
釧路総合振興局記者クラブ配付資料＜幹事社協議済＞

報道発表資料の配付日時 令和４年３月15日（火）16時00分

発 表 項 目 令和４年度（２０２２年度）当初釧路管内公立小中学校教職員人事異動

について

記者ﾚｸﾁｬｰ （実施日時） 発 表 者

月 日（ ） 時 分

のお知らせ 発 表 場 所

概 要 釧路管内の公立小中学校教職員の人事異動についてお知らせします。
　　　　　　　 
               発表資料 人事異動名簿等

参 考

報道(取材)

に当たって

の お 願 い

他の ｸ ﾗ ﾌ ﾞ 同 時 配 付 本内容を含む全道の異動状況は、教育記者クラブ加盟

と の 関 係 同 時 レ ク 社に３月１５日に配付予定です。

なお、北海道教育庁総務政策局教育政策課により、

道庁別館８階記者クラブにおいて令和４年３月２２日

（火）の午前１０時から記者レクチャーを実施します。

担 当 釧路教育局企画総務課教職員係

（連絡先） 担当：山口 電話:０１５４－４３－９２７３



3 月 24 日

3 月 24 日 朝刊

テレビ・ラジオ
インターネット

令和4年度 北海道教育委員会人事異動発令

釧路管内 公立小・中学校

( 校長・副校長・教頭 )

解
禁

新聞 以降

午前0時以降



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・校長・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市中央小 標茶町標茶小 野口　育子

釧路市城山小 釧路市光陽小教頭 長谷川　郁夫 採用

釧路市桜が丘小 鶴居村下幌呂小 土居　慎也

釧路市鳥取小 釧路市新陽小 二瓶　明紀

釧路市青葉小 釧路市幣舞中教頭 中野　昌史 採用

釧路市朝陽小 弟子屈町美留和小 松田　芳臣

釧路市光陽小 釧路市東雲小教頭 隈江　幸男 採用

釧路市清明小 根室教育局義務教育指導監 中原　英雄

釧路市新陽小 釧路町富原小教頭 福田　由美子 採用

釧路市山花小中 釧路市美原中 佐藤　英樹

釧路市鳥取西小 浜中町茶内小 飯屋崎　修

釧路市武佐小 釧路市桜が丘小 出口　靖志

釧路市昭和小 士幌町上居辺小 津田　裕匡

釧路市芦野小 釧路市鳥取西小 高畠　昌之

釧路町昆布森小 標茶町中茶安別中小教頭 太田　諭 採用

厚岸町真龍小 標茶町塘路小中 斉藤　直彦

浜中町浜中小 釧路町遠矢小教頭 大山　淳子 採用

浜中町茶内小 オホーツク教育局義務教育指導監 富田　直樹 採用（富→冨）

標茶町標茶小 釧路市清明小 高橋　知毅 高→髙

標茶町磯分内小 釧路町昆布森小 下山　孝善

標茶町虹別小 弟子屈町川湯小 中岡　美緒

標茶町塘路小中 標茶町磯分内小 松永　和弘

弟子屈町川湯小 厚岸町厚岸小教頭 上中　義人 採用

弟子屈町美留和小 釧路市愛国小教頭 佐藤　義行 採用

鶴居村幌呂小 鶴居村幌呂小教頭 佐久間　研 採用

鶴居村下幌呂小 釧路教育局義務教育指導班主査 長谷川　順子 採用

白糠町茶路小中 釧路市景雲中教頭 山野　哲也 採用

釧路市鳥取中 弟子屈町教育委員会指導室長 辻川　智宏
採用（辻のし
んにょうは点
一つ）

釧路市共栄中 浜中町茶内中 田中　君枝

釧路市桜が丘中 釧路市鳥取中 土江田　亮一

釧路市美原中 釧路市春採中教頭 鈴木　穣 採用

釧路町遠矢中 白糠町白糠中 佐藤　毅

厚岸町厚岸中 標茶町虹別中 蠣崎　浩一

厚岸町太田中 白糠町茶路小中 小林　香織

浜中町霧多布中 厚岸町太田中 沼田　卓二

浜中町散布中小 浜中町散布小中 大和　洋一

浜中町茶内中 釧路市北中教頭 名和　勝紀 採用

標茶町虹別中 鶴居村幌呂小 水沢　好克 沢→澤

白糠町白糠中 白糠町白糠小 滝川　敦善



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教頭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市釧路小 釧路市大楽毛小 工藤　博之

釧路市光陽小 釧路市大楽毛小教諭 菊田　泰 昇任

釧路市大楽毛小 釧路市教育委員会指導主事 池　理砂 昇任

釧路市東雲小 白糠町白糠小教諭 大野　孝喜 昇任

釧路市愛国小 釧路市昭和小 斉藤　崇 斉→齊

釧路市美原小 釧路市山花中小教諭 下村　伸大 昇任

釧路市昭和小 釧路市美原小 島　久美子

釧路市興津小 釧路市鳥取西小主幹教諭 石川　達明 昇任

釧路市鶴野小 釧路市釧路小 松本　孝也

釧路町遠矢小 釧路市昭和小教諭 松永　香 昇任

釧路町富原小 釧路市興津小 国方　佳子 国→國

厚岸町厚岸小 別海町中西別中 斉藤　則康 斉→齊

浜中町霧多布小 弟子屈町和琴小 伊徳　淳

浜中町散布小中 浜中町散布中小 井上　哲平

弟子屈町弟子屈小 浜中町霧多布小 諏訪　国博

弟子屈町和琴小 釧路市武佐小教諭 鳴野　雅之 昇任

鶴居村幌呂小 釧路市鶴野小 桜井　順 桜→櫻

釧路市幣舞中 釧路町遠矢中 米川　順義

釧路市北中 釧路市北中教諭 堀　員彰 昇任

釧路市春採中 釧路町別保中 高橋　帝寿 高→髙

釧路市景雲中 釧路市大楽毛中 本田　貢

釧路市大楽毛中 釧路市阿寒湖義務教育学校 長谷川　充夫

釧路市阿寒中
生涯学習推進局社会教育課社会教育主
事（青少年体験活動支援施設ネイパル砂
川駐在）

加藤　隆弘 昇任

釧路市音別中 釧路町昆布森中 工藤　辰哉

釧路町別保中 釧路市桜が丘中教諭 小原　憲 昇任

釧路町遠矢中 弟子屈町川湯中 下野　将義

釧路町昆布森中 釧路市鳥取西中教諭 福田　貴志 昇任

釧路町富原中 釧路市阿寒中 岩谷　拓実

標茶町中茶安別中小 鶴居村幌呂中 千田　充

弟子屈町川湯中 釧路市音別中 鈴木　章夫

鶴居村幌呂中 釧路市景雲中主幹教諭 島田　桂子 昇任

釧路市阿寒湖義務教育学校 釧路市芦野小主幹教諭 南　卓也 昇任

釧路市阿寒湖義務教育学校 釧路市青陵中主幹教諭 越田　啓人 昇任



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・校長・退職） 　　　　　　令和４年３月３１日付け

発令事項 現　任　校 氏　　名 備考

退職 釧路市中央小 藤島　稔弘

退職 釧路市城山小 佐野　万由里

退職 釧路市鳥取小 一本島　仁志 島→嶋

退職 釧路市青葉小 新谷　修

退職 釧路市朝陽小 工藤　浩司

退職 釧路市山花小中 伊藤　賢次

退職 釧路市武佐小 近藤　伸哉

退職 釧路市昭和小 鈴木　紳一

退職 釧路市芦野小 千葉　徹

退職 厚岸町真龍小 佐野　哲哉

退職 標茶町虹別小 小原　正寿

退職 釧路市共栄中 伊藤　晃一

退職 釧路市桜が丘中 青木　悟

退職 釧路町遠矢中 伊沢　一郎 沢→澤

退職 厚岸町厚岸中 西沢　和訓 沢→澤

退職 浜中町霧多布中 佐藤　岳彦



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教頭・退職） 　　　　　　令和４年３月３１日付け

発令事項 現　任　校 氏　　名 備考

退職 弟子屈町弟子屈小 武田　進一

退職 釧路町富原中 二階　美幸



3 月 25 日

3 月 25 日 朝刊

釧路管内 公立小・中学校

( 主幹教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭・事務職員等 )

解
禁

テレビ・ラジオ
インターネット

新聞 以降

令和4年度 北海道教育委員会人事異動発令

午前0時以降



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・主幹教諭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市共栄小 釧路市共栄小教諭 糠谷　友希 昇任

釧路市鳥取西小 釧路市鳥取西小教諭 渡辺　義治 昇任

釧路市芦野小 釧路市芦野小教諭 尾崎　信博 昇任（崎→﨑）

釧路市景雲中 釧路市景雲中教諭 新谷　将司 昇任

釧路市青陵中 釧路市青陵中教諭 後藤　良太郎 昇任

白糠町庶路学園 釧路教育局主任指導主事 佐々木　慶典



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教諭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市釧路小 釧路市愛国小 斉藤　真紀 斉→齊

釧路市釧路小 釧路市昭和小 斉藤　花奈 斉→齋

釧路市中央小 釧路市釧路小 矢田　早織

釧路市中央小 弟子屈町弟子屈小 中村　萌子

釧路市中央小 釧路市城山小 小島　節子

釧路市城山小 釧路市中央小 下山　靖子

釧路市湖畔小 釧路市新陽小 鬼頭　浩一

釧路市湖畔小 別海町上西春別小 小島　由衣

釧路市桜が丘小 釧路市芦野小 佐藤　真紀子

釧路市桜が丘小 中標津町中標津東小 小野　泰子

釧路市桜が丘小 釧路市共栄小 紺野　健

釧路市鳥取小 根室市北斗小 小野　哲矢

釧路市鳥取小 白糠町白糠小 高瀬　慎史 高→髙

釧路市共栄小 釧路市愛国小 及川　守行

釧路市青葉小 釧路市鳥取西小 若林　亘

釧路市青葉小 釧路市清明小 西條　透

釧路市青葉小 釧路市湖畔小 鈴木　一法

釧路市青葉小 釧路市清明小 津金沢　亜未 沢→澤

釧路市光陽小 釧路市青葉小 藤島　直美

釧路市大楽毛小 浜中町霧多布小 手代木　千明

釧路市大楽毛小 浜中町霧多布小 高野　恵輔 高→髙

釧路市大楽毛小 釧路市新陽小 北岡　知樹

釧路市清明小 釧路市中央小 平沢　志保 沢→澤

釧路市東雲小 弟子屈町弟子屈小 池田　朝日

釧路市新陽小 釧路市清明小 伊香　美津子

釧路市新陽小 釧路市武佐小 檜森　真仁

釧路市山花小 標茶町中茶安別小 石川　牧子

釧路市愛国小 釧路市興津小 舘岡　良枝

釧路市愛国小 釧路市新陽小 及川　直美

釧路市愛国小 釧路市桜が丘小 金子　香織

釧路市鳥取西小 釧路市鳥取小 高松　秀治

釧路市鳥取西小 釧路市朝陽小 辻本　陽子
辻のしんにょ
うは点一つ

釧路市鳥取西小 根室市北斗小 五十嵐　結子

釧路市鳥取西小 釧路市青葉小 吉村　真樹子
吉は、つくりが
士→土

釧路市武佐小 白糠町白糠小 阿部　邦広

釧路市美原小 弟子屈町弟子屈小 坂本　優一

釧路市昭和小 釧路市釧路小 久末　奈々江

釧路市昭和小 厚岸町真龍小 鈴木　寿彦

釧路市昭和小 標茶町標茶小 及川　夏美

釧路市興津小 浜中町霧多布小 中島　実来

釧路市興津小 釧路市鶴野小 後藤　雅宏

釧路市興津小 釧路町別保小 須藤　理恵

釧路市鶴野小 釧路市青葉小 杉山　輝行



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教諭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市鶴野小 釧路市阿寒小 松田　和也

釧路市芦野小 鶴居村下幌呂小 明見　英里香

釧路市芦野小 釧路市新陽小 南　奈美

釧路市阿寒小 釧路町昆布森小 土井　夕子

釧路市阿寒小 釧路市光陽小 白坂　貴幸

釧路市音別小 釧路市昭和小 坂井　菜月

釧路町別保小 釧路町富原小 金子　知子

釧路町別保小 浜中町散布小 百武　里弥

釧路町別保小 標茶町標茶小 藤原　千草

釧路町遠矢小 釧路市鶴野小 磯野　奈緒子

釧路町遠矢小 厚岸町厚岸小 林　大嗣

釧路町知方学小 釧路市鳥取小 浜田　涼香

釧路町富原小 厚岸町真龍小 橘　一利

釧路町富原小 浜中町茶内小 中島　健朗

釧路町富原小 標茶町虹別小 小島　収土

釧路町富原小 釧路市愛国小 斉藤　真貴 斉→齋

厚岸町厚岸小 釧路市鶴野小 森江　翔大

厚岸町真龍小 釧路町富原小 新谷　舞

厚岸町真龍小 釧路町富原小 大島　成司

厚岸町真龍小 釧路町遠矢小 尾岸　裕介

厚岸町太田小 釧路市共栄小 佐野　大輔

厚岸町太田小 浜中町茶内小 梅村　聡子

浜中町霧多布小 釧路市昭和小 渡辺　達樹

浜中町霧多布小 釧路市愛国小 高橋　良太 高→髙

浜中町霧多布小 釧路町富原小 大森　麻莉菜

浜中町霧多布小 釧路町別保小 野田　優太

浜中町浜中小 釧路市美原小 中原　誠

浜中町浜中小 釧路市桜が丘小 佐々木　由奈

浜中町茶内小 鶴居村鶴居小 稲村　怜奈

浜中町茶内小 釧路市鳥取小 大倉　涼平

標茶町標茶小 鶴居村鶴居小 鈴木　京典

標茶町標茶小 釧路市釧路小 丹野　寛久

標茶町虹別小 釧路市東雲小 今井　伸

標茶町虹別小 弟子屈町和琴小 成田　悠希

標茶町中茶安別小 釧路市湖畔小 金子　竜也

標茶町沼幌小 標茶町虹別小 中村　恭子

弟子屈町弟子屈小 釧路市鳥取西小 横山　有美

弟子屈町弟子屈小 釧路市愛国小 小林　拓未

弟子屈町弟子屈小 釧路市美原小 秋場　里美

弟子屈町弟子屈小 釧路市光陽小 飯田　康太

弟子屈町弟子屈小 標茶町標茶小 渡辺　麻綾 辺→邊

弟子屈町川湯小 弟子屈町美留和小 大庭　寛明

弟子屈町川湯小 釧路市桜が丘小 加藤　慧



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教諭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

弟子屈町美留和小 標茶町磯分内小 森川　敦史

弟子屈町美留和小 標茶町標茶小 磯里　道子

弟子屈町美留和小 釧路市興津小 秋場　啓祐

鶴居村鶴居小 鶴居村下幌呂小 谷口　雅美

鶴居村幌呂小 鶴居村下幌呂小 石川　良和

鶴居村下幌呂小 釧路町知方学小 柿沼　香緒里

鶴居村下幌呂小 厚岸町太田小 石井　桃子

鶴居村下幌呂小 釧路市東雲小 石川　朋弘

鶴居村下幌呂小 標茶町沼幌小 大島　健

鶴居村下幌呂小 弟子屈町川湯小 柴田　悠二

白糠町白糠小 別海町中西別小 佐藤　哲

釧路市幣舞中 釧路市共栄中 倉　勝彦

釧路市幣舞中 釧路市鳥取中 三浦　健太郎

釧路市幣舞中 釧路市桜が丘中 新谷　明日香

釧路市幣舞中 鶴居村幌呂中 木ノ内　賢治

釧路市北中 釧路市景雲中 中村　繁人

釧路市北中 釧路市青陵中 内海　美由希

釧路市北中 厚岸町厚岸中 伊藤　真生子

釧路市北中 釧路市青陵中 原田　亜美

釧路市春採中 白糠町白糠中 小林　愛加

釧路市鳥取中 北海道教育大学附属釧路義務教育学校 磯部　健司

釧路市鳥取中 釧路市景雲中 田中　克也

釧路市共栄中 浜中町霧多布中 山口　信

釧路市共栄中 釧路市景雲中 大井　和代

釧路市共栄中 釧路市鳥取中 羽生　亜紀 羽→羽

釧路市景雲中 釧路市北中 池田　泰弘

釧路市景雲中 釧路市北中 鎌田　文乃

釧路市景雲中 標茶町標茶中 荻原　愛

釧路市景雲中 釧路市鳥取西中 河野　直美

釧路市景雲中 釧路市美原中 高砂　律子 高→髙

釧路市景雲中 釧路市鳥取西中 竹岡　良太

釧路市青陵中 釧路市美原中 藤田　潤

釧路市青陵中 鶴居村幌呂中 永田　美和

釧路市青陵中 釧路市鳥取西中 黒沢　早苗 沢→澤

釧路市山花中 釧路市春採中 斉藤　輝 斉→齊

釧路市大楽毛中 釧路市北中 中谷　真弓

釧路市大楽毛中 釧路市北中 大和　哲也

釧路市大楽毛中 釧路町昆布森中 山内　圭二

釧路市大楽毛中 伊達市伊達中 五明　大樹

釧路市桜が丘中 釧路市美原中 坂本　香織

釧路市桜が丘中 釧路市幣舞中 佐藤　綾子

釧路市美原中 釧路市北中 佐藤　雅史

釧路市美原中 釧路市鳥取西中 志藤　英樹



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教諭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市美原中 釧路市共栄中 畠山　知子

釧路市美原中 厚岸町太田中 樋口　達也

釧路市鳥取西中 北海道教育大学附属釧路義務教育学校 細野　歩

釧路市鳥取西中 釧路市景雲中 太田　佳代子

釧路市鳥取西中 釧路市景雲中 村田　高勇

釧路市阿寒中 釧路市大楽毛中 金子　雅人

釧路市阿寒中 釧路町富原中 町田　洋

釧路市音別中 釧路市青陵中 西村　淳一

釧路市音別中 釧路町富原中 宮崎　想子

釧路町別保中 浜中町散布中 尾崎　唯

釧路町遠矢中 釧路市桜が丘中 菊田　肯児

釧路町昆布森中 釧路市鳥取西中 扇谷　紀行

釧路町昆布森中 厚岸町厚岸中 飯塚　智恵

釧路町富原中 釧路市共栄中 関谷　奈々美

釧路町富原中 標茶町虹別中 片岡　巴瑠花

釧路町富原中 釧路町別保中 篠塚　直之

厚岸町厚岸中 釧路市桜が丘中 松浦　未郁

厚岸町厚岸中 釧路市春採中 永井　幸江

厚岸町厚岸中 釧路市阿寒湖義務教育学校 船岡　志行

厚岸町真龍中 釧路市共栄中 武山　秀汰

厚岸町真龍中 弟子屈町弟子屈中 神山　隼也

浜中町霧多布中 釧路市大楽毛中 堂前　勇太

浜中町霧多布中 弟子屈町弟子屈中 更科　亮輔

浜中町茶内中 釧路市鳥取中 村上　優介

浜中町茶内中 名寄市名寄東中 真野　寧馨 真→眞

標茶町標茶中 釧路市阿寒湖義務教育学校 中納　寿

標茶町虹別中 鶴居村鶴居中 小杉山　有生

標茶町虹別中 標茶町塘路中 武田　敏裕

弟子屈町弟子屈中 釧路市阿寒中 橋本　拓

弟子屈町弟子屈中 釧路市大楽毛中 藤村　弥的

弟子屈町川湯中 弟子屈町弟子屈中 川村　裕介

白糠町白糠中 釧路町遠矢中 一家　之紀

白糠町白糠中 白糠町庶路学園 吉田　孝博

白糠町茶路中 釧路町遠矢小 石黒　仁美

釧路市阿寒湖義務教育学校 釧路市共栄小 保坂　のぞみ

釧路市阿寒湖義務教育学校 釧路市鳥取中 西原　一塁

白糠町庶路学園 七飯養護 菊田　亮佑

白糠町庶路学園 浦幌町浦幌中 阿部　芳樹

白糠町庶路学園 厚岸町厚岸中 森藤　綾子



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教諭・異動(広域人事）） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市愛国小 別海町別海中央小 小野　光彩



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・養護教諭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市鳥取小 釧路市昭和小 高松　伶 高→髙

釧路市愛国小 釧路市芦野小 番匠　稚子

釧路市昭和小 釧路市鳥取小 佐々木　由希子

釧路市芦野小 釧路市阿寒湖義務教育学校 渕本　あゆみ

釧路市共栄中 釧路市春採中 山口　幸江

浜中町霧多布中 白糠町庶路学園 勅使川原　桃子

白糠町白糠中 浜中町霧多布中 阪本　遥



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・栄養教諭・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

弟子屈町弟子屈中 鶴居村鶴居小 中野　彩加



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・事務職員・異動） 　　　　　　令和４年４月１日付け

新　任　校 現　任　校 氏　　名 備考

釧路市中央小 釧路市青葉小 網谷　英徳

釧路市青葉小 白糠町庶路学園 北岡　幸大

厚岸町太田小 鶴居村幌呂中 野沢　弘平 沢→澤

厚岸町真龍中 釧路市中央小 加藤　豊



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・教諭・退職） 　　　　　　令和４年３月３１日付け

発令事項 現　任　校 氏　　名 備考

退職 釧路市中央小 柴田　茂行

退職 釧路市城山小 青木　祥

退職 釧路市城山小 矢部　真紀子

退職 釧路市桜が丘小 宮崎　雅子

退職 釧路市桜が丘小 三浦　栞菜

退職 釧路市青葉小 今野　恵

退職 釧路市青葉小 佐瀬　善幸

退職 釧路市光陽小 佐藤　亜希菜

退職 釧路市大楽毛小 末吉　郁子

退職 釧路市清明小 沢田　康介 沢→澤

退職 釧路市山花小 佐藤　房信

退職 釧路市愛国小 波平　真志

退職 釧路市鳥取西小 吉藤　研人

退職 釧路市美原小 大西　康子

退職 釧路市美原小 勝田　仁

退職 釧路市昭和小 松井　美代子

退職 釧路市興津小 木保　郁代

退職 釧路市鶴野小 藤田　真一

退職 釧路市芦野小 江口　佐和子

退職 釧路町遠矢小 佐藤　美里

退職 釧路町富原小 平沢　裕史 沢→澤

退職 標茶町塘路小 木元　葉子

退職 釧路市幣舞中 八幡　宏弥

退職 釧路市春採中 村上　聡史

退職 釧路市景雲中 岩間　康浩

退職 釧路市景雲中 山崎　紗弥

退職 釧路市青陵中 高橋　茉鈴 高→髙

退職 釧路市音別中 岡倉　敏也

退職 厚岸町厚岸中 山内　正樹

退職 厚岸町真龍中 高久　佳子 高→髙

退職 浜中町霧多布中 足沢　理恵 沢→澤

退職 浜中町散布中 近重　大治

退職 標茶町標茶中 長山　康紀

退職 標茶町虹別中 池田　まりえ

退職 標茶町塘路中 山根　理恵

退職 弟子屈町弟子屈中 草野　美来

退職 弟子屈町川湯中 村田　城司

退職 白糠町白糠中 早川　隼

退職 釧路市阿寒湖義務教育学校 白井　卓



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・養護教諭・退職） 　　　　　　令和４年３月３１日付け

発令事項 現　任　校 氏　　名 備考

退職 釧路市愛国小 園田　恵



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・栄養教諭・退職） 　　　　　　令和４年３月３１日付け

発令事項 現　任　校 氏　　名 備考

退職 釧路市光陽小 佐藤　南菜

退職 釧路市美原小 太田　妙子

退職 浜中町浜中小 横山　陽子



公立小・中学校人事異動
　　　　　　北海道教育委員会

（釧路管内・事務職員・退職） 　　　　　　令和４年３月３１日付け

発令事項 現　任　校 氏　　名 備考

退職 釧路市鳥取西中 古賀　琢之

退職 厚岸町真龍中 村田　佳子


