
県立学校

和歌山さくら支援学校 校長 三反田　和　人

和歌山盲学校 校長 平　岡　　　巧

紀の川高等学校 校長 大　浦　俊　一

田辺高等学校 校長 岩　﨑　浩　久

海南高等学校 校長 髙　垣　正　儀

和歌山工業高等学校 校長 中　前　耕　一

貴志川高等学校 校長 楠　見　隆　功

那賀高等学校 校長 山　口　　　薫

伊都高等学校 校長 野　田　幹　也

退 職 紀北工業高等学校 校長 樫　葉　　　直

和歌山さくら支援学校 校長 紀北支援学校 校長 武　内　正　晴

田辺高等学校 校長 粉河高等学校 校長 中　山　浩　樹

有田中央高等学校 校長 熊野高等学校 校長 庄　田　卓　爾

海南高等学校 校長 有田中央高等学校 校長 河　本　好　史

転 任 紀北工業高等学校 校長 きのかわ支援学校 校長 井　松　友　希

紀北支援学校 校長
学校教育局県立学校教育課
特別支援教育室 室長 太　田　善　孝

転 職 和歌山工業高等学校 校長 学校教育局 局長 田　村　光　穂

きのかわ支援学校 校長 きのかわ支援学校 教頭 三反田　多香子

和歌山盲学校 校長 たちばな支援学校 教頭 坂　口　勝　弘

紀の川高等学校 校長 和歌山商業高等学校 教頭 笠　松　勝　美

熊野高等学校 校長 熊野高等学校 教頭 夏　目　康　弘

貴志川高等学校 校長 和歌山北高等学校西校舎 教頭 揚　村　典　生

那賀高等学校 校長 桐蔭高等学校 教頭 歌　　　保　晴

粉河高等学校 校長 向陽高等学校 教頭 湯　川　昌　彦

昇 任 伊都高等学校 校長 伊都高等学校 教頭 栗　原　充　司
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県立学校

昇 任 和歌山北高等学校 教頭 笠田高等学校 教諭 市　川　貴　英
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耐久高等学校 教頭 耐久高等学校 教諭 戸　川　しをり

箕島高等学校 教頭 和歌山北高等学校 教諭 山　本　明　広

和歌山さくら支援学校 教頭 和歌山さくら支援学校 教諭 久　嶋　芳　美

新宮高等学校定時制 教頭 新宮高等学校 教諭 東　　　啓　史

交流･昇任 海南市立海南下津高等学校 教頭 向陽高等学校 教諭 角　谷　晴　生

南紀支援学校 教頭 南紀支援学校 教諭 小　原　美佐香

和歌山工業高等学校 教頭 学校教育局県立学校教育課 指導主事 森　下　憲　一

転 職 和歌山東高等学校 教頭 学校教育局県立学校教育課 指導主事 神　藤　恭　光

神島高等学校 教頭
県教育センター学びの丘
専門研修課 課長 山　本　直　樹

南部高等学校 教頭
学校教育局県立学校教育課
高校教育指導班 班長 西　嶋　　　淳

学校教育局県立学校教育課 副課長 那賀高等学校 教頭 川　嶌　秀　則

紀伊コスモス支援学校 教頭
学校教育局県立学校教育課
特別支援教育室特別支援班 班長 上　村　弘　幸

伊都高等学校 教頭 和歌山北高等学校 教頭 茂　田　嘉　朗

転 任 橋本高等学校 教頭 粉河高等学校定時制 教頭 児　玉　恵美子

粉河高等学校定時制 教頭 橋本高等学校 教頭 前　田　道　男

笠田高等学校 教頭 橋本高等学校 教頭 森　下　兼　男

和歌山北高等学校西校舎 教頭 耐久高等学校 教頭 北　浦　弘　之

那賀高等学校 教頭 海南高等学校定時制 教頭 味　村　昌　彦

向陽高等学校 教頭 和歌山東高等学校 教頭 中　谷　　　力

和歌山高等学校 教頭 和歌山工業高等学校 教頭 久　原　　　享

和歌山商業高等学校 教頭 和歌山高等学校 教頭 村　田　雅　彦

桐蔭高等学校 教頭 新翔高等学校 教頭 宇　野　健　二

耐久高等学校定時制 教頭 紀央館高等学校 教頭 假屋園　耕　治

海南高等学校定時制 教頭 耐久高等学校定時制 教頭 児　玉　修　造

熊野高等学校 教頭 神島高等学校 教頭 入　澤　和　彦

紀央館高等学校 教頭 南部高等学校 教頭 畑　﨑　恒　定

新翔高等学校 教頭 新宮高等学校 教頭 國　見　一　郎

新宮高等学校 教頭 日高高等学校定時制 教頭 宇　戸　博　一

たちばな支援学校 教頭 南紀支援学校 教頭 中　瀬　敏　和

きのかわ支援学校 教頭 みくまの支援学校 教頭 石　本　辰　夫



県立学校

和歌山市立和歌山高等学校定時制 教頭 窪　田　充　男

和歌山さくら支援学校 教頭 森　　　伸　高

紀伊コスモス支援学校 教頭 辻　本　和　彦

箕島高等学校 教頭 西　浦　司　郎

退 職 笠田高等学校 教頭 岡　　　泰　宏

交 流 日高高等学校定時制 教頭 海南市立海南下津高等学校 教頭 阿　形　武　芳

和歌山市立和歌山高等学校定時制 教頭 新宮高等学校定時制 教頭 石　井　文　敏

みくまの支援学校 教頭 みはま支援学校 教頭 東　　　晋　平

転 任 みはま支援学校 教頭 南紀高等学校周参見分校 教頭 阪　本　　　聡
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西　田　　　篤 　県立橋本高等学校事務長

　県監査委員事務局第一課総括調査員 田　尻　佳　敬 　県立箕島高等学校事務長

　県立自然博物館副館長 田　中　秀　典

　教育総務局給与福利課教育企画員
　（紀南分室長事務取扱）

西　山　耕　司 　県立有田中央高等学校事務長

　県立桐蔭高等学校事務長

　港湾空港局港湾漁港整備課副課長

　県立南紀高等学校事務長 久　保　淳　子 　県立熊野高等学校主任

　生涯学習局文化遺産課教育企画員
　（県文化財センター事務局長）

南　　　正　人 　県立紀北工業高等学校事務長

＊＊＊　県教育委員会等転出　＊＊＊

　県立紀央館高等学校事務長 中　筋　弘　文 　県教育センター学びの丘総務課長

　県立神島高等学校事務長 小　田　千　佳 　県立田辺高等学校主任

　県立箕島高等学校事務長 石　井　　　卓 　県議会事務局総務課副課長

　県立日高高等学校事務長 立　花　佳　樹 　県立紀央館高等学校事務長

　県立有田中央高等学校事務長 玉　置　　　真 　県立日高高等学校事務長

＊＊＊　課 長 補 佐 級　＊＊＊

　県立紀北工業高等学校事務長 山　下　陽　子 　県立那賀高等学校主任

　県立南紀支援学校事務長 山　本　育　男
　教育総務局給与福利課教育企画員
　（紀南分室長事務取扱）

　県立紀伊コスモス支援学校事務長 辻垣内　亨　夫
　教育総務局総務課課長補佐
　（施設班長兼職）

　県立和歌山さくら支援学校事務長 田　村　修　二 　県立和歌山さくら支援学校事務長（補佐級）

　県立田辺高等学校事務長 虎　伏　　　淳 　県立田辺工業高等学校事務長

　県立田辺工業高等学校事務長 坂　本　好　志 　県立田辺高等学校事務長

　県立和歌山東高等学校事務長 林　　　恒　好 　県立和歌山商業高等学校事務長

　県立和歌山商業高等学校事務長 堀　川　純　也 　県立和歌山東高等学校事務長（補佐級）

　県立向陽高等学校事務長 瀧　本　　　修 　県立紀伊コスモス支援学校事務長

　県立桐蔭高等学校事務長 中　川　安　生 　県立向陽高等学校事務長

＊＊＊　課　長　級　＊＊＊

　県立笠田高等学校事務長 井　上　勇　治 　県立笠田高等学校事務長（補佐級）

　県立橋本高等学校事務長 嶋　村　　　茂 　有田振興局地域振興部主幹
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 [事務職員の部] 平成２８年４月１日

新 職 名 氏 名 旧 職 名

＊＊＊　退　職　＊＊＊

　　　　　　　　　【平成２８年３月３１日付け】

　 二　見　妙　子 　県立南紀支援学校事務長

　 岩　間　洋　子 　県立神島高等学校事務長

　 平　芝　美智子 　県立南紀高等学校事務長




