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部　長　級 1 名 ………… 1 校  長 へ 転 出 2 名 ………… 7

次　長　級 1 名 ………… 1 教　頭 へ 転 出 6 名 ………… 7

課 長 級 12 名 ………… 1 主幹教諭・教諭等 へ 転 出 8 名 ………… 7

グループリーダー級 19 名 ………… 2 計 16 名

指導主事、社会教育主事等 58 名 ………… 3 校  長 へ 転 出 22 名 ………… 8

教　頭 へ 転 出 15 名 ………… 9

主幹教諭・教諭等 へ 転 出 10 名 ………… 10

事務職員 へ 転 出 1 名 ………… 11

計 48 名

1 名 ………… 11

11 名 ………… 11

91 名 合          計 76 名
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小中義務教育学校



（新　任） （旧　任） （氏名）

◎部長級

教育監 三刀屋高等学校長 佐藤　睦也

◎次長級

教育センター所長 学校企画課長 福間　俊行

（浜田教育センター長事務取扱）

◎課長級

学校企画課長 島根中央高等学校長 木原　和典

教育指導課長 隠岐島前高等学校長 多々納　雄二

特別支援教育課上席調整監 特別支援教育課調整監 福島　美菜子

特別支援教育課調整監 隠岐養護学校教頭 八束　政義

松江教育事務所長 松江教育事務所調整監 越野　和胤

松江教育事務所調整監 浜田・旭中校長 片寄　泰史

出雲教育事務所長 出雲教育事務所調整監 藤原　幹夫

出雲教育事務所調整監 教育指導課指導主事 熊谷　和夫

(兼)企画幹

浜田教育事務所調整監 益田・豊川小校長 伊津　洋士

隠岐教育事務所長 隠岐・福井小校長 吉田　貴弘

教育センター教育企画部長 松江東高等学校教頭 山﨑　誠

少年自然の家所長 邑智・口羽小校長 西田　明弘



（新　任） （旧　任） （氏名）

◎グループリーダー級

学校企画課指導主事 (大田市教育委員会) 和田　正利

(兼)企画幹

学校企画課指導主事 学校企画課企画人事主事 竹﨑　修次

(兼)企画幹

学校企画課指導主事 雲南・佐世小教頭 梅木　喜嗣

(兼)企画幹

教育指導課指導主事 松江・宍道中教頭 神谷　祥久

(兼)企画幹

教育指導課指導主事 (兼)教育指導課指導主事 青木　利積

(兼)企画幹

教育指導課指導主事 雲南・阿用小教頭 高木　敏光

(兼)企画幹

教育指導課指導主事 松江・意東小教頭 吉田　卓矢

(兼)企画幹

保健体育課指導主事 保健体育課指導主事 山中　清恵

(兼)学校体育グループリーダー (兼)学校体育・競技スポーツ振興グループリーダー

保健体育課指導主事 出雲・須佐小教頭 吉谷　不美男

(兼)企画幹

社会教育課社会教育主事 社会教育課社会教育主事 吉田　茂延

(兼)社会教育グループリーダー

人権同和教育課指導主事 人権同和教育課指導主事 青山　求

(兼)指導グループリーダー (兼)企画員

松江教育事務所指導主事 (兼)松江教育事務所指導主事 高橋　恵一

(兼)企画幹

松江教育事務所社会教育主事 松江・本庄小教頭 青山　巧

(兼)企画幹

出雲教育事務所指導主事 雲南・西日登小教頭 常松　浩

(兼)企画幹



（新　任） （旧　任） （氏名）

出雲教育事務所社会教育主事 仁多・横田小教頭 大森　伸一

(兼)企画幹

益田教育事務所指導主事 益田・益田中主幹教諭 上田　陽一郎

(兼)企画幹

益田教育事務所社会教育主事 益田・安田小教頭 田中　茂秋

(兼)企画幹

隠岐教育事務所社会教育主事 隠岐教育事務所指導主事 吉山　明利

(兼)企画幹 (兼)企画幹

青少年の家社会教育主事 安来・赤江小教頭 井上　孝弘

(兼)研修支援課長

◎指導主事、社会教育主事等

学校企画課指導主事 (兼)教育指導課指導主事 板倉　数明

(兼)企画員

学校企画課指導主事 浜田水産高等学校教諭 田邊　賢一

(兼)企画員

学校企画課企画人事主事 益田教育事務所指導主事 宮田　茂樹

（益田市派遣）

学校企画課企画人事主事 松江市立女子高等学校教諭 安原　卓治

学校企画課企画人事主事 浜田高等学校教諭 松村　茂樹

学校企画課企画人事主事 松江・内中原小教諭 松崎　雅史

学校企画課企画人事主事 三刀屋高等学校教諭 験馬　敦史

学校企画課企画人事主事 松江北高等学校教諭 武藤　立樹

(兼)教育指導課指導主事 津和野高等学校教諭 大庭　荘平

(兼)教育指導課指導主事 益田高等学校教諭 原　邦夫



（新　任） （旧　任） （氏名）

(兼)教育指導課指導主事 飯南高等学校教諭 伊藤　尚子

(兼)教育指導課指導主事 松江工業高等学校(定) 教諭 金子　ゆみ子

(兼)教育指導課指導主事 江津高等学校教諭 門脇　勤

(兼)特別支援教育課指導主事 （島根大学教育学部附属学校支援センター） 三浦　睦美

(兼)保健体育課指導主事 矢上高等学校教諭 宮本　正孝

(兼)保健体育課指導主事 出雲・伊野小教諭 安達　裕介

(兼)保健体育課指導主事 出雲・四絡小養護教諭 藤坂　昌子

社会教育課社会教育主事 飯南・志々小教頭 横田　輝昭

社会教育課社会教育主事 東部社会教育研修センター社会教育主事 福村　譲

人権同和教育課社会教育主事 松江教育事務所社会教育主事 仲西　貴志

（安来市派遣）

(兼)人権同和教育課指導主事 松江工業高等学校教諭 福島　美幸

(兼)同和教育専任主事

(兼)人権同和教育課指導主事 松江・第一中教諭 長谷川　孝志

(兼)松江教育事務所指導主事 安来・第一中教諭 野津　佑介

(充)松江教育事務所指導主事 （島根大学教育学部附属中学校） 前島　美佐江

松江教育事務所指導主事 松江・母衣小教諭 島﨑　明子

（松江市派遣）

松江教育事務所指導主事 松江・湖南中教諭 小原　亜子

（松江市派遣）

松江教育事務所指導主事 安来・第三中教諭 福井　秀樹

（安来市派遣）

松江教育事務所指導主事 （安来市教育委員会） 廣瀬　真紀子

（安来市派遣）



（新　任） （旧　任） （氏名）

松江教育事務所社会教育主事 松江・中央小教諭 平賀　謙一

（松江市派遣）

松江教育事務所社会教育主事 安来・荒島小教諭 小西　修二

（安来市派遣）

(充)出雲教育事務所指導主事 出雲・今市小教諭 梶谷　和楽

出雲教育事務所指導主事 仁多・横田中教諭 糸原　保弘

（奥出雲町派遣）

出雲教育事務所社会教育主事 青少年の家社会教育主事 加藤　泰寛

（出雲市派遣）

出雲教育事務所社会教育主事 飯石・来島小教諭 飯國　信行

（飯南町派遣）

(兼)浜田教育事務所企画員 邑智・邑智小事務主幹 石川　大介

(兼)浜田教育事務所指導主事 江津・江津中教諭 小松原　昌宏

(兼)浜田教育事務所指導主事 浜田・三隅小教諭 土田　真治

(兼)浜田教育事務所指導主事 邑智・瑞穂小教諭 大橋　里沙

浜田教育事務所指導主事 邑智・邑智小教頭 生越　徹

（大田市派遣）

浜田教育事務所社会教育主事 浜田・国府小主幹教諭 竹田　進吾

（川本町派遣）

(充)益田教育事務所指導主事 益田・東陽中教諭 笹井　圭子

益田教育事務所指導主事 （益田市教育委員会） 江角　しのぶ

（益田市派遣）

益田教育事務所指導主事 鹿足・朝倉小教諭 石橋　功子

（吉賀町派遣）



（新　任） （旧　任） （氏名）

(兼)隠岐教育事務所指導主事 隠岐・西郷中教諭 奥谷　雅也

隠岐教育事務所指導主事 隠岐・西郷中主幹教諭 仲山　幸浩

（隠岐の島町派遣）

隠岐教育事務所社会教育主事 隠岐・都万小教諭 広兼　行夫

（知夫村派遣）

(兼)教育センター指導主事 松江南高等学校教諭 舟越　真雄

(充)教育センター指導主事 松江・第一中教諭 野津　忠宏

(充)教育センター指導主事 （島根大学教育学部附属中学校） 園山　裕之

(兼)教育センター指導主事 松江東高等学校教諭 寺井　直

(充)教育センター指導主事 松江・大野小教諭 大野　寛人

(充)教育センター指導主事 (兼)浜田教育事務所指導主事 三島　浩

(兼)教育センター指導主事 石見養護学校教諭 岩上　弘史

東部社会教育研修センター社会教育主事 雲南・加茂小教諭 高橋　敦子

西部社会教育研修センター社会教育主事 浜田教育事務所社会教育主事 佐々木　努

（川本町派遣）

青少年の家社会教育主事 出雲・荒木小教諭 中上　美紀

青少年の家社会教育主事 松江・意東小教諭 三島　明

少年自然の家社会教育主事 （国立三瓶青少年交流の家） 寺戸　真一



（新　任） （旧　任） （氏名）

＜参考　～　学校転任等＞

◎県立学校長

松江北高等学校長 教育指導課長 常松　徹

三刀屋高等学校長 教育センター教育企画部長 倉崎　千草

◎県立学校教頭

松江工業高等学校(定)教頭 学校企画課指導主事 中西　正実

(兼)企画幹

宍道高等学校教頭 学校企画課企画人事主事 伊藤　康子

隠岐高等学校教頭 教育指導課指導主事 小林　努

(兼)企画幹

松江北高等学校教頭 (兼)教育指導課指導主事 田村　康雄

三刀屋高等学校掛合分校教頭 (兼)教育センター指導主事 吉川　めぐみ

江津清和養護学校教頭 (兼)教育センター指導主事 土田　美加

◎県立学校主幹教諭・教諭等

吉賀高等学校主幹教諭 学校企画課企画人事主事 河井　俊彦

松江東高等学校主幹教諭 (兼)教育センター指導主事 井上　武大

松江南高等学校教諭 学校企画課企画人事主事 野津　賢士

出雲工業高等学校教諭 (兼)教育指導課指導主事 内藤　敬

松江南高等学校教諭 (兼)教育指導課指導主事 大田　修子

益田高等学校教諭 (兼)保健体育課指導主事 中村　展久



（新　任） （旧　任） （氏名）

浜田高等学校(定・通)教諭 (兼)人権同和教育課指導主事 高木　徹也

(兼)同和教育専任主事

隠岐養護学校教諭 (兼)隠岐教育事務所指導主事 加多　弥生

◎小中義務教育学校長

江津・江津中校長 学校企画課指導主事 堀　康弘

(兼)企画幹

雲南・斐伊小校長 学校企画課指導主事 川上　諭

(兼)企画幹

江津・郷田小校長 教育指導課指導主事 佐藤　淳

(兼)企画幹

鹿足・六日市小校長 教育指導課指導主事 澄川　弘敏

(兼)企画幹

出雲・檜山小校長 保健体育課健康づくり推進室長 日野　久美

大田・久屋小校長 保健体育課指導主事 野津　明久

(兼)企画員

隠岐・有木小校長 社会教育課社会教育主事 横田　康

(兼)社会教育グループリーダー

邑智・日貫小校長 社会教育課社会教育主事 三島　伸仁

雲南・西小校長 人権同和教育課指導主事 野津　勇

(兼)指導グループリーダー

松江・八束学園校長 松江教育事務所長 葛西　秀也

安来・第二中校長 松江教育事務所指導主事 竹崎　葉子

(兼)企画幹

安来・山佐小校長 松江教育事務所社会教育主事 浜崎　順子

(兼)企画幹

出雲・第三中校長 出雲教育事務所長 藤江　勲



（新　任） （旧　任） （氏名）

仁多・高尾小校長 出雲教育事務所指導主事 桑山　悟

（奥出雲町派遣）

飯石・頓原小校長 出雲教育事務所社会教育主事 山碕　延男

(兼)企画幹

大田・長久小校長 浜田教育事務所調整監 笠井　修

鹿足・七日市小校長 益田教育事務所指導主事 岡本　博

（吉賀町派遣）

益田・匹見小校長 益田教育事務所社会教育主事 品川　智成

(兼)企画幹

隠岐・西郷南中校長 隠岐教育事務所長 有木　健二

隠岐・五箇小校長 隠岐教育事務所社会教育主事 林　明範

(兼)企画幹

松江・第一中校長 教育センター所長 門脇　岳彦

（浜田教育センター長事務取扱）

大田・鳥井小校長 青少年の家社会教育主事 須藤　健

(兼)研修支援課長

◎小中義務教育学校教頭

出雲・西野小教頭 学校企画課企画人事主事 笠柄　秀樹

出雲・多伎小教頭 保健体育課指導主事 村上　真澄

(兼)企画幹

安来・布部小教頭 人権同和教育課社会教育主事 勝部　雅之

松江・本庄中教頭 (兼)松江教育事務所指導主事 中島　恭子

松江・乃木小教頭 松江教育事務所指導主事 濵岡　宏行

（松江市派遣）



（新　任） （旧　任） （氏名）

安来・第一中教頭 松江教育事務所指導主事 田中　修

（安来市派遣）

浜田・雲雀丘小教頭 出雲教育事務所指導主事 野津　道人

（雲南市派遣）

雲南・鍋山小教頭 出雲教育事務所社会教育主事 高橋　兼造

（出雲市派遣）

邑智・瑞穂小教頭 (兼)浜田教育事務所指導主事 小寺　正登

浜田・長浜小教頭 (兼)浜田教育事務所指導主事 山本　康治

益田・益田中教頭 益田教育事務所指導主事 村上　剛

(兼)企画幹

隠岐・西郷南中教頭 隠岐教育事務所指導主事 増本　邦雄

（隠岐の島町派遣）

松江・湖東中教頭 (充)教育センター指導主事 吉野　敦博

浜田・原井小教頭 (充)教育センター指導主事 佐々木　挙匡

浜田・岡見小教頭 西部社会教育研修センター社会教育主事 河本　誠二

◎小中義務教育学校主幹教諭・教諭等

出雲・大津小主幹教諭 出雲教育事務所社会教育主事 川上　壮

（飯南町派遣）

安来・第一中主幹教諭 (充)教育センター指導主事 福島　章洋

松江・揖屋小教諭 (兼)特別支援教育課指導主事 内田　育子

松江・城北小教諭 (充)松江教育事務所指導主事 原　啓一朗

安来・井尻小教諭 松江教育事務所指導主事 広山　奈緒子

（松江市派遣）

出雲・出東小教諭 (充)出雲教育事務所指導主事 竹田　賢治



（新　任） （旧　任） （氏名）

益田・益田中教諭 (充)益田教育事務所指導主事 谷崎　真理子

松江・湖南中教諭 (充)教育センター指導主事 川井　史生

仁多・横田中教諭 青少年の家社会教育主事 目次　和恵

出雲・佐田中教諭 古代出雲歴史博物館専門学芸員 錦織　稔之

◎小中義務教育学校事務職員

江津・青陵中事務主幹 (兼)浜田教育事務所企画員 柴村　勉

◎退職者

教育監 高橋　泰幸

◎辞職者

少年自然の家所長 岡　由紀夫

（松江市教育委員会） 出雲教育事務所指導主事 山本　勉

(兼)企画幹

学校企画課指導主事 汐碇　香織

(兼)企画員

（出雲市教育委員会） 学校企画課企画人事主事 有田　幸樹

（松江市教育委員会） 松江教育事務所指導主事 井谷　恵介

（松江市派遣）

（島根大学教育学部附属学校支援センター） 松江教育事務所指導主事 松尾　優美子

（安来市派遣）

（島根大学教育学部附属教育支援センター） 松江教育事務所社会教育主事 橋津　健一

（松江市派遣）



（新　任） （旧　任） （氏名）

（大田市教育委員会） 浜田教育事務所指導主事 和田　美佐

（大田市派遣）

（益田市教育委員会） 益田教育事務所指導主事 小石　伸江

（益田市派遣）

隠岐教育事務所社会教育主事 兵馬　稚比呂

（知夫村派遣）

（国立三瓶青少年交流の家） 少年自然の家社会教育主事 宅間　邦晴


