
北陸地方整備局　幹部職員一覧表(平成31年1月1日現在)

北陸地方整備局長 吉岡　幹夫 よしおか　みきお 河川部長 松原　誠 まつばら　まこと 用地部長 神林　浩 かんばやし ひろし

次長 伊藤　博信 いとう　ひろのぶ 河川調査官 森下　淳 もりした あつし 用地調整官 廣田　俊一 ひろた としかず

主任監査官 近藤　秀児 こんどう しゅうじ 水政調整官 押味　昭裕 おしみ あきひろ 用地調査官 山本　宏司 やまもと ひろし

入札契約監査官 河村　優 かわむら まさる 地域河川調整官 浅井　誠二 あさい せいじ 用地計画官 渡邉　清 わたなべ きよし

広報広聴対策官 久保田　肇 くぼた はじめ 河川情報管理官 石川　俊之 いしかわ としゆき 用地企画課長 出野　裕二 いでの ゆうじ

適正業務管理官 早矢仕　一成 はやし かずなり 広域水管理官 長谷川　賢市 はせがわ けんいち 用地補償課長 里方　仁 さとかた ひとし

地方事業評価管理官 小山　浩徳 こやま ひろのり 水政課長 長橋　洋 ながはし ひろし 用地対策課長 斉藤　克之 さいとう かつゆき

総括防災調整官 関　敏文 せき としふみ 河川計画課長 志野　直紀 しの なおき

総務部長 藤原　啓志 ふじわら ひろし 地域河川課長 南雲　克彦 なぐも かつひこ 北陸圏広域地方計画推進室長 伊藤　博信 いとう　ひろのぶ

総括調整官 福田　克彦 ふくた かつひこ 河川工事課長 大熊　義史 おおくま よしふみ 総括副室長 渡邊　昌彦 わたなべ まさひこ

総括調整官 石塚　理 いしづか さとし 河川管理課長 田村　利晶 たむら としあき 副室長 田中　正克 たなか まさかつ

調査官 三沢　正人 みさわ まさと 水災害予報センター長 田邉　雄司 たなべ ゆうじ 副室長 中牧　俊明 なかまき としあき

人事計画官 金子　幸里 かねこ ゆきさと 道路部長 岩見　吉輝 いわみ よしてる

人事企画官 伊部　周二 いべ しゅうじ 道路調査官 松平　信治 まつだいら しんじ 建設業法令遵守指導監督室長 秋山　勉 あきやま つとむ

総務企画官 西塔　正博 さいとう まさひろ 路政調整官 金井　貴幸 かない たかゆき 副室長 小柳　力夫 おやなぎ りきお

予算調整官 桑原　晃一 くわはら こういち 地域道路調整官 吉田　英治 よしだ えいじ

契約管理官 小幡　義則 おばた よしのり 道路情報管理官 つちだ みのる 北陸雪害対策技術センター長 内藤　正彦 ないとう まさひこ

契約管理官 高橋　孝広 たかはし たかひろ 道路保全企画官 舘　敏幸 たち としゆき 副センター長 鈴木　和弘 すずき かずひろ

福利厚生官 渡辺　政信 わたなべ まさのぶ 路政課長 村野　大輔 むらの だいすけ

人事課長 和知　直哉 わち なおや 道路計画課長 御器谷　昭央 ごきたに あきお

総務課長 高崎　一則 たかさき かずのり 地域道路課長 山岸　隆宏 やまぎし たかひろ 高田河川国道事務所長 遠藤　正樹 えんどう まさき

会計課長 髙橋　有研 たかはし ゆうけん 道路工事課長 杉　浩行 すぎ ひろゆき 羽越河川国道事務所長 渡辺　隆幸 わたなべ たかゆき

契約課長 富樫　弘 とがし ひろし 道路管理課長 木村　祐二 きむら ゆうじ 信濃川河川事務所長 田部　成幸 たなべ　なりゆき

経理調達課長 山本　陽介 やまもと ようすけ 港湾空港部長 小池　慎一郎 こいけ しんいちろう 信濃川下流河川事務所長 目黒　嗣樹 めぐろ ひでき

厚生課長 冨樫　博人 とがし ひろと 港湾空港企画官 金丸　佳介 かねまる けいすけ 阿賀野川河川事務所長 中谷　正勝 なかや まさかつ

企画部長 内藤　正彦 ないとう まさひこ 計画企画官 清貞　将平 きよさだ しょうへい 湯沢砂防事務所長 赤沼　隼一 あかぬま じゅんいち

企画調査官 安井　辰弥 やすい たつや 事業計画官 大下　善幸 おおした よしゆき 長岡国道事務所長 星野　成彦 ほしの なりひこ

技術企画官 髙橋　亨 たかはし とおる 技術審査官 佐川　雅悦 さがわ まさよし 新潟国道事務所長 田中　創 たなか　はじめ

環境調整官 帆苅　晃也 ほかり こうや 港湾危機管理官 木伏　勉 きぶし つとむ 富山河川国道事務所長 福濱　方哉 ふくはま まさや

技術調整管理官 村下　剛 むらした つよし 港政調整官 野上　亮 のがみ あきら 黒部河川事務所長 古本　一司 ふるもと かずし

技術開発調整官 山本　悟 やまもと さとる 広域港湾管理官 茨木　則夫 いばらき のりお 立山砂防事務所長 大坂　剛 おおさか たけし

事業調整官 渡邊　昌彦 わたなべ まさひこ 工事安全推進官 丸山　雄司 まるやま ゆうじ 利賀ダム工事事務所長 山田　幸男 やまだ ゆきお

工事品質調整官 吉越　政浩 よしこし まさひろ 土砂処分管理官 茨木　則夫 いばらき のりお 金沢河川国道事務所長 山田　哲也 やまだ てつや

総括技術検査官 武藤　和明 むとう かずあき 品質検査官 橋本　正夫 はしもと まさお 飯豊山系砂防事務所長 石田　和典 いしだ かずのり

緊急災害対策調整官 稲本　義昌 いなもと よしあき 港政課長 北山　浩 きたやま ひろし 阿賀川河川事務所長 柳　正市 やなぎ しょういち

情報通信技術調整官 和田　修一 わだ しゅういち 港湾管理課長 深澤　順麿 ふかさわ よりま 千曲川河川事務所長 木村　勲 きむら いさお

企画課長 永野　正千 ながの まさかず 港湾計画課長 古池　清一 こいけ せいいち 松本砂防事務所長 石田　孝司 いしだ こうじ

広域計画課長 笹岡　和幸 ささおか かずゆき 港湾事業企画課長 髙橋　伸一 たかはし しんいち 神通川水系砂防事務所長 岩舘　知哉 いわだて ともや

防災課長 見田　弘幸 みた ひろゆき 港湾空港整備・補償課長 大下　善幸 おおした よしゆき 三国川ダム管理所長 二木　渉 ふたぎ あゆむ

技術管理課長 松永　和彦 まつなが かずひこ 海洋環境・技術課長 山嵜　一雄 やまざき かずお 大町ダム管理所長 姫野　芳範 ひめの よしのり

施工企画課長 本間　政幸 ほんま まさゆき 港湾空港防災・危機管理課長 末永　清和 すえなが きよかず 北陸技術事務所長 鈴木　和弘 すずき かずひろ

情報通信技術課長 小越　範夫 おごえ のりお クルーズ振興・港湾物流企画室長 武田　均 たけだ ひとし 国営越後丘陵公園事務所長 向田　満 むかいだ みつる

建政部長 牧野　浩志 まきの ひろし 品質確保室長 阿部　武 あべ たけし 金沢営繕事務所長 高柳　進 たかやなぎ すすむ

建設産業調整官 秋山　勉 あきやま つとむ 営繕部長 山田　稔 やまだ みのる 新潟港湾・空港整備事務所長 佐瀬　浩市 させ こういち

建設業適正契約推進官 小柳　力夫 おやなぎ りきお 営繕調査官 久保田　裕二 くぼた ゆうじ 伏木富山港湾事務所長 宮丸　克巳 みやまる かつみ

都市調整官 田中　正克 たなか まさかつ 官庁施設管理官 奥山　祐治 おくやま ゆうじ 金沢港湾・空港整備事務所長 畠田　繁実 はたけだ しげみ

住宅調整官 目黒　博栄 めぐろ ひろえい 計画課長 櫻木　邦浩 さくらぎ くにひろ 敦賀港湾事務所長 高野　政広 たかの まさひろ

計画・建設産業課長 愛内　友治 あいうち ともはる 整備課長 薄田　球一 うすだ きゅういち 新潟港湾空港技術調査事務所長 笹　昭二 ささ しょうじ

都市・住宅整備課長 窪田　悦郎 くぼた えつろう 技術・評価課長 杉田　篤司 すぎた あつし

保全指導・監督室長 亀谷　弘智 かめや ひろとも


