
北陸地方整備局　幹部職員一覧表(令和4年11月1日現在）

北陸地方整備局長 内藤　正彦 ないとう　まさひこ 建政部 営繕部

次長 杉野　浩茂 すぎの　ひろしげ 建設産業調整官 石川　孝行 いしかわ　たかゆき 営繕調査官 峯村　高志 みねむら　たかし

総務部長 小松　雅人 こまつ　まさと 建設業適正契約推進官 高橋　直樹 たかはし　なおき 官庁施設管理官 小岩井　康臣 こいわい　やすおみ

企画部長 池田　裕二 いけだ　ゆうじ 不動産業適正化推進官 杉本　祥一 すぎもと　しょういち 計画課長 佐藤　靖浩 さとう　やすひろ

建政部長 小野田　吉純 おのだ　よしずみ 都市調整官 染谷　秀徳 そめや　よしのり 整備課長 坂田　勉 さかた　つとむ

河川部長 安達　孝実 あだち　たかみ 住宅調整官 柳　紀昌 やなぎ　のりまさ 技術・評価課長 伊草　伸雄 いぐさ　のぶお

道路部長 武藤　聡 むとう　さとし 計画・建設産業課長 明妻　孝行 あけづま　たかゆき 保全指導・監督室長 田中　修一 たなか　しゅういち

港湾空港部長 久田　成昭 ひさだ　なるあき 都市・住宅整備課長 音瀬　肇 おとせ　はじめ

営繕部長 野口　久 のぐち　ひさし 用地部

用地部長 口　達也 ひぐち　たつや 河川部 用地調整官 神田　範博 かんだ　のりひろ

統括防災官 遠藤　正樹 えんどう　まさき 河川調査官 齋藤　充 さいとう　あつし 用地調査官 山田　知広 やまだ　ともひろ

水政調整官 赤池　嘉彦 あかいけ　よしひこ 用地計画官 山岸　浩栄 やまぎし　こうえい

主任監査官 片山　敦史 かたやま　あつし 地域河川調整官 石川　一栄 いしかわ　かずえい 用地企画課長 温井　正美 ぬくい　まさみ

入札契約監査官 中村　洋二郎 なかむら　ようじろう 河川情報管理官 大熊　義史 おおくま　よしふみ 用地補償課長 木曽　雄二 きそ　ゆうじ

広報広聴対策官 桐林　和夫 きりばやし　かずお 広域水管理官 田邉　雄司 たなべ　ゆうじ 用地対策課長 中村　修二 なかむら　しゅうじ

適正業務管理官 冨樫　博人 とがし　ひろと 水政課長 會津　悟 あいづ　さとる

総括防災調整官 池田　博明 いけだ　ひろあき 河川計画課長 髙橋　恵理 たかはし　えり 北陸圏広域地方計画推進室長 杉野　浩茂 すぎの　ひろしげ

防災管理官 上村　正俊 かみむら　まさとし 地域河川課長 長谷川　達也 はせがわ　たつや 総括副室長 古山　利也 ふるやま　としや

防災情報調整官 口　淳一 ひぐち　じゅんいち 河川工事課長 万行　康文 まんぎょう　やすふみ 副室長 染谷　秀徳 そめや　よしのり

防災室長 佐々木　利幸 ささき　としゆき 河川管理課長 鈴木　忠彦 すずき　ただひこ 副室長 小松　美保子 こまつ　みほこ

災害対策マネジメント室長 川尻　克巳 かわじり　かつみ 水災害予報センター長 松井　渉 まつい　わたる

水災害対策センター長 村田　文人 むらた　ふみと 建設業法令遵守指導監督室長 石川　孝行 いしかわ　たかゆき

総務部 副室長 高橋　直樹 たかはし　なおき

総括調整官 金子　幸里 かねこ　ゆきさと 道路部

総括調整官 渡邉　俊明 わたなべ　としあき 道路調査官 渡辺　隆幸 わたなべ　たかゆき 北陸雪害対策技術センター長 池田　裕二 いけだ　ゆうじ

調査官 北村　高宏 きたむら　たかひろ 路政調整官 永井　秀幸 ながい　ひでゆき 副センター長 姫野　芳範 ひめの　よしのり

人事計画官 関川　学 せきかわ　まなぶ 地域道路調整官 本保　薫 ほんぼ　かおる

人事企画官 進藤　保紀 しんどう　やすのり 道路情報管理官 長田　英和 ながた　ひでかず 高田河川国道事務所長 堀　尚紀 ほり　なおき

予算調整官 清水　徳義 しみず　のりよし 道路保全企画官 稲本　義昌 いなもと　よしあき 羽越河川国道事務所長 澤山　雅則 さわやま　まさのり

契約管理官 池田　潤　 いけだ　じゅん 路政課長 髙城　竜一 たかぎ　りゅういち 信濃川河川事務所長 今井　誠 いまい　まこと

契約管理官 成澤　裕子 なりさわ　ゆうこ 道路計画課長 田村　秀誠 たむら　ひでなり 信濃川下流河川事務所長 小川　純子 おがわ　じゅんこ

福利厚生官 伊藤　貴子 いとう　たかこ 地域道路課長 増田　純夫 ますた　すみお 阿賀野川河川事務所長 堀内　崇志 ほりうち　たかし

人事課長 横山　大悟 よこやま　だいご 道路工事課長 岩崎　義一 いわさき　よしかず 湯沢砂防事務所長 松本　直樹 まつもと　なおき

総務課長 高野　秀一 たかの　ひでかず 道路管理課長 徳橋　良幸 とくはし　よしゆき 長岡国道事務所長 木村　祐二 きむら　ゆうじ

会計課長 井髙　嘉洋 いたか　よしひろ 交通対策課長 松川　武彦 まつかわ　たけひこ 新潟国道事務所長 松平　信治 まつだいら　しんじ

契約課長 相場　明男 あいば　あきお 富山河川国道事務所長 田村　毅 たむら　たけし

経理調達課長 池口　啓太 いけぐち　けいた 港湾空港部 黒部河川事務所長 林　利行 はやし　としゆき

厚生課長 大平　真 おおだいら　まこと 港湾空港企画官 下田　潤一 しもだ　じゅんいち 立山砂防事務所長 三輪　賢志 みわ　けんじ

計画企画官 井出　正志 いで　まさし 利賀ダム工事事務所長 大角　一浩 おおかど　かずひろ

企画部 事業計画官 宮丸　克巳 みやまる　かつみ 金沢河川国道事務所長 桑島　正樹 くわじま　まさき

企画調査官 熊澤　至朗 くまざわ　よしろう 技術審査官 大井　栄二郎 おおい　えいじろう 飯豊山系砂防事務所長 山路　広明 やまじ　ひろあき

技術企画官 奥田　聡 おくだ　さとし 港湾危機管理官 茨木　則夫 いばらき　のりお 阿賀川河川事務所長 峰　隆典 みね　りゅうすけ

環境調整官 村上　和久 むらかみ　かずひさ 港湾高度利用調整官 舟川　幸治 ふなかわ　こうじ 千曲川河川事務所長 中根　達人 なかね　たつと

技術調整管理官 田村　利晶 たむら　としあき 港政調整官 伊部　周二 いべ　しゅうじ 松本砂防事務所長 森田　耕司 もりた　こうじ

技術開発調整官 石田　和典 いしだ　かずのり 土砂処分管理官 金井　雅敏 かない　まさとし 神通川水系砂防事務所長 石井　陽 いしい　あきら

事業調整官 古山　利也 ふるやま　としや 品質検査官 渡辺　朋洋 わたなべ　ともひろ 三国川ダム管理所長 渡邉　一成 わたなべ　かずしげ

工事品質調整官 梅本　博文 うめもと　ひろふみ 港政課長 勝尾　彰宣 かつお　あきのぶ 大町ダム管理所長 内藤　和久 ないとう　かずひさ

総括技術検査官 阿部　義孝 あべ　よしたか 港湾管理課長 小澤　辰巳 おざわ　たつみ 北陸技術事務所長 姫野　芳範 ひめの　よしのり

建設情報・施工高度化技術調整官 小幡　淳 おばた　じゅん 港湾計画課長 田邉　貢一郎 たなべ　こういちろう 国営越後丘陵公園事務所長 笹岡　和幸 ささおか　かずゆき

企画課長 柴田　優作 しばた　ゆうさく 港湾事業企画課長 廣木　智秀 ひろき　ともひで 金沢営繕事務所長 村山　強 むらやま　つよし

広域計画課長 尾崎　誠 おざき　まこと 港湾空港整備・補償課長 荒木　誠一　 あらき　せいいち 新潟港湾・空港整備事務所長 山形　創一 やまがた　そういち

技術管理課長 猿子　求 ましこ　もとむ 海洋環境・技術課長 伊賀　浩之 いが　ひろゆき 伏木富山港湾事務所長 古池　清一 こいけ　せいいち

施工企画課長 浦澤　克己 うらさわ　かつき 港湾空港防災・危機管理課長 栂坂　清嗣 とがさか　せいじ 金沢港湾・空港整備事務所長 阿部　武 あべ　たけし

情報通信技術課長 山口　成昭 やまぐち　なりあき クルーズ振興・港湾物流企画室長 渡邉　理之 わたなべ　みちゆき 敦賀港湾事務所長 相木　敢 あいき　つよし

工事安全推進室長 若島　宏治 わかしま　こうじ 新潟港湾空港技術調査事務所長 田邉　文昭 たなべ　ふみあき

品質確保室長 田中　智 たなか　さとる


