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　和歌山県教育庁等職員人事異動表                     平成30年4月1日

新　　　職　　　名 氏　　　名 旧　　　職　　　名

　　　＊＊＊　　次　長　級　　＊＊＊

教育総務局長 山　本　和　秀 県人事委員会事務局総務課長

　　　＊＊＊　　課　長　級　　＊＊＊

教育総務局総務課長 出津野　孝　昭 県民局県民生活課長

生涯学習局生涯学習課長 中　村　憲　司 県立紀南図書館長

生涯学習局スポーツ課長 高　橋　博　之 広報課副課長

生涯学習局文化遺産課長 栗　生　好　人 生涯学習局文化遺産課副課長

学校教育局県立学校教育課長 川　嶌　秀　則 学校教育局県立学校教育課副課長

紀北教育支援事務所長
（学校教育局学校人事課教育企画員兼職）

岡　田　明　彦
生涯学習局スポーツ課課長補佐
（生涯スポーツ班長兼職）

海草・有田教育支援事務所長
（学校教育局学校人事課教育企画員兼職）

林　　　寿　和
県教育センター学びの丘副所長
（学校教育局義務教育課教育企画員兼職）

日高教育支援事務所長
（学校教育局学校人事課教育企画員兼職）

榎　本　龍　也 日高川町立川辺西小学校教頭

県立図書館副館長 木地尾　　　整 教育総務局総務課副課長

県立紀伊風土記の丘副館長 南　　　正　人
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）

生涯学習局スポーツ課教育企画員
（ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会派遣）

木　下　昌　紀 危機管理局危機管理・消防課副課長

生涯学習局スポーツ課教育企画員
（スポーツプロジェクト推進担当）

太　田　謙　二 生涯学習局スポーツ課副課長

生涯学習局文化遺産課教育企画員
（調査班長事務取扱）

黒　石　哲　夫
生涯学習局文化遺産課主幹
（調査班長事務取扱）

教育総務局総務課副課長 西　脇　正　雄 県土整備政策局検査・技術支援課検査員

教育総務局総務課副課長
（コミュニティスクール推進担当）

田　中　いずみ 教育総務局総務課主幹

生涯学習局スポーツ課副課長 川　畑　豪　則 学校教育局健康体育課学校体育班長

生涯学習局文化遺産課副課長 土　山　寛　人 県立和歌山産業技術専門学院総務課長

生涯学習局文化遺産課主幹
（県世界遺産センター主幹併任）

後　呂　好　俊 県立熊野高等学校事務長

生涯学習局文化遺産課主幹
（県文化財センター事務局長）

井　上　挙　宏
学校教育局健康体育課課長補佐
（健康教育班長兼職）

学校教育局県立学校教育課副課長 藤　田　勝　範
教育総務局総務課主幹
（秘書班長事務取扱）

学校教育局義務教育課副課長 鍋　田　泰　延
学校教育局学校人事課課長補佐
（小中学校人事班長兼職）

学校教育局義務教育課主幹
（ＩＣＴ教育推進担当）

桑　木　義　典 和歌山大学教育学部附属小学校副校長

学校教育局義務教育課主幹
（義務教育指導班長事務取扱）

青　石　雅　光 有田市立港小学校教頭
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新　　　職　　　名 氏　　　名 旧　　　職　　　名

学校教育局健康体育課副課長 中　嶋　永　浩 海草振興局建設部主幹

県教育センター学びの丘副所長
（学校教育局義務教育課教育企画員兼職）

梅　本　知　江 学校教育局義務教育課副課長

県立紀南図書館長 谷　口　義　彦 県立図書館文化情報センター長

県立博物館主幹
（学芸課長事務取扱）

竹　中　康　彦 県立博物館学芸課長

　　　＊＊＊　　課長補佐級　　＊＊＊

教育総務局総務課秘書班長 繁　張　泰　寛 教育総務局総務課主任

教育総務局総務課振興班長 村　嶋　陽　一 伊都振興局地域振興部主任

教育総務局給与福利課経理班長 嶋　田　朋　美 教育総務局総務課主任

教育総務局給与福利課管理審査班長 尾　﨑　美　紀 教育総務局給与福利課経理班長

教育総務局給与福利課主任 大　野　美　樹 総務管理局税務課主任

生涯学習局生涯学習課課長補佐
（奨学班長兼職）

秋　月　邦　洋 都市住宅局建築住宅課管理班長

生涯学習局生涯学習課企画調整班長 嶋　田　功　伺 県立紀伊風土記の丘総務課長

生涯学習局生涯学習課地域教育班長 佐　武　範　一
西牟婁教育支援事務所社会教育主事
（指導主事兼職）

生涯学習局生涯学習課専門員 山　本　美　博 生涯学習局生涯学習課主任社会教育主事

生涯学習局生涯学習課主任 村　上　英　一 学校教育局県立学校教育課主査

生涯学習局スポーツ課企画振興班長 岡　本　一　宏 総務管理局行政改革課主任

生涯学習局スポーツ課生涯スポーツ班長 安　井　　　卯 生涯学習局スポーツ課指導主事

生涯学習局文化遺産課主任 川　戸　章　寛 生涯学習局文化遺産課主査

学校教育局県立学校教育課課長補佐
（総務班長兼職）

土　井　哲　也
健康局医務課課長補佐
（県立医科大学附属病院紀北分院事務室課長補佐（総務班長
　兼職））

学校教育局県立学校教育課課長補佐
（高校教育指導班長兼職）

中　村　栄　作 学校教育局県立学校教育課生徒支援班長

学校教育局県立学校教育課生徒支援班長 村　田　知　久 学校教育局県立学校教育課指導主事

学校教育局義務教育課総務班長 西　本　憲　生 県土整備政策局技術調査課建設業班長

学校教育局義務教育課専門員 川　嶋　恭　子
学校教育局義務教育課主任教育相談主事
（指導主事兼職）

学校教育局学校人事課小中学校人事班長 大　樫　浩　史 学校教育局学校人事課人事主事

学校教育局学校人事課人事主事 濵　上　武　史 御坊市教育委員会指導主事

学校教育局学校人事課主任 﨑　山　洋　子 都市住宅局建築住宅課主任
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新　　　職　　　名 氏　　　名 旧　　　職　　　名

学校教育局学校人事課主任 髙　橋　伸　尚 学校教育局学校人事課主査

学校教育局健康体育課学校給食班長 坂　口　なおみ 学校教育局健康体育課主任

学校教育局健康体育課学校体育班長 坂　口　雅　紀 県立和歌山北高等学校教諭

学校教育局健康体育課健康教育班長 山　本　有　作 学校教育局健康体育課指導主事

西牟婁教育支援事務所主任 谷　川　達　司 田辺市立東陽中学校教諭

県教育センター学びの丘総務課長 津　輕　る　み 県立田辺工業高等学校主査

県教育センター学びの丘主任 大　戸　文　吾 県教育センター学びの丘主査

県立図書館総務課長 稲　井　真　也 県立桐蔭高等学校主査

県立図書館主任 岩　橋　求　実 県立図書館主査

県立図書館主任 大　橋　正　幸 生涯学習局スポーツ課主任
（関西ワールドマスターズゲームズ2021組織委員会派遣）

県立図書館主任司書 松　田　公　利 県立図書館主査司書

県立図書館主任司書 藤　井　仁　美 県立図書館主査司書

県立図書館文化情報センター長 西　口　治　伸 生涯学習局生涯学習課企画調整班長

県立近代美術館総務課長
（県立博物館総務課長兼職）

畑　﨑　伸　仁 県立紀北支援学校主査

県立紀伊風土記の丘専門員 細　川　猛　志 県立和歌山高等学校事務長

県立紀伊風土記の丘総務課長 味　村　泰　幸 生涯学習局生涯学習課主査

県立自然博物館総務課長 山　下　光之助 県立こころの医療センター業務課長

　　　＊＊＊　　係　長　級　　＊＊＊

教育総務局総務課政策推進員 宇　田　智　津 生涯学習局生涯学習課社会教育主事

教育総務局総務課主査 嶋　　　康　孝 都市住宅局公共建築課主査

教育総務局総務課主査 栗　山　智　宏 教育総務局総務課副主査

教育総務局給与福利課主査 竹　内　夫　美 海南市立亀川小学校主査

生涯学習局生涯学習課主査 榎　本　有希子
生涯学習局文化遺産課主査
（県世界遺産センター主査併任）

生涯学習局生涯学習課主査 東　浦　真衣子 教育総務局総務課政策推進員

生涯学習局スポーツ課主査 大　山　貴　之 県民局青少年・男女共同参画課主査

生涯学習局スポーツ課主査 栗　本　康　弘 総務管理局市町村課主査
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新　　　職　　　名 氏　　　名 旧　　　職　　　名

生涯学習局スポーツ課主査 松　場　一　成 総務管理局財政課主査

生涯学習局文化遺産課主査
（県文化財センター派遣）

丹　野　　　拓 生涯学習局文化遺産課主査

生涯学習局文化遺産課主査 蘇　理　剛　志 生涯学習局文化遺産課副主査

学校教育局学校人事課人事主事 藤々木　真　也 海草・有田教育支援事務所指導主事

紀北教育支援事務所主査 木　下　豪　人 紀の川市立打田中学校教諭

県立図書館主査 　田　優　子 県立図書館副主査

県立図書館主査司書 田　口　　　望 県立和歌山工業高等学校実習助手

　　　＊＊＊　　一　般　職　　＊＊＊

教育総務局総務課副主査 横　白　恵理子 県立紀北農芸高等学校副主査

教育総務局総務課副主査 米　田　多　希 県立粉河高等学校副主査

教育総務局総務課副主査 肥　田　真　幸 県立神島高等学校教諭

教育総務局総務課副主査 西　川　　　潤 県立図書館副主査

教育総務局総務課副主査 平　岡　朋　子 県立和歌山さくら支援学校副主査

教育総務局給与福利課副主査 石　山　慎　二 教育総務局総務課副主査

教育総務局給与福利課副主査 山根木　菜　央 企画政策局文化学術課副主査

生涯学習局生涯学習課副主査 井　辺　一　仁 県立貴志川高等学校主事

生涯学習局スポーツ課副主査
（県体育協会派遣）

田　村　直　嗣 県立和歌山北高等学校西校舎主事

生涯学習局スポーツ課体育指導員
（教育総務局総務課主事兼職）

六　車　美　紀 学校教育局健康体育課体育指導員

生涯学習局スポーツ課体育指導員
（ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会派遣）

荒　川　真　衣
生涯学習局スポーツ課体育指導員
（教育総務局給与福利課主事兼職）

生涯学習局文化遺産課副主査 辰　丸　嘉　一 生涯学習局スポーツ課副主査

生涯学習局文化遺産課主事 仁　木　友加里 和歌山県税事務所主事

学校教育局県立学校教育課副主査 田　中　敦　樹 教育総務局給与福利課副主査

学校教育局健康体育課副主査
（体育指導員兼職）

坂　本　博　紀 生涯学習局スポーツ課体育指導員

学校教育局健康体育課主事 柳　川　逸　美 和歌山市立和歌浦小学校養護教諭

県立紀南図書館副主査司書 幾　代　　　愛 県立図書館副主査司書

県立近代美術館副主査
（県立博物館副主査兼職）

平　田　真　理 県子ども・女性・障害者相談センター副主査

4 



　和歌山県教育庁等職員人事異動表                     平成30年4月1日

新　　　職　　　名 氏　　　名 旧　　　職　　　名

　　　＊＊＊　　研　究　職　　＊＊＊

県立紀伊風土記の丘主査学芸員 藤　森　寛　志 県立紀伊風土記の丘学芸員（副主査）

県立自然博物館主査学芸員 揖　　　善　継 県立自然博物館学芸員（副主査）

　　　＊＊＊　　指　導　主　事　　＊＊＊

生涯学習局スポーツ課指導主事 長　谷　忠　志 県立那賀高等学校教諭

生涯学習局スポーツ課指導主事 島　田　宗　典 有田川町立八幡中学校教諭

学校教育局県立学校教育課指導主事 中　村　充　登 県立橋本高等学校教諭

学校教育局県立学校教育課指導主事 高　橋　洋　次 県立向陽高等学校教諭

学校教育局県立学校教育課指導主事 福　田　和　彦 県立和歌山東高等学校教諭

学校教育局県立学校教育課指導主事 木　村　良　美 県立和歌山北高等学校教諭

学校教育局県立学校教育課指導主事 﨑　山　智　昭 県立桐蔭高等学校教諭

学校教育局義務教育課指導主事 今　 　優　江 県警察本部

学校教育局義務教育課指導主事
（県教育センター学びの丘指導主事兼職）

湯　上　亜　希 田辺市立会津小学校教諭

学校教育局義務教育課指導主事 馬　場　敦　義 和歌山大学教育学部附属小学校教諭

学校教育局義務教育課指導主事 米　地　高　広
紀北教育支援事務所社会教育主事
（指導主事兼職）

学校教育局義務教育課教育相談主事
（指導主事兼職）

竹　中　久美子 県立紀伊コスモス支援学校教諭

学校教育局健康体育課指導主事 安　藤　慎　介 県立那賀高等学校教諭

学校教育局健康体育課指導主事 谷　口　雄　一 和歌山市立松江小学校教諭

紀北教育支援事務所指導主事 桐　井　一　晃 学校教育局義務教育課指導主事

海草・有田教育支援事務所指導主事 谷　所　正　崇 海南市教育委員会指導主事

日高教育支援事務所指導主事 松　尾　佳　昭 学校教育局義務教育課指導主事

東牟婁教育支援事務所指導主事 松　原　貴　之 串本町立串本小学校教諭

県教育センター学びの丘指導主事 石　本　千　夏 県立日高高等学校教諭

県教育センター学びの丘指導主事 津　多　賢　吾 白浜町立富田中学校教諭

　　　＊＊＊　　出　　　　向　　＊＊＊

海草振興局長 中　川　敦　之 教育総務局長
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海草振興局地域振興部長 鳥　渕　博　文 教育総務局総務課長

企画政策局文化学術課文化企画班長 舟　底　寛　人 教育総務局総務課振興班長

福祉保健政策局ねんりんピック推進課主任 湯　川　徳　之 教育総務局総務課政策推進員

西牟婁振興局建設部主査 鈴　木　孝　彦 教育総務局総務課主査

県子ども・女性・障害者相談センター主事 福　田　奈　央 教育総務局総務課主事

伊都振興局健康福祉部主事 増　田　有　紀 教育総務局総務課主事

那賀振興局健康福祉部主任 山　本　寿　賀 教育総務局給与福利課主任

道路局道路政策課副主査 岡　田　綾　香 教育総務局給与福利課副主査

健康局医務課課長補佐
（県立医科大学附属病院紀北分院事務室課長補佐（総務班長
　兼職））

岡　田　章　吾 生涯学習局生涯学習課奨学班長

県人事委員会事務局総務課長 山　本　祥　生 生涯学習局スポーツ課長

県議会事務局総務課長 田　中　健　司 生涯学習局スポーツ課教育企画員
（関西ワールドマスターズゲームズ2021組織委員会派遣）

危機管理局災害対策課課長補佐 鷲　岡　一　英 生涯学習局スポーツ課企画振興班長

和歌山県税事務所副主査 早　川　源太郎 生涯学習局スポーツ課副主査

西牟婁振興局地域振興部主事 井　手　陸　斗 生涯学習局スポーツ課主事

那賀振興局農林水産振興部長 坂　口　真　史 生涯学習局文化遺産課長

人権局人権政策課副主査 佐　伯　友　希 生涯学習局文化遺産課主事

道路局道路保全課課長補佐
（管理班長兼職）

永　井　伸　和
学校教育局県立学校教育課課長補佐
（総務班長兼職）

那賀振興局地域振興部副部長
（政策審議課主幹兼職）

松　本　博　文 学校教育局健康体育課副課長

県男女共同参画センター主事 杉　野　紘　子 学校教育局健康体育課主事

県難病・子ども保健相談支援センター主任 宮　本　明　英
県立近代美術館総務課長
（県立博物館総務課長兼職）

健康局医務課課長補佐
（県立医科大学事務局施設管理課課長補佐（管理班長兼職））

森　岡　　　靖 県立自然博物館総務課長

　　　＊＊＊　　学　校　転　出　　＊＊＊

県立箕島高等学校事務長 東　　　松　生
教育総務局給与福利課課長補佐
（管理審査班長兼職）

御坊市日高川町学校組合立大成中学校長 西　山　正　紀 生涯学習局生涯学習課長

紀の川市立名手小学校教頭 宮　田　里　枝 生涯学習局生涯学習課地域教育班長

海南市立下津小学校教頭 西　村　あかね 生涯学習局生涯学習課専門員
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県立耐久高等学校教諭 中　上　　　太 生涯学習局スポーツ課指導主事

県立伊都中央高等学校主事 南　　　和　正 生涯学習局スポーツ課主事

県立新宮高等学校長 前　田　成　穂 学校教育局県立学校教育課長

県立星林高等学校教頭 城　　　秀　憲
学校教育局県立学校教育課課長補佐
（高校教育指導班長兼職）

県立橋本高等学校教諭 内　藤　博　文 学校教育局県立学校教育課指導主事

県立和歌山商業高等学校教諭 小　山　寛　子 学校教育局県立学校教育課指導主事

県立和歌山ろう学校事務長 浜　野　幸　雄
学校教育局義務教育課課長補佐
（総務班長兼職）

和歌山大学教育学部附属小学校副校長 中　井　章　博 学校教育局義務教育課義務教育指導班長

湯浅町立田栖川小学校教頭 前　田　和　也 学校教育局義務教育課専門員

九度山町立九度山小学校教頭 和　田　晋　一
学校教育局義務教育課指導主事
（県教育センター学びの丘指導主事兼職）

県立向陽高等学校副主査 徳　丸　貴　一 学校教育局義務教育課副主査

海南市立北野上小学校長 油　谷　正　之 学校教育局学校人事課人事主事

県立和歌山北高等学校西校舎教頭 新　田　圭　子 学校教育局健康体育課学校給食班長

県立和歌山北高等学校教諭 武　野　宗　睦 学校教育局健康体育課指導主事

紀の川市立那賀中学校教諭 林　　　　　稔 紀北教育支援事務所指導主事

紀美野町立野上小学校長 尾　﨑　弘　和
海草・有田教育支援事務所長
（学校教育局学校人事課教育企画員兼職）

印南町立印南中学校長 栖　原　伸　精
日高教育支援事務所長
（学校教育局学校人事課教育企画員兼職）

御坊市立御坊中学校教頭 芝　　　一　哉 日高教育支援事務所主任指導主事

太地町立太地小学校教頭 中　井　　　清 東牟婁教育支援事務所主任指導主事

県立和歌山高等学校事務長 齋　藤　育　造 県立図書館総務課長

県立和歌山商業高等学校実習助手 白　樫　聡　子 県立図書館主査司書

県立南紀高等学校事務長 楠　本　加　代 県教育センター学びの丘総務課長

白浜町立白浜中学校教諭 奥　井　圭　介 県教育センター学びの丘指導主事

県立神島高等学校教諭 芦　名　幸　子 県教育センター学びの丘指導主事

県立紀北支援学校副主査 湊　　　泰　希
県立近代美術館副主査
（県立博物館副主査兼職）

県立紀北支援学校長 米　田　良　博 県立紀伊風土記の丘副館長
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　　　＊＊＊　　割　　　　　愛　　＊＊＊

【平成３０年３月３１日付け】

文化庁へ 藤　井　幸　司
生涯学習局文化遺産課主査
（県文化財センター派遣）

紀の川市教育委員会へ 上　野　大　雄
紀北教育支援事務所長
（学校教育局学校人事課教育企画員兼職）

県警察本部へ 溝　畑　健　治 学校教育局義務教育課指導主事

　　　＊＊＊　　退　　　　　職　　＊＊＊

【平成３０年３月３１日付け】

牧　野　行　治 教育企画監

瀧　本　　　修 県立図書館副館長

前　田　哲　夫 教育総務局総務課副課長

中　谷　義　信 県立自然博物館主任学芸員

嶋　本　香　澄 学校教育局学校人事課主査

小　島　　　毅
生涯学習局スポーツ課副主査
（体育指導員兼職　教育総務局総務課副主査兼職）

北　野　宅　子
生涯学習局スポーツ課体育指導員
（教育総務局総務課主事兼職）

長　尾　奈律希
生涯学習局スポーツ課体育指導員
（教育総務局給与福利課主事兼職）

守　田　泰　弘
生涯学習局スポーツ課副主査
（県体育協会派遣）

一之瀬　裕　美 県立紀南図書館副主査司書
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