
発　令　事　項 現　　　　　　職 氏　　 　名

本部経営企画部新研究所設置準備室主幹
の兼務を解く

本経営企画部経営企画グループ主幹
兼本部経営企画部新研究所設置準備室主
幹

齋藤　和弘

本部経営企画部新研究所設置準備室主幹
の兼務を解く

本経営企画部管財グループ主幹
兼本部経営企画部新研究所設置準備室主
幹

立澤　修一

本部経営企画部財務グループ主幹
兼ねて監査室主幹

北海道出納局会計管理室審査第一課主査
牧野　めぐみ

本部経営企画部管財グループ主幹
兼ねて本部経営企画部管財グループ主査

北海道建設部建築局建築整備課主査
辻　慶輔

本部研究企画部知的財産グループ主幹
兼ねて監査室主幹

産業技術研究本部ものづくり支援セン
ター技術支援部製品開発支援グループ主
査

三田村　智行

本部連携推進部連携推進グループ主幹 農業研究本部中央農業試験場生産研究部
生産システムグループ研究主幹 木村　義彰

農業研究本部企画調整部企画課長 農業研究本部北見農業試験場研究部麦類
グループ研究主幹 神野　裕信

農業研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主幹

北海道農政部生産振興局農産振興課主査
林　健次

農業研究本部企画調整部地域技術グルー
プ研究主幹

農業研究本部花・野菜技術センター研究
部花き野菜グループ研究主幹 福川　英司

農業研究本部企画調整部研究主幹（北海
道原子力環境センター駐在）

農業研究本部花・野菜技術センター研究
部生産環境グループ研究主幹 美濃　健一

農業研究本部中央農業試験場作物開発部
作物グループ研究主幹

農業研究本部企画調整部地域技術グルー
プ研究主幹 黒島　学

農業研究本部中央農業試験場水田農業部
水田農業グループ研究主幹

農業研究本部中央農業試験場作物開発部
作物グループ主査 黒崎　英樹

農業研究本部中央農業試験場加工利用部
農産品質グループ研究主幹

農業研究本部中央農業試験場生産研究部
水田農業グループ研究主幹 後藤　英次

農業研究本部中央農業試験場農業システ
ム部農業システムグループ研究主幹

農業研究本部中央農業試験場生産研究部
生産システムグループ主査 白井　康裕

農業研究本部中央農業試験場病虫部病害
虫グループ研究主幹

農業研究本部中央農業試験場病虫部予察
診断グループ研究主幹 岩﨑　暁生

農業研究本部中央農業試験場病虫部予察
診断グループ研究主幹

農業研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査 小松　勉

農業研究本部上川農業試験場研究部生産
技術グループ研究主幹

農業研究本部十勝農業試験場研究部地域
技術グループ研究主幹 鈴木　亮子

農業研究本部道南農業試験場研究部作物
病虫グループ研究主幹

農業研究本部北見農業試験場研究部生産
環境グループ主任主査 安岡　眞二
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発　令　事　項 現　　　　　　職 氏　　 　名

農業研究本部十勝農業試験場総務課長 北海道農政部生産振興局農産振興課総括
主査 安岡　佳志

農業研究本部十勝農業試験場研究部豆類
畑作グループ研究主幹

農業研究本部十勝農業試験場研究部小豆
菜豆グループ主査 奥山　昌隆

農業研究本部十勝農業試験場研究部農業
システムグループ研究主幹

農業研究本部十勝農業試験場研究部生産
システムグループ主査 平石　学

農業研究本部十勝農業試験場研究部生産
技術グループ研究主幹

農業研究本部中央農業試験場病虫部ク
リーン病害虫グループ研究主幹 相馬　潤

農業研究本部北見農業試験場総務課長 北海道上川総合振興局産業振興部農務課
企画係長 森　光治

農業研究本部北見農業試験場研究部麦類
畑作グループ研究主幹

農業研究本部十勝農業試験場研究部生産
システムグループ研究主幹 鈴木　剛

農業研究本部北見農業試験場研究部麦類
畑作グループ研究主幹

農業研究本部北見農業試験場研究部作物
育種グループ研究主幹 荒木　和哉

農業研究本部北見農業試験場研究部馬鈴
しょ牧草グループ研究主幹

農業研究本部北見農業試験場研究部地域
技術グループ研究主幹 平井　剛

農業研究本部酪農試験場天北支場地域技
術グループ研究主幹

農業研究本部花・野菜技術センター研究
部技術研修グループ研究主幹 鳥越　昌隆

農業研究本部畜産試験場肉牛研究部生物
工学グループ研究主幹

農業研究本部畜産試験場基盤研究部生物
工学グループ研究主幹 内藤　学

農業研究本部畜産試験場畜産研究部中小
家畜グループ研究主幹

農業研究本部畜産試験場家畜研究部中小
家畜グループ主査 昆野　大次

農業研究本部畜産試験場畜産研究部飼料
生産技術グループ研究主幹

農業研究本部酪農試験場天北支場地域技
術グループ研究主幹 林　拓

農業研究本部花・野菜技術センター研究
部花き野菜グループ研究主幹

農業研究本部企画調整部研究主幹（北海
道原子力環境センター駐在） 林　哲央

農業研究本部花・野菜技術センター研究
部生産技術グループ研究主幹

農業研究本部中央農業試験場加工利用部
農産品質グループ研究主幹 小宮山　誠一

農業研究本部花・野菜技術センター研究
部技術研修グループ研究主幹

農業研究本部十勝農業試験場研究部生産
環境グループ研究主幹 古館　明洋

水産研究本部企画調整部企画課長 水産研究本部さけます・内水面水産試験
場さけます資源部さけます管理グループ
研究主幹

畑山　誠

水産研究本部企画調整部研究主幹（北海
道原子力環境センター駐在）

水産研究本部中央水産試験場資源管理部
海洋環境グループ主任主査 嶋田　宏

水産研究本部中央水産試験場資源管理部
海洋環境グループ研究主幹

水産研究本部函館水産試験場調査研究部
管理増殖グループ研究主幹 西田　芳則
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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

水産研究本部栽培水産試験場栽培技術部
栽培技術グループ研究主幹 高畠　信一

水産研究本部中央水産試験場資源増殖部
水産工学グループ研究主幹

水産研究本部栽培水産試験場栽培技術部
栽培技術グループ主査 金田　友紀

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

水産研究本部中央水産試験場加工利用部
加工利用グループ主査 武田　浩郁

水産研究本部函館水産試験場調査研究部
管理増殖グループ研究主幹

水産研究本部中央水産試験場資源管理部
海洋環境グループ研究主幹 奥村　裕弥

水産研究本部釧路水産試験場試験調査船
［北辰丸］機関長

水産研究本部稚内水産試験場試験調査船
［北洋丸］機関長 鈴木　仁

水産研究本部網走水産試験場総務部総務
課長

北海道胆振総合振興局総務課人材育成専
門員兼産業振興部水産課漁政係長 川村　啓介

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

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 後藤　陽子

水産研究本部稚内水産試験場試験調査船
［北洋丸］機関長

水産研究本部釧路水産試験場試験調査船
［北辰丸］機関長 長谷川　栄治

水産研究本部栽培水産試験場栽培技術部
栽培技術グループ研究主幹

水産研究本部栽培水産試験場調査研究部
管理増殖グループ研究主幹 三坂　尚行

水産研究本部栽培水産試験場調査研究部
管理増殖グループ研究主幹

水産研究本部中央水産試験場資源増殖部
水産工学グループ主査 福田　裕毅

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場総務課長の兼務を解く

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場副場長
兼水産研究本部さけます・内水面水産試
験場総務課長

芹田　雅浩

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場総務課長

北海道釧路十勝海区漁業調整委員会事務
局長 柳原　雄三

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場さけます資源部さけます管理グループ
研究主幹

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場さけます資源部さけます研究グループ
主査

卜部　浩一

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場道南支場長

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場道南支場主任研究員 青山　智哉

森林研究本部企画調整部企画課長 森林研究本部林産試験場企業支援部研究
調整グループ研究主幹 伊藤　洋一

森林研究本部林産試験場企業支援部研究
調整グループ研究主幹

森林研究本部林産試験場利用部資源・シ
ステムグループ研究主幹 渡辺　誠二

森林研究本部林産試験場性能部構造・環
境グループ研究主幹

森林研究本部林産試験場技術部生産技術
グループ研究主幹 松本　和茂

森林研究本部林産試験場利用部資源・シ
ステムグループ研究主幹

森林研究本部林産試験場利用部資源・シ
ステムグループ主任主査 石川　佳生
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発　令　事　項 現　　　　　　職 氏　　 　名

森林研究本部林産試験場技術部生産技術
グループ研究主幹

森林研究本部林産試験場技術部生産技術
グループ主査 大橋　義德

森林研究本部林産試験場技術部製品開発
グループ研究主幹

森林研究本部林産試験場企業支援部研究
調整グループ主査 朝倉　靖弘

監査室主幹の兼務を解く
産業技術環境研究本部企画調整部企画課
長

本部研究企画部知的財産グループ主幹兼
監査室主幹 奥田　篤

産業技術環境研究本部ものづくり支援セ
ンター技術支援部工業技術支援グループ
主幹
兼ねて産業技術環境研究本部エネル
ギー・環境・地質研究所研究推進室技術
支援グループ主幹

北海道石狩振興局産業振興部商工労働観
光課長

山出　均

産業技術環境研究本部ものづくり支援セ
ンター開発推進部ものづくりデザイング
ループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場製品技術部
デザイン・人間情報グループ主査

万城目　聡

産業技術環境研究本部ものづくり支援セ
ンター開発推進部連携推進グループ研究
主幹

産業技術研究本部ものづくり支援セン
ター技術支援部連携推進グループ研究主
幹

宮腰　康樹

産業技術環境研究本部工業試験場産業シ
ステム部情報システムグループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場情報システ
ム部電子・機械システムグループ研究主
幹

堤　大祐

産業技術環境研究本部工業試験場産業シ
ステム部機械システムグループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場製品技術部
生産システム・製造技術グループ研究主
幹

中西　洋介

産業技術環境研究本部工業試験場産業シ
ステム部人間情報応用グループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場情報システ
ム部電子・機械システムグループ主査 鈴木　慎一

産業技術環境研究本部工業試験場材料技
術部応用材料グループ研究主幹

産業技術研究本部ものづくり支援セン
ター技術支援部製品開発支援グループ研
究主幹

吉田　昌充

産業技術環境研究本部工業試験場材料技
術部化学プロセスグループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場材料技術部
高分子・セラミックス材料グループ主査 野村　隆文

産業技術環境研究本部工業試験場材料技
術部素形材技術グループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場製品技術部
生産システム・製造技術グループ主任主
査

戸羽　篤也

産業技術環境研究本部食品加工研究セン
ター食品開発部発酵食品グループ研究主
幹

産業技術研究本部食品加工研究センター
応用技術部応用技術グループ研究主幹 太田　智樹

産業技術研究本部ものづくり支援セン
ター技術支援部製品開発支援グループ主
査の兼務を解く
産業技術環境研究本部食品加工研究セン
ター応用技術部応用技術グループ研究主
幹

産業技術研究本部食品加工研究センター
応用技術部応用技術グループ主査
兼産業技術研究本部ものづくり支援セン
ター技術支援部製品開発支援グループ主
査

河野　慎一

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研究調整グ
ループ主幹

環境・地質研究本部企画調整部企画課長
秋山　雅行

人　　事　　発　　令
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発　令　事　項 現　　　　　　職 氏　　 　名

環境・地質研究本部企画調整部主幹の兼
務を解く
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研究情報グ
ループ主幹

本部経営企画部新研究所設置準備室主幹
兼環境・地質研究本部企画調整部主幹

小澤　聡

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地域エ
ネルギーグループ研究主幹

環境・地質研究本部地質研究所資源環境
部資源環境グループ研究主幹

鈴木　隆広

産業技術研究本部工業試験場環境エネル
ギー部エネルギー技術グループ研究主幹
の兼務を解く
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エネル
ギー利用グループ研究主幹

本部経営企画部新研究所設置準備室主幹
兼産業技術研究本部工業試験場環境エネ
ルギー部エネルギー技術グループ研究主
幹 山越　幸康

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エネル
ギーシステムグループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場環境エネル
ギー部環境技術グループ研究主幹

保科　秀夫

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環境システム
グループ研究主幹

産業技術研究本部工業試験場材料技術部
高分子・セラミックス材料グループ主任
主査

稲野　浩行

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循環システム
グループ研究主幹

環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター環境保全部循環資源グループ研究主
幹

小野　理

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沿岸・水資源
グループ研究主幹

環境・地質研究本部地質研究所資源環境
部沿岸・水資源グループ主査 檜垣　直幸

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生物多様性保
全グループ研究主幹
兼ねて産業技術環境研究本部エネル
ギー・環境・地質研究所自然環境部生物
多様性保全グループ（道南地区野生生物
室）室長

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
主任主査（道南地区野生生物室）
兼環境・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
（道南地区野生生物室）室長

釣賀　一二三

建築研究本部企画調整部企画課長 建築研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主任主査 本荘　和敏

北海道に転出（教育庁総務政策局総務課
課長補佐）

本部経営企画部財務グループ主幹
兼本部経営企画部新研究所設置準備室主
幹
兼監査室主幹

高杉　聖

北海道に転出（農政部競馬事業室主幹） 農業研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主幹
兼農業研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査

太田　訓英

北海道に転出（留萌振興局産業振興部農
務課主幹兼留萌振興局産業振興部農務課
農業経営係長）

農業研究本部十勝農業試験場総務課長
蒔田　泰

北海道に転出（留萌海区漁業調整委員会
事務局長）

水産研究本部網走水産試験場総務課長
相内　久史

人　　事　　発　　令

（令和２年４月１日付け）　５頁


