
発　令　事　項 現　　　　　　職 氏　　 　名

本部経営企画部経営企画グループ主査 北海道胆振総合振興局総務課総務係長
　　藤井　尚彦

本部経営企画部財務グループ主査 北海道出納局会計管理室審査第一課専門
主任 　　朝倉　晃代

本部経営企画部財務グループ主査 北海道総合政策部情報統計局統計課主査
　　成田　敏行

本部経営企画部管財グループ主査 本部経営企画部財務グループ主査
　　内田　斉仁

本部経営企画部管財グループ主査 本部経営企画部財務グループ主査
　　増田　清志

本部研究企画部主査（北海道農政部派
遣）

農業研究本部十勝農業試験場研究部地域
技術グループ主査 　　平井　剛

本部研究企画部企画グループ主査 建築研究本部北方建築総合研究所地域研
究部地域システムグループ主査 　　石井　旭

本部研究企画部知的財産グループ主査 北海道労働委員会総務審査課主査
　　茂田　健行

本部研究企画部知的財産グループ主査 北海道農政部食の安全推進局食品政策課
主査 　　土田　英樹

本部連携推進部連携推進グループ主査 北海道経済部観光局主査（北海道観光振
興機構派遣） 　　梶川　郁子

本部連携推進部連携推進グループ主査 森林研究本部林業試験場森林資源部保護
グループ研究主任 　　南野　一博

本部連携推進部連携推進グループ主査 森林研究本部林産試験場利用部微生物グ
ループ主査 　　東　　智則

農業研究本部総務部総務課主査 北海道農政部競馬事業室主査
　　瀧見　雅

農業研究本部企画調整部主査（北海道原
子力環境センター派遣）

農業研究本部上川農業試験場研究部地
域技術グループ主査 　　菅原　章人

農業研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査

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 　　岩上　弦太郎

農業研究本部企画調整部地域技術グルー
プ主任主査

農業研究本部企画調整部地域技術グルー
プ研究主幹 　　玉掛　秀人

農業研究本部企画調整部地域技術グルー
プ主査

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 　　内田　哲嗣

人　　事　　発　　令

（平成３０年４月１日付け）　１頁

主査級



発　令　事　項 現　　　　　　職 氏　　 　名

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

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査 　　吉田　昌幸

農業研究本部中央農業試験場作物開発部
生物工学グループ主査

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査 　　相馬　ちひろ

農業研究本部中央農業試験場遺伝資源部
遺伝資源グループ主任主査

農業研究本部十勝農業試験場研究部豆類
グループ主任主査 　　佐藤　仁

農業研究本部中央農業試験場農業環境部
栽培環境グループ主査

農業研究本部中央農業試験場農業環境部
栽培環境グループ研究主任 　　櫻井　道彦

農業研究本部上川農業試験場総務課主査 北海道上川総合振興局産業振興部農務課
専門主任 　　門木　拓実

農業研究本部上川農業試験場総務課主査 北海道十勝総合振興局納税課主査
　　畑井　彰一

農業研究本部上川農業試験場研究部地域
技術グループ主査

農業研究本部上川農業試験場研究部地域
技術グループ研究主任 　　地子　立

農業研究本部上川農業試験場天北支場地
域技術グループ主査

農業研究本部畜産試験場家畜研究部肉牛
グループ研究主任 　　遠藤　哲代

農業研究本部道南農業試験場研究部生産
環境グループ主査

農業研究本部中央農業試験場農業環境部
栽培環境グループ主査 　　坂口　雅己

農業研究本部十勝農業試験場総務課主査 北海道農政部食の安全推進局食品政策課
主幹 　　高松　浩

農業研究本部十勝農業試験場研究部大豆
グループ主査

農業研究本部十勝農業試験場研究部豆類
グループ主査 　　鴻坂　扶美子

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

農業研究本部北見農業試験場研究部地域
技術グループ主査 　　奥山　昌隆

農業研究本部十勝農業試験場研究部生産
環境グループ主査

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任 　　三宅　規文

農業研究本部十勝農業試験場研究部地域
技術グループ主査

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査 　　田縁　勝洋

農業研究本部北見農業試験場総務課主査 北海道釧路総合振興局産業振興部農務課
専門主任 　　松島　英明

農業研究本部北見農業試験場研究部麦類
グループ主査

農業研究本部北見農業試験場研究部麦類
グループ研究主任 　　大西　志全

農業研究本部北見農業試験場研究部作物
育種グループ主任主査

農業研究本部畜産試験場基盤研究部飼料
環境グループ主任主査 　　佐藤　公一

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

農業研究本部道南農業試験場研究部生産
環境グループ主任主査 　　奥村　理
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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

農業研究本部十勝農業試験場研究部生産
環境グループ主任主査 　　安岡　眞二

農業研究本部北見農業試験場研究部地域
技術グループ主査

農業研究本部中央農業試験場作物開発部
生物工学グループ主査 　　小倉　玲奈

農業研究本部畜産試験場総務部総務課主
査

北海道十勝総合振興局産業振興部農務課
主査 　　長内　義孝

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

農業研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査 　　昆野　大次

農業研究本部畜産試験場家畜研究部技術
支援グループ主査

農業研究本部畜産試験場基盤研究部家畜
衛生グループ研究主任 　　櫻井　由絵

農業研究本部畜産試験場基盤研究部飼料
環境グループ主任主査

農業研究本部北見農業試験場研究部作物
育種グループ主任主査 　　藤井　弘毅

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主査

北海道原子力環境センター農業研究科長
　　大宮　知

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主査

農業研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ研究主査 　　大久保　進一

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主査

北海道総合政策部政策局研究法人室主幹
（再任用） 　　山井　雅之

水産研究本部総務部総務課主査 北海道水産林務部漁業研究所総務研修課
主査 　　千葉　晶

水産研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査

北海道水産林務部水産局水産経営課主任
　　富樫　佳弘

水産研究本部中央水産試験場資源管理部
資源管理グループ主査

水産研究本部釧路水産試験場調査研究部
管理増殖グループ主査 　　山口　浩志

水産研究本部中央水産試験場資源増殖部
資源増殖グループ主査

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 　　川井　唯史

水産研究本部中央水産試験場資源増殖部
資源増殖グループ主査

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査 　　伊藤　慎悟

兼ねて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

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 　　高橋　和寛

水産研究本部函館水産試験場調査研究部
管理増殖グループ主査

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任 　　金森　誠

水産研究本部釧路水産試験場総務部総務
課主査

北海道檜山振興局産業振興部水産課水産
振興係長 　　山下　努

水産研究本部釧路水産試験場調査研究部
管理増殖グループ主査

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査 　　澤村　正幸
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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

水産研究本部中央水産試験場資源増殖部
資源増殖グループ主査 　　秋野　秀樹

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

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 　　金田　友紀

水産研究本部栽培水産試験場調査研究部
管理増殖グループ主任主査

水産研究本部函館水産試験場調査研究部
管理増殖グループ主任主査 　　吉田　秀嗣

水産研究本部さけます・内水面水産試験
場総務課主査

北海道総務部法務・法人局大学法人室主
査（北海道公立大学法人札幌医科大学派
遣）

　　渡辺　幸子

森林研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査

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査 　　岸野　正典

森林研究本部企画調整部普及グループ主
査

森林研究本部林業試験場緑化樹センター
緑化グループ主査 　　棚橋　生子

森林研究本部企画調整部普及グループ主
査

森林研究本部林業試験場緑化樹センター
緑化グループ主査 　　倉内　義晴

森林研究本部林業試験場森林経営部経営
グループ主任主査

本部連携推進部連携推進グループ主査
　　菅野　正人

森林研究本部林業試験場保護種苗部保護
グループ主査

森林研究本部林業試験場森林資源部保護
グループ主査 　　德田　佐和子

森林研究本部林業試験場保護種苗部保護
グループ主査

森林研究本部林業試験場森林資源部保護
グループ主査 　　雲野　明

森林研究本部林業試験場保護種苗部育種
育苗グループ主査

森林研究本部林業試験場森林資源部経営
グループ主査 　　今　博計

森林研究本部林業試験場森林環境部環境
グループ主任主査

森林研究本部林業試験場緑化樹センター
緑化グループ主任主査 　　新田　紀敏

森林研究本部林業試験場森林環境部環境
グループ主任主査

森林研究本部林業試験場森林環境部機能
グループ主任主査 　　長坂　有

森林研究本部林業試験場森林環境部樹木
利用グループ主査

森林研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査 　　錦織　正智

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

本部研究企画部企画グループ主査
　　朝倉　靖弘

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

森林研究本部林産試験場性能部構造・環
境グループ主査 　　川等　恒治

森林研究本部林産試験場性能部構造・環
境グループ主任主査

森林研究本部林産試験場性能部保存グ
ループ主任主査 　　小林　裕昇

森林研究本部林産試験場性能部保存グ
ループ主査

森林研究本部林産試験場性能部保存グ
ループ研究主査 　　宮内　輝久
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森林研究本部林産試験場利用部資源・シ
ステムグループ主査

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査 　　大崎　久司

森林研究本部林産試験場利用部資源・シ
ステムグループ主査

森林研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査 　　酒井　明香

森林研究本部林産試験場利用部バイオマ
スグループ主査

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 　　長谷川　祐

産業技術研究本部総務部総務課主査 北海道室蘭高等技術専門学院訓練管理課
主査 　　清水川　潤

産業技術研究本部企画調整部企画課企画
グループ主査

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査 　　桒野　晃希

産業技術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
査

産業技術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研
究主査

　　宮崎　俊之

産業技術研究本部工業試験場情報システ
ム部計測・情報技術グループ主査

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任 　　堀　武司

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主査

産業技術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
査

　　山越　幸康

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

産業技術研究本部企画調整部企画課企画
グループ主査 　　万城目　聡

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査

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
究主査

　　神生　直敏

産業技術研究本部食品加工研究センター
食関連推進室食関連調整グループ主査
兼ねて産業技術研究本部企画調整部企画
課企画グループ主査

産業技術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査

　　田中　彰

産業技術研究本部食品加工研究センター
食品開発部食品開発グループ主査

産業技術研究本部食品加工研究センター
食品開発部食品開発グループ研究主任 　　能登　裕子

環境・地質研究本部企画調整部企画課企
画グループ主査

北海道渡島総合振興局保健環境部環境生
活課主査 　　吉野　広一

環境・地質研究本部企画調整部企画課企
画グループ主査

北海道環境生活部環境局生物多様性保全
課専門主任 　　長内　美幸

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主査

環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター環境保全部情報・水環境グループ主
査

　　阿賀　裕英

環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター環境保全部リスク管理グループ主査

環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター環境保全部地球・大気環境グループ
主査

　　大塚　英幸

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
主査

環境・地質研究本部環境科学研究セン
ター自然環境部保護管理グループ研究主
任（道東地区野生生物室）

　　日野　真由美
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環境・地質研究本部地質研究所総務課主
査

北海道経済部産業振興局環境・エネル
ギー室主査 　　齊藤　浩郎

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主査

環境・地質研究本部企画調整部企画課企
画グループ研究主任 　　林　圭一

建築研究本部総務部総務課主査 北海道上川総合振興局旭川建設管理部建
設行政室入札契約課専門主任 　　江崎　貴之

建築研究本部建築性能試験センター安全
性能部構造判定課構造判定グループ主査

建築研究本部北方建築総合研究所構造計
算適合性判定センター構造判定部構造判
定グループ主査

　　千葉　隆史

建築研究本部建築性能試験センター安全
性能部評価試験課評価試験グループ主査

建築研究本部総務部性能評価課性能評価
グループ主査 　　林　昌宏

建築研究本部建築性能試験センター安全
性能部評価試験課評価試験グループ主査

建築研究本部北方建築総合研究所構造計
算適合性判定センター構造判定部構造判
定グループ研究主査

　　森松　信雄

兼ねて建築研究本部建築性能試験セン
ター安全性能部評価試験課評価試験グ
ループ主査

建築研究本部北方建築総合研究所建築研
究部建築システムグループ主査兼建築研
究本部総務部性能評価課性能評価グルー
プ主査

　　糸毛　治

建築研究本部北方建築総合研究所地域研
究部地域システムグループ主査

本部連携推進部連携推進グループ主査
　　村田　さやか

建築研究本部北方建築総合研究所建築研
究部建築システムグループ主任主査

建築研究本部北方建築総合研究所地域研
究部環境防災グループ研究主幹 　　月館　司

北海道へ転出（石狩振興局総務課総務係
長）

本部経営企画部企画グループ主査
　　中村　正直

北海道へ転出（総務部法務・法人局大学
法人室主査（北海道公立大学法人札幌医
科大学派遣））

本部経営企画部財務グループ主査
　　菊地　努

北海道へ転出（空知総合振興局札幌建設
管理部建設行政室建設指導課土木係長）

本部経営企画部財務グループ主査
　　上山　康成

北海道へ転出（保健福祉部子ども未来推
進局子ども子育て支援課主査）

本部研究企画部知的財産グループ主査
　　武者　圭司

北海道へ転出（農政部競馬事業室主査） 本部研究企画部知的財産グループ主査
　　後藤　英幸

北海道へ転出（総務部人事局人事課主
査）

本部連携推進部連携推進グループ主査
　　山本　高德

北海道へ転出（上川総合振興局産業振興
部農務課農業経営係長）

農業研究本部上川農業試験場総務課主査
　　倉持　雅治

北海道へ転出（十勝総合振興局産業振興
部農務課農産係長）

農業研究本部十勝農業試験場総務課主査
　　佐藤　一樹
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北海道へ転出（十勝総合振興局産業振興
部農務課主査）

農業研究本部北見農業試験場総務課主査
　　佐々木　賢

北海道へ転出（釧路総合振興局産業振興
部農務課農政係長）

農業研究本部畜産試験場総務部総務課主
査 　　竹内　豊

北海道へ転出（留萌振興局産業振興部農
務課農政係長）

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主査 　　清水　政宏

北海道へ転出（後志総合振興局小樽建設
管理部事業室事業課施設保全室主査）

水産研究本部総務部総務課主査
　　熊谷　泰一

北海道へ転出（水産林務部水産局水産振
興課主査）

水産研究本部企画調整部企画課企画グ
ループ主査 　　池田　秀樹

北海道へ転出（釧路総合振興局産業振興
部水産課漁政係長）

水産研究本部釧路水産試験場総務部総務
課主査 　　柴田　睦

北海道へ転出（環境生活部環境局循環型
社会推進課主査）

環境・地質研究本部企画調整部企画課企
画グループ主査 　　渡辺　明

北海道へ転出（建設部住宅局住宅課主
査）

建築研究本部総務部総務課主査
　　杉山　淳一郎
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