
人　　事　　異　　動 （第６３の２号） 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 付

国 土 交 通 省

発　　　　令　　　　事　　　　項 氏　　　　　名 現　　　　　　　　　職

大臣官房付・即日辞職（６月３０日付） 十　河　　　修 東北地方整備局営繕部営繕調査官

東北地方整備局営繕部営繕調査官 宮　内　　　徹 関東地方整備局営繕部保全指導・監督室
長

関東地方整備局営繕部保全指導・監督室
長

彌　吉　元　毅 一般財団法人建築保全センター保全技術
研究所第一研究部長

大臣官房官庁営繕部設備・環境課付・休
職（一般財団法人建築保全センター保全
技術研究所第一研究部長）

中　田　　　修 大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室企
画専門官

大臣官房付・即日辞職 宮　内　善　男 関東地方整備局総務部予算調整官

関東地方整備局総務部予算調整官 田　中　正　克 大臣官房会計課企画専門官

大臣官房会計課企画専門官 足　立　　　満 大臣官房会計課公共工事契約指導室課長
補佐

大臣官房会計課公共工事契約指導室課長
補佐

柴　田　　　卓 住宅局総務課長補佐

住宅局総務課長補佐 本　橋　良　三 国土地理院総務部会計課長

国土地理院総務部会計課長 中　澤　俊　彦 近畿地方整備局総務部会計課長

近畿地方整備局総務部会計課長 殿　川　剛　史 大臣官房会計課専門調査官

大臣官房付・即日辞職 松　島　竜　生 国立研究開発法人土木研究所総務部長

辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人土木研究所総務部長）

長　瀬　昌　宏 大臣官房会計課予算調整官

大臣官房会計課予算調整官 城　石　裕　政 大臣官房官庁営繕部管理課企画専門官

大臣官房官庁営繕部管理課企画専門官 片　桐　元　宣 国土政策局総合計画課長補佐

国土政策局総合計画課長補佐 福　田　一　貴 大臣官房会計課公共事業予算執行管理室
課長補佐

大臣官房会計課公共事業予算執行管理室
課長補佐

村　主　二　朗 大臣官房会計課長補佐

大臣官房会計課長補佐 髙　橋　有　研 大臣官房会計課付

大臣官房付・即日辞職 大　高　茂　則 阪神高速道路株式会社東京事務所長

大臣官房付・即日辞職（６月３０日付）
（阪神高速道路株式会社東京事務所長）

千木良　敦　之 九州地方整備局用地部長
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九州地方整備局用地部長 久保田　和　幸 住宅局総務課住宅企画調整官

住宅局総務課住宅企画調整官 森　川　朋　胤 住宅局建築指導課企画専門官

住宅局建築指導課企画専門官 八　尋　　　健 住宅局住宅生産課企画専門官

住宅局住宅生産課企画専門官 鈴　木　孝　太 大臣官房人事課企画専門官

大臣官房人事課企画専門官 神　代　哲　也 水管理・国土保全局防災課災害対策室課
長補佐

水管理・国土保全局防災課災害対策室課
長補佐

坪　井　猛　志 水管理・国土保全局総務課付

大臣官房付・即日辞職（６月３０日付）
（国立研究開発法人土木研究所水災害・
リスクマネジメント国際センター水災害
研究グループ上席研究員（特命事項担
当））

栗　林　大　輔 復興庁統括官付参事官付参事官補佐

出　向（復興庁統括官付参事官付参事官
補佐）

田　中　康　寛 水管理・国土保全局河川計画課付

大臣官房付・即日辞職（６月３０日付）
（独立行政法人国際観光振興機構海外プ
ロモーション部次長）

茶　谷　晋太郎 内閣府政策統括官（経済財政運営担当）
付参事官（総括担当）付参事官補佐

出　向（内閣府政策統括官（経済財政運
営担当）付参事官（総括担当）付企画
官）

落　合　裕　史 北陸信越運輸局交通政策部長

北陸信越運輸局交通政策部長 梁　取　利　男 北陸信越運輸局交通政策部次長

北陸信越運輸局交通政策部次長 白　砂　千　佳 北陸信越運輸局観光部次長

北陸信越運輸局観光部次長 小　松　美保子 北陸信越運輸局交通政策部バリアフリー
推進課長

北陸信越運輸局交通政策部バリアフリー
推進課長

末　光　法　博 大臣官房総務課公文書監理・情報公開室
課長補佐

大臣官房総務課公文書監理・情報公開室
課長補佐

青　山　一　宏 観光庁総務課長補佐

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
都市再生機構都市再生部次長）

山　川　　　修 大臣官房付

大臣官房付 三　浦　良　平 富山市副市長

大臣官房付・即日辞職（６月３０日付）
（茨城県副知事）

横　山　征　成 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
（総括担当）

出　向（内閣府政策統括官（防災担当）
付参事官（総括担当））

千　葉　信　義 不動産・建設経済局土地政策課長

不動産・建設経済局土地政策課長 髙　山　　　泰 道路局路政課長

道路局路政課長 高　藤　喜　史 住宅局住宅企画官
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住宅局住宅企画官 皆　川　武　士 住宅局住宅政策課長

住宅局住宅経済・法制課長 武　藤　祥　郎 大臣官房付

大臣官房付 今　井　盾　介 大臣官房総務課企画官（総合政策局併
任）

大臣官房総務課企画官（総合政策局併
任）

堀　　　洋一郎 水管理・国土保全局水政課水政企画官

水管理・国土保全局水政課水政企画官 榎　本　考　暁 観光庁観光戦略課長補佐

出　向（観光庁観光戦略課長補佐） 淺　野　北　斗 不動産・建設経済局不動産業課長補佐

大臣官房付 松　家　新　治 総合政策局環境政策課長

総合政策局環境政策課長 光　安　達　也 都市局まちづくり推進課長

都市局まちづくり推進課長 喜　多　功　彦 大臣官房付

大臣官房付 菅　原　晋　也 大臣官房会計課企画官

大臣官房会計課企画官 城　　　麻　実 都市局総務課企画官

都市局総務課企画官 川　端　達　史 都市局都市計画課都市機能誘導調整室長

都市局都市計画課都市機能誘導調整室長 後　藤　暢　子 大臣官房付

大臣官房付 出　口　陽　一 道路局総務課長

道路局総務課長 鎌　原　宜　文 不動産・建設経済局建設業課長

不動産・建設経済局建設業課長 岩　下　泰　善 住宅局住宅総合整備課長

住宅局住宅総合整備課長 鈴　木　あおい 不動産・建設経済局不動産市場整備課長

不動産・建設経済局不動産市場整備課長 墳　﨑　正　俊 内閣官房内閣総務官室企画官

出　向（内閣官房内閣総務官室企画官） 小　林　伸　行 水管理・国土保全局総務課企画官

水管理・国土保全局総務課企画官 藤　井　裕　士 不動産・建設経済局建設業課建設業政策
企画官

不動産・建設経済局建設業課建設業政策
企画官

御手洗　哲　郎 道路局路政課企画官

道路局路政課企画官 西　川　洋　祐 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
（防災計画担当）付参事官補佐（基本計
画担当）

大臣官房付 清　水　将　之 道路局国道・技術課道路メンテナンス企
画室長
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道路局国道・技術課道路メンテナンス企
画室長

木　村　康　博 総合政策局公共事業企画調整課事業総括
調整官

総合政策局公共事業企画調整課事業総括
調整官

廣　瀬　健二郎 大臣官房技術調査課建設生産性向上推進
官

大臣官房技術調査課建設生産性向上推進
官

多　田　直　人 四国地方整備局高知河川国道事務所長

四国地方整備局高知河川国道事務所長 小　林　賢　也 水管理・国土保全局治水課企画専門官

水管理・国土保全局治水課企画専門官 志　野　直　紀 環境省自然環境局自然環境計画課課長補
佐

出　向（環境省自然環境局自然環境計画
課課長補佐）

渡　邉　加　奈 水管理・国土保全局河川計画課付

大臣官房付 松　野　秀　生 住宅局総務課住宅金融室長

住宅局住宅経済・法制課住宅金融室長 本　間　優　子 川越市都市計画部長

大臣官房人事課付・即日辞職（６月３０
日付）（川越市都市計画部長）

笠　嶋　七　生 消費者庁総務課長補佐（企画担当）

大臣官房付 水　野　禎　子 鉄道局鉄道事業課長補佐

鉄道局鉄道事業課長補佐 髙　橋　晋　也 航空局航空ネットワーク部国際航空課長
補佐

航空局航空ネットワーク部国際航空課長
補佐

田　邉　直　輝 住宅局市街地建築課長補佐

住宅局市街地建築課長補佐 玉　木　政　成 国土政策局総務課調整係長

大臣官房付 栗　原　弥　生 内閣法制局参事官（第二部）

出　向（内閣法制局参事官（第二部）） 門　元　政　治 住宅局総務課民間事業支援調整室長

住宅局総務課民間事業支援調整官 吉　田　瑶　子 警察庁交通局交通企画課課長補佐

大臣官房付 辻　畑　圭　亮 外務省在大韓民国日本国大使館一等書記
官

大臣官房付 谷　川　仁　彦 公益社団法人日本海難防止協会研究統括
本部シンガポール研究室長

　派　遣（公益社団法人２０２５年日本国
際博覧会協会運営事業部交通部長）

淡　中　泰　雄 大臣官房付

大臣官房付・派遣（一般社団法人２０２
７年国際園芸博覧会協会推進戦略室長兼
企画調整部長）

脇　坂　隆　一 都市局都市計画課環境計画調整官
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都市局都市計画課環境計画調整官 辻　本　慎太郎 横浜市都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進部担当
部長

大臣官房付・派遣（一般社団法人２０２
７年国際園芸博覧会協会整備部長）

森　口　俊　宏 内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園
事務所長

大臣官房付・休職（一般財団法人建設経
済研究所研究員）

森　田　真　弘 関東地方整備局用地部長

関東地方整備局用地部長 長　町　大　輔 国立大学法人京都大学経済研究所特定准
教授

大臣官房付・休職（一般財団法人日本建
設情報総合センター建設情報研究所統括
主席研究員）

池　田　鉄　哉 国立研究開発法人土木研究所水災害・リ
スクマネジメント国際センター特別研究
監

辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人土木研究所水災害・リスクマネジメ
ント国際センター特別研究監）

森　　　範　行 総合政策局海外プロジェクト推進課国際
建設管理官

総合政策局海外プロジェクト推進課国際
建設管理官

村　瀬　勝　彦 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支
社長

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
水資源機構関西・吉野川支社長）

塚　原　隆　夫 大臣官房付

大臣官房付・出向（内閣官房内閣参事官
（内閣官房副長官補付））

本　田　康　秀 水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課下水道事業調整官

水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課下水道事業調整官

堂　薗　洋　昭 公益社団法人日本下水道協会技術研究部
長

大臣官房付・出向（内閣官房内閣参事官
（内閣官房副長官補付））

松　尾　　　徹 中部地方整備局営繕部長

中部地方整備局営繕部長 小野寺　幸　治 大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室長

大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室長 色　川　寿　喜 大臣官房官庁営繕部設備・環境課設備技
術対策官

大臣官房官庁営繕部設備・環境課設備技
術対策官

三ツ木　浩　剛 大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環
境調整官

大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環
境調整官

清　水　克　紀 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室企
画専門官

大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室企
画専門官

村　山　雄　介 九州地方整備局営繕部計画課長

九州地方整備局営繕部計画課長 榮　西　巨　朗 大臣官房技術調査課建設システム管理企
画室課長補佐

大臣官房技術調査課建設システム管理企
画室課長補佐

近　藤　裕　介 関東地方整備局営繕部保全指導・監督室
保全指導・監督官

大臣官房付・出向（環境省大臣官房地域
政策課長）

松　下　雄　介 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補
付）
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辞　職（６月３０日付）（軽自動車検査
協会理事）

小　池　敏　宏 大臣官房参事官（労務管理担当）

大臣官房参事官（労務管理担当） 福　澤　隆　志 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所管理調整・防災部長

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
自動車技術総合機構交通安全環境研究所
特別研究員）

田　路　龍　吾 大臣官房参事官（交通プロジェクト担
当）

大臣官房参事官（交通プロジェクト担
当）

木　本　　　仁 東北地方整備局港湾空港部長

東北地方整備局港湾空港部長 成　川　和　也 港湾局付

大臣官房人事課付 中　村　由梨亜 一般財団法人民間都市開発推進機構都市
研究センター主任研究員

大臣官房人事課付・休職（一般財団法人
アジア太平洋観光交流センター主任研究
員）

大　宅　千　明 観光庁国際観光部国際観光課長補佐

大臣官房人事課付・出向（内閣法制局第
一部参事官補）

森　下　雄　介 農林水産省大臣官房政策課企画官

大臣官房人事課付・出向（農林水産省大
臣官房政策課企画官）

石　井　　　信 中部運輸局交通政策部交通企画課長

大臣官房人事課付・出向（内閣府政策統
括官（防災担当）付参事官（防災計画担
当）付参事官補佐（基本計画担当））

大　井　翔　太 文化庁参事官（文化観光担当）付文化観
光推進係長

大臣官房人事課長 足　立　基　成 大臣官房参事官（人事担当）

大臣官房参事官（人事担当）（兼）大臣
官房地方室長

井　﨑　信　也 不動産・建設経済局不動産業課長

不動産・建設経済局不動産業課長 三　浦　逸　広 東京都政策企画局特区推進担当部長

辞　職（６月３０日付）（東京都政策企
画局特区推進担当部長）

福　永　真　一 大臣官房付

辞　職（６月３０日付）（本州四国連絡
高速道路株式会社東京事務所長）

廣　瀨　秀　亮 大臣官房人事課企画専門官

大臣官房人事課企画専門官 松　居　孝　道 大臣官房付

大臣官房人事課企画専門官 清　水　　　圭 総合政策局海洋政策課付

総合政策局海洋政策課付 福　田　ゆきの 総合政策局物流政策課長補佐

6/27ページ ※氏名に旧字体・外字がある場合は常用漢字で表記しています。



発　　　　令　　　　事　　　　項 氏　　　　　名 現　　　　　　　　　職

総合政策局物流政策課長補佐 内　波　聖　弥 総合政策局物流政策課物流産業適正化推
進官

総合政策局物流政策課物流産業適正化推
進官

倉　信　二　朗 北海道運輸局観光部観光企画課長

北海道運輸局観光部観光企画課長 渡　延　悠　里 鉄道局総務課法規係長

辞　職（６月３０日付）（出雲市副市
長）

井　上　夏穂里 大臣官房人事課長補佐

大臣官房人事課長補佐 鈴　木　健　弘 総合政策局政策課企画専門官

総合政策局政策課企画専門官 山　田　拓　徳 航空局交通管制部交通管制企画課長補佐

航空局交通管制部交通管制企画課長補佐 佐々木　凜太郎 航空局交通管制部管制課管制運用企画調
整官

航空局総務課長補佐 小　菅　一　輝 総合政策局情報政策課建設経済統計調査
室調査係長

大臣官房人事課長補佐 矢　萩　　　均 大臣官房人事課専門官

大臣官房人事課長補佐 鬼　谷　亮　太 スポーツ庁参事官（地域振興担当）付ス
ポーツ地域振興調査官

　出　向（スポーツ庁参事官（地域振興担
当）付スポーツ地域振興調査官）

田　中　聖　也 総合政策局地域交通課地域交通計画調整
官

総合政策局地域交通課地域交通計画調整
官

森　岡　壯　吉 大臣官房人事課付

大臣官房総務課企画官 古　井　拓　郎 不動産・建設経済局建設市場整備課建設
キャリアアップシステム推進室長

不動産・建設経済局建設市場整備課建設
キャリアアップシステム推進室長

沖　本　俊太朗 不動産・建設経済局国際市場課企画専門
官

不動産・建設経済局建設市場整備課企画
専門官

鹿　渡　　　寛 大臣官房人事課長補佐

大臣官房人事課長補佐 笠　原　由加里 住宅局住宅政策課企画専門官

住宅局総務課企画専門官 深　田　大　寛 水管理・国土保全局水政課長補佐

水管理・国土保全局水政課長補佐 近　　　菜々子 関東地方整備局総務部人事課長

関東地方整備局総務部人事課長 藤　原　玄　貴 関東地方整備局建政部計画管理課長

関東地方整備局建政部計画管理課長 内　堀　隆　太 住宅局総務課民間事業支援調整室課長補
佐

大臣官房総務課企画官 福　嶌　教　郷 海上保安庁総務部政務課海上保安企画官
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大臣官房総務課企画調整官 佐　藤　　　雅 所沢市街づくり計画部都市計画担当参事

辞　職（６月３０日付）（所沢市街づく
り計画部都市計画担当参事）

塩　﨑　　　雄 都市局都市計画課長補佐

都市局都市計画課長補佐 内　田　修　平 都市局公園緑地・景観課長補佐

大臣官房総務課企画専門官 橋　本　恵一郎 和歌山県商工観光労働部観光局観光交流
課長

大臣官房人事課付・即日辞職（６月３０
日付）（和歌山県商工観光労働部観光局
観光交流課長）

和　田　英　聖 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
（避難生活担当）付参事官補佐（避難者
生活支援担当）

出　向（内閣府政策統括官（防災担当）
付参事官（避難生活担当）付参事官補佐
（避難者生活支援担当））

新　井　大　地 総合政策局国際政策課国際交渉官

大臣官房会計課企画専門官 木　村　巴奈子 不動産・建設経済局建設市場整備課長補
佐

不動産・建設経済局建設市場整備課長補
佐

堀　越　崇　志 近畿地方整備局建政部計画管理課長

近畿地方整備局建政部計画管理課長 河　野　秀　斗 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
（総括担当）付総括担当主査

辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人海上・港湾・航空技術研究所総務部
会計課長）

左　成　　　純 大臣官房会計課長補佐

大臣官房会計課長補佐 神　田　康　成 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所総務部会計課長

大臣官房会計課長補佐 山　下　庸　介 海事局外航課長補佐

海事局外航課長補佐 三　宅　　　亮 観光庁国際観光部国際観光課長補佐

出　向（観光庁国際観光部国際観光課長
補佐）

丹　羽　岳　志 総合政策局海外プロジェクト推進課海外
プロジェクト推進企画調整官

大臣官房会計課専門調査官 隆　島　慎一朗 大臣官房会計課予算第七係長

辞　職 砂　川　勝　憲 大臣官房官庁営繕部管理課長

大臣官房官庁営繕部管理課長 船　木　　　隆 国土技術政策総合研究所総務部長

国土技術政策総合研究所総務部長 加　藤　　　学 都市局総務課都市企画調整官

都市局総務課都市企画調整官 島　峯　克　弥 都市局都市計画課企画専門官

都市局都市計画課企画専門官 樋　口　　　学 水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課企画専門官
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水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課企画専門官

木　村　英　雄 都市局市街地整備課長補佐

都市局市街地整備課長補佐 遠　山　純　司 水管理・国土保全局下水道部下水道事業
課長補佐

水管理・国土保全局下水道部下水道事業
課長補佐

三　浦　裕　明 都市局都市計画課長補佐

都市局都市計画課長補佐 浅　川　一　之 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
（被災者生活再建担当）付参事官補佐
（被災者生活再建支援担当）

住宅局総務課付・出向（内閣府政策統括
官（防災担当）付参事官（被災者生活再
建担当）付参事官補佐（被災者生活再建
支援担当））

宮　下　浩　平 東北地方整備局建政部計画管理課長

東北地方整備局建政部計画管理課長 坂　上　大　介 水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課総務係長

総合政策局付 小田桐　俊　宏 国土政策局総合計画課国土政策企画官

国土政策局総合計画課国土政策企画官 福　田　恭　平 北海道旅客鉄道株式会社総合企画本部地
域交通改革部主幹

総合政策局総務課政策企画官 松　田　和　香 一般財団法人日本みち研究所調査部長

大臣官房付・休職（一般財団法人日本み
ち研究所調査部長）

小　山　健　一 福岡県県土整備部副理事

辞　職（６月３０日付）（福岡県県土整
備部副理事）

金　納　聡　志 九州地方整備局宮崎河川国道事務所長

九州地方整備局宮崎河川国道事務所長 松　村　知　樹 福岡県建築都市部都市計画課長

辞　職（６月３０日付）（福岡県建築都
市部都市計画課長）

高　橋　　　涼 中部地方整備局建政部公園調整官

中部地方整備局建政部公園調整官 武　田　正　昭 中部地方整備局建政部都市整備課長

中部地方整備局建政部都市整備課長 大　島　常　生 春日井市まちづくり推進部長

辞　職（６月３０日付）（春日井市まち
づくり推進部長）

小　川　喜　睦 中部地方整備局沼津河川国道事務所副所
長

総合政策局政策課長 堤　　　洋　介 都市局都市計画課長

都市局都市計画課長 鈴　木　章一郎 京都市副市長

辞　職（６月３０日付）（京都市都市計
画局長）

竹　内　重　貴 不動産・建設経済局参事官

不動産・建設経済局参事官 峰　村　浩　司 独立行政法人都市再生機構本社経営企画
部企画課長

総合政策局環境政策課環境政策企画官 大　井　征　史 総合政策局環境政策課地球環境政策企画
官
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総合政策局国際政策課国際交渉官 奥　本　絵　美 新関西国際空港株式会社総務部管理グ
ループリーダー

大臣官房人事課付・即日辞職（６月３０
日付）（新関西国際空港株式会社企画部
企画課長）

二　見　敦　紀 東京海上日動火災保険株式会社企業商品
業務部課長代理

総合政策局国際政策課専門官 藤　田　浩　介 京成電鉄株式会社人事部課長補佐

総合政策局海外プロジェクト推進課付 小　澤　　　悠 和歌山市都市建設局都市計画部長

退 職（６月３０日付） 木　村　　　葵 総合政策局海外プロジェクト推進課専門
官

総合政策局国際政策課専門官 森　川　　　睦 日本空港ビルデング株式会社施設企画管
理部施設企画管理課課長代理

総合政策局情報政策課付 岩　城　花菜子 長崎県企画振興部次長

辞　職（６月３０日付）（長崎県企画振
興部次長）

鳥　居　祐　輔 総合政策局政策課企画専門官

総合政策局政策課企画専門官 水　野　真　司 大臣官房総務課企画調整官

大臣官房総務課企画調整官 山　田　晃　彬 大臣官房人事課長補佐

大臣官房人事課長補佐 足　立　良　太 住宅局参事官付課長補佐

住宅局参事官付課長補佐 保　坂　美　月 衆議院法制局第四部第二課参事

辞　職（６月３０日付）（株式会社日本
政策投資銀行常務執行役員）

町　田　倫　代 総合政策局情報政策課長

総合政策局情報政策課長 桑　田　龍太郎 大臣官房付

大臣官房付 大　辻　　　統 自動車局旅客課長

総合政策局情報政策課建設経済統計調査
室企画専門官

小　川　友　彬 総務省統計企画管理官補佐（政策統括官
付統計企画管理官付）

国土政策局総務課長補佐 南　澤　佑　典 国土政策局総務課主査

辞　職（６月３０日付） 田　窪　成　貴 国土政策局総合計画課長補佐

国土政策局総合計画課長補佐 川　合　弥　生 住宅局建築指導課長補佐
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国土政策局広域地方政策課専門調査官 廣　瀬　祐一郎 都市局都市政策課専門調査官

国土政策局広域地方政策課専門調査官 下　出　大　介 都市局まちづくり推進課専門調査官

辞　職 呉　　　祐一郎 国土政策局地方振興課長

国土政策局地方振興課長 佐　藤　哲　也 大臣官房付

不動産・建設経済局国際市場課国際連携
調整官

眞　鍋　宏　彰 東急ハンズ株式会社海外事業部課長

退　職（６月３０日付） 萩　原　弘　明 不動産・建設経済局国際市場課長補佐

不動産・建設経済局国際市場課長補佐 髙　原　郁　恵 大成建設株式会社本社調達本部第二調達
部資材・労務調達室課長代理

不動産・建設経済局地価調査課地価公示
推進官

小野寺　　　卓 国土政策局総務課企画専門官

国土政策局総務課企画専門官 新　保　光　代 不動産・建設経済局情報活用推進課企画
専門官

不動産・建設経済局情報活用推進課企画
専門官

西　藤　聡一郎 総合政策局総務課付

退　職（６月３０日付） 太　田　裕　介 不動産・建設経済局不動産業課長補佐

不動産・建設経済局不動産業課長補佐 大　矢　安佑子 リクルート株式会社Division統括本部住
まい領域統括分譲マンションDivision
SUUMOリサーチセンター社会課題研究チー
ム

不動産・建設経済局不動産市場整備課不
動産投資市場整備室課長補佐

田　中　宏　明 文化庁文化資源活用課企画係長

不動産・建設経済局参事官付課長補佐 片　田　一　真 近畿運輸局交通政策部交通企画課長

近畿運輸局交通政策部交通企画課長 酒　井　大　斗 鉄道局総務課企画室課長補佐

鉄道局総務課企画室課長補佐 亀　谷　匡　哉 航空局総務課法規係長
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辞　職（６月３０日付）（北区技監兼鉄
道駅関連プロジェクト担当部長）

犬　飼　　　武 都市局都市計画課企画専門官

都市局都市計画課企画専門官 小　林　　　孝 都市局市街地整備課企画専門官

都市局市街地整備課企画専門官 横　山　大　輔 観光庁国際観光部国際観光課長補佐

都市局公園緑地・景観課長補佐 三　浦　美　郷 都市局街路交通施設課主査

都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化
環境整備室長

今　井　貴　英 住宅局建築指導課建築業務監理室長

水管理・国土保全局水政課企画専門官 井　上　　　尭 水管理・国土保全局防災課長補佐

水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課付・休職（公益社団法人日本下水道協
会技術研究部研究官）

末　益　大　嗣 水管理・国土保全局下水道部下水道事業
課事業マネジメント推進室課長補佐

水管理・国土保全局下水道部下水道事業
課事業マネジメント推進室課長補佐

川　島　弘　靖 環境省水・大気環境局水環境課課長補佐

水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課付・出向（環境省水・大気環境局水環
境課課長補佐）

長谷川　史　明 中国地方整備局河川部河川計画課長

中国地方整備局河川部河川計画課長 大　山　璃　久 中国地方整備局出雲河川事務所計画課長

辞　職（６月３０日付）（甲府市副市
長）

奥　原　　　崇 水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課長

水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課長

鈴　木　　　毅 大臣官房付

退　職（６月３０日付） 青　木　拓　哉 水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課管理企画指導室課長補佐

水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課管理企画指導室課長補佐

原　澤　貴　史 EYストラテジー・アンド・コンサルティ
ング株式会社インフラストラクチャーア
ドバイザリーシニアコンサルタント

辞　職 岡　崎　之　彦 道路局路政課企画専門官

道路局路政課企画専門官 横　田　俊　英 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
（復旧・復興担当）付復旧復興調整官

出　向（内閣府政策統括官（防災担当）
付参事官（復旧・復興担当）付復旧復興
調整官）

青　栁　敬　直 道路局路政課企画専門官

道路局路政課企画専門官 栗　原　靖　幸 国立研究開発法人建築研究所総務部総務
課長
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辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人建築研究所総務部総務課長）

岡　野　雄　司 東北地方整備局道路部路政課長

東北地方整備局道路部路政課長 星　野　敬　一 道路局総務課総務係長

辞　職（６月３０日付）（中日本ハイ
ウェイ・エンジニアリング東京株式会社
経営企画部事業戦略担当部長兼土木統括
部土木統括担当部長）

春　名　晃　宏 道路局高速道路課有料道路調整室課長補
佐

道路局高速道路課有料道路調整室課長補
佐

三　浦　倫　秀 西日本高速道路株式会社中国支社総務企
画部企画調整課長代理

住宅局総務課住生活サービス産業振興官 原　　　宗一郎 住宅局住宅政策課住生活サービス産業振
興官

住宅局総務課住宅活用調整官 杉　浦　美　奈 住宅局住宅政策課住宅活用調整官

住宅局総務課企画専門官 佐　藤　貴　彦 住宅局総務課民間事業支援調整室企画専
門官

住宅局総務課長補佐 須　賀　崇　之 住宅局総務課民間事業支援調整室課長補
佐

住宅局総務課専門調査官 東　盛　広　晃 住宅局住宅政策課専門調査官

住宅局住宅経済・法制課企画専門官 桒　名　　　亮 住宅局住宅政策課企画専門官

住宅局住宅経済・法制課長補佐 橋　本　慎　二 住宅局住宅政策課長補佐

住宅局住宅経済・法制課住宅金融室企画
専門官

細　萱　英　也 住宅局総務課住宅金融室企画専門官

住宅局住宅経済・法制課住宅金融室課長
補佐

廣　瀬　公　亮 住宅局総務課住宅金融室課長補佐

住宅局住宅経済・法制課住宅金融室課長
補佐

宇佐野　　　亮 住宅局総務課住宅金融室課長補佐
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辞　職（６月３０日付）（福島市副市
長）

田　中　政　幸 住宅局住宅総合整備課住環境整備室長

住宅局住宅総合整備課住環境整備室長 豊　嶋　太　朗 住宅局建築指導課建築安全調査室長

住宅局建築指導課建築安全調査室長 勝　又　賢　人 住宅局住宅総合整備課公共住宅事業調整
官

住宅局住宅総合整備課公共住宅事業調整
官

松　井　康　治 住宅局住宅総合整備課企画専門官

住宅局住宅総合整備課企画専門官 髙　木　直　人 住宅局参事官付建築環境推進官

住宅局参事官付建築環境推進官 渡　邉　峰　樹 住宅局参事官付企画専門官

住宅局参事官付企画専門官 藤　原　健　二 住宅局市街地建築課企画専門官

住宅局住宅生産課住宅産業適正化調整官 堀　江　直　宏 住宅局住宅生産課住宅産業適正化調整官

住宅局建築指導課長 宿　本　尚　吾 住宅局住宅生産課長

住宅局住宅生産課長 山　下　英　和 住宅局市街地建築課長

住宅局市街地建築課長 成　田　潤　也 総合政策局社会資本整備政策課政策企画
官

総合政策局社会資本整備政策課政策企画
官

岸　田　里佳子 住宅局市街地建築課市街地住宅整備室長

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室長 前　田　　　亮 住宅局住宅生産課木造住宅振興室長

住宅局住宅生産課木造住宅振興室長 石　井　秀　明 住宅局建築指導課昇降機等事故対策官

住宅局建築指導課昇降機等事故対策官 竹　村　好　史 住宅局住宅総合整備課企画専門官

住宅局住宅総合整備課企画専門官 田　伏　翔　一 住宅局建築指導課建築物事故調査・防災
対策室企画専門官

住宅局建築指導課建築物事故調査・防災
対策室企画専門官

恵　﨑　孝　之 消費者庁消費者政策課政策企画専門官

住宅局建築指導課付・出向（消費者庁消
費者政策課政策企画専門官）

大　木　雄　介 内閣府政策統括官（経済社会システム担
当）付参事官（社会基盤担当）付参事官
補佐）

住宅局住宅生産課付・出向（内閣府政策
統括官（経済社会システム担当）付参事
官（社会基盤担当）付参事官補佐）

森　田　由　佳 大臣官房人事課主査

住宅局建築指導課長補佐 早　川　　　智 住宅局建築指導課建築業務監理室課長補
佐

住宅局市街地建築課企画専門官 岡　野　大　志 住宅局建築指導課建築安全調査室企画専
門官
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住宅局参事官 二　俣　芳　美 総合政策局行政情報化推進課長

総合政策局行政情報化推進課長 笠　谷　雅　也 独立行政法人勤労者退職金共済機構建設
業退職金共済事業本部建設業事業部長

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
勤労者退職金共済機構建設業退職金共済
事業本部建設業事業部長）

志　賀　紹　子 水管理・国土保全局水資源部水資源政策
課水源地域対策企画官

水管理・国土保全局水資源部水資源政策
課水源地域対策企画官

田　畑　美菜子 大臣官房人事課付

住宅局参事官付企画専門官 山　尾　耕　平 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室企
画専門官

住宅局参事官付課長補佐 野　口　雄　史 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課
長補佐

住宅局参事官付課長補佐 牟　田　紀　彦 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課
長補佐

住宅局参事官付課長補佐 中　野　嘉　浩 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課
長補佐

鉄道局総務課長 金　指　和　彦 鉄道局総務課長（兼）鉄道局都市鉄道政
策課長

鉄道局都市鉄道政策課長 角　野　浩　之 内閣官房内閣参事官（内閣広報室）

大臣官房付・出向（内閣官房内閣参事官
（内閣広報室））

飯　田　修　章 近畿運輸局交通政策部長

近畿運輸局交通政策部長 柳　瀬　孝　幸 近畿運輸局自動車交通部長

近畿運輸局自動車交通部長 北　川　健　司 京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室担
当部長

大臣官房人事課付・即日辞職（６月３０
日付）（京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ
推進室担当部長）

植　垣　浩太朗 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支
援機構新幹線部担当課長

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構新幹線
部担当課長）

西　野　　　光 大臣官房危機管理官付企画調整官

退　職（６月３０日付） 仁　平　達　也 鉄道局技術企画課専門官

鉄道局技術企画課専門官 石　栗　航太郎 公益財団法人鉄道総合技術研究所車両技
術研究部主任研究員

自動車局付・即日辞職 西　田　　　寛 軽自動車検査協会理事

辞　職（６月３０日付）（軽自動車検査
協会理事）

中　谷　育　夫 鉄道局安全監理官
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鉄道局安全監理官 黒　川　和　浩 独立行政法人自動車技術総合機構交通安
全環境研究所鉄道認証室主幹研究員

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
自動車技術総合機構交通安全環境研究所
鉄道認証室主幹研究員）

平　石　正　嗣 鉄道局技術企画課技術開発室長

鉄道局技術企画課技術開発室長 中　谷　誠　志 防衛省沖縄防衛局調達部次長

自動車局総務課付・即日辞職 和　田　哲　也 総合政策局物流政策課長補佐

総合政策局物流政策課長補佐 宮　本　勇　二 自動車局旅客課長補佐

自動車局旅客課長補佐 石　原　正　裕 大臣官房運輸安全監理官付運輸安全調査
官

大臣官房運輸安全監理官付運輸安全調査
官

稲　田　　　修 総合政策局バリアフリー政策課専門官

総合政策局バリアフリー政策課長補佐 中　島　和　美 独立行政法人自動車事故対策機構被害者
援護部マネージャー

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
自動車事故対策機構被害者援護部マネー
ジャー）

山　田　昭　夫 自動車局自動車情報課長補佐

自動車局自動車情報課専門官 三　井　みゆき 独立行政法人自動車事故対策機構被害者
援護部アシスタントマネージャー

自動車局総務課長（兼）自動車局旅客課
長

原　田　修　吾 自動車局総務課長

自動車局総務課財務企画調整官 渡　邊　伊　織 大臣官房人事課付

辞　職（６月３０日付）（新関西国際空
港株式会社企画部長）

谷　合　　　隆 自動車局安全政策課長

自動車局安全政策課長 村　上　強　志 独立行政法人国際観光振興機構パリ事務
所長

自動車局安全政策課専門官 小　西　悠　理 海事局海技課主査

自動車局安全政策課安全監理室専門官 山　本　能　功 自動車局審査・リコール課リコール監理
室課長補佐

自動車局審査・リコール課リコール監理
室課長補佐

村　井　光　輝 自動車局安全政策課安全監理室専門官

自動車局車両基準・国際課長補佐 辰　野　誠　哉 自動車局車両基準・国際課主査
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海事局付 嶋　川　智　尉 島根県土木部土木総務課長

辞　職（６月３０日付）（島根県地域振
興部交通対策課管理監）

山　影　一　茂 住宅局安心居住推進課企画専門官

住宅局安心居住推進課企画専門官 小　川　洋　輔 大臣官房会計課長補佐

大臣官房会計課長補佐 片　岡　卓　也 不動産・建設経済局不動産業課流通企画
係長

海事局付・休職（一般財団法人日本海事
協会技術研究所技師）

井　上　　　剛 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所企画部長

辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人海上・港湾・航空技術研究所企画部
長）

峰　本　健　正 海事局安全政策課長

海事局安全政策課長 松　尾　真　治 海事局安全政策課危機管理室長

海事局安全政策課危機管理室長 深　石　　　晃 海事局安全政策課長補佐

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
日本貿易振興機構ジェトロ・シンガポー
ル事務所所員）

貴　島　高　啓 海事局総務課国際企画調整官

海事局総務課国際企画調整官 石　田　悟　史 海事局検査測度課付

海事局検査測度課付 野　宮　雅　晴 一般財団法人運輸総合研究所国際業務室
主任研究員

海事局検査測度課付・休職（一般財団法
人運輸総合研究所研究員）

鈴　木　晋　也 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネ
ルギー部省エネルギー課長補佐

海事局検査測度課付・出向（資源エネル
ギー庁省エネルギー・新エネルギー部省
エネルギー課長補佐）

野　間　智　嗣 海事局安全政策課危機管理室専門官

海事局安全政策課危機管理室課長補佐 中　川　　　誠 総合政策局技術政策課長補佐

総合政策局技術政策課長補佐 西　室　麻里花 一般財団法人日本船舶技術研究協会基
準・規格グループ主任研究員

辞　職（６月３０日付）（防衛省大臣官
房秘書課付）

那　須　庸　介 海事局総務課企画室課長補佐

海事局総務課企画室課長補佐 新　納　慧　祐 防衛省大臣官房秘書課付

海事局船舶産業課船舶産業基盤整備推進
官

髙　木　紘　基 海事局海洋・環境政策課シップ・リサイ
クル対策調整官

海事局海洋・環境政策課シップ・リサイ
クル対策調整官

髙　橋　信　行 海事局海洋・環境政策課付

海事局船舶産業課人材政策企画官 石　黒　智　紀 海事局検査測度課付
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海事局検査測度課付 川　津　俊　輔 総合政策局環境政策課専門官

総合政策局環境政策課専門官 田面木　啓　介 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課
東京国際空港企画室事業調整係長

海事局船舶産業課長補佐 鈴　木　聖　一 外務省経済局国際経済課課長補佐

海事局検査測度課付・出向（原子力規制
委員会原子力規制庁長官官房総務課情報
システム管理官）

日　坂　　　仁 佐渡市総合政策監

海事局検査測度課長補佐 中　尾　和　也 海事局検査測度課付

港湾局付・即日辞職 森　木　　　亮 国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災
研究部長

国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災
研究部長

淺　井　　　正 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所管理調整・防災部研究計画官

港湾局付・即日辞職 吉　永　宙　司 四国地方整備局次長

四国地方整備局次長 小　林　知　宏 一般財団法人港湾空港総合技術センター
研究主幹

港湾局付・休職（一般財団法人港湾空港
総合技術センター研究主幹）

大　釜　達　夫 復興庁統括官付参事官

港湾局付・出向（復興庁統括官付参事
官）

西　園　勝　秀 国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災
研究部津波・高潮災害研究官

国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災
研究部津波・高潮災害研究官

小　澤　敬　二 関東地方整備局東京空港整備事務所長

関東地方整備局東京空港整備事務所長 阿　野　貴　史 福岡市港湾空港局理事

九州地方整備局付・即日辞職（６月３０
日付）（福岡市港湾空港局理事）

早　川　哲　史 鉄道局技術企画課長補佐

鉄道局技術企画課長補佐 金　丸　佳　介 港湾局産業港湾課首席国際調整官

港湾局産業港湾課首席国際調整官 前　田　　　敬 港湾局付

港湾局付・即日辞職 竹　村　淳　一 近畿運輸局次長

近畿運輸局次長 佐　野　　　透 国土技術政策総合研究所管理調整部長

国土技術政策総合研究所管理調整部長 永　井　一　浩 海上保安庁警備救難部環境防災課長

出　向（海上保安庁警備救難部環境防災
課長）

箕　作　幸　治 関東地方整備局京浜港湾事務所長

関東地方整備局京浜港湾事務所長 神　田　尚　樹 一般財団法人民間都市開発推進機構都市
研究センター主任研究員
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港湾局付・休職（一般財団法人民間都市
開発推進機構都市研究センター主任研究
員）

庄　司　義　明 内閣府政策統括官（経済社会システム担
当）付参事官（社会基盤担当）付企画官

港湾局付・即日辞職 奥　谷　　　丈 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所港湾空港技術研究所研究統括監

港湾局付・即日辞職（６月３０日付）
（国立研究開発法人海上・港湾・航空技
術研究所港湾空港技術研究所研究統括
監）

吉　見　昌　宏 国際港湾協会事務局次長

港湾局付・派遣（国際港湾協会事務局次
長）

鈴　木　健　之 横浜川崎国際港湾株式会社企画部長

辞　職（６月３０日付）（横浜川崎国際
港湾株式会社企画部長）

大　岡　秀　哉 港湾局海洋・環境課海洋利用開発室長

港湾局海洋・環境課海洋利用開発室長 加賀谷　俊　和 公益社団法人日本港湾協会港湾政策研究
所研究主幹

港湾局付・休職（公益社団法人日本港湾
協会港湾政策研究所研究主幹）

國　松　　　靖 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会
協会運営事業局交通部長

港湾局付・即日辞職 川　田　　　貢 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所港湾空港技術研究所特別研究主幹

港湾局付・即日辞職 和　田　匡　央 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所港湾空港技術研究所特別研究主幹

港湾局付・即日辞職（６月３０日付）
（国立研究開発法人海上・港湾・航空技
術研究所港湾空港技術研究所特別研究主
幹）

久　米　英　輝 兵庫県環境部参事

辞　職（６月３０日付）（兵庫県環境部
参事）

鎌　田　一　郎 北陸地方整備局港湾空港部長

北陸地方整備局港湾空港部長 久　田　成　昭 港湾局計画課事業企画官

港湾局計画課事業企画官 馬　場　　　智 港湾局技術企画課建設企画室長

港湾局技術企画課建設企画室長 浅　見　尚　史 港湾局技術企画課港湾保全政策室長

港湾局技術企画課港湾保全政策室長 辻　　　誠　治 北九州市港湾空港局長

辞　職（６月３０日付）（北九州市港湾
空港局長）

佐　溝　圭太郎 航空局航空ネットワーク部空港技術課長
補佐

港湾局付 赤　城　尚　宏 港湾局港湾経済課特定港湾運営会社指導
官

港湾局港湾経済課特定港湾運営会社指導
官

早　川　佑　介 港湾局技術企画課国際標準化推進官

休　職（一般財団法人国際臨海開発研究
センター研究主幹）

池　田　哲　郎 港湾局付
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港湾局付・休職（一般財団法人港湾空港
総合技術センター建設マネジメント研究
所研究主幹）

櫻　井　義　夫 港湾局港湾経済課港湾情報化企画室長

港湾局港湾経済課港湾情報化企画室長 仙　﨑　達　治 一般財団法人みなと総合研究財団首席研
究員

港湾局付・休職（一般財団法人みなと総
合研究財団首席研究員）

三　島　　　理 港湾局産業港湾課クルーズ振興室長

港湾局産業港湾課クルーズ振興室長 池　町　　　円 四国地方整備局高松港湾・空港整備事務
所長

四国地方整備局高松港湾・空港整備事務
所長

亀　岡　知　弘 四国地方整備局港湾空港部事業計画官

四国地方整備局港湾空港部事業計画官 宮　﨑　貴　司 四国地方整備局松山港湾・空港整備事務
所長

四国地方整備局松山港湾・空港整備事務
所長

近　藤　　　徹 四国地方整備局港湾空港部港湾危機管理
官

四国地方整備局港湾空港部港湾危機管理
官

遠　山　憲　二 四国地方整備局港湾空港部工事安全推進
室長

四国地方整備局港湾空港部工事安全推進
室長

川　口　悦　史 四国地方整備局港湾空港部品質検査官

四国地方整備局港湾空港部品質検査官 田　村　晃　一 四国地方整備局港湾空港部港湾事業企画
課長補佐

港湾局港湾経済課専門官 有　山　大　地 独立行政法人国際協力機構インフラ技術
業務部有償技術審査室

港湾局計画課長 西　村　　　拓 港湾局海岸・防災課長

港湾局海岸・防災課長 神　谷　昌　文 防衛省大臣官房参事官

辞　職（６月３０日付）（防衛省大臣官
房参事官）

上　原　修　二 近畿地方整備局港湾空港部長

近畿地方整備局港湾空港部長 北　出　徹　也 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支
援機構北海道新幹線建設局副局長

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道
新幹線建設局副局長）

東　平　　　伸 港湾局海岸・防災課危機管理室長

港湾局海岸・防災課危機管理室長 井　山　　　繁 中国地方整備局広島港湾・空港整備事務
所長

中国地方整備局広島港湾・空港整備事務
所長

林　　　雄　介 鉄道局施設課地下施設安全企画調整官

鉄道局施設課地下施設安全企画調整官 中　山　央　己 鉄道局総務課長補佐

鉄道局総務課長補佐 田　中　佑　輔 鉄道局施設課長補佐

鉄道局施設課長補佐 佐々木　大　輔 鉄道局安全監理官付専門官

港湾局産業港湾課産業連携企画調整官 山　岸　陽　介 和歌山県県土整備部港湾空港局長

辞　職（６月３０日付）（和歌山県県土
整備部港湾空港局長）

花　田　祥　一 近畿地方整備局港湾空港部港湾空港企画
官
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近畿地方整備局港湾空港部港湾空港企画
官

戸　谷　洋　子 港湾局海岸・防災課広域連携推進官

港湾局技術企画課国際標準化推進官 清　貞　将　平 観光庁国際観光部国際観光課長補佐

港湾局技術企画課付・休職（一般財団法
人国際臨海開発研究センター主任研究
員）

村　田　陽　介 大臣官房運輸安全監理官付安全防災対策
官

大臣官房運輸安全監理官付安全防災対策
官

菊　地　弘　之 航空局航空ネットワーク部近畿圏・中部
圏空港課中部圏空港企画調整官

航空局航空ネットワーク部近畿圏・中部
圏空港課中部圏空港企画調整官

齋　藤　輝　彦 総合政策局技術政策課技術基準企画調整
官

総合政策局技術政策課技術基準企画調整
官

寺　園　正　彦 中部地方整備局港湾空港部計画企画官

中部地方整備局港湾空港部計画企画官 田　中　大　司 港湾局産業港湾課国際調整官

港湾局産業港湾課国際調整官 山　根　知　洋 航空局総務課航空イノベーション推進官

航空局総務課航空イノベーション推進官 浅　井　勇　磨 港湾局技術企画課技術監理室課長補佐

港湾局技術企画課長 魚　谷　　　憲 大臣官房参事官（新幹線建設担当）

大臣官房参事官（新幹線建設担当） 中　野　智　行 大臣官房参事官（海外高速鉄道プロジェ
クト担当）

大臣官房参事官（海外高速鉄道プロジェ
クト担当）

石　原　　　洋 中国地方整備局港湾空港部長

中国地方整備局港湾空港部長 正　岡　　　孝 一般社団法人港湾荷役システム協会先端
物流戦略研究所研究主幹

港湾局技術企画課長補佐 柴　田　裕　基 国土技術政策総合研究所管理調整部企画
調整課長

国土技術政策総合研究所管理調整部企画
調整課長

長　尾　亮　太 港湾局技術企画課港湾工事高度化指導官

港湾局技術企画課港湾工事高度化指導官 岸　本　　　治 港湾局技術企画課専門官

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構建設企
画部担当課長）

中　野　靖　久 港湾局海岸・防災課港湾保安管理官

港湾局海岸・防災課港湾保安管理官 田　中　和　弘 港湾局港湾経済課長補佐

港湾局港湾経済課専門官 永　井　光　郎 港湾局海岸・防災課危機管理室専門官

港湾局海岸・防災課広域連携推進官 堀　　　貞　治 港湾局産業港湾課産業連携企画調整官
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航空局総務課企画室課長補佐 渡　邉　泰　文 福岡空港事務所管制保安部次席航空管制
官

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
航空大学校実科教授）

二ツ森　慶　一 航空局安全部安全政策課運航審査官

航空局安全部安全政策課運航審査官 木　野　恭　幸 大阪航空局保安部運航審査官

航空局安全部安全政策課安全政策企画官 藏　　　智　彦 航空局安全部航空機安全課型式証明調整
官

航空局安全部航空機安全課型式証明調整
官

甲　斐　健太郎 航空局安全部無人航空機安全課長補佐

航空局安全部安全政策課長補佐 平　林　孝　太 総務省行政評価局政策評価課課長補佐

航空局安全部安全政策課航空保安対策室
専門官

米　谷　祐　輝 内閣府交通安全企画調査専門職（政策統
括官（政策調整担当）付参事官（交通安
全対策担当）付）

海事局検査測度課付・出向（内閣府交通
安全企画調査専門官（政策統括官（政策
調整担当）付参事官（交通安全対策担
当）付））

可　児　貴　明 人事院人材局首席試験専門官付試験専門
官

航空局安全部無人航空機安全課長補佐 萩　原　裕　人 航空局安全部航空機安全課付

辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人海上・港湾・航空技術研究所電子航
法研究所航法システム領域長

今　村　　　純 航空局交通管制部管制技術課航空灯火・
電気技術室長

航空局交通管制部管制技術課航空灯火・
電気技術室長

齋　藤　賢　一 航空局総務課危機管理室長

航空局総務課危機管理室長 中　村　文　俊 東京航空局保安部長

東京航空局保安部長 植　木　隆　央 長崎空港事務所長

長崎空港事務所長 原　田　毅　彦 那覇空港事務所次長

那覇空港事務所次長 池　尻　辰　也 東京航空交通管制部先任航空管制官

東京航空交通管制部先任航空管制官 濱　畑　嘉　亨 神戸航空交通管制部先任航空管制官

神戸航空交通管制部先任航空管制官 中　北　洋　一 八尾空港事務所先任航空管制官

辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人建築研究所監事）

佐　藤　忠　晴 北海道局総務課長
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北海道局総務課長 寺　本　耕　一 内閣府政策統括官（政策調整担当）付参
事官（交通安全対策担当）

大臣官房付・出向（内閣府政策統括官
（政策調整担当）付参事官（交通安全対
策担当））

田　村　真　一 高松市副市長

辞　職（６月３０日付）（高松市副市
長）

中　林　大　典 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室長

国土交通政策研究所総括主任研究官 坂　本　弘　毅 首都圏新都市鉄道株式会社経営企画部長

国土技術政策総合研究所道路交通研究部
道路防災研究官

松　本　幸　司 中国地方整備局山口河川国道事務所長

中国地方整備局山口河川国道事務所長 山　田　直　也 一般財団法人日本建設情報総合センター
建設情報研究所審議役

　
休　職（一般財団法人日本建設情報総合
センター建設情報研究所審議役）

前　内　永　敏 大臣官房付

国土技術政策総合研究所道路交通研究部
道路情報高度化研究官

関　谷　浩　孝 国土技術政策総合研究所道路交通研究部
道路研究室長

関東地方整備局総務部長 井　浦　義　典 内閣府沖縄振興局参事官（振興第一担
当）

大臣官房付・出向（内閣府沖縄振興局参
事官（振興第一担当））

野　本　英　伸 北海道運輸局交通政策部長

北海道運輸局交通政策部長 蹴　揚　秀　男 大臣官房付

中部地方整備局企画部企画調整官 濱　谷　健　太 関東地方整備局甲府河川国道事務所長

関東地方整備局甲府河川国道事務所長 留　守　洋　平 気仙沼市副市長

近畿地方整備局企画部長 奥　田　晃　久 近畿地方整備局企画部長（兼）近畿地方
整備局道路部長

近畿地方整備局道路部長 水　野　宏　治 三重県県土整備部長

辞　職（６月３０日付）（三重県県土整
備部長）

若　尾　将　徳 道路局国道・技術課技術企画室長

道路局国道・技術課技術企画室長 新　田　恭　士 総合政策局公共事業企画調整課施工安全
企画室長

総合政策局公共事業企画調整課施工安全
企画室長

森　川　博　邦 国立研究開発法人土木研究所つくば中央
研究所技術推進本部上席研究員（先端技
術）

辞　職（６月３０日付）（国立研究開発
法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空
港技術研究所特別研究主幹）

松　本　英　雄 近畿地方整備局神戸港湾事務所長
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近畿地方整備局神戸港湾事務所長 中　本　　　隆 新関西国際空港株式会社技術・安全部長

辞　職（６月３０日付）（新関西国際空
港株式会社技術・安全部長）

鈴　木　賢　治 航空局安全部安全政策課空港安全室長

航空局安全部安全政策課空港安全室長 木　原　正　智 大分市副市長

辞　職（６月３０日付）（大洲市治水事
業統括官）

阿　部　勝　義 四国地方整備局河川部河川管理課長

四国地方整備局河川部河川管理課長 柳　　　忠　和 四国地方整備局肱川緊急治水対策河川事
務所副所長

辞　職（６月３０日付）（下関市都市整
備部次長）

山　上　直　人 九州地方整備局河川部河川計画課長

九州地方整備局河川部河川計画課長 酒　匂　一　樹 九州地方整備局八代河川国道事務所調査
課長

九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事
務所付

宮　本　由　郎 九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事
務所副所長

九州地方整備局西之表港湾事務所長 細　見　暁　彦 九州地方整備局港湾空港部港湾空港企画
官

九州地方整備局港湾空港部港湾空港企画
官

山　口　隼　人 九州地方整備局企画部技術企画官

九州地方整備局企画部技術企画官 大　平　和　芳 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務
所保全課長

九州地方整備局西之表港湾事務所副所長 小　田　正　和 九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事
務所総務課長

辞　職 石　塚　大　記 東京航空局総務部広報対策官

東京航空局総務部広報対策官 福　井　靖　則 東京航空局総務部安全企画・保安対策課
長

東京航空局総務部安全企画・保安対策課
長

小　野　瑞　聡 札幌航空交通管制部総務課長

札幌航空交通管制部総務課長 戎　　　修　史 航空局安全部安全政策課専門官

航空局安全部安全政策課専門官 竹　内　敏　博 東京航空局空港部環境・地域振興課長補
佐

辞　職 白　石　　　岳 東京航空局保安部次席航空機検査官

東京航空局保安部次席航空機検査官 平　田　律　子 航空局安全部安全政策課専門官
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新千歳空港事務所管制保安部次席航空管
制運航情報官

對　馬　史　生 航空局交通管制部運用課長補佐

航空局交通管制部運用課長補佐 渡　辺　憲　幸 航空局安全部安全政策課空港安全室課長
補佐

航空局安全部安全政策課空港安全室課長
補佐

山　野　周　朗 新千歳空港事務所管制保安部次席航空管
制運航情報官

辞　職 吉　田　　　智 仙台空港事務所広域空港管理官

新潟空港事務所先任航空管制官 野　尻　尚　史 航空局交通管制部交通管制企画課システ
ム開発評価・危機管理センター次席開発
評価管理官

航空局交通管制部交通管制企画課システ
ム開発評価・危機管理センター次席開発
評価管理官

小　林　雅　義 東京航空交通管制部次席航空管制官

大阪航空局保安部付 須　磨　　　繁 大阪航空局保安部管制技術課長

大阪航空局保安部管制技術課長 濵　﨑　裕　二 東京航空局保安部交通管制安全監督課長

東京航空局保安部交通管制安全監督課長 川　村　和　也 航空局交通管制部管制技術課航行支援技
術高度化企画室航空管制技術調査官

航空局交通管制部管制技術課航行支援技
術高度化企画室航空管制技術調査官

荒　川　勝　行 大阪航空局保安部管制技術課専門官

辞　職 山　口　　　諭 東京航空交通管制部長

東京航空交通管制部長 松　原　　　悟 神戸航空交通管制部長

神戸航空交通管制部長 駒　井　繁　利 中部空港事務所長

中部空港事務所長 恒　光　友　義 成田空港事務所次長

成田空港事務所次長 松　本　弘　聖 東京空港事務所管制保安部先任航空管制
官

出　向（観光庁観光戦略課観光経済調査
室長）

仲　澤　　　純 大臣官房総務課企画官（総合政策局併
任）

出　向（観光庁国際観光部参事官（外客
受入担当））

廣　田　健　久 関東運輸局交通政策部長

関東運輸局交通政策部長 髙　橋　信　博 関東運輸局自動車交通部長

関東運輸局自動車交通部長 内　田　忠　宏 観光庁国際観光部国際観光課長補佐
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出　向（運輸安全委員会事務局総務課
長）

堀　　　真之助 大臣官房付

大臣官房付 紺　野　博　行 大臣官房参事官（物流産業担当）

大臣官房参事官（物流産業担当） 勘　塲　庸　資 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支
援機構総務部総務課長

辞　職（６月３０日付）（独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構総務部
総務課長）

小　泉　　　誠 一般財団法人運輸総合研究所主任研究員

総合政策局付・休職（一般財団法人運輸
総合研究所主任研究員）

春　名　史　久 海事局海技課長

海事局海技課長 中　井　智　洋 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補
付）

出　向（内閣官房副長官補付） 笹　目　勝　彦 大臣官房総務課企画調整官

大臣官房総務課企画調整官 金　親　義　徳 道路局路政課道路利用分析官

出　向（内閣府政策統括官（経済社会シ
ステム担当）付企画官）

茨　木　　　誠 水管理・国土保全局下水道部下水道企画
課付

出　向（内閣府政策統括官（防災担当）
付参事官（普及啓発・連携担当）付参事
官補佐）

佐々木　　　舞 大臣官房人事課付

出　向（公正取引委員会事務総局官房総
務課長補佐）

土　平　峰　久 鉄道局総務課企画室課長補佐

鉄道局総務課企画室課長補佐 田　中　裕　士 公正取引委員会事務総局審査局管理企画
課企画室審査専門官

出　向（６月３０日付）（総務省大臣官
房付）

大　塚　大　輔 大臣官房参事官（航空戦略担当）

大臣官房参事官（航空戦略担当） 東　田　晃　拓 総務省大臣官房付

出　向（総務省国際戦略局国際戦略課課
長補佐）

坂　本　光　英 都市局まちづくり推進課企画専門官

都市局まちづくり推進課企画専門官 三　宅　貴　大 中国運輸局交通政策部交通企画課長

中国運輸局交通政策部交通企画課長 河　野　孝　文 大臣官房人事課付

出　向（６月３０日付）（総務省情報流
通行政局総務課課長補佐）

馬　場　厚　史 総合政策局物流政策課長補佐

総合政策局物流政策課物流渉外官 村　井　香　菜 総合政策局物流政策課長補佐
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出　向（財務省関税局付） 川　口　力　也 港湾局港湾経済課長補佐

港湾局港湾経済課長補佐 江　越　晴　樹 財務省関税局総務課事務管理室システム
総括係長

出　向（水産庁漁港漁場整備部計画課
付）

渡　邉　浩　二 北海道開発局農業水産部水産課長

北海道開発局農業水産部水産課長 的　野　博　行 水産庁漁港漁場整備部整備課付

出　向（環境省地球環境局総務課脱炭素
社会移行推進室長）

伊　藤　史　雄 自動車局車両基準・国際課環境基準室長

自動車局車両基準・国際課環境基準室長 小　岩　真　之 環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行
推進室長

出　向（環境省環境再生・資源局環境再
生施設整備担当参事官室参事官補佐）

石　島　博　之 不動産・建設経済局参事官付課長補佐

不動産・建設経済局参事官付課長補佐 佐　藤　　　孝 不動産・建設経済局建設業課建設業適正
取引推進指導室課長補佐

不動産・建設経済局建設業課建設業適正
取引推進指導室課長補佐

北　埜　　　順 大臣官房人事課長補佐

大臣官房人事課長補佐 渡　邉　哲　也 不動産・建設経済局建設市場整備課専門
工事業・建設関連業振興室課長補佐

不動産・建設経済局建設市場整備課専門
工事業・建設関連業振興室課長補佐

岩　舩　真　哉 不動産・建設経済局建設業課長補佐

不動産・建設経済局建設業課長補佐 橋　本　貴　央 総合政策局バリアフリー政策課長補佐

総合政策局バリアフリー政策課長補佐 佐々木　高　志 総合政策局情報政策課建設経済統計調査
室課長補佐

総合政策局情報政策課建設経済統計調査
室課長補佐

髙　城　辰　哉 総合政策局総務課付

以　上
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