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束田　宏幸 定年退職 近畿地方整備局
入札契約監査官

小栗　蔵美 定年退職 近畿地方整備局
用地部　
用地補償管理官

小林　茂信 定年退職 近畿地方整備局
建政部　
事業認定調整官

吉田　英雄 定年退職 近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所　
副所長

平田　研一 定年退職 近畿地方整備局
大阪国道事務所　
副所長

松田　好生 定年退職 近畿地方整備局
企画部　
環境調整官

宇野　孝一 定年退職 近畿地方整備局
企画部　
機械施工管理官

河南　良男 定年退職 近畿地方整備局
河川部　
河川情報管理官

大森　卓哉 定年退職 近畿地方整備局
道路部　
高規格道路管制官

平成30年 3月31日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



新川　良治 定年退職 近畿地方整備局
淀川ダム統合管理事務所　
副所長

中村　香澄 定年退職 近畿地方整備局
企画部　
技術調査課長

雨堤　健 定年退職 近畿地方整備局
営繕部　
調整課長

井上　達裕 辞職 近畿地方整備局
（長浜市技監） 河川部　

河川保全管理官

白井　宏明 辞職 近畿地方整備局
（国立研究開発法人土木研究所 河川部　
水災害・リスクマネジメント国際 河川計画課長
センター　水災害研究グループ　
主任研究員）

細井　正也 辞職 近畿地方整備局
（高槻市技監） 道路部　

地域道路調整官

中村　圭吾 辞職 近畿地方整備局
（国立研究開発法人土木研究所 福井河川国道事務所長
つくば中央研究所　水環境研究グルー
プ　上席研究員）

冨澤　洋介 辞職 近畿地方整備局
（国立研究開発法人土木研究所 足羽川ダム工事事務所長
水災害・リスクマネジメント
国際センター　水災害研究グループ　
主任研究員）

有田　幸司 辞職 近畿地方整備局
（国立研究開発法人土木研究所 大阪国道事務所長
つくば中央研究所　技術推進本部長）

平成30年 3月31日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



藤原　克哉 辞職 近畿地方整備局
（五條市技監） 六甲砂防事務所　

副所長

宮西　洋幸 辞職 近畿地方整備局
（中日本高速道路株式会社 奈良国道事務所長
関連事業本部　国際・技術事業部国際
事業チーム　担当リーダー）

平成30年 3月31日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



岡田　匡晃 辞職 近畿地方整備局
総務部　
総括調整官

猪狩　宣弘 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 総務部　
総括調整官 調査官

赤穂　好宏 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 適正業務管理官
調査官

梶岡　芳行 近畿地方整備局 近畿地方整備局
適正業務管理官 総務部　

総務課長

井尻　博之 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 総務部　
総務課長 調査官

石堂　慎治 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 総務部　
調査官 総務企画官

福田　順 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 用地部　
総務企画官 用地対策課長

炭田　光一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
用地部　 用地部　
用地対策課長 用地補償課長

城戸　克明 近畿地方整備局 近畿地方整備局
用地部　 足羽川ダム工事事務所　
用地補償課長 副所長

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



岡本　智 近畿地方整備局 近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所　 大和川河川事務所　
副所長 用地対策官

矢田　孝代 近畿地方整備局 近畿地方整備局
入札契約監査官 猪名川河川事務所　

副所長

中村　泰清 近畿地方整備局 近畿地方整備局
猪名川河川事務所　 大和川河川事務所　
副所長 副所長

加藤　敏夫 近畿地方整備局 近畿地方整備局
大和川河川事務所　 淀川河川事務所　
副所長 総務課長

安廣　卓見 近畿地方整備局 近畿地方整備局
建政部　 建政部　
事業認定調整官 建設産業第二課長

谷　正人 近畿地方整備局 近畿地方整備局
建政部　 総務部　
建設産業第二課長 厚生課長

江藤　隆生 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 総務部　
厚生課長 人事計画官

田中　信久 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 総務部　
人事計画官 契約課長

嶋津　秀文 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 奈良国道事務所　
契約課長 副所長

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



山下　滋弥 近畿地方整備局 近畿地方整備局
奈良国道事務所　 総務部　
副所長 建設専門官

射場　哲彦 近畿地方整備局 近畿地方整備局
用地部　 豊岡河川国道事務所　
用地補償管理官 副所長

中尾　龍一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所　 建政部　
副所長 計画管理課長補佐

柴田　卓 国土地理院 近畿地方整備局
総務部　 総務部　
会計課長 会計課長

本橋　良三 近畿地方整備局 大臣官房会計課　
総務部　 公共事業予算執行管理室
会計課長 決算第一係長

島田　浩和 土地・建設産業局建設市場整備課 近畿地方整備局
専門工事業・建設関連業振興室 建政部　
課長補佐 建設産業第一課長

髙城　辰哉 近畿地方整備局 総合政策局　
建政部　 総務課
建設産業第一課長 連絡調整係長

小山　裕之 近畿地方整備局 近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所　 総務部　
副所長 建設専門官

荒賀　康弘 辞職 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所　
副所長

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



白川　信之 近畿地方整備局 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所　 猪名川河川事務所　
副所長 保全対策官

松浦　裕之 辞職 近畿地方整備局
淀川河川事務所　
副所長

釜矢　和一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
淀川河川事務所　 道路部　
副所長 路政課長

山下　信宏 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 河川部　
路政課長 水政調整官

北田　恭隆 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 紀の川ダム統合管理事務所　
水政調整官 副所長

森　篤史 近畿地方整備局 近畿地方整備局
紀の川ダム統合管理事務所　 大和川河川事務所　
副所長 総務課長

柴　順二 近畿地方整備局 近畿地方整備局
大阪国道事務所　 道路部　
副所長 路政調整官

本屋敷　和男 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 総務部　
路政調整官 建設専門官

斉木　真佐夫 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総務部　 福井河川国道事務所
建設専門官 副所長

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



廣部　正樹 近畿地方整備局 近畿地方整備局
福井河川国道事務所　 総務部　
副所長 建設専門官

白川　和司 大臣官房付 近畿地方整備局
（同日付辞職） 営繕部長

村上　幸司 近畿地方整備局 大臣官房　
営繕部長 官庁営繕部　整備課　

木材利用推進室長

和佐　喜平 辞職 近畿地方整備局
広報広聴対策官

山田　雅義 近畿地方整備局 近畿地方整備局
広報広聴対策官 道路部　

道路企画官

粟津　誠一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 浪速国道事務所長
道路企画官

古川　慎治 近畿地方整備局 独立行政法人国際協力機構
浪速国道事務所長 インフラ技術業務部　

有償技術審査室
主任調査役

今須　重明 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 淀川ダム統合管理事務所長
環境調整官

成宮　文彦 近畿地方整備局 水管理・国土保全局　
淀川ダム統合管理事務所長 治水課長補佐

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



南後　和寛 辞職 近畿地方整備局
企画部　
技術調整管理官

別木　孝 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 企画部　
技術調整管理官 技術開発調整官

水野　浩次 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 紀南河川国道事務所長
技術開発調整官

堤　英彰 近畿地方整備局 大臣官房技術調査課長補佐
紀南河川国道事務所長

福岡　成和 辞職 近畿地方整備局
企画部　
事業調整官

寒川　雄作 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 豊岡河川国道事務所　
事業調整官 副所長

深澤　洋二 近畿地方整備局 近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所　 淀川河川事務所　
副所長 総括保全対策官

達家　養浩 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 企画部　
機械施工管理官 施工企画課長

久野　啓嗣 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 大和川河川事務所　
施工企画課長 副所長

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



榎本　博行 近畿地方整備局 近畿地方整備局
大和川河川事務所　 和歌山河川国道事務所　
副所長 総括地域防災調整官

山本　佳也 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 木津川上流河川事務所長
河川情報管理官

田中　徹 近畿地方整備局 水管理・国土保全局　
木津川上流河川事務所長 河川環境課

河川保全企画室　課長補佐

森田　宏 辞職 近畿地方整備局
河川部　
広域水管理官

由井　伸直 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 河川部　
広域水管理官 水災害予報センター長

佐久間　維美 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 企画部　
水災害予報センター長 防災課長

木村　佳則 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 紀伊山系砂防事務所　
防災課長 副所長

森東　哲郎 近畿地方整備局 近畿地方整備局
紀伊山系砂防事務所　 河川部　
副所長 河川工事課長補佐

竹中　一滋 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 企画部　
河川保全管理官 工事品質調整官

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



峯川　繁 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 滋賀国道事務所　
工事品質調整官 副所長

石鍋　一文 近畿地方整備局 近畿地方整備局
滋賀国道事務所　 兵庫国道事務所　
副所長 総括保全対策官

竹内　智明 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 道路部　
地域道路調整官 道路管理課長

吉津　宏夫 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 道路部　
道路管理課長 特定道路工事対策官

八木　一也 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 近畿技術事務所　
特定道路工事対策官 総括技術情報管理官

今西　秀樹 近畿地方整備局 近畿地方整備局
近畿技術事務所　 京都国道事務所　
総括技術情報管理官 副所長

川上　卓也 近畿地方整備局 近畿地方整備局
京都国道事務所　 豊岡河川国道事務所　
副所長 副所長

南　知之 近畿地方整備局 近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所　 企画部　
副所長 建設専門官

山下　一郎 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 企画部　
高規格道路管制官 情報通信技術調整官

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



松島　克己 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 九頭竜川ダム統合管理事務所長
情報通信技術調整官

伊藤　太一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
九頭竜川ダム統合管理事務所長 企画部　

緊急災害対策調整官

勝井　厚伺 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 道路部　
緊急災害対策調整官 地域道路課長

中安　隆年 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 福井河川国道事務所　
地域道路課長 副所長

平井　義博 近畿地方整備局 近畿地方整備局
福井河川国道事務所　 滋賀国道事務所　
副所長 総括保全対策官

彌吉　元毅 九州地方整備局 近畿地方整備局
営繕部　 営繕部　
営繕調査官 官庁施設管理官

大音　裕一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
営繕部　 営繕部　
官庁施設管理官 技術・評価課長

足立　幸彦 近畿地方整備局 衆議院事務局
営繕部　 庶務部　
技術・評価課長 電気施設課長補佐

原田　和幸 大臣官房付 近畿地方整備局
（同日付休職一般財団法人 営繕部　
建設業振興基金　試験研修本部 営繕調査官
建築試験部　研究次長）

平成30年 4月 1日付人事発令

氏　　名 発　令　事　項 現　　　職



福岡　芳明 近畿地方整備局 四国地方整備局
営繕部　 営繕部　
営繕調査官 営繕調査官

小川　裕樹 総合政策局　 近畿地方整備局
総務課 企画部　
企画専門官 企画課長

寺尾　直樹 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 企画部　
企画課長 企画課長補佐

富永　安弘 辞職 近畿地方整備局
企画部　
広域計画課長

隅田　道男 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 奈良国道事務所　
広域計画課長 副所長

田中　克己 近畿地方整備局 近畿地方整備局
奈良国道事務所　 和歌山河川国道事務所　
副所長 工事品質管理官

井川　貴史 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 河川部　
技術調査課長 地域河川課長

瀧澤　洋 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 福知山河川国道事務所　
地域河川課長 副所長

小長谷　健 近畿地方整備局 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所　 河川部　
副所長 河川工事課長補佐

平成30年 4月 1日付人事発令
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太田　裕之 都市局　 近畿地方整備局
都市計画課付 建政部　
（同日付内閣府地方創生推進室 都市整備課長
参事官補佐）

横山　大輔 近畿地方整備局 都市局　
建政部　 都市計画課付
都市整備課長

橋爪　翔 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 福知山河川国道事務所　
河川計画課長 調査課長

木下　賢司 近畿地方整備局 近畿地方整備局
営繕部　 建政部　
調整課長 建築安全課長

田元　輝彦 近畿地方整備局 中国地方整備局
建政部　 岡山営繕事務所長
建築安全課長

竜門　俊次 辞職 近畿地方整備局
大戸川ダム工事事務所長

松田　晋次 近畿地方整備局 近畿地方整備局
大戸川ダム工事事務所長 紀の川ダム統合管理事務所長

柳瀬　勝久 近畿地方整備局 近畿地方整備局
紀の川ダム統合管理事務所長 河川部　

河川管理課長

冠　雅之 近畿地方整備局 近畿地方整備局
河川部　 紀南河川国道事務所　
河川管理課長 副所長
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藤井　節生 近畿地方整備局 近畿地方整備局
紀南河川国道事務所　 淀川河川事務所　
副所長 総括地域防災調整官

久保　和幸 近畿地方整備局 国土技術政策総合研究所
大阪国道事務所長 道路構造物研究部　

道路基盤研究室長

石塚　忠範 水管理・国土保全局　 近畿地方整備局
砂防部　保全課 六甲砂防事務所長
砂防施設評価分析官

田中　秀基 近畿地方整備局 関東地方整備局
六甲砂防事務所長 富士川砂防事務所長

高宮　進 国土技術政策総合研究所 近畿地方整備局
道路交通研究部　 兵庫国道事務所長
道路研究官

日野　雅仁 近畿地方整備局 近畿地方整備局
兵庫国道事務所長 地方事業評価管理官

梅敷　寛 近畿地方整備局 近畿地方整備局
地方事業評価管理官 総括防災調整官

板垣　勝則 近畿地方整備局 近畿地方整備局
総括防災調整官 企画部　

総括技術検査官

宮川　久 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 企画部　
総括技術検査官 技術管理課長
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古賀　聡明 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部　 道路部　
技術管理課長 計画調整課長

吉村　英二 近畿地方整備局 近畿地方整備局
道路部　 和歌山河川国道事務所　
計画調整課長 副所長

藤本　正典 近畿地方整備局 近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所　 道路部　
副所長 建設専門官

原　久弥 近畿地方整備局 北海道局　
奈良国道事務所長 地政課

開発専門官

嶋田　博文 近畿地方整備局 兵庫県
福井河川国道事務所長 県土整備部　

土木局　道路企画課長

新屋　孝文 近畿地方整備局 国立研究開発法人土木研究所
足羽川ダム工事事務所長 水災害・リスクマネジメント

国際センター　
水災害研究グループ主任研究員

髙津　知司 大臣官房付 近畿地方整備局
（同日付休職一般財団法人 近畿技術事務所長
ダム技術センター　主席研究員）

野村　正之 近畿地方整備局 中国地方整備局
近畿技術事務所長 中国技術事務所長

白波瀬　卓哉 水管理・国土保全局　 近畿地方整備局
水資源部水資源政策課 淀川河川事務所　
水源地域振興室　課長補佐 副所長
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犬丸　潤 近畿地方整備局 近畿地方整備局
淀川河川事務所　 河川部　
副所長 建設専門官

岸本　健司 近畿地方整備局 近畿地方整備局
六甲砂防事務所　 福知山河川国道事務所　
副所長 事業対策官

小寺　秀治 水管理・国土保全局　 近畿地方整備局
防災課 木津川上流河川事務所　
災害査定官 副所長

北方　泰憲 近畿地方整備局 近畿地方整備局
木津川上流河川事務所　 大和川河川事務所　
副所長 事業対策官

沢村　滋男 近畿地方整備局 近畿地方整備局
淀川ダム統合管理事務所　 猪名川河川事務所　
副所長 副所長

幅岸　修一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
猪名川河川事務所　 和歌山河川国道事務所　
副所長 副所長

荘司　周夫 近畿地方整備局 近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所　 姫路河川国道事務所　
副所長 総括保全対策官

薄田　球一 北陸地方整備局 近畿地方整備局
営繕部 建政部
整備課長 住宅整備課長補佐

川本　渉 四国地方整備局 近畿地方整備局
営繕部 営繕部
技術・評価課長 整備課長補佐
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青山　佳弘 中国地方整備局 近畿地方整備局
境港湾･空港整備事務所 港湾空港部
副所長 港湾危機管理官

廣友　好克 近畿地方整備局 中国地方整備局
港湾空港部 港湾空港部
港湾危機管理官 港湾空港環境対策官

島村　博 近畿地方整備局 近畿地方整備局
和歌山港湾事務所 港湾空港部
所長 港湾事業企画課長

松井　善樹 辞職 近畿地方整備局
企画部
技術企画官

中藤　智徳 近畿地方整備局 近畿地方整備局
企画部 和歌山港湾事務所
技術企画官 所長

中田　隆史 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 港湾空港部
技術審査官 技術審査官

（大臣官房　運輸安全監理官付　
交通緊急災害対策派遣官　併任）

宇戸　寿一 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 港湾空港部
事業継続計画官 事業継続計画官
（大臣官房 運輸安全監理官付　
交通緊急災害対策派遣官 併任）

久保　富広 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 和歌山港湾事務所
工事安全推進官 保全課長
（大臣官房　運輸安全監理官付　
交通緊急災害対策派遣官　併任）
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松本　伸春 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 神戸港湾事務所
港湾計画課長 保全課長

松葉　秀樹 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 舞鶴港湾事務所
港湾事業企画課長 副所長

片岡　輝行 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 港湾空港部
港湾空港整備・補償課長 港湾空港整備・補償課長

（港湾空港部　
工事安全推進官　併任）
（大臣官房　運輸安全監理官付　
交通緊急災害対策派遣官　併任）

津田　行男 中国地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 港湾空港部
クルーズ振興・港湾物流企画室長 海洋環境・技術課長
（港湾局　国際コンテナ戦略
港湾政策推進室　併任）

相馬　昇 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 和歌山港湾事務所
海洋環境・技術課長 副所長

山本　邦夫 中国地方整備局 近畿地方整備局
境港湾･空港整備事務所 港湾空港部
副所長 港湾空港防災・危機管理課長

兼田　伸二 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 港湾空港部
港湾空港防災・危機管理課長 近畿圏臨海防災センター

課長補佐

大江　吉仁 近畿地方整備局 近畿地方整備局
港湾空港部 大阪港湾･空港整備事務所
近畿圏臨海防災センター長 先任建設管理官（建設管理官室）
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三村　正樹 近畿地方整備局 近畿地方整備局
舞鶴港湾事務所 港湾空港部
副所長 港湾計画課長

河﨑　和文 近畿地方整備局 中国地方整備局
大阪港湾･空港整備事務所 港湾空港部
副所長 技術審査官

（大臣官房　運輸安全監理官付　
交通緊急災害対策派遣官　併任）

谷渕　敦 近畿地方整備局 近畿地方整備局
大阪港湾･空港整備事務所 港湾空港部
統括建設管理官 近畿圏臨海防災センター長

佐々木　高雄 辞職 近畿地方整備局
神戸港湾事務所
副所長

村木　一郎 近畿地方整備局 中国地方整備局
神戸港湾事務所 境港湾･空港整備事務所
副所長 副所長

萩原　博美 近畿地方整備局 近畿地方整備局
和歌山港湾事務所 神戸港湾空港技術調査事務所
副所長 副所長

河崎　尚弘 近畿地方整備局 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所 大阪港湾・空港整備事務所
副所長 統括建設管理官
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