
発　令　事　項 現　　　　　　職 氏　　 　名

本部経営企画部長 環境・地質研究本部長
兼環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター所長

相田　俊一

水産研究本部長
兼ねて水産研究本部中央水産試験場長

水産研究本部中央水産試験場副場長
木村　稔

森林研究本部長
兼ねて森林研究本部林業試験場長

森林研究本部林産試験場長
八坂　通泰

建築研究本部長
兼ねて建築研究本部北方建築総合研究所
長

北海道建設部住宅局長
椿谷　敏雄

森林研究本部次長
兼ねて森林研究本部林産試験場長

北海道水産林務部森林環境局長
兼森林環境局全国育樹祭推進室長 鈴木　道和

北海道へ転出（監査委員事務局長） 本部経営企画部長
加藤　浩

北海道へ転出（建設部建築企画監） 建築研究本部長
兼建築研究本部北方建築総合研究所長 長浜　光弘

本部連携推進部理事長室長 水産研究本部栽培水産試験場調査研究部
長 三原　行雄

農業研究本部道南農業試験場長 北海道農政部生産振興局農産振興課水田
担当課長 小檜山　久寿

農業研究本部酪農試験場長 農業研究本部酪農試験場天北支場長
大坂　郁夫

農業研究本部花・野菜技術センター場長 農業研究本部中央農業試験場病虫部長
堀田　治邦

水産研究本部栽培水産試験場長 北海道水産林務部水産局水産振興課長
佐藤　伸治

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所長

本部連携推進部理事長室長
及川　雅稔

北海道へ転出（農政部生産振興局技術支
援担当局長）

農業研究本部花・野菜技術センター場長
桑名　真人

農業研究本部中央農業試験場副場長 北海道農政部生産振興局農産振興課長
山野寺　元一

農業研究本部畜産試験場副場長 北海道出納局総務課長
船木　誠

水産研究本部中央水産試験場副場長 水産研究本部釧路水産試験場調査研究部
長 中多　章文

森林研究本部林業試験場副場長 森林研究本部林業試験場森林経営部長
対馬　俊之
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産業技術環境研究本部ものづくり支援セ
ンター長

本部連携推進部副部長
内山　智幸

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所副所長

北海道環境生活部環境局環境政策課長
竹澤　祐幸

建築研究本部建築性能試験センター長 北海道建設部住宅局建築指導課長
西澤　拓哉

北海道へ転出（環境生活部環境局気候変
動対策担当局長）

環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター副所長 土肥　浩己

本部経営企画部新研究所設置準備室長の
兼務を解く

本部経営企画部副部長
兼本部経営企画部新研究所設置準備室長
兼監査室長

上田　昌宏

本部研究企画部副部長 北海道総合政策部政策局参事
岩崎　法彦

本部連携推進部副部長 産業技術研究本部工業試験場製品技術部
デザイン・人間情報グループ研究主幹 日高　青志

農業研究本部総務部長 北海道農政部農政課主幹
根津　忍

農業研究本部中央農業試験場作物開発部
長

農業研究本部企画調整部企画課長
吉村　康弘

農業研究本部中央農業試験場水田農業部
長

本部連携推進部連携推進グループ主幹
渡邊　祐志

農業研究本部中央農業試験場病虫部長 農業研究本部上川農業試験場研究部長
浅山　聡

農業研究本部上川農業試験場研究部長 農業研究本部十勝農業試験場研究部長
竹内　晴信

農業研究本部十勝農業試験場研究部長 農業研究本部十勝農業試験場研究部小豆
菜豆グループ研究主幹 冨田　謙一

農業研究本部酪農試験場酪農研究部長 農業研究本部畜産試験場基盤研究部長
陰山　聡一

農業研究本部酪農試験場天北支場長 農業研究本部畜産試験場基盤研究部飼料
環境グループ研究主幹 出口　健三郎

農業研究本部畜産試験場畜産研究部長 農業研究本部酪農試験場酪農研究部長
宝寄山　裕直

水産研究本部企画調整部長 水産研究本部稚内水産試験場調査研究部
長 星野　昇

水産研究本部中央水産試験場加工利用部
長
兼ねて産業技術環境研究本部食品加工研
究センター研究参事

水産研究本部釧路水産試験場加工利用部
長
兼産業技術研究本部食品加工研究セン
ター研究参事

蛯谷　幸司
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水産研究本部稚内水産試験場調査研究部
管理増殖グループ主査の兼務を解く
水産研究本部釧路水産試験場調査研究部
長

水産研究本部稚内水産試験場調査研究部
管理増殖グループ研究主幹
兼水産研究本部稚内水産試験場調査研究
部管理増殖グループ主査

美坂　正

水産研究本部釧路水産試験場加工利用部
長
兼ねて産業技術環境研究本部食品加工研
究センター研究参事

水産研究本部中央水産試験場加工利用部
加工利用グループ研究主幹 武田　忠明

水産研究本部稚内水産試験場調査研究部
長

水産研究本部企画調整部企画課長
髙嶋　孝寛

水産研究本部栽培水産試験場栽培技術部
長

水産研究本部中央水産試験場資源増殖部
資源増殖グループ研究主幹 清水　洋平

水産研究本部栽培水産試験場調査研究部
長

水産研究本部栽培水産試験場栽培技術部
長 森　立成

森林研究本部総務部長
兼ねて森林研究本部総務課長

北海道水産林務部森林環境局森林活用課
総括普及指導員兼主幹 淡路　素行

森林研究本部林業試験場森林経営部長 森林研究本部企画調整部企画課長
山田　健四

産業技術環境研究本部ものづくり支援セ
ンター技術支援部長

北海道胆振総合振興局産業振興部長
横山　諭

産業技術環境研究本部ものづくり支援セ
ンター開発推進部長

産業技術研究本部工業試験場情報システ
ム部計測・情報技術グループ研究主幹 大村　功

産業技術環境研究本部工業試験場産業シ
ステム部長

産業技術研究本部企画調整部企画課長
畑沢　賢一

産業技術環境研究本部工業試験場産業シ
ステム部研究参事

産業技術研究本部工業試験場情報システ
ム部長 髙橋　裕之

産業技術環境研究本部工業試験場材料技
術部長

産業技術研究本部工業試験場材料技術部
金属・加工グループ研究主幹 髙橋　英徳

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所総務部長
兼ねて産業技術環境研究本部エネル
ギー・環境・地質研究所総務部総務課長

北海道総務部法務・法人局大学法人室参
事（北海道公立大学法人札幌医科大学派
遣） 北野　ひろ子

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所研究推進室長

環境・地質研究本部地質研究所地域地質
部長 大津　直

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所資源エネルギー部長

環境・地質研究本部地質研究所資源環境
部長 岡崎　紀俊

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所資源エネルギー部研究参
事

産業技術研究本部工業試験場環境エネル
ギー部長 北口　敏弘

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所循環資源部長

産業技術研究本部工業試験場材料技術部
長 三津橋　浩行

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所地域地質部長

環境・地質研究本部地質研究所資源環境
部沿岸・水資源グループ研究主幹 内田　康人

産業技術環境研究本部エネルギー・環
境・地質研究所自然環境部長

環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター自然環境部生物多様性保全グループ
研究主幹

宇野　裕之
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建築研究本部総務部長
兼ねて建築研究本部総務部総務課長

北海道建設部住宅局住宅課主幹
佐々木　永典

建築研究本部企画調整部長 建築研究本部北方建築総合研究所地域研
究部長 渡邊　和之

建築研究本部北方建築総合研究所地域研
究部長

建築研究本部北方建築総合研究所建築研
究部長 福井　淳一

建築研究本部北方建築総合研究所建築研
究部長

建築研究本部企画調整部企画課長
廣田　誠一

北海道へ転出（総務部北方領土対策本部
北方領土対策課共同経済活動担当課長）

本部研究企画部副部長
兼本部経営企画部新研究所設置準備室参
事

渡部　泰明

北海道へ転出（農政部農業経営局農業経
営課農業支援担当課長）

農業研究本部総務部長
松本　浩二

北海道へ転出（建設部住宅局住宅課公社
担当課長）

環境・地質研究本部総務部長
兼環境・地質研究本部総務課長 三宅　亮

北海道へ転出（建設部住宅局建築指導課
長）

建築研究本部企画調整部長
古屋　剛
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