
学校教育スタッフ

分 掌 事 務 担 当 者 副担当者

山本 勉１ 学校教育スタッフの統括に関すること（派遣指導主事関係事務含む）

指導主事 山本 勉２ 学校教育スタッフ会の運営及び指導主事の研修に関すること

企 画 幹 青山 求３ 学校教育に係る助言及び指導に関すること

日野 久美 真玉 玲子４ 国語科教育に関すること

( 5682） 真玉 玲子５ 学校図書館教育に関すること 5
学 山本 勉６ 教科用図書その他の教材の取り扱いに係る助言及び指導に関すること

青山 求７ 人権・同和教育に関すること

竹田 賢治８ 学力育成に係る事業に関すること

学力育成を主務とする派遣指導主事との連携・学力育成策

校 山本 勉９ 研究指定校，教育研究大会に関すること（各種研究発表会に関すること）

青山 求10 市町立学校の管理運営に係る助言及び指導に関すること

荒瀬 幸子11 教職員の中・長期，海外研修及び内地留学に関すること

荒瀬 幸子12 学校教育に関する文書管理・保存の統括に関すること（総務課連絡調整）

教

指導主事 小林 剛１ 学校教育に係る助言及び指導に関すること

荒瀬 幸子 青山 求２ 外国語教育及び外国語活動，日本語指導及び国際理解教育に関すること

育 ( 5684） 日野 久美３ へき地・複式教育に関すること 5
小林 剛４ 音楽科教育に関すること

日野 久美５ 図画工作科・美術科教育に関すること

山本 勉６ 総合的な学習の時間に関すること

ス ７ 青山 求ふるさと教育・教育の魅力化事業に係る助言及び指導に関すること

竹田 賢治８ 法定研修（初任者研修）に関すること

竹田 賢治９ 法定研修（教職経験者研修・フォローアップ研修）に関すること

タ
日野 久美１ 学校教育に係る助言及び指導に関すること 指導主事
真玉 玲子２ 特別支援教育に関すること (企画幹）

山本 勉 真玉 玲子（特別支援教育を主務とする派遣指導主事との連携含む）

ッ ( 5726） 真玉 玲子３ 特別支援教育コーディネーター研修等に関すること 5
真玉 玲子４ 広域特別支援連携協議会に関すること

青山 求５ 福祉教育に関すること

日野 久美６ 学校保健・学校給食（食育）に関すること

フ 日野 久美７ 幼稚園教育に関すること

青山 求８ 学籍等学齢児童・生徒の就学に係る学事に関すること

竹田 賢治９ 情報教育及び放送・視聴覚教育に関すること

指導主事
(特別支援教育 山本 勉１ 特別支援教育に係る相談に対する指導・助言に関すること

支援専任教員) 山本 勉２ 特別支援教育に係る関係機関との連携に関すること

真玉 玲子
( 5519）5

山本 勉１ 学校教育に係る助言及び指導に関すること

小林 剛２ 算数科・数学科教育に関すること 指導主事
竹田 賢治 荒瀬 幸子３ 生活科教育に関すること

( 5684） 荒瀬 幸子４ 学力育成に係る事業に関すること 5
荒瀬 幸子５ 特色ある学校づくりを支援する30人学級編制に関すること

青山 求６ 小・中学校少人数学級編制に関すること

日野 久美７ 少人数授業などきめ細かな指導に関すること

小林 剛８ 学校訪問計画に係る企画及び運営に関すること

荒瀬 幸子９ 教育センターとの連絡・調整に関すること

小林 剛10 事務所のＨＰ運営に関すること



分 掌 事 務 担 当 者 副担当者

竹田 賢治１ 学校教育に係る助言及び指導に関すること

竹田 賢治２ 社会科教育に関すること（金銭及び租税教育を含む）

山本 勉３ 体育科・保健体育科教育及び学校体育に関すること

小林 剛４ しまねのふるまい推進プロジェクトに関すること 指導主事
青山 求 山本 勉５ 道徳教育に関すること

( 5683） 小林 剛６ 進路指導（小中連携教育・中高一貫教育含む ，高校入試に関すること） 5
日野 久美７ キャリア教育に関すること

日野 久美８ 人権・同和教育に関すること

学 日野 久美９ 島根県学力調査及び全国学力調査の実施に関すること

山本 勉10 教育課程の編成・実施及び評価に関すること

校
青山 求１ 学校教育に係る助言及び指導に関すること

青山 求２ 理科教育・環境教育に関すること

指導主事 青山 求３ 家庭科及び技術・家庭科教育に関すること

教 青山 求４ 特別活動に関すること (生徒指導専任主事）
小林 剛 青山 求５ 管内市町教育委員会における生徒指導推進体制の整備に関すること

( 5725）（生徒指導を主務とする派遣指導主事との連携及びネットワーク会議含む） 5
竹田 賢治６ 生徒指導に係る事業及び研修に関すること

育 竹田 賢治７ 教育相談・学級経営，青少年の健全育成に関すること

日野 久美８ 安全教育及び危機管理に関すること

青山 求９ 体験活動に関すること

10 真玉 玲子所報に関すること

ス

派遣先市町における下記の業務（指導主事派遣要綱第３条より）

※ 派遣先市町において，下記の業務から主に担当する業務内容を定めるタ
１ 学校の組織編制，教育課程，学習指導，生徒指導及び職業指導に関すること 【出雲市派遣】

指導主事２ 教科書その他の教材の取扱いに関すること

内藤まり子３ 校長，教頭その他の教育関係職員の研修に関すること

ッ 松井 誠４ 生徒，児童及び幼児の保健，安全に関すること

山﨑 創５ 人権・同和教育，特別支援教育に関すること

６ 国及び県の教育施策に関すること

７ 島根の地域の特性を生かしたふるさと教育の推進に関すること 【雲南市派遣】

指導主事フ ※ 主務は派遣先市町において，上記の業務内容から定める

平等 健夫
西 裕里【学校訪問指導業務】

作野 浩子学校教育に係る助言及び指導に関すること

教育事務所が定める学校訪問指導（学校運営、教育課程の管理等に係る学校

訪問指導）について，各市町の実態に応じて以下のように担当・計画・実施 【奥出雲町派遣】

指導主事する

桑山 悟
内藤・松井・山﨑指導主事…… 出雲市内の小・中学校

平等・西・作野指導主事…… 雲南市内の小・中学校 【飯南町派遣】

指導主事桑山指導主事…… 奥出雲町内の小・中学校

片岡 千修片岡指導主事…… 飯南町内の小・中学校

※必要に応じて，教育事務所指導主事等と連携して学校訪問指導を
行う


