
（10）2022年（令和4年）3月16日　水曜日

防災・危機管理部消防安全課長
（正課長級）

農林水産部農業経営課農業参入
支援室長（課長相当級）

舘　　　　宏　明

福祉部長寿福祉課長（正課長級）政策企画部政策調整課長（正課
長級）

山　田　　俊　光

福祉部子ども政策局青少年家庭
課副参事（課長相当級）

土木部都市局建築指導課県央建
築指導室副参事（課長相当級）

大久保　　貞　治

営業戦略部観光物産課長（正課
長級）

営業戦略部プロモーションチー
ムリーダー（正課長級）

谷　越　　敦　子

立地推進部立地推進課長（正課
長級）

立地推進部立地推進課副参事
（課長相当級）

飯　野　　英　樹

立地推進部立地推進課企画監
（正課長級）

県民生活環境部女性活躍・県民
協働課ダイバーシティ推進セン
ター長（課長相当級）

佐久間　　　　敏

立地推進部立地推進課本社機能
移転推進室長（課長相当級）

営業戦略部営業企画課課長補佐
（総括）（総括級）

永　井　　伸　幸

立地推進部立地推進課副参事
（課長相当級）

総務部市町村課付（総括級） 矢　口　　　　健

立地推進部企業誘致推進チーム
リーダー（正課長級）

県南県民センター次長兼県民福
祉課長（正課長級）

内　田　　久　紀

立地推進部土地販売チームリー
ダー（正課長級）

土浦土木事務所つくば支所副参
事兼次長兼土地販売推進課長
（課長相当級）

片　岡　　幸　子

立地推進部立地整備課長（正課
長級）

立地推進部立地整備課プロジェ
クト推進室長（課長相当級）

齊　藤　　正　博

立地推進部立地整備課プロジェ
クト推進室長（課長相当級）

防災・危機管理部原子力安全対
策課原子力防災調整監（課長相
当級）

大　枝　　浩　明

立地推進部立地整備課副参事
（課長相当級）

保健福祉部障害福祉課課長補佐
（総括）（総括級）

根　本　　泰　諭

立地推進部宅地整備販売課長
（正課長級）

立地推進部立地推進課本社機能
移転推進室長（課長相当級）

南　　　　純　二

産業戦略部産業政策課副参事
（課長相当級）

土木部道路維持課課長補佐（総
括）（総括級）

川　上　　浩　二

産業戦略部中小企業課長（正課
長級）

産業戦略部中小企業課副参事
（課長相当級）

廣　瀬　　史　明

農林水産部農業政策課企画監
（正課長級）

県西農林事務所経営・普及部門
経営課長（総括級）

谷　口　　信　之

農林水産部畜産課長（正課長級）畜産センター副センター長（正
課長級）

棚　井　　幸　雄

農林水産部林政課首席検査監
（課長相当級）

県南農林事務所企画調整部門振
興・環境室林業振興課長（補佐
級）

磯　野　　隆　行

農林水産部林業課長（正課長級）農林水産部林政課首席検査監
（課長相当級）

高　信　　　　昭

農林水産部農地局農村計画課長
（正課長級）

農林水産部農地局農地整備課長
（正課長級）

金　　　　　　徹

農林水産部農地局農村計画課首
席検査監（課長相当級）

県南農林事務所土地改良部門長
（課長相当級）

関　口　　勝　行

農林水産部農地局農村計画課技
佐兼課長補佐（技術総括）（課
長相当級）

県西農林事務所土地改良部門事
業調整課長（総括級）

嶋　﨑　　敏　樹

農林水産部農地局農地整備課長
（正課長級）

県西農林事務所土地改良部門長
（課長相当級）

渡　辺　　邦　夫

農林水産部農地局農地整備課国
営事業推進室長（課長相当級）

農林水産部農地局農村計画課技
佐兼課長補佐（技術総括）（課
長相当級）

井　坂　　誠　博

農林水産部農地局農地整備課技
佐兼課長補佐（技術総括）（課
長相当級）

県央農林事務所土地改良部門事
業調整課長（総括級）

雨　澤　　英　治

土木部監理課企画監（正課長級）土木部検査指導課技佐兼課長補
佐（技術総括）（課長相当級）

大　塚　　秀　二

土木部監理課副参事（課長相当
級）

総務部管財課課長補佐（総括）
（総括級）

横須賀　　正　美

土木部検査指導課首席検査監
（課長相当級）

常陸大宮土木事務所大子工務所
長（課長相当級）

山　田　　道　雄

土木部検査指導課技佐兼課長補
佐（技術総括）（課長相当級）

土木部都市局都市整備課課長補
佐（技術総括）（総括級）

鹿　内　　秀　樹

土木部道路建設課長（正課長級）土木部監理課企画監（正課長級）矢　内　　勝　浩
土木部道路建設課高速道路対策
室長（課長相当級）

（企業局施設課技佐兼課長補佐
（技術総括））（課長相当級）

坂　本　　泰　敏

土木部道路建設課高速道路対策
室副参事（課長相当級）

土木部用地課課長補佐（総括）
（総括級）

寺　山　　一　成

土木部道路建設課技佐兼課長補
佐（技術総括）（課長相当級）

土木部都市局都市整備課技佐
（課長相当級）

飛　田　　　　貢

土木部道路維持課技佐兼課長補
佐（技術総括）（課長相当級）

土木部都市局都市計画課技佐
（課長相当級）

橋　本　　則　保

土木部河川課副参事（課長相当
級）

産業戦略部中小企業課副参事
（課長相当級）

高　橋　　盛　之

土木部河川課水防災・砂防対策
室長（課長相当級）

土木部道路建設課技佐兼課長補
佐（技術総括）（課長相当級）

成　瀬　　真　勝

土木部河川課技佐兼課長補佐
（技術総括）（課長相当級）

土木部河川課那珂川・久慈川流
域緊急対策推進室技佐（課長相
当級）

矢　作　　浩　司

土木部河川課那珂川・久慈川流
域緊急対策推進室技佐（課長相
当級）

土木部監理課付（総括級） 古　内　　　　宏

土木部港湾課港湾経営室長（課
長相当級）

（鹿島埠頭（株））（課長相当級）菊　池　　正　宏

土木部港湾課港湾経営室副参事
（課長相当級）

土木部港湾課課長補佐（総括）
（総括級）

永　井　　辰　也

土木部港湾課技佐（課長相当級）土木部監理課付（総括級） 高　橋　　　　薫
土木部港湾課技佐兼課長補佐
（技術総括）（課長相当級）

土木部港湾課技佐（課長相当級）安　　　　正　弘

土木部都市局都市計画課長（正
課長級）

立地推進部立地推進課企画監
（正課長級）

荷　見　　信　之

土木部都市局都市計画課技佐
（課長相当級）

土木部監理課付（総括級） 大　伴　　晴　彦

土木部都市局都市計画課技佐
（課長相当級）

竜ケ崎工事事務所次長兼道路整
備第一課長（総括級）

郡　司　　秀　昭

土木部都市局都市整備課長（正
課長級）

土浦土木事務所つくば支所長
（正課長級）

梅　澤　　信　行

土木部都市局都市整備課技佐
（課長相当級）

土木部都市局都市計画課技佐
（課長相当級）

會　澤　　英　明

土木部都市局下水道課長（正課
長級）

潮来土木事務所長（正課長級） 栗　林　　俊　一

土木部都市局建築指導課県央建
築指導室長（課長相当級）

県西県民センター建築指導課長
（課長相当級）

中　島　　三　博

土木部都市局住宅課技佐（課長
相当級）

土木部都市局住宅課課長補佐
（技術総括）（総括級）

樫　村　　英　行

鹿行県民センター環境・保安課
副参事（課長相当級）

潮来土木事務所副参事兼次長兼
総務課長（課長相当級）

井　坂　　孝　雄

鹿行県民センター建築指導課長
（課長相当級）

土浦土木事務所つくば支所次長
兼事業調整課長（総括級）

君　山　　浩　一

県南県民センター建築指導課副
参事（課長相当級）

産業戦略部労働政策課副参事
（課長相当級）

廣　江　　哲　也

県西県民センター建築指導課長
（課長相当級）

土木部都市局住宅課技佐（課長
相当級）

栗　原　　一　弘

県西県民センター建築指導課副
参事（課長相当級）

農林水産部農地局農村計画課課
長補佐（総括）（総括級）

肥　後　　琢　也

水戸県税事務所次長兼総務課長
（課長相当級）

土木部道路建設課課長補佐（総
括）（総括級）

根　本　　拓　也

ひたちなか保健所副参事兼常陸
大宮支所長（課長相当級）

常陸大宮土木事務所大子工務所
次長兼契約用地課長（総括級）

酒　井　　道　夫

土浦保健所副参事兼次長兼総務
課長（課長相当級）

県西県民センター建築指導課副
参事（課長相当級）

嶋　田　　辰　雄

医療大学事務局副参事兼総務課
長（課長相当級）

土木部監理課課長補佐（総括）
（総括級）

岡　崎　　一　裕

県北農林事務所土地改良部門長
（課長相当級）

県北農林事務所高萩土地改良事
務所長（課長相当級）

岡　部　　弘　道

県北農林事務所林務部門長（課
長相当級）

農林水産部林業課課長補佐（技
術総括）（総括級）

細　貝　　　　浩

県北農林事務所高萩土地改良事
務所長（課長相当級）

県南農林事務所土地改良部門事
業調整課長（総括級）

大　内　　正　光

県央農林事務所企画調整部門振
興・環境室技佐（課長相当級）

県央農林事務所企画調整部門振
興・環境室畜産振興課長（補佐
級）

原　田　　喜　美

鹿行農林事務所次長兼企画調整
部門長（正課長級）

鹿行農林事務所企画調整部門振
興・環境室長（課長相当級）

須　藤　　正　巳

鹿行農林事務所企画調整部門振
興・環境室長（課長相当級）

農林水産部農業経営課付（総括
級）

田　場　　昭　男

県南農林事務所次長兼企画調整
部門長（正課長級）

農林水産部農地局農地整備課国
営事業推進室長（課長相当級）

枝　川　　　　栄

県南農林事務所企画調整部門副
参事兼総務課長（課長相当級）

農林水産部農業経営課課長補佐
（総括）（総括級）

平　沼　　秀　一

県南農林事務所企画調整部門振
興・環境室長（課長相当級）

県南農林事務所つくば地域農業
改良普及センター長（課長相当
級）

矢　島　　めぐみ

県南農林事務所土地改良部門長
（課長相当級）

県南農林事務所稲敷土地改良事
務所長（課長相当級）

倉　持　　明　彦

県南農林事務所稲敷土地改良事
務所長（課長相当級）

鹿行農林事務所土地改良部門事
業調整課長（総括級）

久保田　　良　英

県西農林事務所企画調整部門振
興・環境室長（課長相当級）

県南農林事務所企画調整部門振
興・環境室長（課長相当級）

植　田　　稔　宏

県西農林事務所土地改良部門長
（課長相当級）

県西農林事務所境土地改良事務
所長（課長相当級）

坂　場　　祐　二

県西農林事務所境土地改良事務
所長（課長相当級）

農林水産部農地局農地整備課技
佐兼課長補佐（技術総括）（課
長相当級）

永　瀬　　啓　一

水戸土木事務所次長兼偕楽園公
園課長（課長相当級）

県南農林事務所企画調整部門副
参事兼総務課長（課長相当級）

安　達　　尚　伯

常陸大宮土木事務所大子工務所
長（課長相当級）

鹿行県民センター建築指導課長
（課長相当級）

兼　澤　　公　也

常陸大宮土木事務所次長兼総務
課長（課長相当級）

保健福祉部生活衛生課副参事
（課長相当級）

小　岩　　明　彦

常陸大宮土木事務所次長兼道路
整備課長（課長相当級）

筑西土木事務所技佐兼次長兼道
路整備課長（課長相当級）

小　山　　良　雄

潮来土木事務所長（正課長級） 土木部河川課技佐兼課長補佐
（技術総括）（課長相当級）

柏　谷　　　　聡

潮来土木事務所副参事兼次長兼
総務課長（課長相当級）

水産試験場次長兼管理普及部長
（総括級）

大　信　　光　男

土浦土木事務所つくば支所長
（正課長級）

土浦土木事務所次長兼道路整備
第一課長（課長相当級）

丹　　　　正　史

土浦土木事務所次長兼道路整備
第一課長（課長相当級）

常陸大宮土木事務所次長兼道路
整備課長（課長相当級）

中　川　　一　郎

土浦土木事務所つくば支所副参
事兼次長兼土地販売推進課長
（課長相当級）

立地推進部ポートセールスチー
ムグループリーダー（総括）（総
括級）

飯　島　　英　明

筑西土木事務所長（正課長級） 土木部河川課水防災・砂防対策
室長（課長相当級）

井　上　　和　則

筑西土木事務所技佐兼次長兼道
路整備課長（課長相当級）

境工事事務所次長兼道路整備課
長（総括級）

久　松　　勝　弘

高萩工事事務所長（正課長級） 土木部道路建設課高速道路対策
室長（課長相当級）

小薗江　　　　実

鉾田工事事務所長（正課長級） 鉾田工事事務所次長兼道路河川
整備課長（総括級）

秋　山　　文　昭

常総工事事務所長（正課長級）（鹿行水道事務所長）（課長相当
級）

佐　藤　　啓　司

茨城港湾事務所保安調整監兼計
画課長（課長相当級）

茨城港湾事務所日立港区事業所
長（総括級）

藤　　　　俊　一

鹿島下水道事務所長（課長相当
級）

流域下水道事務所次長兼霞ケ浦
浄化センター長（課長相当級）

光　又　　　　修

流域下水道事務所次長兼霞ケ浦
浄化センター長（課長相当級）

流域下水道事務所技佐兼利根浄
化センター長（課長相当級）

山　本　　雅　文

退職
　現 氏　名

総務部地域支援監兼公有財産管
理監（次長級）

飛　田　　清　文

政策企画部長（部長級） 玉　川　　　　明
政策企画部情報化統括監（次長
級）

小　室　　彦　三

県民生活環境部長（部長級） 矢　口　　和　博
県民生活環境部次長（次長級） 松　浦　　浩　生
県民生活環境部霞ケ浦浄化対策
監（次長級）

阿　部　　哲　朗

県民生活環境部霞ケ浦環境活
動推進監兼霞ケ浦環境科学セ
ンター副センター長兼総務課長
（次長級）

田　山　　尚　弘

防災・危機管理部長（部長級） 堀　江　　英　夫
営業戦略部長（部長級） 橘　川　　栄　作
立地推進部長（部長級） 稲　見　　真　二
産業戦略部技監（次長級） 児　玉　　弘　則
農林水産部農地局長（次長級） 豊　田　　雄一郎
農林水産部次長兼林政課長（次
長級）

加　藤　　剛　広

農林水産部次長兼漁政課長（次
長級）

土　屋　　圭　巳

鹿行農林事務所長（次長級） 宮　本　　昭　彦
県南農林事務所長（次長級） 矢　口　　達　弥
県西農林事務所長（次長級） 中　村　　　　修
土木部長（部長級） 仙　波　　義　正
土木部次長（次長級） 皆　川　　和　彦

茨城県人事異動
（４月１日付）

関係部局を抜粋して掲載

 部長級
新 現 氏　名

総務部知事公室長（次長級） 営業戦略部営業企画課長（正課
長級）

山　口　　裕　之

総務部地域支援監兼公有財産管
理監（次長級）

（監査委員事務局次長）（正課長
級）

小　堆　　洋　治

総務部調整監（次長級） 県民生活環境部スポーツ推進課
長（正課長級）

海老原　　二　良

政策企画部長（部長級） 総務部次長（次長級） 北　村　　孔　敬
政策企画部次長（次長級） 政策企画部県北振興局長（次長

級）
鷹　羽　　伸　一

政策企画部県北振興局長兼ＤＸ
推進監（次長級）

総務部調整監兼ＤＸ推進監（次
長級）

菊　池　　睦　弥

政策企画部水政対策監（次長級）県民生活環境部水政課長（正課
長級）

橋　本　　　　慎

県民生活環境部長（部長級） 総務部知事公室長（次長級） 川　股　　圭　之
県民生活環境部霞ケ浦浄化対策
監兼廃棄物規制対策監（次長級）

鹿行県民センター次長兼県民福
祉課長（正課長級）

藤　田　　英　雄

防災・危機管理部長（部長級） 防災・危機管理部次長（次長級）山　崎　　　　剛
防災・危機管理部次長（次長級）防災・危機管理部消防安全課長

（正課長級）
井　上　　高　雄

保健医療部長（部長級） 保健福祉部医監兼次長（次長級）森　川　　博　司
保健医療部次長兼医療局長（次
長級）

保健福祉部医療局長（次長級） 砂　押　　道　大

福祉部長（部長級） 保健福祉部福祉担当部長（部長
級）

飯　塚　　一　政

福祉部次長（次長級） 保健福祉部子ども政策局長（次
長級）

柴　　　　義　則

福祉部子ども政策局長（次長級）保健福祉部子ども政策局少子化
対策課長（正課長級）

川和田　　由紀子

営業戦略部長（部長級） 営業戦略部東京渉外局長（次長
級）

高　崎　　武　夫

立地推進部長（部長級） 立地推進部次長兼立地推進監
（次長級）

冨　田　　　　悟

立地推進部次長（次長級） 立地推進部立地推進課長（正課
長級）

石　塚　　孝　之

立地推進部立地推進監（次長級）自転車競技事務所長（正課長級）角　田　　浩　美
立地推進部特定プロジェクト推
進監（次長級）

立地推進部立地整備課長（正課
長級）

小　林　　　　勉

農林水産部長（部長級） 農林水産部次長（次長級） 上　野　　昌　文
農林水産部次長（次長級） 総務部総務課長（正課長級） 海老根　　光　浩
農林水産部次長（次長級） 農林水産部次長兼畜産課長（次

長級）
鴨　川　　　　修

農林水産部農地局長（次長級） 農林水産部農業技術課長（正課
長級）

郡　司　　　　彰

農林水産部次長兼林政課長（次
長級）

農林水産部林業課長（正課長級）磯　邉　　晋　吾

農林水産部次長兼漁政課長（次
長級）

農林水産部水産振興課長（正課
長級）

青　木　　雅　志

土木部長（部長級） 土木部都市局長（次長級） 田　村　　　　央
土木部次長（次長級） 水戸土木事務所長（次長級） 羽　成　　英　臣
土木部都市局長（次長級） 土木部災害・防災対策監兼河川

課長（次長級）
林　　　　利　家

土木部技術管理統括監兼検査指
導課長（次長級）

高萩工事事務所長（正課長級） 佐　竹　　義　人

土木部災害・防災対策監兼河川
課長（次長級）

土木部道路建設課長（正課長級）石　川　　　　昭

会計管理者（部長級） 農林水産部長（部長級） 根　崎　　良　文
鹿行農林事務所長（次長級） 農林水産部農地局農村計画課長

（正課長級）
柏　木　　達　陽

県南農林事務所長（次長級） 営業戦略部販売流通課長（正課
長級）

入　野　　達　之

県西農林事務所長（次長級） 営業戦略部国際渉外チームリー
ダー（正課長級）

石　寺　　　　真

水戸土木事務所長（次長級） 土木部圏央道沿線整備推進監兼
竜ケ崎工事事務所長（次長級）

生田目　　好　美

常陸大宮土木事務所長（次長級）土木部都市局下水道課長（正課
長級）

和　田　　幸　三

土木部圏央道沿線整備推進監兼
竜ケ崎工事事務所長（次長級）

土木部都市局都市整備課長（正
課長級）

蛭　町　　修　身

 課長級
新 現 氏　名

総務部総務課長（正課長級） 防災・危機管理部防災・危機管
理課長（正課長級）

飛　田　　聡　志

総務部総務課企画監（正課長級）産業戦略部中小企業課経営支援
室長（課長相当級）

戸　塚　　崇　文

総務部人事課長（正課長級） 保健福祉部長寿福祉推進課長
（正課長級）

磯　﨑　　　　聡

総務部管財課公有財産維持活用
推進室長（課長相当級）

産業戦略部労働政策課副参事
（課長相当級）

小　幡　　理　之

政策企画部政策調整課長（正課
長級）

保健福祉部厚生総務課企画監
（正課長級）

大　塚　　弘　子

政策企画部計画推進課長（正課
長級）

産業戦略部労働政策課副参事
（課長相当級）

鈴　木　　麻　美

政策企画部地域振興課ひたちな
か整備室長（課長相当級）

県民生活環境部環境政策課副参
事（課長相当級）

安　藤　　伸　之

政策企画部交通政策課長（正課
長級）

土木部港湾課技佐兼課長補佐
（技術総括）（課長相当級）

寺　田　　明　弘

政策企画部水政課長（正課長級）総務部知事公室政策調査監（正
課長級）

横　山　　卓　生

政策企画部水政課水道広域化推
進室長（課長相当級）

（病院局経営管理課課長補佐（総
括））（総括級）

高　橋　　義　徳

政策企画部県北振興局次長（正
課長級）

立地推進部宅地整備販売課長
（正課長級）

植　田　　朋　弘

県民生活環境部生活文化課水族
館魅力向上推進室長（課長相当
級）

立地推進部立地整備課副参事
（課長相当級）

小　峰　　光　晴

防災・危機管理部防災・危機管
理課長（正課長級）

立地推進部企業誘致推進チーム
リーダー（正課長級）

中　原　　健　次

■知事部局

9面へ→
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常総工事事務所長（正課長級） 浦　和　　　　振
茨城港湾事務所副参事兼次長兼
総務課長（課長相当級）

黒　澤　　義　弘

茨城港湾事務所保安調整監兼計
画課長（課長相当級）

富　永　　俊　晴

鹿島下水道事務所長（課長相当
級）

藤ヶ崎　　一　美

■企業局
配置換（課長級）

新 現 氏　名
総務課長（正課長級） 総務課企画経営室長（正課長級） 石　川　善　久
県南水道事務所長（正課長級） 施設課首席検査監（課長級） 野　中　伸　一
鹿行水道事務所長（課長級） 鹿行水道事務所鰐川浄水場長 高　橋　英　夫
県中央水道事務所長（課長級） 県西水道事務所技佐兼新治浄水

場長（課長級）
花　田　泰　秀

県中央水道事務所技佐兼涸沼川
浄水場長（課長級）

県中央水道事務所涸沼川浄水場
長

木　村　敏　治

転入（部長級）
新 現 氏　名

企業局次長（次長級） 土木部技術管理統括監兼検査指
導課長（次長級）

久　家　良　和

転入（課長級）
新 現 氏　名

総務課企画経営室長（正課長級）土木部港湾課港湾経営室副参事
（課長級）

海老根　　勝　也

総務課企画経営副参事（課長級）立地推進部立地推進課課長補佐
（総括）

武　藤　　　　勝

施設課首席検査監（課長級） 土木部道路維持課技佐兼課長補
佐（技術総括）（課長級）

柏　崎　　元　治

施設課技佐兼課長補佐（技術総
括）（課長級）

常総工事事務所次長兼道路河川
整備課長

柴　　　　健　司

県西水道事務所副参事兼次長兼
総務課長（課長級）

土木部河川課課長補佐（総括） 関　　　　正　史

県中央水道事務所副参事兼次長
兼総務課長（課長級）

土木部都市局都市計画課課長補
佐（総括）

大　川　　　　仁

出向（課長級）
新 現 氏　名

知事部局へ出向（土木部道路建
設課高速道路対策室長）（課長
級）

施設課技佐兼課長補佐（技術総
括）（課長級）

坂　本　　泰　敏

知事部局へ出向（常総工事事務
所長）

鹿行水道事務所長（課長級） 佐　藤　　啓　司

退職（役付）
新 現 氏　名

企業局次長（次長級） 原　部　　修　一
企業局参事兼総務課長（次長級）圓　崎　　浩　明
業務課長（正課長級） 羽　生　　　　進
県南水道事務所長（正課長級） 安　　　　英　徳
県西水道事務所副参事兼次長兼
総務課長（課長級）

須　黒　　健　二

県南水道事務所阿見浄水場長 仲　田　　　　隆

常陸大宮土木事務所長（次長級）石　川　　博　章
農林水産部農地局農村計画課首
席検査監（課長相当級）

飯　塚　　弘　幸

県北農林事務所土地改良部門長
（課長相当級）

檜　山　　　　敦

県北農林事務所林務部門長（課
長相当級）

石　井　　俊　朗

県南農林事務所次長兼企画調整
部門長（正課長級）

大　塚　　正　美

土木部監理課付（課長相当級） 清　水　　　　浩
土木部監理課付（課長相当級） 綿　引　　裕　治
土木部検査指導課首席検査監
（課長相当級）

平　田　　　　正

土木部道路建設課高速道路対策
室副参事（課長相当級）

清　水　　　　治

土木部河川課技佐（課長相当級）松　浦　　英　昭
土木部都市局都市計画課長（正
課長級）

前　野　　秀　昭

土木部都市局建築指導課県央建
築指導室長（課長相当級）

石　井　　正　嗣

水戸土木事務所次長兼偕楽園公
園課長（課長相当級）

大　森　　　　理

常陸大宮土木事務所次長兼総務
課長（課長相当級）

渡　邉　　真　司

筑西土木事務所長（正課長級） 深　作　　正　志
筑西土木事務所副参事兼次長兼
総務課長（課長相当級）

大　峰　　洋　一

鉾田工事事務所長（正課長級） 鈴　木　　愼　一

→８面から
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立地推進部宅地整備販売課係長 総務部管財課係長 磯　﨑　　美由紀
立地推進部宅地整備販売課係長 立地推進部宅地整備販売課 加　藤　　祐　貴
立地推進部宅地整備販売課係長（議会事務局議事課係長） 松　本　　　　翠

（産業戦略部）
産業戦略部産業政策課係長 土木部監理課係長 瀬　谷　　尊　子
農林水産部農業政策課協同組合
検査監

土木部監理課主査 外　山　　賢　一

農林水産部農業政策課係長 土浦県税事務所係長 宮　崎　　博　之
農林水産部農業政策課係長 土木部監理課 千　葉　　昌　範
農林水産部農業経営課係長 水戸土木事務所係長 山　﨑　　　　剛
農林水産部林政課係長 土木部都市局都市整備課係長 綿　引　　麻　穂
農林水産部漁政課係長 県民生活環境部水政課係長 井野瀨　　貴　規
農林水産部農地局農村計画課課
長補佐（総括）

農林水産部農地局農村計画課課
長補佐

石　川　　浩　之

農林水産部農地局農村計画課課
長補佐

（議会事務局政務調査課調査主
査）

関　田　　健　治

農林水産部農地局農村計画課主
査

保健福祉部医療局医療政策課主
査

西連寺　　　　学

農林水産部農地局農地整備課課
長補佐（総括）

県南農林事務所稲敷土地改良事
務所契約用地課長

鈴　木　　幹　人

農林水産部農地局農地整備課課
長補佐

保健福祉部健康・地域ケア推進
課がん・生活習慣病対策推進室
室長補佐

小　圷　　研　史

県北農林事務所土地改良部門用
地管理課長

鹿行農林事務所土地改良部門用
地管理課長

桑　原　　研　二

県北農林事務所係長 県央農林事務所係長 栗　原　　龍　也
県北農林事務所高萩土地改良事
務所係長

常陸太田県税事務所係長 萩　谷　　勝　博

県央農林事務所企画調整部門企
画調整課主査

県央農林事務所係長 横須賀　　和　恵

県央農林事務所係長 総務部管財課 栗　林　　　　隆
県央農林事務所係長 県央農林事務所 佐　藤　　正　行
鹿行農林事務所土地改良部門用
地管理課長

県民生活環境部水政課主査 水　野　　正　浩

鹿行農林事務所係長 労働委員会事務局係長 所　畑　　　　均
鹿行農林事務所係長 （中央病院係長） 須　能　　美紀子
県南農林事務所土地改良部門用
地管理課長

潮来保健所健康増進課長 藤　田　　幹　義

県南農林事務所係長 霞ケ浦北浦水産事務所係長 原　　　　晃　子
県南農林事務所稲敷土地改良事
務所契約用地課長

農林水産部農地局農地整備課課
長補佐

長谷川　　英　明

県西農林事務所企画調整部門企
画調整課主査

古河保健所総務課主査 信　田　　美恵子

県西農林事務所土地改良部門用
地管理課長

土浦県税事務所自動車税分室長 浅　野　　　　功

県西農林事務所係長 土木部都市局都市計画課係長 酒　井　　一　美
県西農林事務所境土地改良事務
所係長

筑西産業技術専門学院係長 石　塚　　智　美

畜産センター施設課長 茨城港湾事務所大洗港区事業所
港営課長

鬼　沢　　和　宏

畜産センター係長 常陸大宮土木事務所係長 小　泉　　紀　子
農業総合センター農業研究所庶
務課長

県南農林事務所土地改良部門用
地管理課長

秋　永　　吉　隆

水産試験場次長兼管理普及部長 鉾田工事事務所次長兼契約用地
課長

小山田　　拓　児

（土木部）
土木部監理課課長補佐（総括） 立地推進部立地推進課課長補佐 染　谷　　　　宏
土木部監理課主査 政策企画部政策調整課主査 加　藤　　秀　昌
土木部監理課係長 政策企画部県北振興局 塙　　　　亜由美
土木部監理課係長 （企業局総務課） 能登谷　　祐　一
土木部用地課課長補佐（総括） 土木部用地課課長補佐 鷲　尾　　孝　信
土木部用地課課長補佐 土浦土木事務所用地課主査 蛭　田　　昌　徳
土木部用地課係長 土木部道路維持課係長 飛　田　　善　友
土木部用地課係長 土木部都市局建築指導課 齊　藤　　修　太
土木部検査指導課主査 土木部検査指導課係長 道　口　　吉　樹
土木部道路建設課課長補佐（総
括）

（企業局業務課課長補佐） 本　田　　晃　一

土木部道路維持課課長補佐（総
括）

保健福祉部医療局医療政策課課
長補佐（総括）

鶴　岡　　　　毅

土木部道路維持課主査 土木部都市局下水道課係長 湯　澤　　　　聡
土木部道路維持課係長 県民生活環境部資源循環推進課

係長
黒　﨑　　貴　久

土木部道路維持課係長 産業戦略部技術振興局技術革新
課係長

狩　谷　　彰　宏

土木部道路維持課係長 （監査委員事務局監査第二課監
査員）

飯　塚　　淳　一

土木部河川課課長補佐（総括） 会計事務局会計管理課課長補佐 瀬成田　　　　清
土木部河川課主査 土木部営繕課係長 小　坂　　正　行
土木部河川課係長 農林水産部農業政策課係長 小　野　　　　修
土木部港湾課課長補佐（総括）（企業局業務課課長補佐（総括）） 志　田　　昌　志
土木部港湾課港湾経営室室長補
佐

土木部港湾課主査 渡　辺　　伸　幸

土木部港湾課係長 県民生活環境部環境政策課係長 野　田　　博　士
土木部営繕課係長 土木部都市局住宅課係長 山　﨑　　　　剛
土木部都市局都市計画課課長補
佐（総括）

土木部都市局都市計画課課長補
佐

伊　藤　　里　枝

土木部都市局都市計画課課長補
佐

保健福祉部子ども政策局青少年
家庭課課長補佐

浦　浪　　秀　行

土木部都市局都市計画課係長 土木部用地課係長 林　　　　健　二
土木部都市局都市計画課係長 筑西土木事務所係長 田　口　　文　一
土木部都市局都市整備課係長 土木部都市局都市整備課 米　川　　洋　司
土木部都市局下水道課課長補佐

（総括）
県民生活環境部生活文化課課長
補佐

斉　藤　　孝　次

土木部都市局下水道課係長 （病院局経営管理課係長） 石　津　　　　亮
土木部都市局住宅課主査 総務部税務課主査 小　林　　郁　夫
土木部都市局住宅課係長 県民生活環境部女性活躍・県民

協働課係長
中　村　　雅　子

土木部都市局住宅課係長 農林水産部林政課係長 本　木　　宏　子
水戸土木事務所用地課長 土浦土木事務所用地課長 藤　田　　　　聡
水戸土木事務所用地課主査 土木部道路維持課係長 國　安　　直　哉
水戸土木事務所偕楽園公園課主
査

政策企画部地域振興課主査 萩野谷　　正　気

水戸土木事務所係長 常陸大宮土木事務所係長 富　田　　理　枝
常陸大宮土木事務所大子工務所
次長兼契約用地課長

県民生活環境部生活文化課課長
補佐

関　根　　雄　二

常陸大宮土木事務所用地課長 県北農林事務所土地改良部門用
地管理課長

栗　原　　和　彦

常陸大宮土木事務所用地課主査 水戸土木事務所係長 西　村　　和　徳
常陸大宮土木事務所係長 畜産センター係長 安　　　　恵　美
潮来土木事務所用地課長 行方県税事務所収税課主税主査 小　澤　　信　男
潮来土木事務所係長 土浦県税事務所係長 黒　田　　克　彦
潮来土木事務所係長 潮来土木事務所 岡　野　　友　宏
土浦土木事務所用地課長 県南県民センター環境・保安課

課長補佐
海老原　　孝　之

土浦土木事務所係長 総務部市町村課係長 延　原　　香代子
土浦土木事務所係長 つくば保健所係長 鈴　木　　智恵子
土浦土木事務所係長 中央児童相談所係長 古　川　　哲　也
土浦土木事務所係長 常総工事事務所係長 栗　林　　和　幸
土浦土木事務所係長 （こころの医療センター係長） 古　市　　秀　子
筑西土木事務所次長兼総務課長 境工事事務所次長兼契約用地課

長
村　山　　　　哲

筑西土木事務所用地課長 筑西土木事務所用地課主査 長　瀧　　信　博
筑西土木事務所係長 （県西水道事務所係長） 武　村　　康　彦
筑西土木事務所係長 （中央病院係長） 斉　川　　成　徳
常陸太田工事事務所契約用地課
主査

農林水産部農業政策課係長 関　川　　幹　男

高萩工事事務所次長兼契約用地
課長

県北県民センター県民福祉課課
長補佐（総括）

鈴　木　　広　之

高萩工事事務所係長 県北県民センター係長 菅　野　　浩　幸
高萩工事事務所係長 常陸太田県税事務所係長 井　添　　誠　也
高萩工事事務所係長 茨城港湾事務所係長 檜　山　　真　彦
鉾田工事事務所次長兼契約用地
課長

常陸大宮土木事務所用地課長 横須賀　　栄　一

竜ケ崎工事事務所用地課長 土浦土木事務所つくば支所事業
調整課主査

鶴　町　　靜　男

竜ケ崎工事事務所用地課主査 土浦土木事務所係長 平　林　　　　明
竜ケ崎工事事務所係長 土浦土木事務所係長 古　瀬　　早　苗
常総工事事務所係長 筑西土木事務所係長 大　森　　正　浩
境工事事務所次長兼契約用地課
長

竜ケ崎工事事務所用地課長 中　尾　　一　之

茨城港湾事務所次長兼総務課長 総務部総務課課長補佐 本　多　　　　稔
茨城港湾事務所港営課長 消費生活センター相談試験課長 萩　谷　　雅　智
茨城港湾事務所日立港区事業所
港営課長

高萩工事事務所契約用地課主査 柏　原　　孝　吉

茨城港湾事務所大洗港区事業所
港営課長

県南県民センター県民福祉課地
域福祉室室長補佐

西　　　　達　也

茨城港湾事務所係長 中央児童相談所係長 根　本　　智　廣
茨城港湾事務所係長 水戸土木事務所係長 加　藤　　丈　裕
流域下水道事務所係長 医療大学係長 中　尾　　奈津子

技術役付
新 現 氏　名

（総務部）
総務部知事公室主任政策調査員 土木部河川課係長 日向野　　　　崇
県北県民センター係長 （企業局施設課係長） 助　川　　英　志
鹿行県民センター環境・保安課
課長補佐

県民生活環境部環境政策課県央
環境保全室室長補佐

吉　澤　　武　志

鹿行県民センター建築指導課課
長補佐

県西県民センター建築指導課課
長補佐

柴　田　　顕　史

県南県民センター建築指導課課
長補佐

土木部都市局都市計画課係長 野　口　　博　之

県南県民センター係長 土木部都市局建築指導課係長 助　川　　裕　祐
県西県民センター建築指導課課
長補佐

鹿行県民センター建築指導課課
長補佐

沼　尻　　秀　史

（政策企画部）
政策企画部計画推進課課長補佐 県民生活環境部環境政策課課長

補佐
野　口　　智　子

政策企画部県北振興局主査 農林水産部農業政策課係長 柬　理　　　　裕
（県民生活環境部）
県民生活環境部環境政策課県央
環境保全室室長補佐

環境放射線監視センター放射能
部長

宇津野　　典　彦

県民生活環境部環境政策課係長 流域下水道事務所係長 及　川　　英　幸
県民生活環境部環境対策課水環
境室室長補佐

鹿行県民センター環境・保安課
課長補佐

嘉　成　　康　弘

県民生活環境部環境対策課水環
境室室長補佐

県南県民センター係長 山　田　　　　功

県民生活環境部廃棄物規制課係
長

潮来土木事務所係長 塙　　　　義　久

霞ケ浦環境科学センター研究調
整監

県民生活環境部環境対策課水環
境室室長補佐

齋　藤　　美　子

環境放射線監視センター放射能
部長

鹿島下水道事務所係長 元　木　　　　努

（立地推進部）
立地推進部立地整備課主査 鉾田工事事務所係長 小山田　　　　伸
立地推進部立地整備課係長 土木部検査指導課 永　沼　　慎　吾
立地推進部宅地整備販売課整備
調整室室長補佐

土浦土木事務所つくば支所つく
ば地区区画整理課長

上　田　　芳　弘

立地推進部宅地整備販売課係長 高萩工事事務所係長 千　田　　正　和
（産業戦略部）
産業戦略部技術振興局技術革新
課係長

（県中央水道事務所係長） 横　田　　定　家

（農林水産部）
農林水産部農業経営課主査 県南農林事務所係長 二重作　　将　雄
農林水産部林業課係長 県央農林事務所係長 木　村　　　　理
農林水産部農地局農村計画課課
長補佐

農林水産部農地局農地整備課課
長補佐

荒　井　　伸　之

農林水産部農地局農村計画課係
長

営業戦略部観光物産課係長 小　林　　　　剛

農林水産部農地局農村計画課係
長

農林水産部農地局農村計画課 田　所　　直　樹

農林水産部農地局農村計画課係
長

県南農林事務所 祖父江　　亮　介

農林水産部農地局農地整備課課
長補佐

県西農林事務所境土地改良事務
所工務課長

菊　池　　智　士

農林水産部農地局農地整備課国
営事業推進室室長補佐

県北農林事務所土地改良部門工
務課長

亀　山　　貴　宏

農林水産部農地局農地整備課係
長

県北農林事務所係長 山　﨑　　光　敬

茨城県人事異動
（４月１日付）

関係部局を抜粋して掲載

事務役付
新 現 氏　名

（総務部）
総務部管財課課長補佐（総括）（企業局総務課課長補佐） 布　瀬　　祐　二
総務部管財課課長補佐 総務部管財課主査 山　口　　勝　夫
総務部管財課主査 県民生活環境部スポーツ推進課

主査
山　口　　徳　男

総務部管財課係長 保健福祉部福祉指導課係長 樫　村　　リ　カ
総務部市町村課主査 立地推進部立地整備課係長 大　窪　　浩一郎
総務部市町村課係長 土木部道路維持課係長 鈴　木　　　　成
総務部知事公室秘書課係長 立地推進部立地推進課係長 大　山　　佑　輔
県西県民センター県民福祉課課
長補佐（総括）

立地推進部企業誘致推進チーム
グループリーダー

梅　井　　　　朗

県西県民センター県民福祉課地
域福祉室室長補佐

土木部道路維持課主査 木　村　　宏　幸

県西県民センター県民福祉課地
域福祉室室長補佐

竜ケ崎工事事務所用地課主査 中　島　　勝　己

常陸太田県税事務所係長 県北農林事務所係長 渋　谷　　真　澄
行方県税事務所係長 水戸土木事務所係長 宮　内　　政　利
行方県税事務所係長 鉾田工事事務所係長 菅　谷　　俊　二

（政策企画部）
政策企画部地域振興課課長補佐

（総括）
県民生活環境部水政課課長補佐

（総括）
山　元　　　　薫

政策企画部地域振興課課長補佐 保健福祉部長寿福祉推進課主査 寺　門　　幸　美
政策企画部地域振興課主査 政策企画部計画推進課係長 町　田　　一　輝
政策企画部地域振興課主査 政策企画部情報システム課係長 江　幡　　陽　子
政策企画部地域振興課主査 防災・危機管理部防災・危機管

理課主査
藤　田　　順　平

政策企画部地域振興課係長 総務部知事公室秘書課係長 白　土　　智　史
政策企画部地域振興課係長 営業戦略部国際渉外チーム係長 登　坂　　文　貴
政策企画部情報システム課係長 農林水産部農地局農地整備課係

長
庄　司　　早　苗

政策企画部統計課係長 県民生活環境部環境政策課係長 小　室　　正　勝
政策企画部水政課係長 立地推進部立地推進課係長 細　貝　　暢　彦
政策企画部県北振興局主査 政策企画部県北振興局係長 武　藤　　明　美

（県民生活環境部）
県民生活環境部生活文化課課長
補佐

農林水産部農地局農村計画課主
査

軍　司　　久美子

県民生活環境部女性活躍・県民
協働課係長

立地推進部宅地整備販売課係長 古　内　　真寿美

県民生活環境部環境政策課課長
補佐（総括）

立地推進部立地整備課課長補佐
（総括）

舩　田　　和　浩

県民生活環境部廃棄物規制課不
法投棄対策室室長補佐

県民生活環境部廃棄物規制課係
長

三　島　　　　昇

県民生活環境部廃棄物規制課係
長

県民生活環境部生活文化課係長 猿　田　　秀　一

県民生活環境部資源循環推進課
新最終処分場整備室室長補佐

（総括）

県民生活環境部資源循環推進課
新最終処分場整備室課長補佐

綿　引　　瑞　子

県民生活環境部資源循環推進課
係長

（議会事務局議事課係長） 宮　本　　治　樹

県民生活環境部スポーツ推進課
課長補佐（総括）

立地推進部宅地整備販売課課長
補佐

入　江　　妙　好

霞ケ浦環境科学センター副セン
ター長

潮来土木事務所用地課長 高　城　　宏　之

（防災・危機管理部）
防災・危機管理部防災・危機管
理課主査

立地推進部立地整備課主査 田　上　　崇　弘

保健医療部保健政策課医療指導
監

土木部都市局住宅課係長 萩野谷　　昌　代

保健医療部医療局医療政策課課
長補佐（総括）

県民生活環境部廃棄物規制課不
法投棄対策室室長補佐

須　藤　　慎　一

土浦保健所係長 県南農林事務所係長 萬　　　　みのり
中央看護専門学校主査 流域下水道事務所係長 浅　野　　克　明

（福祉部）
福祉部福祉政策課係長 立地推進部宅地整備販売課係長 黒　川　　由貴子
福祉部子ども政策局子ども未来
課主査

総務部管財課係長 大　森　　美香子

土浦児童相談所係長 土浦土木事務所係長 小　林　　美由紀
（立地推進部）
立地推進部立地推進課課長補佐

（総括）
立地推進部立地整備課課長補佐 柿　嶋　　正　博

立地推進部立地推進課課長補佐 営業戦略部国際渉外チームグ
ループリーダー

大　平　　　　昭

立地推進部立地推進課係長 （議会事務局政務調査課係長） 中　原　　清　人
立地推進部立地推進課係長 （病院局経営管理課） 芦　分　　和　俊
立地推進部企業誘致推進チーム
グループリーダー

立地推進部企業誘致推進チーム
係長

五　味　　孝　晴

立地推進部企業誘致推進チーム
係長

立地推進部宅地整備販売課係長 徳　若　　和　紀

立地推進部ポートセールスチー
ムグループリーダー

産業戦略部労働政策課課長補佐 関　　　　聡　史

立地推進部立地整備課課長補佐
（総括）

立地推進部立地整備課プロジェ
クト推進室室長補佐

小田部　　昌　人

立地推進部立地整備課課長補佐 政策企画部計画推進課課長補佐 阿　部　　昭　紀
立地推進部立地整備課課長補佐 保健福祉部医療局医療政策課課

長補佐
谷　津　　知　洋

立地推進部立地整備課プロジェ
クト推進室室長補佐

立地推進部立地整備課係長 柴　沼　　俊　介

立地推進部立地整備課係長 総務部総務課係長 吉　村　　康　宏
立地推進部立地整備課係長 自治研修所講師 佐　藤　　俊　夫
立地推進部立地整備課係長 産業戦略部技術振興局技術革新

課係長
高　田　　尚　幸

立地推進部宅地整備販売課課長
補佐

総務部市町村課主査 渡　邉　　澄　人

■知事部局
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土木部河川課課長補佐 土木部道路建設課高速道路対策
室室長補佐

青　野　　哲　也

土木部河川課課長補佐 土木部河川課主査 髙　橋　　　　勝
土木部河川課主査 （国土交通省） 渡　邉　　　　徹
土木部河川課係長 土木部道路建設課係長 中　村　　和　也
土木部河川課係長 茨城港湾事務所係長 平　賀　　功一郎
土木部港湾課係長 土木部道路建設課係長 小　林　　誠　実
土木部営繕課課長補佐 土木部営繕課係長 増　田　　研　二
土木部営繕課課長補佐 流域下水道事務所検査監 高　島　　伸　欣
土木部営繕課課長補佐 （教育庁総務企画部財務課課長

補佐）
関　　　　雅　人

土木部営繕課係長 土木部監理課係長 鈴　木　　智　久
土木部都市局都市計画課課長補
佐

土木部監理課主査 渡　邉　　紀　昭

土木部都市局都市計画課主査 土木部都市局下水道課係長 竹　廣　　　　学
土木部都市局都市計画課係長 県南県民センター係長 阿　部　　慶　介
土木部都市局都市計画課係長 政策企画部計画推進課係長 皆　川　　直　功
土木部都市局都市整備課課長補
佐（技術総括）

総務部知事公室主任政策調査員 小　沼　　志乃武

土木部都市局都市整備課市街地
整備室室長補佐

土木部都市局建築指導課課長補
佐

清　水　　英　明

土木部都市局都市整備課主査 筑西土木事務所道路整備課主査 中　島　　孝　次
土木部都市局都市整備課係長 土浦土木事務所係長 兼　子　　　　隼
土木部都市局下水道課課長補佐 土木部監理課主査 植　本　　純　平
土木部都市局下水道課係長 水戸土木事務所係長 宮　﨑　　秀　一
土木部都市局下水道課係長 境工事事務所係長 岡　部　　琢　真
土木部都市局建築指導課課長補
佐（技術総括）

土木部都市局住宅課課長補佐 箕　輪　　高　利

土木部都市局建築指導課課長補
佐

県北県民センター係長 高　須　　正　紀

土木部都市局建築指導課県央建
築指導室室長補佐

土木部営繕課課長補佐 安　藤　　弘　晶

土木部都市局建築指導課係長 総務部管財課 助　川　　智　洋
土木部都市局建築指導課係長 県西県民センター係長 菊　池　　砂智子
土木部都市局住宅課課長補佐

（技術総括）
土木部都市局建築指導課課長補
佐（技術総括）

山　本　　則　子

土木部都市局住宅課課長補佐 土木部都市局建築指導課県央建
築指導室室長補佐

松　岡　　正　輔

土木部都市局住宅課係長 土木部都市局建築指導課係長 佐　藤　　俊由紀
土木部都市局住宅課係長 土木部都市局建築指導課 平　間　　美穂子
水戸土木事務所検査監 筑西土木事務所検査監 江　幡　　浩　徳
水戸土木事務所検査監 鹿島下水道事務所係長 竹　村　　明　久
水戸土木事務所道路整備第二課
長

常陸大宮土木事務所道路管理課
長

松　丸　　哲　也

水戸土木事務所道路管理課長 土木部都市局都市計画課課長補
佐

黒　澤　　亮　一

水戸土木事務所都市施設整備課
長

立地推進部宅地整備販売課整備
調整室室長補佐

須　藤　　泰　彦

水戸土木事務所係長 土木部道路維持課係長 是　永　　匡　徳
水戸土木事務所係長 水戸土木事務所 平　賀　　鮎　子
水戸土木事務所係長 水戸土木事務所 玉　造　　紗英子
水戸土木事務所係長 高萩工事事務所係長 市　毛　　輝　和
水戸土木事務所係長 鉾田工事事務所係長 清　水　　武　史
常陸大宮土木事務所検査監 水戸土木事務所係長 伊　藤　　勝　雄
常陸大宮土木事務所検査監 筑西土木事務所検査監 宮　崎　　和　典
常陸大宮土木事務所検査監 高萩工事事務所係長 下　条　　弘　樹
常陸大宮土木事務所道路整備課
主査

常陸大宮土木事務所係長 和　知　　久仁彦

常陸大宮土木事務所道路管理課
長

潮来土木事務所検査監 照　沼　　和　之

常陸大宮土木事務所係長 土木部河川課係長 矢　嶋　　宣　彦
常陸大宮土木事務所係長 高萩工事事務所 金　長　　好　三
潮来土木事務所検査監 （県南水道事務所整備課長） 小　林　　清　二
潮来土木事務所河川整備課長 土木部道路建設課課長補佐 根　本　　利　通
潮来土木事務所係長 （県南水道事務所係長） 井　坂　　一　仁
潮来土木事務所係長 （鹿行水道事務所係長） 山　中　　真　人
土浦土木事務所つくば支所次長
兼事業調整課長

高萩工事事務所河川整備課長 中　村　　知　尋

土浦土木事務所検査監 筑西土木事務所河川整備課長 山　口　　富　夫
土浦土木事務所道路整備第一課
主査

土浦土木事務所係長 沼　田　　直　子

土浦土木事務所河川整備課長 土木部都市局都市整備課市街地
整備室室長補佐

藤　原　　輝　夫

土浦土木事務所道路管理課長 境工事事務所道路管理課長 東ケ崎　　祐　二
土浦土木事務所つくば支所つく
ば地区区画整理課長

土木部都市局都市整備課主査 川　島　　篤　史

土浦土木事務所係長 土木部港湾課係長 櫻　井　　健太郎
土浦土木事務所係長 土木部港湾課係長 渡　辺　　祥　平
土浦土木事務所係長 筑西土木事務所係長 吉　田　　和　礼
土浦土木事務所係長 常陸太田工事事務所係長 上　原　　　　陽
土浦土木事務所係長 竜ケ崎工事事務所係長 石　田　　康　之
筑西土木事務所検査監 土木部都市局都市計画課主査 今　宮　　　　温
筑西土木事務所検査監 土浦土木事務所係長 上　原　　博　彦
筑西土木事務所道路整備課主査 境工事事務所係長 横　嶋　　紀　子
筑西土木事務所河川整備課長 竜ケ崎工事事務所道路管理課長 上　野　　好　男
筑西土木事務所道路管理課長 潮来土木事務所河川整備課長 市　村　　一　彦
筑西土木事務所係長 立地推進部宅地整備販売課係長 大　科　　憲　人
筑西土木事務所係長 境工事事務所係長 市　毛　　　　慎
常陸太田工事事務所河川整備課
長

常陸大宮土木事務所道路整備課
主査

関　　　　慎一郎

常陸太田工事事務所道路管理課
長

高萩工事事務所道路管理課長 渡　邉　　敏　正

常陸太田工事事務所係長 土木部道路維持課係長 金　澤　　隆　介
高萩工事事務所検査監 県民生活環境部廃棄物規制課係

長
兼　原　　一　英

高萩工事事務所道路整備第二課
長

茨城港湾事務所港湾整備第一課
長

嶋　津　　直　樹

高萩工事事務所河川整備課長 常陸太田工事事務所道路管理課
長

斉　藤　　茂　雄

高萩工事事務所道路管理課長 常陸太田工事事務所河川整備課
長

時　崎　　　　聡

高萩工事事務所係長 土木部港湾課 倉　持　　祐　介

農林水産部農地局農地整備課係
長

県西農林事務所境土地改良事務
所係長

加　藤　　美　穂

県北農林事務所土地改良部門工
務課長

県西農林事務所企画調整部門企
画調整課長

黒　羽　　敏　彦

県北農林事務所林務部門森林土
木課長

農林水産部林政課課長補佐 齋　藤　　靖　弘

県北農林事務所林務部門森林土
木課主査

林業技術センター森林環境部長 清　水　　　　勲

県北農林事務所係長 県北農林事務所専門員 戸　谷　　昌　美
県北農林事務所係長 県西農林事務所係長 小笠原　　好　教
県北農林事務所高萩土地改良事
務所工務課長

県央農林事務所係長 内　田　　慎　一

県央農林事務所土地改良部門事
業調整課長

農林水産部農地局農村計画課課
長補佐

阿　部　　幸　浩

県央農林事務所土地改良部門那
珂川沿岸農業水利事業推進課長

鹿行農林事務所土地改良部門工
務課長

野　口　　隆　司

県央農林事務所係長 農林水産部農地局農村計画課係
長

森　田　　有　紀

県央農林事務所係長 県央農林事務所 黒　羽　　なつき
県央農林事務所係長 県南農林事務所係長 橅　木　　元　成
県央農林事務所専門員 農林水産部農業経営課 小　菅　　一　真
県央農林事務所笠間地域農業改
良普及センター専門員

県南農林事務所 渡　邊　　優　美

鹿行農林事務所土地改良部門事
業調整課長

県西農林事務所土地改良部門霞
ケ浦用水推進課長

佐　藤　　　　潔

鹿行農林事務所土地改良部門工
務課長

県北農林事務所高萩土地改良事
務所工務課長

吉　川　　浩　二

鹿行農林事務所係長 県北農林事務所係長 山　田　　一　成
鹿行農林事務所係長 鹿行農林事務所 綿　引　　孝　夫
鹿行農林事務所係長 鹿行農林事務所 大　津　　直　己
県南農林事務所土地改良部門事
業調整課長

県南農林事務所土地改良部門工
務課長

岡　野　　祐　一

県南農林事務所企画調整部門振
興・環境室畜産振興課長

県北農林事務所係長 海老沢　　重　雄

県南農林事務所土地改良部門検
査監

鹿行農林事務所係長 斉　藤　　伸　之

県南農林事務所土地改良部門工
務課主査

県西農林事務所土地改良部門検
査監

古　内　　　　洋

県南農林事務所係長 農林水産部農地局農地整備課係
長

澄　川　　幸　子

県南農林事務所係長 鹿行農林事務所係長 森　　　　勇喜夫
県南農林事務所専門員 農林水産部林業課係長 髙　信　　一　利
県南農林事務所専門員 県南農林事務所 後　藤　　万　紀
県南農林事務所稲敷地域農業改
良普及センター専門員

農林水産部農地局農村計画課係
長

青　木　　隆　治

県西農林事務所土地改良部門事
業調整課長

農林水産部農地局農地整備課国
営事業推進室室長補佐

谷　畑　　幸　二

県西農林事務所企画調整部門企
画調整課長

県西農林事務所係長 荒　井　　恵　子

県西農林事務所土地改良部門検
査監

農林水産部農地局農村計画課係
長

助　川　　直　人

県西農林事務所土地改良部門検
査監

県西農林事務所境土地改良事務
所係長

大　羽　　孝　司

県西農林事務所土地改良部門霞
ケ浦用水推進課長

県央農林事務所土地改良部門那
珂川沿岸農業水利事業推進課長

光　田　　　　栄

県西農林事務所係長 農林水産部産地振興課係長 野　原　　　　努
県西農林事務所係長 農林水産部農地局農村計画課係

長
加　藤　　宗　英

県西農林事務所係長 県北農林事務所高萩土地改良事
務所係長

竹　内　　浩　二

県西農林事務所専門員 農林水産部産地振興課係長 小　口　　耕太郎
県西農林事務所専門員 県西農林事務所坂東地域農業改

良普及センター専門員
山　家　　　　愛

県西農林事務所専門員 農業総合センター専門技術指導
員

安　嶋　　紀　幸

県西農林事務所境土地改良事務
所工務課長

県南農林事務所土地改良部門検
査監

飯　田　　英　雄

県西農林事務所境土地改良事務
所係長

農林水産部農地局農村計画課係
長

田　村　　侑　大

県西農林事務所境土地改良事務
所係長

農林水産部農地局農地整備課係
長

伊　東　　太　一

畜産センター肉用牛研究所首席
研究員兼飼養技術研究室長

県西農林事務所企画調整部門振
興・環境室畜産振興課長

津　田　　和　之

農業総合センター専門技術指導
員

県央農林事務所 小　林　　暁　子

農業総合センター農業大学校講
師

鹿行農林事務所専門員 渡　邉　　正　幸

（土木部）
土木部監理課付 土木部道路建設課課長補佐 関　根　　主　税
土木部監理課付 土木部道路維持課課長補佐 大和田　　　　尚
土木部監理課付 土木部都市局下水道課課長補佐 常　井　　俊　宏
土木部監理課付 水戸土木事務所都市施設整備課

長
髙　橋　　　　学

土木部監理課付 竜ケ崎工事事務所阿見吉原地区
区画整理課長

青　木　　偉　司

土木部監理課主査 土木部道路建設課係長 岡　村　　正　巳
土木部監理課主査 土木部道路維持課係長 大　塚　　将　司
土木部監理課係長 立地推進部立地整備課 植　木　　　　宏
土木部監理課係長 土木部都市局住宅課係長 吉　村　　匡　史
土木部検査指導課検査監 土浦土木事務所係長 一　澤　　孝　夫
土木部検査指導課主査 営業戦略部プロモーションチー

ム係長
稲　川　　　　玲

土木部道路建設課課長補佐 立地推進部立地整備課主査 石　川　　慎　吾
土木部道路建設課課長補佐 竜ケ崎工事事務所道路整備第二

課長
吉　岡　　博　之

土木部道路建設課高速道路対策
室室長補佐

土木部道路維持課主査 石　塚　　順　一

土木部道路建設課係長 （国土交通省） 小　室　　　　昭
土木部道路建設課係長 土木部都市局下水道課係長 櫻　井　　　　隆
土木部道路建設課係長 水戸土木事務所係長 滑　川　　雅　典
土木部道路維持課課長補佐 土木部検査指導課主査 皆　藤　　開　平
土木部道路維持課主査 土浦土木事務所係長 小　野　　進　也
土木部道路維持課係長 土木部監理課係長 大　野　　拓　朗
土木部道路維持課係長 土木部検査指導課 安　重　　克　巳

高萩工事事務所係長 水戸土木事務所係長 鈴　木　　　　隆
高萩工事事務所係長 水戸土木事務所係長 住　谷　　友　彦
高萩工事事務所係長 常陸太田工事事務所係長 鯉　渕　　匡　充
高萩工事事務所係長 茨城港湾事務所係長 小　室　　直　也
高萩工事事務所係長 （こころの医療センター事務局

施設課長）
神　山　　嘉　之

鉾田工事事務所次長兼道路河川
整備課長

土木部河川課課長補佐 菅　野　　泰　男

鉾田工事事務所係長 高萩工事事務所係長 浜　井　　雅　樹
鉾田工事事務所係長 鉾田工事事務所 窪　谷　　浩　之
竜ケ崎工事事務所次長兼道路整
備第一課長

水戸土木事務所道路整備第二課
長

舟　生　　光　志

竜ケ崎工事事務所道路整備第二
課長

土浦土木事務所道路管理課長 中　嶋　　克　寿

竜ケ崎工事事務所道路管理課長 土浦土木事務所道路整備第一課
主査

蛯　原　　規　行

竜ケ崎工事事務所阿見吉原地区
区画整理課長

土浦土木事務所係長 織　裳　　幸　子

竜ケ崎工事事務所係長 土木部河川課 小　貫　　徹　也
常総工事事務所次長兼道路河川
整備課長

土浦土木事務所河川整備課長 今　井　　和　敏

常総工事事務所係長 潮来土木事務所係長 川　野　　勝　洋
境工事事務所次長兼道路整備課
長

筑西土木事務所道路管理課長 磯　　　　忠　男

境工事事務所道路管理課長 土木部検査指導課検査監 西　村　　正　志
境工事事務所係長 土浦土木事務所 清　水　　功　治
境工事事務所係長 常総工事事務所係長 大和田　　康　文
境工事事務所係長 流域下水道事務所係長 長　嶋　　　　崇
茨城港湾事務所港湾整備第一課
長

高萩工事事務所係長 吉　田　　　　実

茨城港湾事務所日立港区事業所
長

高萩工事事務所道路整備第二課
長

本　多　　　　誠

茨城港湾事務所大洗港区事業所
長兼港湾整備課長

水戸土木事務所道路管理課長 村　山　　幸太郎

茨城港湾事務所係長 常陸大宮土木事務所 鈴　木　　大　樹
茨城港湾事務所係長 茨城港湾事務所 大　塚　　友　樹
鹿島下水道事務所係長 県北県民センター係長 石　渡　　恭　之
鹿島下水道事務所係長 鹿島港湾事務所係長 鈴　木　　義　広
流域下水道事務所検査監 土木部営繕課課長補佐 原　　　　　　光
流域下水道事務所設備課長 土木部営繕課課長補佐 市　毛　　優　二
流域下水道事務所利根浄化セン
ター長

（県南水道事務所利根川浄水場
副場長）

中　島　　秀　樹

流域下水道事務所係長 県西県民センター係長 前　田　　良　彦
流域下水道事務所係長 鹿島下水道事務所係長 髙　須　　正　人
流域下水道事務所係長 流域下水道事務所 寺　門　　大　輔

事務非役付
新 現 氏　名

（総務部）
総務部総務課 立地推進部立地整備課 茂　木　　宗一郎
総務部総務課 水戸土木事務所 河　原　　陸　斗
総務部行政経営課 県西農林事務所 加　藤　　紗恵子
総務部管財課 県民生活環境部廃棄物規制課 鈴　木　　宏　明
総務部知事公室報道・広聴課 県西農林事務所 島　田　　夏　実
県北県民センター 土木部都市局住宅課 鴨　川　　崇　揮
鹿行県民センター 土木部道路建設課 樫　村　　禎　史
県西県民センター 農林水産部農地局農地整備課 横　山　　達　也
県西県民センター 常総工事事務所 飯　沼　　　　剛
常陸太田県税事務所 水戸土木事務所 矢　口　　亜由美
行方県税事務所 県南農林事務所稲敷土地改良事

務所
小田倉　　　　光

土浦県税事務所 土浦土木事務所 小　堀　　柚　紀
筑西県税事務所 竜ケ崎工事事務所 森　田　　俊　光

（政策企画部）
政策企画部情報システム課 鉾田工事事務所 荘　司　　　　優
政策企画部県北振興局 立地推進部宅地整備販売課 内　田　　空　哉

（県民生活環境部）
県民生活環境部生活文化課 県民生活環境部資源循環推進課 安　西　　順　仁
県民生活環境部生活文化課 鹿行農林事務所 北　野　　智　絵
県民生活環境部廃棄物規制課 土木部都市局都市計画課 大　上　　正　一
県民生活環境部廃棄物規制課 潮来土木事務所 田　山　　　　純
県民生活環境部スポーツ推進課 県北農林事務所 沼　田　　貴　裕
県民生活環境部スポーツ推進課 県西農林事務所境土地改良事務

所
太　田　　朱　音

（防災・危機管理部）
防災・危機管理部原子力安全対
策課

筑西土木事務所 下　道　　涼　平

（保健医療部）
保健医療部保健政策課 県民生活環境部環境政策課 小松﨑　　美有紀
保健医療部保健政策課 筑西土木事務所 富　田　　　　諒
保健医療部保健政策課 境工事事務所 柳　田　　　　駿
保健医療部健康推進課 土木部都市局都市計画課 大　山　　善　之
保健医療部感染症対策課 土木部河川課 渡　辺　　　　峻
保健医療部感染症対策課 常陸太田工事事務所 澤　畠　　圭　佑
保健医療部医療局医療政策課 県南農林事務所 塙　　　　明　宏
保健医療部医療局医療政策課 鉾田工事事務所 関　根　　　　渉
保健医療部医療局医療人材課 土浦土木事務所 茂　垣　　佑　亮
竜ケ崎保健所 立地推進部宅地整備販売課 眞　庭　　ちはる
つくば保健所 農林水産部農地局農村計画課 坂　庭　　千　佳

（福祉部）
福祉部福祉政策課 立地推進部立地推進課 伊　藤　　　　一
福祉部福祉政策課 鹿行農林事務所 塙　　　　沙　織
福祉部福祉政策課 竜ケ崎工事事務所 佐　藤　　裕　大
福祉部長寿福祉課 土木部監理課 垣　内　　　　武
福祉部障害福祉課 県民生活環境部環境政策課 神　長　　由　香
福祉部障害福祉課 土木部都市局都市計画課 石　井　　道　彦
福祉部子ども政策局少子化対策
課

常総工事事務所 加　園　　奨　太

福祉部子ども政策局子ども未来
課

鹿行農林事務所 池　田　　弦　樹

福祉部子ども政策局子ども未来
課

水戸土木事務所 福　田　　真　帆
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農林水産部農地局農村計画課 県西農林事務所境土地改良事務
所

今　川　　なつみ

農林水産部農地局農地整備課 県央農林事務所 福　地　　　　渉
農林水産部農地局農地整備課 県央農林事務所 遠　藤　　丈　大
農林水産部農地局農地整備課 県南農林事務所稲敷土地改良事

務所
塚　本　　佑　紀

県北農林事務所 農林水産部林政課 延對寺　　恭　平
県北農林事務所 農林水産部農地局農地整備課 髙　場　　真　一
県北農林事務所 県央農林事務所 渡　邊　　翔香偉
県北農林事務所 鹿行農林事務所 山　本　　紳　兵
県北農林事務所 県西農林事務所 浦　井　　教　光
県北農林事務所 県西農林事務所 髙　槗　　航太郎
県北農林事務所 農業総合センター園芸研究所 下河邉　　裕　二
県北農林事務所高萩土地改良事
務所

農林水産部農地局農地整備課 堀　江　　　　渉

県央農林事務所 農林水産部農地局農地整備課 青　木　　信　也
県央農林事務所 県北農林事務所 飯　田　　　　睦
県央農林事務所 県南農林事務所稲敷地域農業改

良普及センター
千ケ﨑　　拓　也

県央農林事務所 県西農林事務所 綿　引　　直　哉
県央農林事務所 県西農林事務所坂東地域農業改

良普及センター
久　米　　千　織

県央農林事務所 県西農林事務所境土地改良事務
所

飯　塚　　昌　広

県央農林事務所 畜産センター 宮　下　　　　理
鹿行農林事務所 農林水産部農業政策課 山　崎　　る　な
鹿行農林事務所 農林水産部林政課 綿　引　　　　孝
鹿行農林事務所 県北農林事務所 長　本　　真　弥
鹿行農林事務所 県北農林事務所 堀　江　　優　衣
鹿行農林事務所 県南農林事務所 阿久津　　康　平
鹿行農林事務所 農業総合センター園芸研究所 柏　木　　未　紀
鹿行農林事務所 林業技術センター 今　橋　　大　輔
県南農林事務所 県北農林事務所 藤　咲　　聡　美
県南農林事務所 県北農林事務所高萩土地改良事

務所
星　野　　佑　太

県南農林事務所 県央農林事務所 皆　川　　知　也
県南農林事務所 鹿行農林事務所 稲　葉　　大　貴
県南農林事務所 畜産センター 齊　藤　　訓　央
県南農林事務所稲敷地域農業改
良普及センター

鹿行農林事務所 石　川　　龍　郎

県南農林事務所稲敷土地改良事
務所

鹿行農林事務所 内　田　　拓　真

県南農林事務所稲敷土地改良事
務所

県南農林事務所 太　田　　亜由美

県西農林事務所 農林水産部農地局農村計画課 中　村　　祐　介
県西農林事務所 県北農林事務所 井　川　　貴　博
県西農林事務所 県央農林事務所 田　中　　愛　子
県西農林事務所 畜産センター 鈴　木　　菜　月
県西農林事務所境土地改良事務
所

県南農林事務所 齋　藤　　　　駿

畜産センター 県北農林事務所 中　島　　広　明
畜産センター 鹿行農林事務所 日　野　　　　翔
畜産センター 県南農林事務所 坪　井　　佑　季
畜産センター 県南農林事務所 豊　原　　賢　悟
農業総合センター 県西農林事務所 齊　藤　　賀　一
農業総合センター園芸研究所 県南農林事務所 比屋根　　雅　子
農業総合センター園芸研究所 県西農林事務所 嶋　川　　真理子
農業総合センター農業大学校 県西農林事務所 横　山　　美　里
林業技術センター 県南農林事務所 石　井　　正　明

（土木部）
土木部検査指導課 鹿行県民センター 木　村　　俊　也
土木部検査指導課 水戸土木事務所 大　川　　具　視
土木部検査指導課 常陸大宮土木事務所 玉　造　　秀　典
土木部道路建設課 土浦土木事務所 青　木　　祐　太
土木部道路建設課 鉾田工事事務所 森　田　　裕　紀
土木部道路建設課 竜ケ崎工事事務所 矢　口　　直　人
土木部道路建設課 境工事事務所 今　城　　滉　基
土木部道路維持課 土木部河川課 大久保　　克　紀
土木部道路維持課 水戸土木事務所 米　川　　雄　平
土木部道路維持課 土浦土木事務所 仙　波　　正　樹
土木部道路維持課 茨城港湾事務所 杉　山　　茂　樹
土木部河川課 水戸土木事務所 小　林　　拓　矢
土木部河川課 常陸大宮土木事務所 松　田　　大　志
土木部河川課 土浦土木事務所 飯　島　　佑　介
土木部河川課 高萩工事事務所 湊　　　　一　真
土木部河川課 竜ケ崎工事事務所 大和田　　洸　希
土木部港湾課 水戸土木事務所 堀　越　　智　尋
土木部港湾課 土浦土木事務所 中　川　　拓　也
土木部港湾課 土浦土木事務所 海　野　　稜　一
土木部港湾課 竜ケ崎工事事務所 根　本　　拓　哉
土木部営繕課 鹿行県民センター 小　川　　慶一郎
土木部営繕課 県南県民センター 外　岡　　良　汰
土木部営繕課 土木部都市局下水道課 棚　部　　淳　也
土木部営繕課 土木部都市局建築指導課 横　山　　　　渚
土木部営繕課 高萩工事事務所 村　田　　洋一郎
土木部都市局都市整備課 常陸太田工事事務所 大　森　　真　央
土木部都市局都市整備課 常総工事事務所 後　藤　　博　一
土木部都市局下水道課 竜ケ崎工事事務所 稲　田　　健　太
土木部都市局下水道課 流域下水道事務所 髙　槗　　将　人
土木部都市局下水道課 流域下水道事務所 小笠原　　一　樹
土木部都市局建築指導課 土木部営繕課 吉　成　　　　隼
土木部都市局建築指導課 土木部都市局都市計画課 清　水　　智　之
土木部都市局建築指導課 土木部都市局住宅課 小　室　　直　樹
土木部都市局住宅課 医療大学 　　池　　亮　太
土木部都市局住宅課 土木部検査指導課 増　澤　　　　暁
水戸土木事務所 土木部道路建設課 飯　塚　　　　淳
水戸土木事務所 土木部河川課 松　井　　俊　一
水戸土木事務所 常陸大宮土木事務所 大　串　　　　陸
水戸土木事務所 土浦土木事務所 渡　邉　　智　則

精神保健福祉センター 土木部港湾課 新　堀　　陽　一
（営業戦略部）
営業戦略部観光物産課 農林水産部農地局農村計画課 大和田　　康　洋
営業戦略部国際観光課 土浦土木事務所 服　部　　太　一
営業戦略部東京渉外局ＰＲ・誘
致チーム

境工事事務所 飯　村　　　　聖

（立地推進部）
立地推進部立地整備課 流域下水道事務所 廣　瀬　　啓　丞
立地推進部宅地整備販売課 土木部監理課 長　坂　　雄　介

（産業戦略部）
産業戦略部産業政策課 土浦土木事務所 柴　尾　　美　亜
産業戦略部技術振興局科学技術
振興課

政策企画部県北振興局 相　田　　大　輔

産業技術イノベーションセン
ター

土木部検査指導課 高　岡　　　　諒

（農林水産部）
農林水産部林政課 農林水産部農地局農地整備課 酒　井　　真　美
農林水産部農地局農村計画課 政策企画部統計課 田　中　　悠　菜
農林水産部農地局農村計画課 日立保健所 根　本　　まどか
農林水産部農地局農地整備課 総務部総務課 出　口　　愛　美
農林水産部農地局農地整備課 産業戦略部技術振興局技術革新

課
稲　田　　由　美

県南農林事務所稲敷土地改良事
務所

竜ケ崎工事事務所 宮　本　　亜沙美

県西農林事務所 土木部都市局下水道課 大和田　　　　将
（土木部）
土木部監理課 防災・危機管理部消防安全課 金　山　　陽　祐
土木部用地課 保健福祉部医療局医療政策課 作　山　　嵩　弘
土木部検査指導課 行方県税事務所 佐　藤　　汐　莉
土木部検査指導課 保健福祉部長寿福祉推進課 吉　坂　　武　宏
土木部河川課 水戸県税事務所 大　武　　真　菜
土木部河川課 筑西県税事務所 新　井　　　　駿
土木部河川課 県民生活環境部廃棄物規制課 矢　部　　貴　大
土木部港湾課 行方県税事務所 寺　島　　紗也子
土木部港湾課 土浦県税事務所 石　川　　美友紀
土木部港湾課 政策企画部統計課 関　　　　友美子
土木部港湾課 （ミュージアムパーク茨城県自

然博物館）
檜　山　　　　諒

土木部都市局都市計画課 常陸太田県税事務所 渡　邊　　雄　大
土木部都市局都市計画課 保健福祉部厚生総務課 鈴　木　　拓　也
土木部都市局都市整備課 保健福祉部障害福祉課 岡　﨑　　香　澄
土木部都市局建築指導課 保健福祉部子ども政策局少子化

対策課
西　口　　和　範

水戸土木事務所 総務部管財課 月　岡　　隆　宏
水戸土木事務所 政策企画部統計課 石　濱　　毅　彦
水戸土木事務所 防災・危機管理部原子力安全対

策課
西　野　　悠　樹

水戸土木事務所 保健福祉部感染症対策課 大　川　　莞　太
水戸土木事務所 土浦土木事務所 江　幡　　和　也
常陸大宮土木事務所 常陸太田県税事務所 大　貫　　瑠　香
土浦土木事務所 行方県税事務所 井手上　　　　遥
土浦土木事務所 県民生活環境部環境政策課 西　野　　浩　平
土浦土木事務所 保健福祉部子ども政策局少子化

対策課
宮　田　　　　華

土浦土木事務所 県南農林事務所 山　本　　礼　子
筑西土木事務所 総務部知事公室報道・広聴課 鈴　木　　裕　貴
筑西土木事務所 土浦県税事務所 葛　生　　拓　也
筑西土木事務所 （企業局総務課） 川　﨑　　智　充
常陸太田工事事務所 県北農林事務所 三　次　　邦　彦
常陸太田工事事務所 会計事務局会計管理課 野　上　　和　美
鉾田工事事務所 鹿行県民センター 河　野　　将　弥
鉾田工事事務所 計量検定所 古　川　　　　塁
竜ケ崎工事事務所 総務部総務課 山　﨑　　拓　実
常総工事事務所 土浦土木事務所 安　藤　　文　子
境工事事務所 農林水産部産地振興課 郡　司　　　　怜
鹿島港湾事務所 鹿島産業技術専門学院 武　石　　綾　子
鹿島港湾事務所 土木部用地課 塙　　　　恵　介

技術非役付
新 現 氏　名

（総務部）
総務部管財課 土木部営繕課 三　上　　貴　央
総務部管財課 土木部営繕課 早　川　　大　祐
総務部管財課 土木部都市局住宅課 圷　　　　貴　之
総務部管財課 流域下水道事務所 寺　沼　　峰　人
鹿行県民センター 土木部都市局住宅課 鈴　木　　裕　斗
県南県民センター 土木部都市局建築指導課 阿　部　　　　舞
県西県民センター 土木部営繕課 岩　瀬　　慶　太
県西県民センター 土木部都市局建築指導課 田　口　　卓　哉

（政策企画部）
政策企画部水政課 （県南水道事務所） 松　本　　　　悠

（県民生活環境部）
霞ケ浦環境科学センター 県民生活環境部環境対策課 齋　藤　　佑　樹

（防災・危機管理部）
防災・危機管理部防災・危機管
理課

（県西水道事務所） 森　　　　純　哉

（保健医療部）
医療大学 流域下水道事務所 米　川　　　　聖

（営業戦略部）
営業戦略部観光物産課 土木部都市局都市整備課 角　田　　梨　奈
営業戦略部販売流通課 県央農林事務所 矢　越　　啓　悟

（農林水産部）
農林水産部農業政策課 県南農林事務所自治研修所 篠　塚　　開　斗
農林水産部林業課 県北農林事務所 小　黒　　　　航
農林水産部林業課 県北農林事務所 酒　葉　　政　行
農林水産部農地局農村計画課 県南農林事務所つくば地域農業

改良普及センター
吉　田　　　　稔

農林水産部農地局農村計画課 県南農林事務所稲敷土地改良事
務所

中　村　　周　平

水戸土木事務所 常陸太田工事事務所 小　林　　直　人
水戸土木事務所 （鹿行水道事務所） 木　村　　翔　太
常陸大宮土木事務所 土木部道路維持課 前　島　　史　和
常陸大宮土木事務所 土木部港湾課 平　石　　智　美
常陸大宮土木事務所 高萩工事事務所 柴　田　　光　彦
常陸大宮土木事務所 竜ケ崎工事事務所 大　橋　　香　穂
潮来土木事務所 土浦土木事務所 山　中　　祐　樹
土浦土木事務所 土木部道路建設課 諸　岡　　大　介
土浦土木事務所 土木部河川課 川　村　　英　貴
土浦土木事務所 土木部港湾課 小　林　　力　也
土浦土木事務所 土木部都市局下水道課 浅　野　　雄　咲
土浦土木事務所 常陸大宮土木事務所 柏　　　　将　徳
土浦土木事務所 潮来土木事務所 小田島　　佑　篤
土浦土木事務所 竜ケ崎工事事務所 栗　林　　将　希
土浦土木事務所 常総工事事務所 小　林　　侑　輝
土浦土木事務所 境工事事務所 田　村　　直　己
筑西土木事務所 土木部港湾課 秋　葉　　大　作
筑西土木事務所 高萩工事事務所 寺　門　　卓　哉
常陸太田工事事務所 茨城港湾事務所 清　水　　由　司
常陸太田工事事務所 茨城港湾事務所 永　沼　　幹　奈
高萩工事事務所 土木部河川課 秋　山　　智　信
高萩工事事務所 土浦土木事務所 梅　原　　祐　人
高萩工事事務所 筑西土木事務所 内　藤　　俊　行
高萩工事事務所 鉾田工事事務所 安　藤　　楓　人
高萩工事事務所 竜ケ崎工事事務所 髙　柿　　元　寛
高萩工事事務所 （企業局施設課） 江　村　　雄　輔
鉾田工事事務所 土木部道路維持課 松　本　　恵太朗
鉾田工事事務所 水戸土木事務所 中　島　　啓　輔
鉾田工事事務所 茨城港湾事務所 小田切　　顕　哉
竜ケ崎工事事務所 土木部道路維持課 土生都　　蒼　太
竜ケ崎工事事務所 土木部都市局都市整備課 大　関　　崇　史
竜ケ崎工事事務所 潮来土木事務所 宮　内　　　　照
竜ケ崎工事事務所 土浦土木事務所 大　山　　健　太
竜ケ崎工事事務所 （企業局施設課） 矢　口　　陽　介
常総工事事務所 土木部道路建設課 有　住　　竜　一
茨城港湾事務所 土木部道路維持課 鴨志田　　　　龍
茨城港湾事務所 水戸土木事務所 大　川　　浩　志
茨城港湾事務所 高萩工事事務所 栃　堀　　勇　也
鹿島港湾事務所 鉾田工事事務所 安　重　　愛　未
鹿島下水道事務所 防災・危機管理部防災・危機管

理課
萩　原　　純　平

鹿島下水道事務所 流域下水道事務所 大　森　　惇　史
流域下水道事務所 総務部管財課 海老原　　昌　幸
流域下水道事務所 総務部管財課 荒　井　　　　隼
流域下水道事務所 土浦土木事務所 長谷川　　大　介
流域下水道事務所 鹿島下水道事務所 小　林　　宏　史
流域下水道事務所 （県西水道事務所） 猿　田　　亮　介
流域下水道事務所 （中央病院） 井　坂　　郁　実

自治法派遣
新 現 氏　名

日立市へ派遣 土木部監理課付 大和田　　　　尚
古河市へ派遣 土木部監理課付 青　木　　偉　司
常陸太田市へ派遣 土木部監理課付 髙　橋　　　　学
笠間市へ派遣 土木部監理課付 関　根　　主　税
潮来市へ派遣 土木部監理課付 常　井　　俊　宏
坂東市へ派遣 土木部監理課主査 大　塚　　将　司
大洗町へ派遣 土木部監理課主査 岡　村　　正　巳

職員派遣
新 現 氏　名

茨城県開発公社へ 立地推進部立地整備課副参事 根　本　　泰　諭
立地推進部立地整備課主査 小山田　　　　伸
立地推進部立地整備課係長 永　沼　　慎　吾

茨城県土地開発公社へ 土木部都市局都市計画課技佐 郡　司　　秀　昭
土木部都市局都市計画課係長 林　　　　健　二
土木部都市局都市計画課係長 田　口　　文　一
土木部都市局都市計画課 渡　邊　　雄　大

茨城県議会へ出向 立地推進部立地整備課課長補佐 栗　原　　武　士
政策企画部地域振興課係長 廣　瀨　　景　子
県西農林事務所係長 菊　池　　恭　代
土木部用地課係長 郡　司　　真　一
農林水産部農地局農村計画課 磯　崎　　愛　衣
土木部港湾課 伊　藤　　愛　菜

茨城県監査委員へ出向 土木部港湾課係長 高　野　　浩　二
茨城県人事委員会へ出向 立地推進部立地整備課 井　坂　　大　樹
茨城県企業局へ出向 土木部監理課主査 横　山　　孝　夫

流域下水道事務所設備課長 小　泉　　洋　人
県民生活環境部水政課係長 金　親　　幸　宏
土木部監理課係長 生畑目　　慎　也
土木部都市局都市整備課係長 岡　本　　宴　徳
土木部都市局下水道課係長 金　井　　政　喜
筑西土木事務所係長 小　幡　　和　宏
鹿島港湾事務所係長 篠　﨑　　正　幸
県民生活環境部環境対策課 藤　井　　朋　子
土木部営繕課 草　間　　洋　輝
土木部都市局下水道課 小松崎　　正　貴
水戸土木事務所 安　齋　　由　佳
筑西土木事務所 倉　持　　稔　昭
鹿島下水道事務所 今　上　　夏　希

茨城県病院局へ出向 県南農林事務所稲敷土地改良事
務所係長

吉　田　　茂　紀

県西農林事務所係長 中　沢　　佳　則
竜ケ崎工事事務所係長 栁　　　　博　美
土木部営繕課 田　口　　昌　実
土木部都市局住宅課 藤　田　　直　哉
常陸大宮土木事務所 益　子　　晴　希

７面へ→
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鹿行水道事務所係長 県中央水道事務所係長 助　川　　明　男

県西水道事務所施設整備課長 県中央水道事務所整備課長 中　村　　篤　志

県西水道事務所新治浄水場長 県西水道事務所施設整備課長 関　根　　仁　彦

県西水道事務所係長 水質管理センター係長 関　　　　純　子

県中央水道事務所係長 県南水道事務所係長 根　本　　知　彰

水質管理センター係長 県西水道事務所係長 畑　澤　　美　雪

転入（事務役付）
新 現 氏　名

総務課係長 土木部都市局下水道課係長 金　井　　政　喜

業務課係長 土木部監理課係長 生畑目　　慎　也

転入（技術役付）
新 現 氏　名

施設課課長補佐 土木部監理課主査 横　山　　孝　夫

施設課課長補佐 土木部都市局流域下水道事務所
設備課長

小　泉　　洋　人

施設課係長 県民生活環境部水政課係長 金　親　　幸　宏

施設課係長 土木部都市局都市整備課係長 岡　本　　宴　徳

県南水道事務所阿見浄水場副場
長

産業戦略部技術振興局技術革新
課主査

浅　野　　健　治

県南水道事務所係長 筑西土木事務所係長 小　幡　　和　宏

県中央水道事務所整備課長 鹿島港湾事務所係長 篠　﨑　　正　幸

配置換（技術非役付）
新 現 氏　名

施設課 総務課 木　村　  祐　貴

施設課 県西水道事務所 草　野　  恵　佑

県南水道事務所 鹿行水道事務所 飯　島　  知　也

県南水道事務所 水質管理センター 泉　田　  　　翔

茨城県教育委員会へ出向 流域下水道事務所係長 石　川　　智　則

立地推進部立地推進課 篠　原　　広　徳

■企業局
配置換（事務役付）

新 現 氏　名

県中央水道事務所係長 総務課企画経営室係長 佐　竹　　裕　哲

配置換（技術役付）
新 現 氏　名

施設課主査 施設課係長 鶴　町　　　　誠

施設課係長 施設課 増　渕　　裕　介

施設課係長 施設課 栗　山　　賢　一

施設課係長 県南水道事務所係長 益　子　　幸　一

県南水道事務所浄水課長 鹿行水道事務所浄水課長 佐　藤　　孝　一

県南水道事務所整備課長 施設課主査 阿　部　　智　之

県南水道事務所利根川浄水場副
場長

鹿行水道水道事務所鰐川浄水場
副場長

藤　井　　道　夫

県南水道事務所阿見浄水場長 県南水道事務所浄水課長 岡　本　　由紀夫

県南水道事務所係長 施設課係長 佐　藤　　太　一

県南水道事務所係長 鹿行水道事務所係長 田　邉　　哲　洋

県南水道事務所係長 鹿行水道事務所係長 渡　辺　　克　弘

鹿行水道事務所浄水課長 施設課課長補佐 横　町　　　　勉

鹿行水道事務所鰐川浄水場長 施設課課長補佐 岩　崎　　英　雄

鹿行水道事務所鰐川浄水場副場
長

県南水道事務所阿見浄水場副場
長

雨　貝　　栄　治

鹿行水道事務所係長 県南水道事務所係長 野　口　　勇　太

鹿行水道事務所係長 県南水道事務所係長 西　脇　　　　覚

鹿行水道事務所 県南水道事務所 渡　邊　  秀　介

鹿行水道事務所 県西水道事務所 深　谷　  宗　令

県西水道事務所 鹿行水道事務所 大　内　  健　朗

転入（事務非役付）
新 現 氏　名

総務課 水戸土木事務所 安　齋　　由　佳

転入（技術非役付）
新 現 氏　名

県南水道事務所 鹿島下水道事務所 今　上　　夏　希

県西水道事務所 総務部人事課 會　田　　海　都

県西水道事務所 土木部営繕課 草　間　　洋　輝

県西水道事務所 筑西土木事務所 倉　持　　稔　昭

県中央水道事務所 総務部人事課 山　口　　直　紀

水質管理センター 総務部人事課 前　島　　克　樹

水質管理センター 土木部都市局下水道課 小松﨑　　正　貴

出向（技術役付）
新 現 氏　名

知事部局へ出向 施設課係長 助　川　　英　志

県南水道事務所整備課長 小　林　　清　二

県南水道事務所利根川浄水場副
場長

中　島　　秀　樹

県南水道事務所係長 井　坂　　一　仁

鹿行水道事務所係長 山　中　　真　人

県中央水道事務所係長 横　田　　定　家
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