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保健福祉部長

経済部長

水産林務部長

会計管理者

総務部危機管理監

総合政策部次世代社会戦略監

総合政策部地域振興監

総合政策部交通企画監

環境生活部アイヌ政策監

保健福祉部新型コロナウイルス感染症対策監

保健福祉部少子高齢化対策監

経済部食産業振興監

農政部食の安全推進監

建設部建築企画監

労働委員会事務局長

札幌道税事務所長

保健福祉部少子高齢化対策監

総合政策部次世代社会戦略監

経済部食産業振興監

十勝総合振興局長

総務部財政局長

経済部次長

日高振興局長

留萌振興局長

総合政策部参与【総合研究機構（法人本部

保健福祉部感染症対策局長

保健福祉部次長

根室振興局長

総務部危機対策局長

建設部住宅局長

経済部次長

環境生活部スポーツ局長

兼ねて出納局長

経営管理部長）派遣】

兼北方領土対策根室地域本部長

兼経済部経済企画局長

兼環境生活部東京オリンピック連携局長

京谷　栄一

中島　俊明

山口　修司

水戸部　裕

古岡　昇

渡邉　宏和

北村　英則

宇野　稔弘

相田　俊一

佐賀井　祐一

鈴木　一博

遠藤　俊充

野崎　直人

細谷　俊人

仲野　克彦

長谷川　浩幸
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日高振興局長

渡島総合振興局長

留萌振興局長

オホーツク総合振興局長

十勝総合振興局長

根室振興局長

北海道議会事務局に出向

北海道人事委員会事務局に出向

北海道企業局に出向

総務部参与【札幌医科大学（事務局長）派遣

総合政策部参与【総合研究機構（法人本部経

総合政策部参与【総合研究機構（建築研究本

総務部次長

総務部人事局長

総務部財政局長

総務部教育・法人局長

水産林務部技監

総務部人事局長

総合政策部地域創生局長

農政部次長

農政部農村振興局長

水産林務部林務局長

総合政策部地域振興監

環境生活部アイヌ政策監

経済部地域経済局長

総務部次長

農政部食の安全推進監

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部地域行政局長

総務部危機対策局原子力安全対策担当局長

総合政策部交通政策局鉄道担当局長

環境生活部文化局長

兼ねて北方領土対策根室地域本部長

（事務局長）

（事務局長）

（企業局長）

】

営管理部長）派遣】

部長兼北方建築総合研究所長）派遣】

兼ねて総務部行政局長

兼総合政策部官民連携推進室長

兼総務部行政局長

機構（建築性能試験センター長）派遣】

兼総合政策部交通政策局新幹線担当局長

生田　泰

田中　仁

工藤　公仁

中島　和彦

芳賀　是則

岡嶋　秀典

佐々木　徹

佐藤　則子

佐藤　隆久

今田　和

横田　喜美子

西澤　拓哉

増田　弘幸

猪口　浩司

木村　敏康

成田　正行
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総務部危機対策局長

総務部危機対策局原子力安全対策担当局長

総務部北方領土対策本部北方領土対策局長

北方領土対策根室地域本部副本部長

総合政策部知事室次長

総合政策部官民連携推進室長

総合政策部政策局次長

総合政策部政策局企画担当局長

総合政策部次世代社会戦略局長

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部次世代社会戦略局ＩＣＴ推進担当

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興担

総合政策部地域創生局長

空知総合振興局副局長（地域創生部・保健環

総務部総務課長

札幌道税事務所自動車税部長

総務部北方領土対策本部北方領土対策課長

総務部人事局人事課長

総合政策部次世代社会戦略局ＩＣＴ推進担当

総務部行政局改革推進課長

総合政策部政策局次長

総合政策部知事室次長

農政部食の安全推進局食品政策課長

農政部生産振興局畜産振興課家畜衛生担当課

水産林務部水産局水産振興課長

環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課長

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー

環境生活部環境局環境政策課長

建設部住宅局建築指導課長

総合政策部総務課長

環境生活部環境局環境政策課水道広域化推進

総合政策部次長

兼ねて根室振興局副局長（北方領土問題担当

機構（中央農業試験場副場長）派遣】

機構（畜産試験場副場長）派遣】

機構（網走水産試験場長）派遣】

機構（さけます・内水面水産試験場副場長）

機構（工業試験場副場長）派遣】

機構（エネルギー・環境・地質研究所副所長

機構（建築性能試験センター長）派遣】

局長

当局長

境部・産業振興部担当）

局長

長

課長

兼経済部観光局観光振興課環境政策担当課長

室長

兼総合政策部政策局企画担当局長

吉川　政英

髙山　圭一

東田　俊和

須田　光政

飯田　滋

佐藤　秀行

大矢　邦博

天野　紀幸

所　健一郎

丸子　剛史

山口　俊昭

津久井　潤

髙野　政敏

北村　英士

竹花　英彰

飯沼　善範

西本　佳史

松田　尚子

和田　弘之

）

派遣】

）派遣】

兼空知総合振興局地域創生総括
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総合政策部地域行政局長

総合政策部交通政策局長

総合政策部交通政策局鉄道担当局長

総合政策部交通政策局新幹線担当局長

総合政策部交通政策局物流担当局長

総合政策部航空港湾局長

総合政策部航空港湾局施設管理担当局長

環境生活部次長

環境生活部環境保全局長

環境生活部自然環境局長

環境生活部環境保全局次長【石狩西部広域水

環境生活部環境保全局次長【石狩東部広域水

環境生活部文化局長

環境生活部スポーツ局長

保健福祉部次長

保健福祉部技監

保健福祉部健康安全局国保担当局長

総合政策部航空局長

総合政策部次世代社会戦略局長

総合政策部交通政策局交通企画課長

水産林務部総務課長

総合政策部交通政策局物流港湾担当局長

経済部観光局誘客担当局長

総合政策部航空局空港戦略担当局長

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興担

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

環境生活部環境局自然環境担当局長

環境生活部環境局次長【石狩西部広域水道企

環境生活部環境局次長【石狩東部広域水道企

心身障害者総合相談所副所長

総合政策部交通政策局長

道立病院局次長

保健福祉部地域医療推進局地域医療課医療参

課医療参事

保健福祉部福祉局障がい者支援担当局長

道企業団派遣】

道企業団派遣】

当局長兼総合政策部次世代社会戦略局科学技

機構（エネルギー・環境・地質研究所副所長

業団派遣】

業団派遣】

事兼保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医

清水目　剛

千葉　繁

斎藤　由彦

金盛　修

野口　正浩

清水　茂男

前川　晃輝

佐藤　充孝

竹澤　祐幸

高橋　奉己

北村　浩樹

梶川　浩二

塚田　みゆき

髙見　芳彦

福原　靖博

人見　嘉哲

新井　明

術振興課長

）派遣】

療参事兼保健福祉部感染症対策局感染症対策
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保健福祉部感染症対策局長

保健福祉部感染症対策局予防接種担当局長

保健福祉部感染症対策局医療体制担当局長

保健福祉部福祉局長

保健福祉部福祉局障がい者支援担当局長

保健福祉部高齢者支援局長

経済部次長

経済部食関連産業局長

経済部観光局誘客担当局長

経済部地域経済局長

経済部労働政策局長

経済部労働政策局産業人材担当局長

農政部次長

農政部技監

農政部生産振興局技術支援担当局長

農政部農村振興局長

農政部農村振興局活性化支援担当局長

保健福祉部感染症対策局次長

保健福祉部健康安全局地域保健課長

子ども総合医療・療育センター事務長

保健福祉部高齢者支援局長

農政部生産振興局畜産振興課環境飼料担当課

保健福祉部総務課長

経済部食関連産業局長

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

総合政策部知事室広報広聴課長

経済部地域経済局中小企業課長

経済部労働政策局長

労働委員会事務局次長

農政部農政課長

農政部農村振興局農村設計課長

総合政策部次世代社会戦略局次長【総合研究

農政部技監

留萌振興局副局長（地域創生部・保健環境部

兼ねて経済部経済企画局長

長

機構（工業試験場副場長）派遣】

兼経済部労働政策局産業人材担当局長

兼労働委員会事務局総務審査課長

機構（中央農業試験場副場長）派遣】

・産業振興部担当）

古川　秀明

千葉　修

笹谷　昌樹

吉田　充

石橋　隆一

板垣　臣昭

新津　健次

藤村　弘之

中尾　敦

上原　和信

辻　堅也

赤塚　孝行

鈴木　賢一

大西　峰隆

山野寺　元一

高崎　悟

鹿野　訓久
兼留萌振興局地域創生総括
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水産林務部技監

水産林務部水産局長

水産林務部水産局水産基盤整備担当局長

水産林務部林務局長

水産林務部林務局森林計画担当局長

水産林務部森林環境局長

建設部次長

建設部建設政策局次長【建設技術センター

建設部建設政策局建設業担当局長

建設部建設政策局建設企画担当局長

建設部まちづくり局長

建設部住宅局長

建設部建築局長

建設部建築局施設整備・脱炭素化担当局長

出納局次長

出納局会計管理室長

労働委員会事務局次長

水産林務部水産局水産基盤整備担当局長

水産林務部水産局漁業管理課長

日高振興局副局長（地域創生部・保健環境部

水産林務部森林環境局長

水産林務部林務局林業木材課長

北の森づくり専門学院長

建設部建設政策局建設業担当局長

建設部土木局河川砂防課長

留萌振興局副局長（建設管理部担当）

空知総合振興局副局長（建設管理部担当）

上川総合振興局副局長（建設管理部担当）

建設部建築局長

建設部建築局建築整備課長

建設部建築局計画管理課長兼環境生活部ゼロ

宗谷総合振興局副局長（地域創生部・保健環

保健福祉部健康安全局国保担当局長

北方領土対策根室地域本部副本部長

兼ねて水産林務部水産局全国豊かな海づくり

派遣】

・産業振興部担当）

兼水産林務部森林環境局全国育樹祭推進室長

兼石狩振興局副局長

カーボン推進局ゼロカーボン戦略課道有施設

境部・産業振興部担当）

兼根室振興局副局長（北方領土問題担当）

矢本　諭

近藤　将基

杉西　紀元

野村　博明

加納　剛

寺田　宏

斎藤　知郷

髙橋　浩揮

千葉　正彦

河合　龍寿

信太　一人

大野　雄一

石丸　貴康

髙橋　信二

岩田　伸正

船木　誠

小松　靖史

大会推進室長

兼日高振興局地域創生総括

脱炭素化担当課長

兼宗谷総合振興局地域創生総括
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札幌道税事務所自動車税部長

北海道博物館副館長

兼ねて環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政

心身障害者総合相談所長

心身障害者総合相談所副所長

衛生研究所副所長

札幌高等技術専門学院長

北の森づくり専門学院長

空知総合振興局副局長（地域創生部・保健環

空知総合振興局副局長（建設管理部担当）

空知総合振興局森林室長

胆振総合振興局副局長（地域創生部・保健環

日高振興局副局長（地域創生部・保健環境部

檜山振興局副局長（地域創生部・保健環境部

上川総合振興局副局長（建設管理部担当）

留萌振興局副局長（地域創生部・保健環境部

留萌振興局副局長（建設管理部担当）

宗谷総合振興局副局長（地域創生部・保健環

オホーツク総合振興局副局長（建設管理部担

総務部財政局税務課長

総合政策部国際局国際課長

北海道博物館学芸副館長兼北海道博物館アイ

保健福祉部技監

経済部労働政策局産業人材課長

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課精神医

経済部産業振興局産業振興課長

水産林務部林務局森林計画担当局長

総務部行政局文書課長

建設部建設政策局次長【建設技術センター派

水産林務部森林環境局全国育樹祭推進室参事

経済部地域経済局中小企業課調整担当課長

農政部農村振興局農村整備課長

総合政策部知事室広報広聴課広報担当課長

総合政策部計画局計画推進課社会資本・強靱

水産林務部総務課企画調整担当課長

建設部総務課長

オホーツク総合振興局東部森林室長

建設部建設政策局建設政策課長兼環境生活部

策課調査研究担当課長

境部・産業振興部担当）

兼ねて石狩振興局副局長

境部・産業振興部担当）

・産業振興部担当）

・産業振興部担当）

・産業振興部担当）

境部・産業振興部担当）

当）

兼総合政策部国際局国際課多文化共生担当課

ヌ民族文化研究センター長兼北海道博物館研

兼環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課

療担当課長兼経済部観光局観光振興課精神保

遣】

兼環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課

化担当課長

アイヌ政策推進局アイヌ政策課周辺整備調整

大西　陽司

曽根　宏之

小川　正人

廣島　孝

匂坂　圭子

中野　繁

安田　直樹

土屋　禎治

宮森　隆之

金澤　克人

佐々木　裕明

伊藤　雅実

五十嵐　尚

三浦　寛明

　川　雅晴

山口　知子

平館　孝浩

飯田　宇之麿

橋本　雄太

兼ねて空知総合振興局地域創生総括

兼ねて胆振総合振興局地域創生総括

兼ねて日高振興局地域創生総括

兼ねて檜山振興局地域創生総括

兼ねて留萌振興局地域創生総括

兼ねて宗谷総合振興局地域創生総括

長

究部長

担い手育成担当課長

健調整担当課長

広報活動担当課長

担当課長兼経済部観光局観光振興課建設政策
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オホーツク総合振興局東部森林室長

十勝総合振興局副局長（建設管理部担当）

十勝総合振興局森林室長

北海道監査委員事務局に出向

北海道人事委員会事務局に出向

北海道教育委員会に出向

北海道教育委員会に出向

道立病院局に出向

道立病院局に出向

総務部総務課長

総務部行政局文書課長

総務部行政局文書課訟務担当課長

総務部行政局改革推進課長

総務部人事局人事課長

総務部人事局人事課給与服務担当課長

総務部人事局職員事務課長

担当課長

十勝総合振興局森林室長

建設部建設政策局建設政策課交通基盤担当課

胆振総合振興局森林室長

オホーツク総合振興局副局長（建設管理部担

総務部教育・法人局長

農政部生産振興局技術支援担当局長

総合政策部計画局計画推進課長

保健福祉部感染症対策局医療体制担当局長

石狩振興局保健環境部保健行政室長

総務部人事局人事課給与服務担当課長

総務部危機対策局原子力安全対策課長

十勝総合振興局地域創生部長

日高振興局地域創生部長

経済部食関連産業局食産業振興課長

オホーツク総合振興局地域創生部長

企業局工業用水道課長

（技術監査監）

（事務局次長）

（学校教育局指導担当局長兼ねて静内農業高

（留萌教育局長）

（道立病院局次長）

（子ども総合医療・療育センター事務長）

長

当）

川西　博史

鷲尾　亨

中村　喜裕

中尾　英樹

竹縄　維章

桑名　真人

川村　秀明

畑島　久雄

上山　卓志

岡本　拓司

鳥井　慎一

久門　修

古田　生介

北山　雄彦

　井　信宏

出口　憲史

等学校副校長）



人　　事　　発　　令

（ 付） 頁

発　　令　　事　　項 現　　　　　職 氏　　　名

令和　４年　４月　１日   9

総務部財政局財政課資金担当課長

総務部財政局税務課長

総務部財政局税務課税務対策担当課長

総務部教育・法人局法人団体課長

総務部教育・法人局法人団体課大学法人担当

総務部教育・法人局法人団体課参事【札幌医

総務部教育・法人局法人団体課参事【札幌医

総務部教育・法人局法人団体課参事【札幌医

総務部危機対策局危機対策課消防担当課長

総務部危機対策局原子力安全対策課長

総務部北方領土対策本部北方領土対策課長

総務部北方領土対策本部北方領土対策課共同

東京事務所行政課長

東京事務所行政課参事

札幌道税事務所税務管理部課税第一課長

札幌道税事務所税務管理部課税第二課長

札幌道税事務所税務管理部納税課長

消防学校副校長

消防学校副校長

総務部財政局財政課課長補佐

総務部財政局税務課税務対策担当課長

札幌道税事務所税務管理部課税第二課長

農政部農業経営局農地調整課長

日高振興局保健環境部くらし・子育て担当部

保健福祉部感染症対策局感染症対策課療養体

監査委員事務局技術監査課技術主監

環境生活部文化局文化振興課課長補佐

消防学校副校長

人事委員会事務局給与課長

東京事務所行政課長

後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室次

総務部人事局人事課課長補佐

保健福祉部総務課課長補佐

札幌道税事務所税務管理部納税課長

札幌道税事務所税務管理部課税第一課課長補

総務部財政局税務課課長補佐

消防学校主任講師（札幌市併任）

道議会事務局総務課課長補佐

課長

科大学（事務局総務課長）派遣】

科大学（事務局管財課長）派遣】

科大学（事務局学務課長）派遣】

経済活動担当課長

兼ねて消防学校総務課長

長

制担当課長

兼消防学校総務課長

長

佐

髙畠　研人

佐藤　敏文

赤坂　誠司

長谷　正大

猪股　由起

保﨑　正弥

川岸　康司

大野　真実

伊賀　学

稲場　勝敏

播磨　康宏

白石　奈美路

山本　裕之

佐々木　隆行

内見　和幸

豊吉　雅明

土屋　恵一

藤田　誠

阿部　進
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原子力環境センター所長

総合政策部総務課長

総合政策部知事室広報広聴課長

総合政策部知事室広報広聴課広報担当課長

総合政策部知事室道政相談センター所長

総合政策部官民連携推進室参事

総合政策部政策局参事

総合政策部政策局参事

総合政策部政策局参事

総合政策部計画局計画推進課長

総合政策部計画局計画推進課社会資本・強靱

総合政策部計画局土地水対策課長

総合政策部計画局統計課長

総合政策部国際局国際課長

総合政策部国際局国際課多文化共生担当課長

総合政策部国際局国際課パスポートセンター

総合政策部次世代社会戦略局デジタルトラン

総合政策部次世代社会戦略局情報政策課長

環境生活部環境局環境政策課課長補佐

胆振総合振興局地域創生部長

総合政策部政策局参事

総合政策部政策局主幹

オホーツク総合振興局西部森林室次長

総合政策部知事室秘書課課長補佐

総務部人事局人事課課長補佐

総務部財政局財政課課長補佐

総合政策部計画局計画推進課課長補佐

経済部観光局観光振興課国際戦略担当課長

後志総合振興局小樽建設管理部事業室長

総合政策部地域行政局行政連携課長

総務部教育・法人局大学法人課参事【札幌医

総合政策部交通政策局交通企画課公共交通支

経済部観光局観光振興課誘客推進担当課長兼

課観光担当課長

総合政策部地域行政局市町村課財政・公営企

総合政策部次世代社会戦略局情報政策課長

総合政策部次世代社会戦略局情報政策課情報

化担当課長

所長

スフォーメーション推進課長

兼オホーツク総合振興局西部森林室管理課長

科大学（事務局総務課長）派遣】

援担当課長

総合政策部航空局航空課国際観光推進担当課

業担当課長

基盤担当課長

高橋　和紀

蓮見　光志

鞠子　宜紀

箭本　充

西澤　正

福山　　也

藤原　和道

林下　千栄

菅原　伸一

佐々木　敏

上前　孝之

齋藤　幹夫

奥野　良聡

早川　由世

池田　和明

大友　秀樹

小林　靖幸

鈴木　昭弘

兼オホーツク総合振興局西部森林室主幹

長兼環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策
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総合政策部次世代社会戦略局情報政策課情報

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

総合政策部地域創生局地域戦略課長

総合政策部地域創生局地域政策課移住交流担

総合政策部地域行政局市町村課財政担当課長

総合政策部地域行政局市町村課公営企業担当

総合政策部地域行政局行政連携課長

総合政策部交通政策局交通企画課長

総合政策部交通政策局交通企画課公共交通支

総合政策部交通政策局交通企画課新幹線推進

総合政策部航空港湾局航空課長

石狩振興局地域創生部長

環境生活部環境局自然環境課エゾシカ担当課

上川総合振興局保健環境部くらし・子育て担

総務部財政局財政課課長補佐

水産林務部水産局水産経営課課長補佐

渡島総合振興局東部森林室次長

上川総合振興局南部森林室次長

総務部教育・法人局学事課課長補佐

経済部総務課課長補佐

環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課主

建設部住宅局建築指導課課長補佐

総合政策部地域創生局地域戦略課長兼環境生

総合政策部政策局参事

総務部教育・法人局大学法人課参事【札幌医

総合政策部政策局参事

総合政策部官民連携推進室参事

総合政策部航空局航空課長兼総合政策部航空

総合政策部交通政策局交通企画課主幹

上川総合振興局地域創生部長

総合政策部航空局航空課空港戦略担当課長

基盤担当課長

長兼ねて総合政策部次世代社会戦略局科学技

参事【総合研究機構（法人本部経営管理部副

参事【総合研究機構（法人本部研究戦略部副

参事【総合研究機構（釧路水産試験場総務部

参事【総合研究機構派遣（森林研究本部総務

参事【総合研究機構（林産試験場総務部長兼

参事【総合研究機構（産業技術環境研究本部

参事【総合研究機構（ものづくり支援センタ

参事【総合研究機構（エネルギー・環境・地

参事【総合研究機構（建築研究本部企画調整

当課長

課長

援担当課長

担当課長

長

当部長

兼渡島総合振興局東部森林室管理課長

兼上川総合振興局南部森林室管理課長

兼総務部人事局人事課主幹

幹

活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課地域戦略

科大学（事務局学務課長）派遣】

局航空課航空ネットワーク担当課長兼経済部

守山　英男

藤嶋　泰道

蝦名　勝徳

山田　孝

桜庭　邦広

藤原　宏行

菅谷　恵美子

鶴蒔　早佳英

松浦　隆彰

小島　圭介

本荘　和敏

馬場　俊哉

尾﨑　匡

森越　誠

内藤　敏徳

木下　広

渡辺　和隆

小林　達也

加茂　秀治

嶋田　貴洋

術振興課産学官連携室長

部長兼監査室長）派遣】

部長）派遣】

長兼総務課長）派遣】

部長兼総務課長）派遣】

総務課長）派遣】

総務部長兼総務課長）派遣】

ー技術支援部長）派遣】

質研究所総務部長兼総務課長）派遣】

部長）派遣】

兼渡島総合振興局東部森林室主幹

兼上川総合振興局南部森林室主幹

担当課長

観光局観光振興課国際航空連携担当課長
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総合政策部航空港湾局航空課空港戦略担当課

総合政策部航空港湾局航空課空港港湾担当課

総合政策部航空港湾局航空課新千歳空港周辺

総合政策部参事【新千歳空港周辺環境整備財

総合政策部参事【八雲町派遣】

環境生活部総務課長

環境生活部総務課政策調整担当課長

環境生活部環境保全局環境政策課長

環境生活部環境保全局環境政策課水道広域化

環境生活部自然環境局野生動物対策課長

環境生活部自然環境局野生動物対策課エゾシ

環境生活部自然環境局野生動物対策課ヒグマ

環境生活部ゼロカーボン推進局気候変動対策

環境生活部ゼロカーボン推進局気候変動対策

環境生活部くらし安全局道民生活課長

環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援

環境生活部くらし安全局消費者安全課長

環境生活部文化局文化振興課縄文世界遺産推

環境生活部スポーツ局スポーツ振興課オリン

国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネ

総合政策部交通政策局交通企画課港湾担当課

総合政策部交通政策局交通企画課新幹線推進

総務部北方領土対策本部北方領土対策課課長

総合政策部地域創生局地域政策課主幹

環境生活部総務課長

総合政策部政策局参事

環境生活部ゼロカーボン推進局気候変動対策

空知総合振興局地域創生部長

環境生活部環境局自然環境課動物管理担当課

環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課象

釧路総合振興局保健環境部くらし・子育て担

環境生活部環境局環境政策課環境計画担当課

環境生活部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン

環境生活部ゼロカーボン推進局気候変動対策

経済部観光局観光振興課観光事業担当課長

環境生活部東京オリンピック連携局東京オリ

石狩振興局保健環境部くらし・子育て担当部

環境生活部スポーツ局スポーツ振興課オリン

長兼ねて経済部観光局観光振興課国際航空連

長

対策担当課長

団派遣】

兼ねて経済部観光局観光振興課環境政策担当

推進室長

カ担当課長

対策室長

課長

課気候変動適応担当課長

室長

進室長

ピック・パラリンピック連携室長

ットワーク企画課専門官

長

担当課長

補佐

兼環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課

課長

長

徴空間担当課長

当部長

長

戦略課主幹

課気候変動適応担当課長

ンピック連携課長

長

ピック・パラリンピック連携室長兼環境生活

丹野　正樹

表谷　吉恭

香川　武範

上野　淳

田村　敏哉

村松　卓己

西　清人

阿部　和之

名苗　拓央

鈴木　英樹

田名瀬　雅元

井戸井　毅

佐々木　聡

三ッ木　寛史

本田　晃

今田　美幸

石動　貴子

家山　正吾

鏡　法裕

携担当課長

課長

調整担当課長

部東京オリンピック連携局東京オリンピック
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環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課長

環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課象

北海道博物館総務部長

北海道博物館学芸部長

保健福祉部総務課長

保健福祉部総務課政策調整担当課長

保健福祉部地域医療推進局地域医療課長

保健福祉部地域医療推進局地域医療課医師確

保健福祉部地域医療推進局地域医療課医療参

薬務課医療参事

保健福祉部地域医療推進局地域医療課医療参

対策課医療参事

保健福祉部地域医療推進局医務薬務課長

保健福祉部健康安全局地域保健課長

保健福祉部健康安全局地域保健課医療参事

保健福祉部健康安全局国保医療課長

保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化

連携課競技開催支援担当課長

環境生活部くらし安全局消費者安全課長

環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援

環境生活部総務課課長補佐

北海道博物館総務部学芸主幹

保健福祉部地域医療推進局地域医療課長

保健福祉部感染症対策局感染症対策課医療体

保健福祉部地域医療推進局医務薬務課長

東京事務所行政課参事

保健福祉部地域医療推進局地域医療課医療参

療参事

後志総合振興局保健環境部長兼保健福祉部子

長

保健福祉部感染症対策局感染症対策課交付金

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課長

胆振総合振興局保健環境部保健行政室医療参

保健福祉部健康安全局国保医療課国保広域化

厚沢部町副町長

徴空間担当課長

兼ねて北海道博物館総務部主幹

兼北海道博物館研究部学芸主幹

保担当課長

事兼保健福祉部感染症対策局感染症対策課医

事兼ねて保健福祉部健康安全局地域保健課医

兼ねて胆振総合振興局保健環境部苫小牧地域

担当課長

室長

兼北海道博物館研究部学芸主幹

制担当課長

事兼保健福祉部健康安全局地域保健課医療参

ども未来推進局子ども子育て支援課医療参事

担当課長

事

担当課長

鶴ケ崎　徹

髙石　浩子

島村　哲也

池田　貴夫

東　幸彦

竹内　正人

山谷　智彦

金須　孝夫

大　　宰

村松　司

岡村　卓治

遠藤　篤也

本田　和枝

山田　英雄

竹村　寛仁

療参事兼ねて保健福祉部地域医療推進局医務

療参事兼ねて保健福祉部感染症対策局感染症

保健室医療参事

事兼保健福祉部感染症対策局感染症対策課医

兼後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室
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保健福祉部感染症対策局感染症対策課市町村

保健福祉部感染症対策局感染症対策課ワクチ

保健福祉部感染症対策局感染症対策課医療体

保健福祉部感染症対策局感染症対策課療養体

保健福祉部感染症対策局感染症対策課支援調

保健福祉部福祉局地域福祉課長

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課長

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課精神医

保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支

保健福祉部参事【北見市派遣】

精神保健福祉センター次長

向陽学院長

大沼学園長

衛生研究所企画総務部長

天売診療所長

函館児童相談所長

北見児童相談所長

室蘭児童相談所長

根室振興局地域創生部長

釧路総合振興局産業振興部地域産業担当部長

江差病院事務長

後志総合振興局保健環境部くらし・子育て担

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保

保健福祉部総務課政策調整担当課長

十勝総合振興局保健環境部保健行政室長

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室長

保健福祉部参事【北見市派遣】

保健福祉部福祉局地域福祉課課長補佐

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

大沼学園長

大沼学園自立支援課長

胆振総合振興局室蘭建設管理部長

新規採用

保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課課

室蘭児童相談所長

函館児童相談所長

支援担当課長

ン戦略担当課長

制担当課長

制担当課長

整担当課長

療担当課長兼ねて経済部観光局観光振興課精

援課長

兼ねて向陽学院庶務課長

兼ねて大沼学園庶務課長

兼北方領土対策根室地域本部北方領土対策室

当部長

健室次長

参事【総合研究機構（エネルギー・環境・地

兼大沼学園庶務課長

兼胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室

長補佐

山田　昌弘

漆崎　卓哉

植村　直樹

町村　則幸

小島　則幸

森　みどり

秋田　裕幸

河谷　篤

菊谷　克己

野邊　聡

北野　ひろ子

赤坂　秀彦

内田　智能

阿部　聡

大野　義一朗

吉野　拓

箭原　信継

齊藤　雅章

神保健調整担当課長

長

質研究所総務部長兼総務課長）派遣】

長

兼保健福祉部福祉局地域福祉課主幹
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経済部経済企画局経済企画課長

経済部経済企画局経済企画課参事

経済部食関連産業局食産業振興課長

経済部食関連産業局食産業振興課食ブランド

経済部観光局観光振興課国際戦略担当課長

経済部観光局観光振興課誘客推進担当課長兼

局アイヌ政策課観光担当課長

経済部観光局観光振興課観光事業担当課長

経済部地域経済局中小企業課長

経済部地域経済局中小企業課地域商業担当課

経済部地域経済局中小企業課調整担当課長

経済部産業振興局産業振興課長

経済部産業振興局産業振興課苫東・石狩担当

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー

ネ促進担当課長

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー

経済部労働政策局雇用労政課長

経済部労働政策局雇用労政課長

胆振総合振興局産業振興部長

経済部食関連産業局食産業振興課食ブランド

経済部参事【食産業総合振興機構派遣】

総合政策部参事【新千歳空港周辺環境整備財

総合政策部航空局航空課新千歳空港周辺対策

総務部北方領土対策本部北方領土対策課共同

経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進

総務部危機対策局危機対策課消防担当課長

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー

進担当課長

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー

経済部経済企画局経済企画課企業活動支援担

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

建設部住宅局住宅課公社担当課長

経済部経済企画局経済企画課長

担当課長

ねて総合政策部航空港湾局航空課国際観光推

長

課長

課長

課エネルギー政策担当課長

課省エネ・新エネ促進室長兼ねて環境生活部

課産炭地・保安担当課長

兼ねて経済部労働政策局雇用労政課働き方改

担当課長

団派遣】

担当課長

経済活動担当課長

室長

参事【総合研究機構（産業技術環境研究本部

課省エネ・新エネ促進室長兼環境生活部ゼロ

参事【総合研究機構（法人本部研究戦略部副

課エネルギー政策担当課長

当課長

参事【総合研究機構（ものづくり支援センタ

西岡　孝一郎

藤田　栄一郎

林　優香

酒井　和雄

辻　哲也

大須賀　康高

渡部　泰明

福田　佳英

木戸　正典

川村　朱美

佐藤　正人

岩崎　法彦

川畑　千

北風　浩

横山　諭

三宅　亮

上野　修司

進担当課長兼ねて環境生活部アイヌ政策推進

ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課再エ

革推進室長

総務部長兼総務課長）派遣】

カーボン推進局ゼロカーボン戦略課再エネ促

部長）派遣】

ー技術支援部長）派遣】
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経済部労働政策局産業人材課長

経済部労働政策局産業人材課職業訓練担当課

計量検定所長

帯広高等技術専門学院長

釧路高等技術専門学院長

農政部農政課長

農政部競馬事業室参事

農政部食の安全推進局食品政策課長

農政部生産振興局畜産振興課家畜衛生担当課

農政部生産振興局畜産振興課環境飼料担当課

農政部生産振興局技術普及課上席普及指導員

農政部生産振興局技術普及課上席普及指導員

農政部農業経営局農業経営課農業金融担当課

農政部農業経営局農業経営課農業支援担当課

農政部農業経営局農地調整課長

農政部農村振興局農村設計課長

農政部農村振興局農村設計課活性化担当課長

農政部農村振興局事業調整課技術管理担当課

経済部地域経済局中小企業課地域商業担当課

経済部労働政策局産業人材課職業訓練担当課

日高振興局保健環境部保健行政室長

札幌高等技術専門学院次長

北見高等技術専門学院訓練管理課長

農政部農村振興局農村計画課長

農政部農業経営局農業経営課農業支援担当課

農政部競馬事業室参事

石狩家畜保健衛生所長

水産林務部林務局治山課森林保全担当課長

農政部生産振興局技術普及課総括普及指導員

農業大学校教務部主任講師

経済部産業振興局産業振興課苫東・石狩担当

釧路総合振興局産業振興部長

総務部教育・法人局大学法人課長

農政部農村振興局農地整備課長

農政部農村振興局農村計画課主幹

空知総合振興局産業振興部長

長

長

長

長

長

長

長

長

長

課長

佐川　泰隆

今西　昌志

大槻　智子

藤田　勝久

角田　光弘

大浦　正和

木村　良

下堀　亨

小田　茂樹

遠藤　隆

竹岡　裕之

山岸　修一

渡邉　哲

原　俊彦

内藤　智之

磯嶋　光世

勝海　勇人

竹田　治人

兼経済部経済企画局経済企画課参事
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農政部農村振興局農村計画課長

農政部農村振興局農村計画課国営調整担当課

農政部農村振興局農地整備課長

農政部農村振興局農地整備課草地整備担当課

農政部農村振興局農村整備課長

農業大学校教務部長

水産林務部総務課長

水産林務部総務課企画調整担当課長

水産林務部水産局水産経営課長

水産林務部水産局水産経営課水産食品担当課

水産林務部水産局水産振興課長

水産林務部水産局漁業管理課長

水産林務部水産局漁業管理課サケマス・内水

水産林務部水産局全国豊かな海づくり大会推

水産林務部水産局全国豊かな海づくり大会推

水産林務部林務局林業木材課長

水産林務部林務局林業木材課木材産業担当課

水産林務部林務局森林計画課長

農政部農村振興局農村計画課国営調整担当課

経済部参事【食産業総合振興機構派遣】

農政部農村振興局農村設計課活性化担当課長

農政部農村振興局事業調整課課長補佐

農政部農村振興局事業調整課技術管理担当課

上川総合振興局産業振興部上川農業改良普及

総務部財政局財政課資金担当課長

日高振興局産業振興部地域産業担当部長

水産林務部水産局水産経営課水産食品担当課

水産林務部水産局水産振興課海づくり大会担

檜山振興局産業振興部地域産業担当部長

水産林務部水産局漁業管理課サケマス・内水

根室振興局産業振興部長

保健福祉部感染症対策局感染症対策課支援調

水産林務部総務課課長補佐

水産林務部総務課課長補佐

日高振興局森林室長

林野庁森林整備部整備課課長補佐

長

長

長

面担当課長

進室参事

進室参事

長

兼ねて環境生活部ゼロカーボン推進局ゼロカ

長

長

センター富良野支所長

長

当課長

面担当課長

整担当課長

兼総務部人事局人事課主幹

鈴木　仁志

水谷　真司

岩田　正敏

野口　秀之

合田　俊昭

渡邉　和重

藤原　啓裕

成澤　直人

藤田　瑞代

住岡　理

佐々木　剛

村木　俊文

松村　悟

鹿野　なほみ

中村　淳

立原　泰直

常本　誠三

山口　博央
ーボン戦略課森林吸収源担当課長
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水産林務部林務局森林整備課長

水産林務部林務局森林整備課路網整備担当課

水産林務部林務局治山課森林保全担当課長

水産林務部森林環境局森林活用課首席普及指

建設部総務課長

建設部総務課用地担当課長

建設部建設政策局建設政策課長兼ねて環境生

建設政策担当課長

建設部建設政策局建設政策課交通基盤担当課

建設部建設政策局建設政策課政策調整担当課

建設部建設政策局維持管理防災課維持担当課

建設部建設政策局維持管理防災課管理担当課

建設部建設政策局建設管理課長

建設部建設政策局建設管理課建設業担当課長

建設部建設政策局建設管理課技術管理担当課

建設部土木局河川砂防課長

建設部土木局河川砂防課砂防災害担当課長

建設部まちづくり局都市計画課長

建設部まちづくり局都市環境課長

水産林務部林務局森林計画課長兼環境生活部

水産林務部林務局森林整備課課長補佐

宗谷総合振興局稚内建設管理部長

水産林務部林務局林業木材課木材産業担当課

建設部建設政策局建設管理課長

十勝総合振興局帯広建設管理部用地管理室長

十勝総合振興局帯広建設管理部事業室長

胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室長

監査委員事務局技術監査課長

宗谷総合振興局稚内建設管理部事業室長

宗谷総合振興局地域創生部長

建設部総務課用地担当課長

釧路総合振興局釧路建設管理部事業室長

建設部建設政策局維持管理防災課維持担当課

建設部土木局河川砂防課砂防災害担当課長

上川総合振興局旭川建設管理部事業室長

建設部まちづくり局都市環境課長

建設部建設政策局建設管理課技術管理担当課

長

導員兼ねて水産林務部森林環境局森林活用課

兼ねて建設部収用委員会事務局長

活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課周辺整備

長

長

長

長

長

ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課森林

兼宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室

長

兼建設部収用委員会事務局長

長

長

渡邉　訓男

佐々木　匠

相良　光彦

宮谷　勇

髙木　浩

荒木　政彦

上村　明弘

本間　広行

手塚　和史

黒田　健一

相良　修一

工藤　一浩

樺澤　卓美

今井　健

松田　哲夫

吉田　安範

道脇　正則

若山　英樹

林業普及担当課長

調整担当課長兼ねて経済部観光局観光振興課

吸収源担当課長

長
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建設部まちづくり局都市環境課参事

建設部まちづくり局都市環境課公園下水道担

建設部住宅局建築指導課長

建設部住宅局住宅課長

建設部住宅局住宅課公社担当課長

建設部建築局計画管理課長

建設部建築局建築保全課長

建設部建築局建築整備課長

建設部建築局建築整備課設備・環境担当課長

建設部建築局建築整備課施設整備・脱炭素化

課長

建設部参事【建設技術センター派遣】

出納局会計管理室審査第二課長

労働委員会事務局総務審査課長

北海道議会事務局に出向

北海道監査委員事務局に出向

北海道監査委員事務局に出向

建設部まちづくり局都市環境課公園下水道担

上川総合振興局旭川建設管理部事業室地域調

総務部教育・法人局大学法人課参事【札幌医

建設部参事【建設技術センター派遣】

環境生活部文化局文化振興課縄文世界遺産推

建設部建築局建築保全課長

建設部住宅局住宅課長

建設部建築局建築整備課大規模施設整備担当

建設部建築局計画管理課課長補佐兼環境生活

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

建設部建築局建築整備課課長補佐

出納局総務課

総務部行政局文書課訟務担当課長

保健福祉部健康安全局国保医療課長

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室次

留萌振興局保健環境部くらし・子育て担当部

当課長

担当課長兼ねて環境生活部ゼロカーボン推進

（総務課長）

（総括監査課特別監査担当課長）

（定期監査室監査第四課長）

当課長

整課長

科大学（事務局管財課長）派遣】

進室長

課長

部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課主

参事【総合研究機構（建築研究本部企画調整

長

長

浦城　和彦

山下　誠一

清水　浩史

渡邉　純一

津村　健

関根　伸

影山　友規

芥川　昌久

平野　修一

　原　誠

鈴木　伸広

稲場　雅　

渡邉　幹夫

田中　久徳

橋本　ひとみ

面髙　昭裕

局ゼロカーボン戦略課道有施設脱炭素化担当

幹

部長）派遣】
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北海道監査委員事務局に出向

北海道人事委員会事務局に出向

北海道企業局に出向

道立病院局に出向

空知総合振興局地域創生部長

空知総合振興局保健環境部くらし・子育て担

空知総合振興局保健環境部深川地域保健室長

空知総合振興局産業振興部長

空知総合振興局産業振興部地域産業担当部長

空知総合振興局札幌建設管理部事業室長

空知家畜保健衛生所長

石狩振興局地域創生部長

石狩振興局保健環境部くらし・子育て担当部

石狩振興局保健環境部保健行政室長

石狩振興局産業振興部地域産業担当部長

石狩家畜保健衛生所長

石狩家畜保健衛生所次長

農政部農村振興局農地整備課課長補佐

総務部人事局人事課課長補佐

総務部教育・法人局法人団体課長

保健福祉部健康安全局国保医療課課長補佐

空知総合振興局産業振興部地域産業担当部長

総務部行政局財産課課長補佐

渡島総合振興局保健環境部保健行政室主任技

農政部農村振興局農村設計課主幹

経済部食関連産業局食産業振興課課長補佐

後志総合振興局小樽建設管理部事業室地域調

日高家畜保健衛生所長

石狩振興局産業振興部地域産業担当部長

総務部総務課課長補佐

保健福祉部感染症対策局感染症対策課課長補

経済部食関連産業局食産業振興課課長補佐

十勝家畜保健衛生所長

農政部生産振興局畜産振興課主幹

（技術監査課長）

（給与課長）

（総務課長）

（江差病院事務長）

当部長

兼ねて保健福祉部子ども未来推進局子ども子

兼ねて空知総合振興局札幌建設管理部建設行

長

兼空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室

師

整課長

兼総務部人事局人事課主幹

佐

伊藤　克人

千葉　拓子

今田　信彦

加賀美　秀樹

小本　幸治

清水　直子

久保　憲昭

東　智岳

藤井　琢英

鈴木　博文

髙久　英徳

阿部　真理

工藤　一祥

西本　司

井澤　亜紀

奥村　利盛

信本　聖子

育て支援課医療参事

政室参事

参事

兼保健福祉部健康安全局地域保健課主幹
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後志総合振興局保健環境部長

後志総合振興局保健環境部くらし・子育て担

後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室次

後志総合振興局産業振興部後志農業改良普及

後志総合振興局小樽建設管理部長

後志総合振興局小樽建設管理部用地管理室長

後志総合振興局小樽建設管理部事業室長

胆振総合振興局地域創生部長

胆振総合振興局保健環境部保健行政室長

胆振総合振興局産業振興部長

胆振総合振興局産業振興部胆振農業改良普及

胆振総合振興局森林室長

胆振総合振興局室蘭建設管理部長

胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長

胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室長

早来食肉衛生検査所長

日高振興局地域創生部長

日高振興局保健環境部くらし・子育て担当部

渡島総合振興局保健環境部保健行政室医療参

農政部農業経営局農業経営課課長補佐

総合政策部地域行政局市町村課課長補佐

日高振興局産業振興部日高農業改良普及セン

宗谷総合振興局稚内建設管理部用地管理室長

留萌振興局留萌建設管理部用地管理室長

釧路総合振興局釧路建設管理部事業室地域調

総合政策部総務課課長補佐

上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室次

経済部経済企画局経済企画課主幹

宗谷総合振興局産業振興部宗谷農業改良普及

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

日高振興局保健環境部静内地域保健室次長

建設部建設政策局建設管理課課長補佐

留萌振興局留萌建設管理部事業室地域調整課

富良野食肉衛生検査所長

保健福祉部総務課課長補佐

環境生活部総務課課長補佐

兼ねて後志総合振興局保健環境部岩内地域保

当部長

長

センター所長

兼ねて後志総合振興局小樽建設管理部建設行

センター所長

兼ねて胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行

長

事

ター所長

整課長

長

センター所長

参事【総合研究機構（森林研究本部総務部長

長

兼総務部人事局人事課主幹

兼総務部人事局人事課主幹

築島　恵理

松村　由貴

久々江　秀範

宮町　良治

工藤　龍一

河内　俊朗

梅津　健夫

萩野　貴也

丸山　隆志

篠原　裕史

吉田　忠

淡路　素行

水島　敦

中谷　伸二

高尾　英輝

小中　文雄

粟田　吏恵

森田　和寿

健室長

政室長

政室長

兼総務課長）派遣】
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日高振興局保健環境部保健行政室長

日高振興局保健環境部静内地域保健室次長

日高振興局産業振興部地域産業担当部長

日高振興局産業振興部日高農業改良普及セン

日高振興局森林室長

日高家畜保健衛生所長

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室次

渡島総合振興局東部森林室次長

八雲食肉衛生検査所長

檜山振興局保健環境部長

檜山振興局保健環境部くらし・子育て担当部

檜山振興局産業振興部地域産業担当部長

檜山家畜保健衛生所長

上川総合振興局地域創生部長

上川総合振興局保健環境部くらし・子育て担

上川総合振興局保健環境部保健行政室医療参

上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室次

監査委員事務局総括監査課主幹

出納局会計管理室調達課課長補佐

水産林務部林務局森林計画課課長補佐兼環境

後志総合振興局産業振興部後志農業改良普及

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

釧路家畜保健衛生所長

経済部経済企画局経済企画課課長補佐

水産林務部総務課課長補佐

保健福祉部健康安全局食品衛生課課長補佐

根室振興局保健環境部長

総務部財政局税務課課長補佐

総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課

石狩家畜保健衛生所次長

総務部危機対策局原子力安全対策課課長補佐

内閣官房アイヌ総合政策室室員

保健福祉部健康安全局地域保健課医療参事

保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支

ター所長

長

兼ねて渡島総合振興局東部森林室管理課長

長

当部長

事

長

生活部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略

センター所長

参事【総合研究機構（林産試験場総務部長兼

兼根室振興局保健環境部中標津地域保健室長

課長補佐

兼胆振総合振興局保健環境部苫小牧地域保健

援課課長補佐

宮永　利哉

向井　孝

佐野　弥栄子

北島　潤

高田　伸哉

佐藤　研志

橋本　周

村下　雅裕

関谷　紀幸

信行　浩敬

今井　フサエ

奥田　祥文

小岸　憲正

片岡　英善

嶋本　祐幸

新里　勝宏

寄木　幸

兼ねて旭川高等看護学院長

課主幹

総務課長）派遣】

室医療参事
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上川総合振興局南部森林室次長

上川総合振興局旭川建設管理部事業室長

上川家畜保健衛生所長

上川家畜保健衛生所次長

富良野食肉衛生検査所長

留萌振興局保健環境部くらし・子育て担当部

留萌振興局保健環境部保健行政室長

留萌振興局産業振興部留萌農業改良普及セン

留萌振興局留萌建設管理部長

留萌振興局留萌建設管理部用地管理室長

宗谷総合振興局地域創生部長

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室長

宗谷総合振興局産業振興部宗谷農業改良普及

宗谷総合振興局稚内建設管理部長

宗谷総合振興局稚内建設管理部用地管理室長

宗谷総合振興局稚内建設管理部事業室長

宗谷家畜保健衛生所長

水産林務部森林環境局道有林課主幹

空知総合振興局札幌建設管理部事業室地域調

空知家畜保健衛生所長

網走家畜保健衛生所次長

帯広食肉衛生検査所次長

総務部人事局職員厚生課課長補佐

羽幌病院事務長

日高振興局産業振興部日高農業改良普及セン

宗谷総合振興局稚内建設管理部事業室地域調

建設部まちづくり局都市計画課課長補佐

総合政策部国際局国際課課長補佐

経済部地域経済局中小企業課課長補佐

農政部生産振興局技術普及課上席普及指導員

総務部人事局職員厚生課課長補佐

建設部建設政策局建設政策課課長補佐

総合政策部政策局主幹

檜山家畜保健衛生所長

兼ねて上川総合振興局南部森林室管理課長

長

ター所長

兼ねて留萌振興局留萌建設管理部建設行政室

センター所長

兼ねて宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行

整課長

兼帯広食肉衛生検査所輸出食肉対策室長

ター日高西部支所長

整課長

谷口　佳昭

伊　　拓郎

森田　大輔

稲原　一幸

内田　有

白鳥　慶一郎

市戸　勝

渡邊　博司

磯田　正勝

小松　秀総

黒田　研一

大嶋　正嗣

寺田　浩哉

武藤　聡

小林　啓司

小笠原　誠

疋田　瑞栄

長

政室長
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オホーツク総合振興局地域創生部長

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保

オホーツク総合振興局東部森林室次長

オホーツク総合振興局西部森林室次長兼ねて

オホーツク総合振興局網走建設管理部用地管

網走家畜保健衛生所長

網走家畜保健衛生所次長

東藻琴食肉衛生検査所長

十勝総合振興局地域創生部長

十勝総合振興局保健環境部保健行政室長

十勝総合振興局森林室次長兼十勝総合振興局

十勝総合振興局帯広建設管理部用地管理室長

十勝総合振興局帯広建設管理部事業室長

十勝家畜保健衛生所長

十勝家畜保健衛生所次長

帯広食肉衛生検査所長

釧路総合振興局保健環境部くらし・子育て担

総務部行政局改革推進課課長補佐

胆振総合振興局保健環境部保健行政室長

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保

水産林務部林務局森林計画課課長補佐

農政部農村振興局農村計画課主幹

胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室地域調

根室家畜保健衛生所長

十勝家畜保健衛生所次長

八雲食肉衛生検査所長

総合政策部航空局航空課課長補佐

檜山振興局保健環境部くらし・子育て担当部

十勝総合振興局森林室次長

建設部総務課課長補佐

十勝総合振興局帯広建設管理部事業室地域調

網走家畜保健衛生所長

留萌家畜保健衛生所次長

東藻琴食肉衛生検査所長

環境生活部環境局環境政策課課長補佐

健室次長

健室医療参事兼紋別高等看護学院長

兼ねてオホーツク総合振興局東部森林室管理

オホーツク総合振興局西部森林室主幹兼ねて

理室長

森林室管理課長

当部長

健室医療参事兼紋別高等看護学院長兼網走高

整課長

長

兼十勝総合振興局森林室主幹

整課長

佐々木　幹基

田中　研伸

丹下　貴司

園木　弘文

伊藤　隆之

小松　周二

前田　泰治

依田　剛

鹿野　健治

相内　宣人

高橋　茂紀

佐々木　圭司

林　健二郎

寺越　孝則

繁在家　輝子

上村　伸子

本郷　健雄

杉山　誠一

課長

オホーツク総合振興局西部森林室管理課長

等看護学院長

兼十勝総合振興局森林室管理課長
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釧路総合振興局保健環境部保健行政室医療参

釧路総合振興局産業振興部長

釧路総合振興局産業振興部地域産業担当部長

釧路総合振興局釧路建設管理部事業室長

釧路家畜保健衛生所長

根室振興局地域創生部長

根室振興局保健環境部長

根室振興局保健環境部保健行政室長

根室振興局産業振興部長

根室振興局産業振興部地域産業担当部長

根室家畜保健衛生所長

上川総合振興局保健環境部保健行政室医療参

農政部農村振興局事業調整課課長補佐

水産林務部水産局漁港漁村課課長補佐

胆振総合振興局室蘭建設管理部苫小牧出張所

宗谷家畜保健衛生所長

総合政策部次世代社会戦略局デジタルトラン

檜山振興局保健環境部長

保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支

水産林務部水産局漁業管理課課長補佐

農政部生産振興局畜産振興課課長補佐

宗谷家畜保健衛生所次長

事

兼ねて北方領土対策根室地域本部北方領土対

兼ねて根室振興局保健環境部中標津地域保健

事

長

スフォーメーション推進課課長補佐

援課主幹

佐々木　健

三條　肇

古明地　恵一

足立　浩

菅野　宏

長田　尚人

伊東　則彦

山本　嘉一

川村　広之

安藤　邦也

黒澤　篤

策室長

室長

兼旭川高等看護学院長


