
○令和２年度　北海道職員表彰【永年勤続】　（５３０名）

現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前

総務部 橋野　孝彦 総合政策部 市戸　敬二 保健福祉部 菊池　史絵

総務部 佐藤　友章 総合政策部 本多　康美 保健福祉部 髙野　敬志

総務部 松本　宏樹 総合政策部 髙見　芳彦 保健福祉部 箱石　ゆみ

総務部 伊藤　尚輝 総合政策部 細川　大生 保健福祉部 羽田野　隆之

総務部 藤田　高虎 総合政策部 佐藤　圭子 保健福祉部 小岩　順子

総務部 松平　浩一 総合政策部 元地　由香里 保健福祉部 古川　善照

総務部 阿部　憲明 総合政策部 斎藤　由彦 保健福祉部 白川　正一

総務部 川村　英貴 総合政策部 細谷　則之 保健福祉部 三浦　裕二

総務部 中谷　匡志 総合政策部 浅見　直範 保健福祉部 矢野　佳奈恵

総務部 上田　昌宏 総合政策部 早川　俊美 保健福祉部 勝沼　智子

総務部 川村　朱美 総合政策部 久々江　秀範 保健福祉部 若松　陽子

総務部 柳原　雄三 総合政策部 阿部　真理 保健福祉部 塙　志穂

総務部 清水川　潤 環境生活部 石山　博之 保健福祉部 神成　和江

総務部 中西　光弘 環境生活部 渡辺　明 保健福祉部 内田　智能

総務部 茂田　健行 環境生活部 本間　博人 保健福祉部 若狹　裕美

総務部 黒川　正路 環境生活部 花田　秀二 保健福祉部 阿部　孝美

総務部 福田　茅乃 環境生活部 立川　絹子 保健福祉部 藤田　靖

総務部 西村　由紀 環境生活部 石川　龍美 保健福祉部 長島　史子

総務部 坂口　尚子 環境生活部 井田　操 保健福祉部 板橋　潔

総務部 三浦　次郎 環境生活部 大久保　北斗 保健福祉部 南　秀人

総務部 國田　隆幸 環境生活部 髙野　政敏 経済部 佐々木　紀

総務部 渡部　泰明 環境生活部 武田　惣子 経済部 橋本　周

総務部 槇塚　貴稔 （元）環境生活部 髙嶋　秀徳 経済部 佐藤　昌彦

総務部 伊東　美弥子 環境生活部 三井　義也 経済部 井澤　亜紀

総務部 髙山　さとみ 保健福祉部 岡本　收司 経済部 伊藤　尊之

総務部 藤原　淳 保健福祉部 佐々木　隆行 経済部 富永　泰司

総務部 田上　裕了 保健福祉部 島田　一 経済部 大嶋　正嗣

総務部 鵜川　貴好 保健福祉部 栗原　安成 経済部 渡邉　哲

総務部 林　康治 保健福祉部 若森　吉広 経済部 黒須　成弘

総務部 谷村　隆行 保健福祉部 児玉　満 経済部 小林　美香

総合政策部 東　貴弘 保健福祉部 川戸　敦子 経済部 出口　裕一

総合政策部 道脇　正則 保健福祉部 一色　学 経済部 仲野　克彦

総合政策部 中尾　英樹 保健福祉部 安藤　慎治 経済部 青木　真郎

総合政策部 髙久　修 保健福祉部 森　みどり 経済部 曽我　晃

総合政策部 西本　研一 保健福祉部 萩原　貴男 経済部 平松　敏治

総合政策部 曽根　宏之 保健福祉部 三条　紳子 農政部 宮田　大

総合政策部 喜多　耕一 保健福祉部 宮本　晶恵 農政部 小笠原　重喜

総合政策部 本間　聖一 保健福祉部 日戸　利子 農政部 今西　規之

総合政策部 松居　英 保健福祉部 橋本　真希 農政部 川上　泰生

総合政策部 大久保　由美 保健福祉部 三島　令子 農政部 清水　文憲

総合政策部 松井　淳一 保健福祉部 竹田　紀行 農政部 鈴木　章代

総合政策部 武田　潤 保健福祉部 阿波加　忠純 農政部 藤田　眞美子



現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前

農政部 上野　健 建設部 菊池　昭宏 空知総合振興局 大平　純一

農政部 畠山　透 建設部 湯浅　昌弘 空知総合振興局 平木　将由

農政部 宮森　秀樹 建設部 檜森　俊哉 空知総合振興局 瀧村　孝行

農政部 上堀　孝之 建設部 松田　哲夫 空知総合振興局 藤野　雅俊

農政部 日戸　健 建設部 吉田　栄治 空知総合振興局 津端　公貴

農政部 平田　浩貴 建設部 尾﨑　幸嗣 空知総合振興局 須田　敦

農政部 白木　聡 建設部 大井川　崇志 空知総合振興局 須田　理恵

農政部 佐々木　悟 建設部 勝又　寛和 空知総合振興局 上坂　昌志

農政部 猪川　周二 建設部 羽生　耕次 空知総合振興局 伊藤　享介

農政部 馬渕　信司 建設部 佐藤　博司 空知総合振興局 高木　広樹

農政部 内藤　裕之 建設部 大野　雄一 空知総合振興局 伊藤　明博

農政部 川田　修 建設部 外山　智意 空知総合振興局 二又　秀明

水産林務部 村下　雅裕 建設部 野際　剛 空知総合振興局 品田　浩

水産林務部 髙橋　明裕 建設部 鈴木　伸広 空知総合振興局 中田　均

水産林務部 中野　薫 建設部 小川　泰子 空知総合振興局 石﨑　啓悟

水産林務部 大友　秀和 建設部 高田　誠 空知総合振興局 岡﨑　照和

水産林務部 佐々木　義信 建設部 汲川　哲也 空知総合振興局 佐久間　和人

水産林務部 四氏　雅一 建設部 東藤　忍 空知総合振興局 岩本　英二

水産林務部 野土　剛 出納局 坂田　誠司 石狩振興局 畑中　崇史

水産林務部 河邊　健享 出納局 田中　康徳 石狩振興局 木山　慎太郎

水産林務部 岡嶋　秀典 労働委員会事務局 菊地　直紀 石狩振興局 守山　英男

水産林務部 野村　博明 労働委員会事務局 上田　昭文 石狩振興局 髙木　智史

水産林務部 福見　弘人 労働委員会事務局 菊地　義憲 石狩振興局 柳田　基貴

水産林務部 遠藤　学 空知総合振興局 柴田　国博 石狩振興局 山際　恵子

水産林務部 橋本　暢 空知総合振興局 東　史子 石狩振興局 松代　眞也

水産林務部 飯田　宇之麿 空知総合振興局 珍田　芳樹 石狩振興局 吉岡　憲房

水産林務部 山畔　敏嗣 空知総合振興局 水岡　英幸 石狩振興局 高橋　秋

水産林務部 外岡　雄一 空知総合振興局 通山　志保 石狩振興局 堀　剛一

（元）水産林務部 花輪　隆幸 空知総合振興局 徳永　昇 （元）石狩振興局 竹内　勝弘

水産林務部 和田　光一 空知総合振興局 須田　伸 石狩振興局 吉仲　尚也

水産林務部 佐々木　良明 空知総合振興局 林　知哉 石狩振興局 伊藤　拓

水産林務部 小笠原　昭二 空知総合振興局 藤田　真司 石狩振興局 佐久間　裕美子

建設部 米山　晋司 空知総合振興局 深田　実昭 石狩振興局 木元　信幸

建設部 米谷　明真 空知総合振興局 沼田　真紀子 石狩振興局 渡邊　基

建設部 小林　啓司 空知総合振興局 本郷　武士 石狩振興局 野口　龍男

建設部 中里　孝士 空知総合振興局 森越　朋香 後志総合振興局 佐藤　丈晴

建設部 土井　俊明 空知総合振興局 小林　幸司 後志総合振興局 樋口　知己

建設部 小森　友晴 空知総合振興局 清水　洋伸 後志総合振興局 阿良　浩司

建設部 村中　利之 空知総合振興局 若田　貴義 後志総合振興局 小場　宏

建設部 荒田　哲男 空知総合振興局 佐々木　近義 後志総合振興局 星　廣司

建設部 若山　英樹 空知総合振興局 玉井　雅浩 後志総合振興局 市原　健一

建設部 多羽田　元己 空知総合振興局 赤池　利恵 後志総合振興局 折笠　雄樹



現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前

後志総合振興局 野上　賢次 胆振総合振興局 德永　春彦 渡島総合振興局 中嶋　洋紀

後志総合振興局 髙橋　好栄 胆振総合振興局 佐々木　忠 渡島総合振興局 工藤　俊典

後志総合振興局 渡邉　康子 日高振興局 北村　英則 渡島総合振興局 髙杉　晋吾

後志総合振興局 岩田　浩一 日高振興局 皆川　浩之 渡島総合振興局 蛯子　了

後志総合振興局 江島　吉宣 日高振興局 堀田　真一 （元）渡島総合振興局 田中　義行

後志総合振興局 佐藤　公一 日高振興局 吉野　一 渡島総合振興局 京野　英隆

後志総合振興局 畠山　尚久 日高振興局 笠松　茂紀 渡島総合振興局 源代　篤史

後志総合振興局 中村　浩 日高振興局 大谷　智樹 渡島総合振興局 鈴木　悟

後志総合振興局 山下　洋之 日高振興局 西澤　卓哉 渡島総合振興局 和田　真一

後志総合振興局 宮下　顕人 日高振興局 野矢　尚文 檜山振興局 伊東　則彦

後志総合振興局 工藤　利忠 日高振興局 野平　佳伸 檜山振興局 松本　世津子

後志総合振興局 佐藤　勝美 日高振興局 馬渕　利浩 檜山振興局 高瀬　博和

後志総合振興局 吉崎　正教 日高振興局 大塚　英樹 檜山振興局 井原　司

後志総合振興局 荒井　雅裕 日高振興局 佐藤　淳一 檜山振興局 田中　真尚

後志総合振興局 山本　浩之 日高振興局 小林　靖幸 檜山振興局 中西　常雄

後志総合振興局 金田　恭典 日高振興局 奥山　卓也 檜山振興局 小森　浩児

後志総合振興局 藤川　厚志 日高振興局 中嶋　諭 檜山振興局 白川　伸輔

胆振総合振興局 石浦　秀毅 渡島総合振興局 鳴海　拓史 上川総合振興局 田村　貴史

胆振総合振興局 佐々木　聡 渡島総合振興局 岸上　尚生 上川総合振興局 和田　良之

胆振総合振興局 小田　拓矢 渡島総合振興局 高橋　美智子 上川総合振興局 伊藤　晴美

胆振総合振興局 金木　政博 渡島総合振興局 中川　幹 上川総合振興局 山崎　文章

胆振総合振興局 佐藤　俊和 渡島総合振興局 本間　正一 上川総合振興局 山岡　巌

胆振総合振興局 川村　久仁浩 渡島総合振興局 田丸　寧之 上川総合振興局 小練　美由紀

胆振総合振興局 山岸　修 渡島総合振興局 鈴木　健司 上川総合振興局 石浦　敏恵

胆振総合振興局 川村　祐司 渡島総合振興局 鏡　法裕 上川総合振興局 山田　誠二

胆振総合振興局 藤田　栄一郎 渡島総合振興局 片石　昇 上川総合振興局 齋藤　麻里夫

胆振総合振興局 伊藤　裕一 渡島総合振興局 菅原　英徳 上川総合振興局 伊藤　伸江

胆振総合振興局 栗原　和久 渡島総合振興局 勝又　理恵 上川総合振興局 倉持　雅治

胆振総合振興局 能本　光正 渡島総合振興局 三國　尊宏 上川総合振興局 長岡　範之

胆振総合振興局 廣澤　忠 渡島総合振興局 中島　隆行 上川総合振興局 浦木　俊明

胆振総合振興局 小松　秀総 渡島総合振興局 加藤　秀美 上川総合振興局 今野　義博

胆振総合振興局 梅原　亨弥 渡島総合振興局 吉田　裕 上川総合振興局 石原　和幸

胆振総合振興局 嶋田　真也 渡島総合振興局 津村　健 上川総合振興局 餌取　率子

胆振総合振興局 神田　准 渡島総合振興局 行天　真人 上川総合振興局 牧野　幹芳

胆振総合振興局 北田　真一 渡島総合振興局 大島　淳一 上川総合振興局 登坂　淳

胆振総合振興局 佐々木　茂樹 渡島総合振興局 岡　泰子 上川総合振興局 綱島　英露

胆振総合振興局 林　雅則 渡島総合振興局 上野　敦司 上川総合振興局 冨塚　豪

胆振総合振興局 伊藤　忠雄 渡島総合振興局 福原　勉 上川総合振興局 堀　明

胆振総合振興局 多田　浩一 渡島総合振興局 相馬　敏之 上川総合振興局 熊谷　猛賢

胆振総合振興局 森口　幹博 渡島総合振興局 富木　充枝 上川総合振興局 関川　博次

胆振総合振興局 西山　寛 渡島総合振興局 片山　佳久 上川総合振興局 白壁　秀雄

胆振総合振興局 髙田　和久 渡島総合振興局 北村　崇 上川総合振興局 山中　嘉依



現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前 現所属（表彰時） 名前

上川総合振興局 川邉　富士夫 オホーツク総合振興局 山﨑　晃裕 十勝総合振興局 本田　貴広

上川総合振興局 坂本　一広 オホーツク総合振興局 稲葉　健司 十勝総合振興局 滝谷　敬貴

上川総合振興局 佐藤　晃壽 オホーツク総合振興局 川村　美樹 十勝総合振興局 中山　真

留萌振興局 宇野　稔弘 オホーツク総合振興局 角田　勝博 十勝総合振興局 神　悟

留萌振興局 面髙　昭裕 オホーツク総合振興局 大西　雅也 十勝総合振興局 功刀　英範

留萌振興局 松田　昌明 オホーツク総合振興局 山田　芳弘 十勝総合振興局 髙橋　靖

留萌振興局 留田　稔之 オホーツク総合振興局 山田　紳二 十勝総合振興局 川西　博史

留萌振興局 野村　英治 オホーツク総合振興局 奥州　幸子 十勝総合振興局 八田　昌史

留萌振興局 田口　雅明 オホーツク総合振興局 今井　健 十勝総合振興局 大野　和徳

留萌振興局 城野　直哉 オホーツク総合振興局 安田　努 釧路総合振興局 中村　公徳

留萌振興局 木村　健一 オホーツク総合振興局 後山　英俊 釧路総合振興局 上村　勝美

留萌振興局 石黒　友伊 オホーツク総合振興局 簾内　宏明 釧路総合振興局 沼舘　靖展

留萌振興局 小寺　和也 オホーツク総合振興局 青山　章吾 釧路総合振興局 石田　ひとみ

留萌振興局 松田　聖子 オホーツク総合振興局 冨加見　昌孝 釧路総合振興局 神代　光晴

留萌振興局 小野寺　達郎 オホーツク総合振興局 関嵜　義則 釧路総合振興局 加藤　好隆

留萌振興局 桐谷　栄一 オホーツク総合振興局 山本　正雄 釧路総合振興局 坂　文博

留萌振興局 安田　博之 オホーツク総合振興局 伊藤　剛 釧路総合振興局 牧野　克彦

宗谷総合振興局 林　恵一 オホーツク総合振興局 中川　義浩 釧路総合振興局 市川　宏

宗谷総合振興局 和田　憲明 オホーツク総合振興局 岩田　聡 釧路総合振興局 種村　勉

宗谷総合振興局 中島　浩之 オホーツク総合振興局 大谷　亨 釧路総合振興局 松本　宏幸

宗谷総合振興局 鎌田　直樹 オホーツク総合振興局 山本　和志 釧路総合振興局 樺澤　卓美

宗谷総合振興局 田中　宏昌 オホーツク総合振興局 渡　一男 釧路総合振興局 白戸　則幸

宗谷総合振興局 本前　伸一 オホーツク総合振興局 冨木　憲芳 釧路総合振興局 矢城　正英

宗谷総合振興局 荒谷　周二 オホーツク総合振興局 野田　哲也 釧路総合振興局 山本　義男

宗谷総合振興局 伊藤　雄二 十勝総合振興局 野口　泰弘 釧路総合振興局 佐野　真哉

宗谷総合振興局 德原　洋子 十勝総合振興局 丸山　豊 釧路総合振興局 玉置　淳二

宗谷総合振興局 今田　俊英 十勝総合振興局 中山　琴江 釧路総合振興局 伊藤　茂

宗谷総合振興局 成田　文博 十勝総合振興局 西山　栄治 釧路総合振興局 藤吉　浩幸

宗谷総合振興局 山谷　公二 十勝総合振興局 白戸　真奈美 釧路総合振興局 鳴海　誠二

宗谷総合振興局 嶋　尚之 十勝総合振興局 掛田　知希 釧路総合振興局 満田　壱敬

宗谷総合振興局 澤谷　裕司 十勝総合振興局 石田　知史 根室振興局 伊藤　公一

宗谷総合振興局 木戸　義則 十勝総合振興局 小畑　雅弘 根室振興局 中里　雅紀

オホーツク総合振興局 町田　圭 十勝総合振興局 山口　晋平 根室振興局 芳浪　直子

オホーツク総合振興局 金重　美文 十勝総合振興局 杉浦　美穂 根室振興局 鈴木　英樹

オホーツク総合振興局 山本　誠 十勝総合振興局 中野　真吾 根室振興局 山田　聖弘

オホーツク総合振興局 荒木　聡 十勝総合振興局 中島　浩子 根室振興局 鈴木　治

オホーツク総合振興局 福澤　淳一 十勝総合振興局 小澤　泰 根室振興局 村山　政信

オホーツク総合振興局 竹田　豊輝 十勝総合振興局 前田　慎一 根室振興局 横田　智弘

オホーツク総合振興局 山田　修一 十勝総合振興局 星野　英知 北海道議会事務局 伊藤 　修一

オホーツク総合振興局 池田　淑子 十勝総合振興局 片山　直一 北海道議会事務局 西川　尚利

オホーツク総合振興局 髙間　敏郎 十勝総合振興局 森　孝之 北海道議会事務局 笠井　浩

オホーツク総合振興局 村本　和也 （元）十勝総合振興局 小納谷　俊介 北海道議会事務局 中田　修



現所属（表彰時） 名前

監査委員事務局 宮永　利哉

監査委員事務局 中嶋　宣昭

監査委員事務局 稲津　伸昭

監査委員事務局 小松　周二

監査委員事務局 宇野　秀樹

人事委員会事務局 天間　陽子

人事委員会事務局 岩田　直樹

人事委員会事務局 山本　祐子

人事委員会事務局 岡村　淳一

道立病院局 粟井　是臣

道立病院局 太田　あけみ

道立病院局 竹内　米子

道立病院局 上林　博信

道立病院局 矢元　賀代

道立病院局 木村　崇

道立病院局 山田　智子

道立病院局 濱名　香代子

道立病院局 本田　修子

（元）道立病院局 越後　安子

道立病院局 小田　孝憲

道立病院局 大西　昌克

道立病院局 岡部　志保美

道立病院局 中村　由紀

道立病院局 北澤　恵子

道立病院局 山形　昌枝

道立病院局 門間　美栄

※外字が含まれる氏名については、常用漢字により掲載


