
 

平成 30年 10月 31日 

総 務 企 画 課 

 

平成 30年度 京都府教育委員会表彰式 
 

 

 

１ 表 彰 式 

(1) 日 時  平成 30年 11 月７日（水） 午前 10：00～ 

(2) 場 所    ルビノ京都堀川 ２階「みやこ」 

                  京都市上京区東堀川通り下長者町下ル 

          TEL  075-432-6161 

   (3) 式次第    開  式 

                式  辞             京都府教育委員会教育長 

                表彰状・感謝状贈呈 

           祝  辞           京都府知事 

                                     京都府議会議長 

                受賞者代表挨拶 

         閉  式 

 

２ 受賞者 
 

表 彰 名 人 数 

京都府教育功労者表彰 11名 

京都府教育委員会附属機関の委員等表彰 22名 

京都府立学校における学校運営協力者の教育長表彰 4名 

京都府公立学校優秀教職員表彰 34名 

2団体 

 

※ なお、優秀教職員表彰の受賞者を対象に、午後１時から「教育実践交流セミ 

ナー」を開催します。 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 京都府教育庁総務企画課秘書調整担当 

下村副課長  内線５７５１ 

広 報 資 料 



功労の種別 氏　　　　名 年　齢 主要役職名等 住　所　地

教育行政功労 太田　信之 75歳
元　精華町教育委員会教育長
元  京都府町村教育長会　会長

宇治市

学校教育功労 加賀爪　毅 65歳 元　京都府小学校校長会　会長 宇治市

学校教育功労 橋本　伸也 65歳 元　京都府中学校長会　会長 木津川市

学校教育功労 吉田　 一 66歳 元　京都府立高等学校長会　副会長 船井郡京丹波町

学校体育功労 山本　誠三 64歳 元　京都府高等学校体育連盟　会長 京都市左京区

社会体育功労 神﨑　清一 65歳
元　京都府体育協会　理事
元　京都府レクリエーション協会　会長

京都市西京区

学校保健功労 安岡　良介 60歳 元　京都府学校保健会　会長 京都市伏見区

社会教育功労 中野　昭 82歳 現　京都府社会教育委員連絡協議会　監事 船井郡京丹波町

文化財保護功労 青木　順一 70歳 現　京都府文化財保護指導委員 与謝郡与謝野町

文化財保護功労 宮脇　健 78歳 元  京都府文化財保護指導委員 京都市左京区

文化財保護功労 藤本　正 67歳 現　文化財保存修理技術者 京都市右京区

※年齢：平成30年11月7日（表彰式）現在

京都府教育功労者表彰　受賞者

11名

 京都府の教育・文化の振興に永年にわたり取り組み、京都府の教育の発展に貢献された方々を表彰



22名

附属機関等の名称 氏　　　　名 年　齢 住　所　地

京都府産業教育審議会 上田　雅弘 53歳 宇治市

京都府文化財保護審議会 尼﨑　博正 72歳 京都市左京区

京都府文化財保護審議会 上原　眞人 68歳 宇治市

京都府文化財保護審議会 金田　章裕 72歳 滋賀県大津市

京都府文化財保護審議会 髙橋　康夫 72歳 京都市上京区

京都府文化財保護審議会 根立　研介 62歳 京都市左京区

京都府文化財保護審議会 藤井　讓治 71歳 滋賀県大津市

京都府文化財保護審議会 増田　富士雄 72歳 京都市東山区

京都府文化財保護審議会 森西　真弓 63歳 向日市

教育支援委員会 全　有耳 47歳 京都市西京区

教育支援委員会 立本　圭吾 62歳 京都市上京区

教育支援委員会 清水　里美 57歳 大阪府高槻市

元　京都府立山城高等学校　学校医 武部　力 69歳 京都市北区

京都府立北稜高等学校　学校歯科医 大槻　貞三 71歳 京都市左京区

京都府立洛水高等学校　学校医 小川　直 59歳 京都市伏見区

京都府立綾部高等学校　学校医 畑　雅之 58歳 綾部市

京都府立宮津高等学校　学校歯科医 古川　文彦 63歳 宮津市

京都府立聾学校　学校医 米林　展夫 58歳 京都市右京区

京都府立聾学校　学校歯科医 杉立　守由 65歳 舞鶴市

京都府立向日が丘支援学校　学校医 西村　信一 64歳 京都市西京区

京都府立中丹支援学校　学校歯科医 山崎　陽司 63歳 福知山市

京都府立舞鶴支援学校　学校医 四方　あかね 57歳 舞鶴市

※年齢：平成30年11月7日（表彰式）現在

４名

学　校　名 氏　　　　名 年　齢 住　所　地

京都府立鳥羽高等学校 大塚　經雄 85歳 京都市下京区

京都府立福知山高等学校 髙根　利數 84歳 福知山市

京都府立東舞鶴高等学校 阿部　宗一郎 66歳 舞鶴市

京都府立西舞鶴高等学校
（平成30年１月10日逝去）

故　上羽　千代 享年59歳 舞鶴市

※年齢：平成30年11月7日（表彰式）現在

平成30年度　京都府教育委員会附属機関の委員等表彰　受賞者

   附属機関の委員として10年以上在職、または、京都府立学校の学校医、学校歯科医、学
校薬剤師として 20年以上在職され、職務に精励し、京都府の教育行政の発展に貢献された
方々を表彰

京都府立学校における学校運営協力者の教育長表彰　受賞者

　学校評議員、ＰＴＡ会長等を務めるなど、永年にわたり府立学校の運営協力者として特に顕著な貢
献があった方々を表彰



34名・２団体

学　　校　　名 職　　名 氏　　　名

小学校 向日市立第４向陽小学校 教諭 松井　昌子

（８名） 宇治市立槇島小学校 栄養教諭 西本　真里

宇治市立小倉小学校 教諭 永島　律子

八幡市立美濃山小学校 教諭 小野　雅也

精華町立川西小学校 教諭 柴田　　薫

南丹市立園部第二小学校 教諭 日下部　明子

舞鶴市立新舞鶴小学校 事務職員 岡安　洋子

舞鶴市立倉梯小学校 養護教諭 佐織　久美子

中学校 長岡京市立長岡第三中学校 教諭 藤井　裕子

（13名） 城陽市立西城陽中学校 教諭 大溝　あずさ

京田辺市立大住中学校 教諭 椿原　香

木津川市立木津南中学校 事務職員 塚本　晃子

井手町立泉ヶ丘中学校 教諭 久保　真紀子

亀岡市立大成中学校 教諭 吉見　正之

京丹波町立和知中学校 養護教諭 吉田　芳子

綾部市立綾部中学校 教諭 鈴木　晶子

福知山市立成和中学校 教諭 赤淵　小百合

福知山市立六人部中学校 事務職員 香月　昌子

京丹後市立弥栄中学校 教諭 小谷　康子

京丹後市立峰山中学校 教諭 伊東　裕子

京都府立洛北高等学校附属中学校 養護教諭 堀井　登志美

高等学校 京都府立洛北高等学校 教諭 前田　尚克

（12名） 京都府立鳥羽高等学校 教諭 南條　敦史

京都府立北桑田高等学校 教諭 鈴木　嘉之

京都府立桂高等学校 技術職員 村上　久明

京都府立洛水高等学校 教諭 西村　茂利

京都府立西乙訓高等学校 教諭 宮本　直人

京都府立城南菱創高等学校 教諭 西山　浩司

京都府立農芸高等学校 実習教諭 井本　透

京都府立西舞鶴高等学校 教諭 市田　匡史

京都府立海洋高等学校 教諭 髙木　正夫

京都府立加悦谷高等学校 教諭 木村　純樹

京都府立峰山高等学校 教諭 守本  友子

特別支援
学校(１名)

京都府立宇治支援学校 教諭 相馬　美加

京都府立嵯峨野高等学校教務部国際グループ

京都府公立学校優秀教職員表彰 受賞者

　教職員に求められる資質や指導力に優れ、常に職務に精励し、意欲と情熱を持って日々熱
心に教育実践等に取り組んでいる教職員及び団体を表彰

京都府立工業高等学校アーチェリー部顧問団

団体
（２団体）



広報資料
平成30年10月31日
総 務 企 画 課

優秀教職員６グループが働き方改革について発表します

平成30年度京都府公立学校優秀教職員対象

教育実践交流セミナー開催
平成30年度京都府公立学校優秀教職員表彰の表彰式に引き続き、受賞者を対象に教育

実践交流セミナーを開催します。
受賞者が、今日的な教育課題に対する認識を深めるとともに、互いの教育実践を交流

することなどを通して、教育実践に対する意欲を一層高めることにより、今後の京都府
の教育を支える人材の育成に役立てます。

１ 日 時 平成30年11月７日（水）午後１時から５時まで

２ 場 所 ルビノ京都堀川 ２階 「加茂」

３ 対象者 平成30年度公立学校優秀教職員表彰受賞者
(小学校８名、中学校13名、高等学校12名、特別支援学校１名、２団体)

４ 内 容

(1) 開会あいさつ 【13:00～】 京都府教育委員会 橋本 幸三 教育長

(2) 講演及びワークショップ【13:10～17:00】

テーマ 「学校経営品質の向上による働き方改革について」

講 師 京都府助言役(参与)（行政経営品質担当）水谷 智子 氏
みずたに とも こ

内 容 経営品質向上のための４つの基本理念(「顧客本位」、「独自能力」、
「社員重視」、「社会との調和」)を踏まえ、学校の経営品質向上の観
点から、校種や職種の異なる参加者が６グループに分かれ、学校の
強味や課題について意見交換し、喫緊の課題である学校の働き方改
革に向けた対応策を検討し、グループごとに発表します。

(3) 閉会あいさつ 【17:00～】 京都府教育庁 西村 文則 管理部長

問い合わせ先
総務企画課 下村副課長
電話 ４１４－５７５１


