩出市立岩出中学校 教　　頭 岩出市立岩出第二中学校 教　　諭 寺　本　　　亮

岩出市立岩出第二中学校 教　　頭 岩出市立岩出中学校 教　　諭 坂　浦　　　勝

海南市立内海小学校 教　　頭 県立田辺中学校 教　　諭 伊　藤　真由美

海南市立亀川小学校 教　　頭 海南市立海南中学校 教　　諭 北　東　謙　治

海南市立北野上小学校 教　　頭 海南市立北野上小学校 教　　諭 沼　田　香　恵

海南市立加茂川小学校 教　　頭 海南市立海南下津高等学校 教　　諭 広　瀬　真三子

紀美野町立下神野小学校 教　　頭
和歌山大学教育学部
附属小学校

教　　諭 北　川　勝　則

海南市立下津第二中学校 教　　頭 海南市立下津第二中学校 教　　諭 松　元　由里子

湯浅町立湯浅小学校 教　　頭 湯浅町立湯浅小学校 教　　諭 大　谷　真喜子

湯浅町立山田小学校 教　　頭 有田市立文成中学校 教　　諭 川　嶋　啓　生

広川町立広小学校 教　　頭 広川町教育委員会 学校教育班長 田　口　哲　也

有田川町立久野原小学校 教　　頭 県教育センター学びの丘 主任指導主事 神　田　光　史

有田川町立安諦小学校 教　　頭 県環境生活総務課 主　　任 大　橋　信　之

有田川町立金屋中学校 教　　頭 有田川町立石垣中学校 教　　諭 栃　﨑　正　幸

御坊市立御坊小学校 教　　頭 御坊市立名田中学校 教　　諭 高　野　　　勉

御坊市立名田小学校 教　　頭 御坊市立名田小学校 教　　諭 橋　本　　　光

由良町立衣奈小学校 教　　頭 御坊市立御坊小学校 教　　諭 玉　置　俊　明

由良町立白崎小学校 教　　頭 日高町立志賀小学校 教　　諭 山　本　光　一

印南町立清流小学校 教　　頭 日高川町立川辺西小学校 教　　諭 小　田　幸　美

みなべ町立清川小学校 教　　頭 みなべ町立南部小学校 教　　諭 寺　本　明　彦

みなべ町立上南部小学校 教　　頭 みなべ町立南部小学校 教　　諭 湯　川　三　生



【教頭の部】 平成27年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用・昇任 日高川町立山野小学校 教　　頭 日高振興局地域振興部 主　　任 山　本　富　康

日高川町立寒川第一小学校 教　　頭 日高川町教育委員会 指導主事 楠　本　勝　洋

御坊市立御坊中学校 教　　頭 美浜町立松洋中学校 教　　諭 﨑　山　武　司

印南町立稲原中学校 教　　頭 御坊市立河南中学校 教　　諭 宮　所　典　世

日高川町立丹生中学校 教　　頭 由良町立由良中学校 教　　諭 黒　田　洋　司

日高川町立美山中学校 教　　頭 印南町立稲原中学校 教　　諭 岩　﨑　世史生

田辺市立田辺第一小学校 教　　頭 田辺市教育委員会 青少年主事 岡　﨑　之　紀

田辺市立大坊小学校 教　　頭 田辺市立中芳養中学校 教　　諭 鈴　木　　　智

田辺市立新庄小学校 教　　頭 田辺市立中辺路小学校 教　　諭 吉　田　裕　佳

田辺市立新庄第二小学校 教　　頭 田辺市立中芳養小学校 教　　諭 中　家　章　一

田辺市立三栖小学校 教　　頭 田辺市教育委員会 指導主事 木　村　真由美

田辺市立上山路小学校 教　　頭 西牟婁振興局地域振興部 主　　任 原　　　哲　朗

田辺市立咲楽小学校 教　　頭 田辺市立衣笠中学校 教　　諭 榎　本　隆　也

白浜町立富田小学校 教　　頭 西牟婁教育支援事務所 主任指導主事 木　村　　　薫

白浜町立北富田小学校 教　　頭 上富田町立上富田中学校 教　　諭 庄　口　和　志

すさみ町立江住小学校 教　　頭 すさみ町立江住中学校 教　　諭 村　上　　　浩

田辺市立新庄中学校 教　　頭 田辺市立東陽中学校 教　　諭 坂　本　和　也

田辺市立上芳養中学校 教　　頭 田辺市立新庄中学校 教　　諭 柳　原　智　美

田辺市立上秋津中学校 教　　頭 田辺市立東陽中学校 教　　諭 池　田　千　秋

田辺市立大塔中学校 教　　頭 田辺市立大塔中学校 教　　諭 谷　口　勝　則

白浜町立富田中学校 教　　頭 白浜町立富田中学校 教　　諭 芝　　　　　久

那智勝浦町立下里小学校 教　　頭 教育庁文化遺産課 主　　任 坊　　　信　次

太地町立太地小学校 教　　頭 那智勝浦町立勝浦小学校 教　　諭 宮　本　礼　子

古座川町立三尾川小学校 教　　頭 那智勝浦町立宇久井小学校 教　　諭 上　地　巳奈子

北山村立北山小学校 教　　頭 那智勝浦町立宇久井中学校 教　　諭 川　口　　　徹

串本町立串本小学校 教　　頭 串本町立串本西小学校 教　　諭 中　地　　　強

串本町立橋杭小学校 教　　頭 串本町立串本中学校 教　　諭 平　松　　　聡
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採用・昇任 串本町立出雲小学校 教　　頭 串本町立串本西中学校 教　　諭 瀬　戸　嘉　弘

新宮市立緑丘中学校 教　　頭 新宮市教育委員会 指導主事 松　本　　　潤

那智勝浦町立宇久井中学校 教　　頭 新宮市立城南中学校 教　　諭 大　薮　伸　一

那智勝浦町立色川中学校 教　　頭 新宮市立光洋中学校 教　　諭 久　保　敏　晴

太地町立太地中学校 教　　頭 太地町立太地中学校 教　　諭 山　崎　豊　美

古座川町立古座中学校 教　　頭 古座川町立古座中学校 教　　諭 山　田　貴　也

串本町立串本中学校 教　　頭 串本町立串本中学校 教　　諭 井　口　英　夫

串本町立潮岬中学校 教　　頭 東牟婁教育支援事務所 主任社会教育主事 水　上　茂　秀

転  任 和歌山市立本町小学校 教　　頭 和歌山市立岡崎小学校 教　　頭 山　下　真　二

和歌山市立雑賀崎小学校 教　　頭 和歌山市立楠見西小学校 教　　頭 山　田　眞由美

和歌山市立岡崎小学校 教　　頭 和歌山市立広瀬小学校 教　　頭 岩　本　浩　志

和歌山市立和佐小学校 教　　頭 和歌山市立雑賀崎小学校 教　　頭 手　間　和　美

和歌山市立有功東小学校 教　　頭 和歌山市立小倉小学校 教　　頭 明　渡　良　夫

和歌山市立日進中学校 教　　頭 和歌山市立東中学校 教　　頭 川　端　宏　典

和歌山市立西和中学校 教　　頭 和歌山市立紀之川中学校 教　　頭 東　　　康　修

和歌山市立西浜中学校 教　　頭 和歌山市立伏虎中学校 教　　頭 楠　見　　　健

和歌山市立東中学校 教　　頭 和歌山市立城東中学校 教　　頭 角　田　佳　隆

橋本市立清水小学校 教　　頭 橋本市立境原小学校 教　　頭 枡　谷　亮　平

橋本市立応其小学校 教　　頭 橋本市立城山小学校 教　　頭 向　井　敬　二

かつらぎ町立大谷小学校 教　　頭 高野町立高野山小学校 教　　頭 佐　藤　真由美

かつらぎ町立梁瀬小学校 教　　頭 かつらぎ町立大谷小学校 教　　頭 松　浦　恭　久

橋本市立橋本中学校 教　　頭 橋本市立学文路小学校 教　　頭 西　岡　豊　人

橋本市立学文路中学校 教　　頭 橋本市立清水小学校 教　　頭 天　野　　　久

九度山町立九度山中学校 教　　頭 橋本市立橋本中学校 教　　頭 中　西　　　章

九度山町立河根中学校 教　　頭 九度山町立河根小学校 教　　頭 太　田　敦　久

紀の川市立池田小学校 教　　頭 紀の川市立上名手小学校 教　　頭 山　本　具　子

紀の川市立鞆渕小学校 教　　頭 紀の川市立調月小学校 教　　頭 中　川　義　英
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転  任 紀の川市立西貴志小学校 教　　頭 紀の川市立荒川中学校 教　　頭 北　村　和　久

岩出市立山崎小学校 教　　頭 岩出市立根来小学校 教　　頭 岸　部　直　樹

紀の川市立那賀中学校 教　　頭 かつらぎ町立妙寺中学校 教　　頭 山　田　浩　史

紀の川市立荒川中学校 教　　頭 岩出市立岩出第二中学校 教　　頭 　田　典　弘

岩出市立岩出中学校 教　　頭 岩出市立岩出第二中学校 教　　頭 湯　浅　二　美

岩出市立岩出第二中学校 教　　頭 紀の川市立西貴志小学校 教　　頭 今　田　一　里

海南市立亀川中学校 教　　頭 紀美野町立下神野小学校 教　　頭 根　岸　隆　一

有田川町立藤並小学校 教　　頭 有田川町立久野原小学校 教　　頭 古　川　弘　樹

有田川町立八幡小学校 教　　頭 有田川町立安諦小学校 教　　頭 山　戸　敏　裕

日高川町立中津小学校 教　　頭 日高川町立寒川第一小学校 教　　頭 玉　置　　　仁

由良町立由良中学校 教　　頭 由良町立白崎小学校 教　　頭 田　端　一　夫

日高川町立早蘇中学校 教　　頭 印南町立清流小学校 教　　頭 西　本　寿　子

田辺市立田辺第二小学校 教　　頭 田辺市立芳養小学校 教　　頭 南　　　俊　秀

田辺市立芳養小学校 教　　頭 田辺市立三川小学校 教　　頭 東　　　章　代

田辺市立会津小学校 教　　頭 田辺市立新庄小学校 教　　頭 亀　井　陽　一

白浜町立日置小学校 教　　頭 白浜町立北富田小学校 教　　頭 成　田　寛　実

白浜町立安宅小学校 教　　頭 白浜町立安居小学校 教　　頭 愛　須　寛　之

上富田町立市ノ瀬小学校 教　　頭 白浜町立安宅小学校 教　　頭 池　本　勝　彦

田辺市立衣笠中学校 教　　頭 田辺市立新庄中学校 教　　頭 野　村　裕　之

新宮市立神倉小学校 教　　頭 串本町立橋杭小学校 教　　頭 嶋　田　雅　昭

那智勝浦町立勝浦小学校 教　　頭 那智勝浦町立那智中学校 教　　頭 岡　　　史　博

串本町立田原小学校 教　　頭 串本町立串本小学校 教　　頭 浦　　　　　渉

新宮市立熊野川中学校 教　　頭 新宮市立緑丘中学校 教　　頭 中　村　直　人

那智勝浦町立那智中学校 教　　頭 古座川町立古座中学校 教　　頭 海　野　文　宏

退  職 紀北教育支援事務所 所　　長 橋本市立応其小学校 教　　頭 赤　坂　和　哉

県教育委員会 主　　幹 田辺市立新庄第二小学校 教　　頭 仲　　　克　幸

和歌山市立大新小学校 教　　頭 矢　川　晶　子



【教頭の部】 平成27年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

退  職 和歌山市立四箇郷小学校 教　　頭 楠　見　宏　暢

和歌山市立山東小学校 教　　頭 橋　本　由　美

和歌山市立鳴滝小学校 教　　頭 井　邊　恵　美

和歌山市立山口小学校 教　　頭 下　地　　　徹

和歌山市立太田小学校 教　　頭 片　山　久美子

紀の川市立長田小学校 教　　頭 堀　内　俊　孝

紀の川市立鞆渕小学校 教　　頭 貴　志　泰　富

紀美野町立長谷毛原中学校 教　　頭 中　谷　泰　和

有田川町立八幡小学校 教　　頭 田　又　和　彦

御坊市立名田小学校 教　　頭 山　本　隆　史

日高川町立山野小学校 教　　頭 假　谷　光　生

日高川町立中津小学校 教　　頭 田　中　祐　樹

日高川町立早蘇中学校 教　　頭 髙　垣　喜　宣

北山村立北山小学校 教　　頭 田　畑　盛　浩

串本町立出雲小学校 教　　頭 上　　　正　久

串本町立田原小学校 教　　頭 知　野　光　洋

新宮市立熊野川中学校 教　　頭 太　田　喜　文

太地町立太地中学校 教　　頭 玉　石　晃　久


