
報告事項４ 
 
 
平成 23 年度小学校、中学校、高等学校任期付校長の採用予定者の決定について 
 
 
平成 23 年度における府内（政令指定都市を除く。）の公立小学校、中学校及

び高等学校の任期付校長の選考結果について、別紙のとおり報告する。 
 
 
＜参 考＞ 
〔趣 旨〕 
魅力ある学校づくりをすすめるため、民間企業等での豊かな経験を持ち、柔

軟な発想や企画力等で学校の課題を解決できる優れた人材を幅広く募集。 
一次選考（書類選考）及び二次選考（集団討論・面接）を行い、最終合格者

の決定について教育長が専決したことを、委員会に報告する件。 
 
 
〔根拠規定〕 
教育公務員特例法 
（採用及び昇任の方法） 
第 11 条 公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるも

のとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附

置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教

育委員会の教育長が行う。 
 
 
大阪府教育委員会事務決裁規則 
（専決した事項等の報告） 
第７条 教育長、教育監、教育次長、室長又は課長が専決した事項中必要と

認められるものは、速やかに委員会の会議において報告しなければならな

い。 
 



資 料  

 

平成２３年度 小学校、中学校、高等学校任期付校長の採用予定者の決定について 

 

◇ 採用予定者 

（１）箕面市立小学校 

氏名  松村 友進 （まつむら とものぶ） 

年齢  ５３歳 （昭和３２年 ７月３日生） 

学歴  昭和５１年  ３月  大阪府立生野高等学校 卒業 

         昭和５６年  ３月  大阪府立大学 工学部航空工学科 卒業 

     職歴  昭和５６年  ４月    全日本空輸（株）  入社 

         平成 ７年  ７月   全日本空輸（株）  運航企画部 課長  

平成１４年  ４月   日本貨物航空（株） 企画部 課長 

平成１７年  ８月   全日本空輸（株）  企画部 部長 

         平成１９年  ４月   全日本空輸（株）  環境社会貢献部 部長 

         平成２２年 ３月  退職 

             

（２）門真市立小学校 

氏名  星井 陽一 （ほしい よういち） 

年齢  ６０歳 （昭和２５年 ７月１３日生） 

学歴  昭和４４年  ３月  北海道道立室蘭東高等学校 卒業 

         昭和５０年  ３月  明治大学 政治経済学部 政治学科 卒業 

     職歴  昭和５０年  ４月    松下電器産業（株） 入社  

昭和６２年  ２月    松下電器（株）ビデオシステム事業部 人事部 人事課長 

平成 ６年１２月    松下電器（株）本社 ビジネスサービスセンター 人事担当副参事 

平成 ８年１０月    松下電器（株）本社 労政部 安全衛生課 課長 

平成１２年１０月    松下介護サービス（株）施設長 

平成１４年 ８月    パナソニック（株）企業スポーツセンター チームリーダー 

平成２２年 ７月   退職 

 

 （３）岸和田市立中学校 

氏名  堂本 啓祐 （どうもと けいすけ） 

年齢  ５６歳 （昭和２９年 ９月２７日生） 

学歴  昭和４８年  ３月  徳島県立富岡西高等学校 卒業 

         昭和５２年  ３月  法政大学 法学部 法律学科 卒業 

      職歴  昭和５４年  ４月   （株）東亜国内航空 入社 

         平成 １年 ９月   関西国際空港（株） 出向  

平成 ６年 ２月    （株）日本エアシステム 和歌山支店長 

         平成１２年  ３月   （株）日本エアシステム マーケティング本部 副部長 

         平成１４年  ４月   （株）日本航空インターナショナル 徳島支店長 

平成１７年  ４月   （株）日本航空インターナショナル 長崎支店長 

平成２２年  ４月   退職 

 

 

 

 

1 



2 

（４）府立高等学校 

氏名  橋本 勇治 （はしもと ゆうじ） 

年齢  ５７歳  （昭和２８年１０月１３日生） 

学歴  昭和４７年 ３月  鳥取県立倉吉東高等学校 卒業 

昭和４８年 ３月  鳥取県立倉吉東高等学校 専攻科 卒業 

昭和５２年 ３月  大阪外国語大学 外国語学部 イスパニア語科 卒業 

      職歴  昭和５４年 ３月  森下仁丹（株） 入社 

平成 ５年 ４月  森下仁丹（株） 海外課 課長 

平成１０年 １月  森下仁丹（株） カプセル事業部 次長 

平成１３年 ４月  森下仁丹（株） カプセル事業部 部長 

平成１５年 ４月  森下仁丹（株） 執行役員 カプセル事業部 部長 

平成１７年 ４月  森下仁丹（株） 事業企画室 室長 

平成１９年１月～現在  森下仁丹（株） カプセル事業部 営業グループリーダー 

平成１４年４月～平成２２年３月  関西学院大学 商学部 非常勤講師 

 

 

◇ 今後の予定 

○ 平成２３年 １月４日～  

〔松村氏〕 大阪府教育委員会、箕面市教育委員会及び箕面市立小中学校等で研修 

〔星井氏〕 大阪府教育委員会、門真市教育委員会及び門真市立小中学校等で研修 

〔堂本氏〕 大阪府教育委員会、岸和田市教育委員会及び岸和田市立小中学校等で研修 

〔橋本氏〕 大阪府教育委員会、大阪府教育センター及び大阪府立学校等で研修 

 

○ 平成２３年 ４月1 日    

箕面市公立小学校長、門真市公立小学校長、岸和田市公立中学校長、府立高等学校長として採用予定 

    （配置する学校については、採用予定者の経験や適性を考慮して今後決定） 

 

◇ 応募者数等 

・ 応募期間：平成２２年６月８日（火）から平成２２年７月８日（木） 

 

〔小学校〕  

・ 応募者数：２３名 

・ 一次選考（書類選考）  

・ 二次選考（集団討論、面接）   （平成２２年７月２９日（木）実施） 

 

〔中学校〕  

・ 応募者数：１１名 

・ 一次選考（書類選考）  

・ 二次選考（集団討論、面接）   （平成２２年８月 ４日（水）実施） 

     

〔府立高等学校〕 

・ 応募者数：２４名 

・ 一次選考（書類選考）  

・ 二次選考（集団討論、面接）    （平成２２年８月２６日（木）実施） 



《 大阪府公立学校における任期付校長採用について 》 

 

■ 採用状況（配置年度） 

<小・中学校> 

  (1) 平成２１年度 １名（公募により選考 応募者数２７名） 

    ○ 牧野 一徳（前 パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱参事） 

→寝屋川市立友呂岐中学校長  

(2) 平成２２年度 １名（公募により選考 応募者数５２名） 

    ○ 尾塚 理恵子（コミュニケーション研究家）          →守口市立橋波小学校長  

 

<高等学校> 

  (1) 平成２２年度 １名（公募により選考 応募数１９名） 

    ○ 中原 徹（前 ピルズベリー ウィンスロップショー ピットマン法律事務所） 

（兼 あさひ学園理事長）               →府立和泉高等学校長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【参考】･･････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

《 大阪府立学校における民間からの校長採用について 》 

 

■ 採用状況（配置年度） 

  (1) 平成１４年度 ２名（経済団体からの推薦により選考） 

    ○ 中尾 直史（前 松下電器産業㈱四国支店長） →府立守口北兼芦間高等学校長 

    ○ 木村 智彦（前 住金マネジメント㈱取締役）  →府立高津高等学校長 

  (2) 平成１５年度 １名（公募により選考  応募数２７名） 

    ○ 村田 憲司（前 産経新聞大阪本社編集局次長） →府立東住吉高等学校長 

  (3) 平成１６年度 １名（公募により選考  応募数２９名） 

    ○ 秦 寿孝（前 ㈱マイカル人事本部長）  →府立泉北高等学校長 

                         →平成２０年度４月より 府立寝屋川高等学校長 

  (4) 平成１８年度 １名（公募により選考  応募数９名） 

    ○ 藤川 眞作仁（前 朝日生命相互保険会社部長） →府立泉北高等養護（支援）学校長 

  (5) 平成１９年度 １名（公募により選考  応募数１３名） 

    ○ 吉田 伸一（前 香港豊田通商社長）  →府立藤井寺工科高等学校長 

  (6) 平成２０年度 １名（公募により選考  応募数２１名） 

    ○ 梅景 一雄（前 日本エヌエスシー商品開発本部長） →府立刀根山高等学校長 

 (7) 平成２１年度 １名（公募により選考 応募数１５名） 

    ○ 栁井 淳（前 大阪市信用金庫人事第二部長）     →府立河南高等学校長 

  

 注） 中尾芦間高等学校長、木村高津高等学校長、村田東住吉高等学校長は、 

平成１８年３月３１日付退職 

     藤川泉北高等支援学校長は、平成２１年３月３１日付退職 

 

 


