
令和４年度 小中学校教職員異動一覧

（敬称略）

転入 前任校 転出 転任校

大
津
中

平岡　馨 校長 大津町教育委員会 浦田　安之 退職
前田　純　主幹教諭 菊陽町立菊陽中学校 福島　亮一 菊陽町立菊陽中学校
田㞍　博子　教諭 合志市立西合志中学校 寺井　裕加里 合志市立合志中学校
岡村　康平　教諭 宇土市立鶴城中学校 福田　勇 県立教育センター
廣重　佐良子　教諭 文化課 長野　正樹 合志市立楓の森中学校
田島　扶美子　教諭 菊池市立七城中学校 園村　大地 熊本市立下益城城南中
大久保　道太　教諭 合志市立合志中学校 野口　恭子 退職
上野　忠章　教諭 新規採用 中川　千春 合志市立合志中学校
後藤　周平　教諭 新規採用 太田　小咲稀 産山村立産山学園
中村　瑠美子　栄養教諭 山鹿市立菊鹿小学校 西川　典孝 菊池市立菊池南中学校
益田　依佳　講師 鹿本商工高等学校 平田　壮志郎 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校
松浦　春香　講師 新規 上田　郁子 菊陽町立菊陽中学校
野口　恭子　非常勤講師 大津町立大津中学校 木下　亜希 西原村立西原中学校

大
津
北
中

堤　浩利　校長 菊池市立泗水中学校 山本　幸二　校長 菊池市立泗水中学校
谷﨑　圭　主幹教諭 八代市立八代第二中学校 山本　哲也　主幹教諭 あさぎり町立あさぎり中学校
豊岡　秀敏　教諭 菊池市立泗水中学校（再任用） 池﨑　和彦　教諭 菊池市立七城中学校（再任用）
佐尾　順子　教諭 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校（再任用） 恒松　圭子　教諭 菊池市立泗水中学校
内田　あけみ　教諭 合志市立合志中学校 荒木　光夫　事務主任 菊池市立泗水小学校
廣島　篤　教諭 南阿蘇村立南阿蘇中学校 吉良　洋輔　教諭 合志市立合志中学校（主幹教諭昇任）
渡邉　康司　教諭 熊本県教育委員会　教育政策課 天川　道代　教諭 熊本県立熊本支援学校
上田　健太郎　教諭 新規採用 森田　光信　教諭 小国町立小国中学校
稲田　達則　教諭 新規採用 奥村　悠生　講師 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校
岡本　万優子　養護教諭 新規採用 坂本　歩実　講師 南関町立南関中学校（新規採用）
小島　由有希　事務職員 菊陽町立菊陽中学校 竹隈　雅人　講師 天草市立本渡中学校（新規採用）
石原　悠　講師 合志市立西合志南中学校 丹波　翔馬　講師 山都町立矢部中学校（新規採用）
井上　晴貴　講師 新規

令和 4年度 小中学校教職員異動一覧
転入 前任校 転出 転任校

大
津
小

宮脇　真一　校長 大津町立大津小学校（校長採用） 古澤　広義　校長 退職
志賀　裕美　教頭 県立教育センター（教頭採用） 宮脇　真一　教頭 大津町立大津小学校（校長採用）
信國　正和　主幹教諭 菊池市立旭志中学校（主幹教諭採用） 青木　孝憲　主幹教諭 大津町立美咲野小学校（教頭採用）
緒方　奈々　指導教諭 大津町立大津小学校（指導教諭採用） 緒方　奈々　教諭 大津町立大津小学校（指導教諭採用）
合志　るみ子　教諭 菊陽町立菊陽中部小学校 江口　美紀　教諭 菊陽町立菊陽西小学校
中島　歌織　教諭 菊陽町立菊陽西小学校 敷地　久子　教諭 菊陽町立菊陽中部小学校
安尾　洋二　教諭 大津町立大津北小学校 田中　香織　教諭 大津町立美咲野小学校
吉永　岳史　教諭 荒尾市立中央小学校 德永　拓也　教諭 大津町立美咲野小学校
勝原　彩賀　教諭 球磨村立渡小学校 松岡　怜奈　教諭 上天草市立湯島小学校
楠原　舞祐　教諭 芦北町立湯浦小学校 佐賀　文男　教諭 退職
大内田　慎悟　教諭 新規採用 宮本　昭洋　講師 大津町立室小学校
田上　葵　教諭 新規採用 池田　由紀　講師 菊池市立七城小学校
林田　浩一　教諭 菊陽町立菊陽西小学校 渡邊　由美　講師 熊本市立出水小学校
神田　寿子　教諭 大津町立美咲野小学校 内田　純鈴　講師 甲佐町立白旗小学校（新規採用）

矢野　栄子　講師 退職
岩本　貞子　講師 退職
赤﨑　圭子　講師 菊陽町立菊陽北小学校
竹内　優華　講師 嘉島町立嘉島東小学校（新規採用）

美
咲
野
小

青木　孝憲　教頭 大津町立大津小学校 西野　浩史　教頭 菊池市教育委員会
松本　直子　教諭 大津町立護川小学校 松永　文子　教諭 菊池市立花房小学校
吉田　久子　教諭 あさぎり町立上小学校 中村　愼一　教諭 大津町立大津南小学校
西村　朋夕見　教諭 益城町立益城中央小学校 西岡　拓海　教諭 荒尾市立緑ヶ丘小学校
田中　香織　教諭 大津町立大津小学校 青木　栄一　教諭 大津町立室小学校
德永　拓也　教諭 大津町立大津小学校 神田　寿子　教諭 大津町立大津小学校
宮﨑　優弥　教諭 多良木町立多良木小学校 矢野　晋康　教諭 退職
小田　奈菜帆　教諭 新規採用 山下　忠　教諭 大津町立室小学校
阪田　明美　講師 菊陽町立菊陽西小学校 藤堂　亜里砂　講師 甲佐町立甲佐中学校（新規採用）
坂本　ひろみ　講師 大津町立室小学校 髙木　康子　講師 菊陽町立菊陽中部小学校
岩下　将英　講師 菊陽町立菊陽中学校 橋口　晟太郎　講師 山都町立蘇陽南小学校（新規採用）
冨田　真由美　講師 大津町立室小学校

室
小

清永　邦宏 教頭 同校教頭昇任 佐藤　政臣　教頭 合志市立合志南小学校
林田　耕司　主幹教諭 熊本県教育庁教育政策課 池邊　正裕　教諭 菊陽町立菊陽西小学校
白井　恵子　教諭 菊陽町立菊陽北小学校 倉田　康行　教諭 菊陽町立菊陽西小学校
松岡　和博　教諭 阿蘇市立一の宮小学校 松永　直紀　教諭 菊池市立旭志小学校
奥村　まどか　教諭 宇土市立網津小学校 花田　和賀子　教諭 熊本市立長嶺小学校
稲田　真梨子　教諭 菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校 北里　友柄　教諭 湯前町立湯前小学校
松浦　淳正　教諭 荒尾市立万田小学校 木村　圭介　教諭 八代市立松高小学校
髙宮　かな美　教諭 新規採用 甲斐　真由美　栄養教諭 菊池市立七城小学校
德田　真大　教諭 新規採用 坂本　ひろみ　講師 大津町立美咲野小学校
青木　栄一　教諭 大津町立美咲野小学校 崎山　扶美枝　講師 熊本県立熊本支援学校
山下　忠　教諭 大津町立美咲野小学校 中村　みよ子　事務職員 退　職
冨米野　澄香　栄養教諭 玉名市立天水中学校 冨田　真由美　 非常勤講師 大津町立美咲野小学校
金山　美沙　事務職員 熊本県教育庁県立学校教育局　高校教育課
宮本　昭洋　講師 大津町立大津小学校

大
津
南
小

中村　愼一　教諭 大津町立美咲野小学校 岡本　紗緒理　教諭 八代市立麦島小学校
松木　雄太　教諭 天草市立本渡北小学校 田代　英一　教諭 菊池市立七城小学校
古澤　満理奈　教諭 新規採用 中林　富士子　講師 退職
山田　千聖　講師 新規 田上　葵　講師 大津小学校（新規採用）

大
津
東
小

太田黒　保宏　校長 宇土市教育委員会 武藤　将司　校長 退職
大塚　喜代美　教諭 菊陽町立菊陽中部小学校 城　美穂　教諭 退職
緒方　芳孝　教諭 南阿蘇村立白水小学校 栗原　安理沙　養護教諭 芦北町立内野小学校

岩田　浩平　講師 菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校

大
津
北
小

若元　美加　教頭 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校（教頭採用） 坂本　恵子　教頭 山鹿市立平小城小学校
渡邉　道信　講師 新規採用 板楠　靖美　教諭 大津町立護川小学校（再任用）

安尾　洋二　教諭 大津町立大津小学校
大川　結衣　講師 西合志南小学校 ( 新規採用 )

護
川
小

榎田　雄二　校長 高森東学園義務教育学校 廣田　順子　校長 菊池市立泗水東小学校
岩木　登紀子　教頭 山鹿市立菊鹿小学校 髙橋　和宏　教頭 氷川町立宮原小学校（校長昇任）
一瀬　克弥　教諭 玉東町立木葉小学校 松本　直子　教諭 大津町立美咲野小学校
米田　久美子　教諭 菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校 二殿　大輔　教諭 菊陽町立菊陽西小学校
板楠　靖美　教諭 大津町立大津北小学校（再任用） 猿渡　裕成　講師 天草市立亀川小学校（新規採用）

職員異動
部　名 課　名 職　名 氏　名 前　職　・　備　考

産業振興部

次長兼農政課長 白石　浩範 総務部次長兼総務課長

農政課

農政係長 大塚　麻友 都市整備部　下水道課　管理係参事
農政係 積　　秀治 都市整備部　都市計画課　都市計画係
圃場整備係長 前田　健司 産業振興部　農政課　圃場整備係参事
主幹兼農林係長 西田　貴嗣 工業用水道課主幹兼工業用水道係長併任産業振興部企業振興係長
農林係 向坂浩太朗 新規採用

商業観光課
課長 元田　正剛 会計管理者兼会計課長
商業観光係 井上　晃輔 都市整備部　建設課　管理係
商業観光係 古嶋　彩花 新規採用

企業振興課 主幹兼企業振興係長 高橋由紀美 健康福祉部　介護保険課主幹兼介護保険係長

都市整備部

都市整備部長併任工業用水道課長 村山　龍一 都市整備部長

都市計画課
主幹兼都市計画係長 福岡　隆司 都市整備部　都市計画課　都市計画係長
都市計画係 渡辺　諒　 住民生活部　税務課　固定資産税係
住宅係 田中　宥人 健康福祉部　介護保険課　介護保険係

建設課 管理係 眞弓　尚也 新規採用

下水道課

課長併任工業用水道課審議員 津田三千人 都市整備部　下水道課長
参事兼管理係長心得併任工業用水道課（再任用） 本郷　邦之 都市整備部　下水道課長補佐兼管理係長
管理係併任工業用水道課 姫野　慎吾 総務部　財政課　財政係
課長補佐兼建設係長兼施設係長 本司　貴大 都市整備部　下水道課主幹兼建設係長兼施設係長

工業用水道課 工業用水道係長併任都市整備部下水道課 坂崎　友則 菊池環境保全組合派遣（総務課付）

会計課 会計管理者兼会計課長 中井雄一郎 住民生活部　住民課長
会計係長 石原　小織 教育部　生涯学習課　図書館参事

監査委員 監査委員書記併任議会事務局次長 田上　雄一 総務部　総合政策課　地域づくり推進係長
農業委員会 農業委員会事務局長 梅田　博隆 産業振興部　農政課長

教育部

次長兼学校教育課教育指導主事 百田　止水 菊池市立花房小学校長

学校教育課 課長兼教育支援センター長 高橋　和秀 農業委員会事務局長
学校給食センター 松山　由佳 住民生活部　税務課　住民税係

生涯学習課

課長兼歴史文化伝承館長 荒牧　修二 教育部　生涯学習課長
参事兼歴史文化伝承館副館長（任期付） 浦田　安之 新規採用
生涯学習係 佐藤　睦　 新規採用
生涯スポーツ係 花田　知佳 健康福祉部　福祉課　福祉係
図書館 中野　貴之 産業振興部　農政課　農政係
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