
■近畿ブロック発注者協議会（第１９回）幹事会　 出欠予定表
令和元年７月１２日（金）　１３：００～
大阪合同庁舎第１号館　第１別館２階大会議室

分類 機　　関　　名 部 署 ・ 役 職 氏　名 出欠 代理出席者の所属・役職及び氏名 随行者の所属・役職及び氏名

1 国 国土交通省　近畿地方整備局 企画部長 橋本　雅道 出席

2 国 国土交通省　近畿地方整備局 総務部契約管理官 釜矢　和一 出席

3 国 国土交通省　近畿地方整備局 総務部契約課長 嶋津　秀文 出席

4 国 国土交通省　近畿地方整備局 企画部技術調整管理官 宮川　久 出席

5 国 国土交通省　近畿地方整備局 企画部技術開発調整官 増田 安弘 出席

6 国 国土交通省　近畿地方整備局 企画部総括技術検査官 林 和彦 出席

7 国 国土交通省　近畿地方整備局 企画部技術管理課長 古賀  聡明 出席

8 国 国土交通省　近畿地方整備局 営繕部営繕品質管理官 足立　幸彦 出席

9 国 国土交通省　近畿地方整備局 営繕部技術・評価課長 友野　勝博 出席

10 国 国土交通省　近畿地方整備局 港湾空港部事業計画官 川瀬　洋 出席

11 国 国土交通省　近畿地方整備局 港湾空港部品質確保室長 石田　博 出席

12 国 国土交通省　近畿運輸局 総務部会計課長 佐藤　寿 代理出席 会計課専門官　日高　政美

13 国 国土交通省　大阪航空局 技術管理官 片岡　栄 出席 契約課　技術審査係長　山田　成人

14 国 海上保安庁　第五管区海上保安本部 経理補給部経理課長 下谷　和彦 出席

15 国 海上保安庁　第八管区海上保安本部 総務部経理課長 迫田　誠 出席

16 国 農林水産省　近畿農政局 農村振興部設計課長 志村　和信 代理出席 設計課技術審査官　茶谷　一郎

17 国 林野庁　近畿中国森林管理局 総務企画部経理課長 下崎　博文 代理出席 総務企画部経理課　課長補佐　藤井　正好

18 国 防衛省　近畿中部防衛局 調達部調達計画課長 上之園 攝生 出席 調達部調達計画課長　上之園　摂生 調達部調達計画課課長補佐　相馬　幸仁

19 国 警察庁　近畿管区警察局 総務監察部会計課長 金澤　武好 代理出席 総務監察部会計課専門職・仁村　宗剛

20 国 財務省　近畿財務局 管財総括第三課長 池田　靖 欠席

21 国 財務省　大阪国税局 営繕監理官 関　善光 欠席

22 国 経済産業省　近畿経済産業局 総務企画部会計課長 橋本　俊次 代理出席 総務企画部会計課　専門職　桑原　昭翁

23 国 環境省　近畿地方環境事務所 自然環境整備課長 榎本　和久 代理出席 同課　整備計画専門官　岩田　次治

24 国 最高裁判所　大阪高等裁判所 会計課長補佐 本多　輝芳 出席

25 地方公共団体 福井県 土木部土木管理課長 法山　雅浩 代理出席 参事（技術管理）廣部　雄一

26 地方公共団体 滋賀県 土木交通部技術管理課長 山下　將 出席

27 地方公共団体 滋賀県 農政水産部農政課長 土井　典 代理出席 農政水産部耕地課・参事　　小森　信明

28 地方公共団体 京都府 建設交通部理事(指導検査課長) 関西　浩二 代理出席 建設交通部インフラ長寿命化担当課長 堀本　恒秀 指導検査課・主査　上原　敏文

29 地方公共団体 京都府 農林水産部農村振興課長 田村　匠 出席

30 地方公共団体 大阪府 都市整備部事業管理室 技術管理課長 宮武　修司 出席
都市整備部 事業管理室 技術管理課 契約管理グ
ループ　課長補佐　大塚善久

31 地方公共団体 大阪府 環境農林水産部検査指導課長 亀井　光正 代理出席
大阪府環境農林水産部検査指導課
　課長補佐　向井　哲

32 地方公共団体 大阪府 総務部契約局建設工事課長 竹田　晃 代理出席 総務部　契約局　建設工事課　参事　田中　伸之 総務委託物品課　主査　是枝　篤

33 地方公共団体 兵庫県 県土整備部県土企画局 技術企画課長 多田　欣也 代理出席 技術企画課　副課長　家永　薫 技術企画課　技術管理班　主幹　福﨑誠

34 地方公共団体 兵庫県 農政環境部農政企画局総務課長 岡　誠 代理出席
農政環境部農政企画局総務課
経理契約班長　山田　善雄

35 地方公共団体 奈良県 県土マネジメント部技術管理課長 池田　陽一 代理出席
県土マネジメント部技術管理課参事
石田　昌達

建設業・契約管理課　下村　賀勇
企画管理室主幹　能登　隆
技術管理課主任調整員　益池　良明、調整員　真木　正弘

36 地方公共団体 奈良県 農林部農村振興課長 小林　健二 代理出席 農村振興課主幹　吉田　泰正

37 地方公共団体 和歌山県 県土整備部技術調査課長 笠野　匡材 出席 県土整備部　技術調査課　主任　川口　史浩

38 地方公共団体 和歌山県 県土整備部公共建築課長 明石　和也 出席

39 地方公共団体 和歌山県 農林水産部農業農村整備課長 井賀　尚哉 代理出席
農林水産部 農林水産政策局　農業農村整備課
計画調整班　主査　中西　康仁

40 地方公共団体 京都市 建設局監理検査課長 長尾　由規夫 出席

41 地方公共団体 大阪市 建設局工事監理担当課長 野々内　幹夫 出席

42 地方公共団体 堺市 建設局土木部参事（区局連携・監理・調整担当） 小林　邦明 出席 建設局　土木部　土木監理課　主査　舟引　真人

43 地方公共団体 神戸市 建設局担当部長（技術管理担当） 熊木　芳宏 出席 建設局技術管理課技術審査係長　三木 秀朗

44 地方公共団体 福井市 財政部長 村田　雅俊 欠席

45 地方公共団体 池田町 町土整備課長 長谷川　正喜 欠席

46 地方公共団体 東近江市 契約検査課長 櫛田　善之 出席

47 地方公共団体 豊郷町 企画振興課長 清水　純一郎 欠席

48 地方公共団体 綾部市 建設部　監理課長 仲井　渉 出席

49 地方公共団体 井手町 理事（建設課長） 西田　哲弥 出席

50 地方公共団体 松原市 総務部契約検査室長 石崎　重樹 出席

51 地方公共団体 忠岡町 総務課長 南　智樹 欠席

52 地方公共団体 伊丹市 総務部副参事（契約・検査担当） 田原　安治 代理出席 総務部　契約・検査課長　　松本　嘉博

53 地方公共団体 佐用町 総務課長 藤木　卓 代理出席 総務課財政室長　古市　宏和

54 地方公共団体 奈良市 契約課長 橋本　光弘 出席

55 地方公共団体 高取町 総務課長 芦高　龍也 出席

56 地方公共団体 有田市 総務課長 御前　一晃 出席

57 地方公共団体 みなべ町 総務課長 井上　弘 代理出席 総務課　係長　土井　祥裕

58 特殊法人 独立行政法人水資源機構　関西・吉野川支社 淀川本部施設管理課長 岩本　浩 代理出席 淀川本部施設管理課課長補佐　木屋　俊治

59 特殊法人 西日本高速道路株式会社　関西支社 建設事業部技術課長 田中　満 出席 建設事業部　技術課長代理　村上　友伯

60 特殊法人 本州四国連絡高速道路株式会社 経営計画部技術管理課長 古村 　学 出席

61 特殊法人 阪神高速道路株式会社 技術部技術管理課長 五反田　英雄 出席 技術部技術管理課工事調達総括課長　加藤　晴久

62 特殊法人 新関西国際空港株式会社 技術・安全部長 西村　大司 代理出席 技術・安全部　係長　田中　大輔

63 特殊法人 独立行政法人国立文化財機構 京都国立博物館 総務課長 西尾　佐枝子 出席

64 特殊法人 独立行政法人国立文化財機構 奈良国立博物館 総務課長 臣守 常勝 欠席

65 特殊法人 独立行政法人国立美術館　京都国立近代美術館 総務課長 中尾　敏明 欠席

66 特殊法人 独立行政法人国立美術館　国立国際美術館 総務課長 田倉 裕美 代理出席 会計係長　花井　崇

67 特殊法人 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 研究支援課長 菊本　惠二 欠席

68 特殊法人 独立行政法人鉄道建設 ・運輸施設整備支援機構 大阪支社 総務部契約課長 佐野　正和 欠席

69 特殊法人 独立行政法人都市再生機構　西日本支社 技術監理部 工務・品質管理課長 川上　潤 出席 技術監理部　工務品質管理課主幹　橋爪　俊明

70 特殊法人 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部調達課長 上山　一秋 代理出席 事業管理部調達課副主幹　宮本　洋治

71 地方共同法人 日本下水道事業団 近畿総合事務所 施工管理課長 松山　幹夫 出席

－ オブザーバー 大阪湾広域臨海環境整備センター 参事兼工務課長 大澤　保次 代理出席 財務課副参事・中川　英士 工務課課長補佐・若林 旅人

－ 国 国土交通省　大臣官房　技術調査課　建設システム管理企画室 課長補佐 谷口　昭一 出席

－ 国 国土交通省　土地・建設業局　建設業課 調査係長 番場　良平 出席

－ 国 国土交通省　近畿地方整備局　滋賀国道事務所 副所長 玉置　栄 出席

－ 国 国土交通省　近畿地方整備局　京都国道事務所 副所長 川上　卓也 出席

－ 国 国土交通省　近畿地方整備局　大阪国道事務所 副所長 西野　直均 出席

－ 国 国土交通省　近畿地方整備局　兵庫国道事務所 副所長 加古　常洋 出席

－ 国 国土交通省　近畿地方整備局　紀伊山系砂防事務所 副所長 林　政行 出席

－ 国 国土交通省　近畿地方整備局　和歌山河川国道事務所 副所長 荒谷　芳博 出席

－ 国 国土交通省　近畿地方整備局　福井河川国道事務所 工事品質管理官 今井　祐三 出席


