
　　　　　　　　　中部地方整備局幹部一覧表（令和元年10月1日）

中部地方整備局長 勢田　昌功 ｾﾀ ﾏｻﾉﾘ 河川保全管理官 瀬古　眞一 ｾｺ ｼﾝｲﾁ 多治見砂防国道事務所長 植野　利康 ｳｴﾉ ﾄｼﾔｽ 名四国道事務所長 永田　耕之 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼ

副局長 元野　一生 ﾓﾄﾉ ｲﾁｵ 総合土砂管理官 島崎　誠 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 副所長（事） 遠山　善紀 ﾄｵﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 副所長（事） 前中　稔章 ﾏｴﾅｶ ﾄｼｱｷ

副局長 上野　賢一 ｳｴﾉ ｹﾝｲﾁ 水政課長 山田　裕代 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾖ 副所長（技） 大森　秀人 ｵｵﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄ 副所長（技） 田中　慎次 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ

主任監査官 置田　裕巳 ｵｷﾀ ﾋﾛﾐ 河川計画課長 池原　貴一 ｲｹﾊﾗ ｷｲﾁ 副所長（技） 武田　正昭 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 副所長（技） 伊藤　博文 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

入札契約監査官 垣内　忠司 ｶｷｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 地域河川課長 杉山　紀行 ｽｷﾞﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 木曽川上流河川事務所長 堀　与志郎 ﾎﾘ ﾖｼﾛｳ 三重河川国道事務所長 秋葉　雅章 ｱｷﾊﾞ ﾏｻｱｷ

広報広聴対策官 須藤　剛 ｽﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 河川環境課長 武田　真吾 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 副所長（事） 中野　美輝 ﾅｶﾉ ﾖｼﾃﾙ 副所長（事） 前田　幸則 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ

適正業務管理官 松葉　昭彦 ﾏﾂﾊﾞ ｱｷﾋｺ 河川工事課長 水野　徹 ﾐｽﾞﾉ ﾄｵﾙ 副所長（事） 加藤　智幸 ｶﾄｳ ﾁﾕｷ 副所長（技） 細野　貴司 ﾎｿﾉ ﾀｶｼ

統括防災官 山根　孝之 ﾔﾏﾈ ﾀｶﾕｷ 河川管理課長 松村　昭洋 ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 副所長（技） 永田　基 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾄｲ 副所長（技） 鈴木　克章 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ

総括防災調整官 國村　一郎 ｸﾆﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 水災害予報センター長 戸谷　三知郎 ﾄﾔ ﾐﾁｵ 副所長（技） 松原　充幸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾕｷ 木曽川下流河川事務所長 村田　啓之 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ

防災情報調整官 河野　博 ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ 道路部長 池口　正晃 ｲｹｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 越美山系砂防事務所長 吉野　睦 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ 副所長（事） 春日井　元 ｶｽｶﾞｲ ﾊｼﾞﾒ

防災管理官 石原　幸久 ｲｼﾊﾗ ﾕｷﾋｻ 道路調査官 福田　光祐 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 副所長（事） 三宅　由枝 ﾐﾔｹ ﾖｼｴ 副所長（技） 西嶋　裕詞 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

防災室長 堀江　幸生 ﾎﾘｴ ﾕｷｵ 路政調整官 押越　貞紀 ｵｼｺｼ ｻﾀﾞﾉﾘ 副所長（技） 山村　真司 ﾔﾏﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 副所長（技） 田中　靖久 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ

災害対策マネジメント室長 中川　哲也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 地域道路調整官 間宮　敏博 ﾏﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ 新丸山ダム工事事務所長 野々村　武文 ﾉﾉﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ 副所長（技） 後藤　明 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ

総務部長 横田　玲子 ﾖｺﾀ ﾚｲｺ 特定道路工事対策官 長谷川　強 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 副所長（事） 大野　寛幸 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 紀勢国道事務所長 桑　昌司 ｸﾜ ﾏｻｼ

総括調整官 鈴木　良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 道路情報管理官 髙須　博幸 ﾀｶｽ ﾋﾛﾕｷ 副所長（技） 折戸　充 ｵﾘﾄ ﾐﾂﾙ 副所長（事） 松本　祐子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺ

総括調整官 三宅　勝敏 ﾐﾔｹ ｶﾂﾄｼ 道路保全企画官 石垣　政彦 ｲｼｶﾞｷ ﾏｻﾋｺ 岐阜国道事務所長 粂野　真一郎 ｸﾒﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 副所長（技） 奥出　克 ｵｸﾃﾞ ｶﾂ

調査官 近藤　正幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 高規格道路管制官 横井　兼行 ﾖｺｲ ｶﾈﾕｷ 副所長（事） 大島　雄二 ｵｵｼﾏ ﾕｳｼﾞ 副所長（技） 浅井　洋二 ｱｻｲ ﾖｳｼﾞ

人事計画官 河辺　俊二 ｶﾜﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ 路政課長 髙口　洋幸 ﾀｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 副所長（技） 服部　一宏 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 北勢国道事務所長 伏木　章尋 ﾌｼｷ ｱｷﾋﾛ

人事企画官 舟戸　睦 ﾌﾅﾄ ﾑﾂﾐ 道路計画課長 大西　宵平 ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾍｲ 副所長（技） 大島　常生 ｵｵｼﾏ ﾂﾈｵ 副所長（事） 所　光義 ﾄｺﾛ ﾃﾙﾖｼ

予算調整官 中野　勇生 ﾅｶﾉ ｲｻｵ 地域道路課長 内藤　正仁 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 高山国道事務所長 竹島　大祐 ﾀｹｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 副所長（技） 松本　昭一 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｶｽﾞ

契約管理官 寺島　士朗 ﾃﾗｼﾏ ｼﾛｳ 計画調整課長 油井　康夫 ﾕｲ ﾔｽｵ 副所長（事） 矢代　益久 ﾔｼﾛ ﾏｽﾋｻ 副所長（技） 田中　一能 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ

契約管理官 小島　沙織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 道路工事課長 竹下　康則 ﾀｹｼﾀ ﾔｽﾉﾘ 副所長（技） 澤田　敦則 ｻﾜﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 天竜川上流河川事務所長 伊藤　誠記 ｲﾄｳ ﾓﾄｷ

福利厚生官 向出　誠 ﾑｶｲﾃﾞ ﾏｺﾄ 道路管理課長 野田　茂樹 ﾉﾀﾞ ｼｹﾞｷ 副所長（技） 堀　豊裕 ﾎﾘ ﾄﾖﾋﾛ 副所長（事） 青田　幸久 ｱｵﾀ ﾕｷﾋｻ

人事課長 田代　悠真 ﾀｼﾛ ﾕｳﾏ 交通対策課長 二村　隆之 ﾌﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 沼津河川国道事務所長 長谷部　智久 ﾊｾﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 副所長（技） 鈴木　豊 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ

総務課長 筧　豊勝 ｶｹﾋ ﾄﾖｶﾂ 港湾空港部長 田中　知足 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 副所長（事） 兼定　弘明 ｶﾈｻﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 副所長（技） 矢澤　聖一 ﾔｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ

会計課長 佐々木　源 ｻｻｷ ｹﾞﾝ 港湾空港企画官 佐溝　圭太郎 ｻﾐｿﾞ ｹｲﾀﾛｳ 副所長（技） 大竹　庸訓 ｵｵﾀｹ ﾂﾈﾉﾘ 三峰川総合開発工事事務所長 堀　謙一郎 ﾎﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ

契約課長 鈴木　秀一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 計画企画官 伴田　勝 ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾙ 副所長（技） 加納　啓司 ｶﾉｳ ｹｲｼﾞ 副所長（事） 橋野　克彦 ﾊｼﾉ ｶﾂﾋｺ

経理調達課長 浮須　俊介 ｳｷｽ ｼｭﾝｽｹ 事業計画官 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 浜松河川国道事務所長 田中　里佳 ﾀﾅｶ ﾘｶ 副所長（技） 尾畑　伸之 ｵﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

厚生課長 竹内　充 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾙ 技術審査官 老平　武弘 ｵｲﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾋﾛ 副所長（事） 清水　徹 ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ 飯田国道事務所長 尾出　清 ｵﾃﾞ ｷﾖｼ

企画部長 福田　敬大 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 港湾危機管理官 齋田　和成 ｻｲﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 副所長（技） 松山　康忠 ﾏﾂﾔﾏ ﾔｽﾀﾀﾞ 副所長（事） 後藤　雅剛 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾀｹ

企画調整官 岩﨑　等 ｲﾜｻｷ ﾋﾄｼ 港湾高度利用調整官 神谷　一弘 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 副所長（技） 大口　鉄雄 ｵｵｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 副所長（技） 田中　智徳 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ

技術企画官 野口　弘之 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 港政調整官 中島　昭美 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾖｼ 副所長（技） 齊木　雅邦 ｻｲｷ ﾏｻｸﾆ 副所長（技） 中村　誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

環境調整官 椙田　達也 ｽｷﾞﾀ ﾀﾂﾔ 品質検査官 細川　浩二 ﾎｿｶﾜ ｺｳｼﾞ 静岡河川事務所長 川上　哲広 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾋﾛ 天竜川ダム統合管理事務所長 安田　幸男 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷｵ

技術調整管理官 稲葉　傑 ｲﾅﾊﾞ ｽｸﾞﾙ 土砂処分管理官 二反田 英浩 ﾆﾀﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 副所長（事） 可児　政美 ｶﾆ ﾏｻﾐ 副所長（事） 加藤　貴雄 ｶﾄｳ ﾀｶｵ

技術開発調整官 中平　浩文 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾌﾐ 港政課長 臼井　衛 ｳｽｲ ﾏﾓﾙ 副所長（技） 三浦　弘禎 ﾐｳﾗ ﾋﾛｻﾀﾞ 丸山ダム管理所長 小池　仁 ｺｲｹ ﾋﾄｼ

事業調整官 兵藤　真 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 港湾管理課長 加藤　史啓 ｶﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 副所長（技） 臼田　文昭 ｳｽﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 長島ダム管理所長 竹内　宏 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ

工事品質調整官 奥田　学 ｵｸﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 港湾計画課長 野村　貴之 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 富士砂防事務所長 加藤　仁志 ｶﾄｳ ﾋﾄｼ 矢作ダム管理所長 栗木　信之 ｸﾘｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

総括技術検査官 筒井　保博 ﾂﾂｲ ﾔｽﾋﾛ 港湾事業企画課長 日置　幸司 ﾋｵｷ ｺｳｼﾞ 副所長（事） 東浦　克昌 ﾋｶﾞｼｳﾗ ｶﾂﾏｻ 蓮ダム管理所長 森　隆好 ﾓﾘ ﾀｶﾖｼ

機械施工管理官 牛場　久典 ｳｼﾊﾞ ﾋｻﾉﾘ 港湾空港整備･補償課長 横田　勉 ﾖｺﾀ ﾂﾄﾑ 副所長（技） 西原　均 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾄｼ 中部技術事務所長 川俣　裕行 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ

企画課長 竹居　雅彦 ﾀｹｲ ﾏｻﾋｺ 海洋環境･技術課長 澤田　玲 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 静岡国道事務所長 篠田　宗純 ｼﾉﾀﾞ ﾑﾈｽﾐ 副所長（事） 布施　伸夫 ﾌｾ ﾉﾌﾞｵ

広域計画課長 富田　直樹 ﾄﾐﾀﾞ ﾅｵｷ 港湾空港防災･危機管理課長 山口　正高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 副所長（事） 山下　重徳 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾉﾘ 副所長（技） 森本　善也 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾔ

技術管理課長 藤山　一夫 ﾌｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞｵ ｸﾙｰｽﾞ振興・港湾物流企画室長 黒川　利樹也 ｸﾛｶﾜ ﾘｷﾔ 副所長（技） 小森　和弘 ｺﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 副所長（技） 石川　裕一 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ

施工企画課長 勅使河原　雅敏 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄｼ 工事安全推進室長 近藤　達男 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｵ 副所長（技） 山田　裕行 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 総括技術情報管理官 白木　久也 ｼﾗｷ ﾋｻﾔ

情報通信技術課長 上原　繁一 ｶﾐﾊﾗ ｼｹﾞｲﾁ 品質確保室長 近藤　春彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 庄内川河川事務所長 西田　将人 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 静岡営繕事務所長 宮下　吉広 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾋﾛ

建政部長 船橋　昇治 ﾌﾅﾊﾞｼ ｼｮｳｼﾞ 営繕部長 植木　暁司 ｳｴｷ ｷｮｳｼﾞ 副所長（事） 戸﨑　雅善 ﾄｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 中部道路メンテナンスセンター長 加藤　豊 ｶﾄｳ ﾕﾀｶ

事業認定調整官 河野　隆一 ｺｳﾉ ﾘｭｳｲﾁ 営繕調査官 後藤　悦朗 ｺﾞﾄｳ ｴﾂﾛｳ 副所長（技） 日置　龍朗 ﾋｵｷ ﾀﾂﾛｳ 清水港湾事務所長 木村　俊介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

建設産業調整官 黒田　良一 ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 営繕品質管理官 都築　克己 ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾐ 副所長（技） 浅沼　功 ｱｻﾇﾏ ｲｻｵ 副所長（技） 堀池　昌生 ﾎﾘｲｹ ﾏｻﾀｶ

建設業適正契約推進官 住田　嘉治 ｽﾐﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 官庁施設管理官 橋本　善弘 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 豊橋河川事務所長 小林　賢次 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 名古屋港湾事務所長 藤田　亨 ﾌｼﾞﾀ ﾄｵﾙ

土地市場監視官 堤　隆広 ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 設備技術対策官 柴田　信介 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｽｹ 副所長（事） 西垣　隆博 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 副所長（事） 岡本　耕司 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ

都市調整官 地下　調 ｼﾞｹﾞ ｵｻﾑ 計画課長 西村　研二 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 副所長（技） 酒井　佳治 ｻｶｲ ﾖｼﾊﾙ 副所長（技） 板生　考司 ｲﾀｵ ﾀｶｼ

公園調整官 笠間　三生 ｶｻﾏ ﾐﾂｵ 調整課長 中西　健 ﾅｶﾆｼ ﾀｹｼ 副所長（技） 末松　義康 ｽｴﾏﾂ ﾖｼﾔｽ 副所長（技） 太田　一之 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾕｷ

住宅調整官 鳥居　義彦 ﾄﾘｲ ﾖｼﾋｺ 整備課長 山名　茂 ﾔﾏﾅ ｼｹﾞﾙ 設楽ダム工事事務所長 須賀　正志 ｽｶﾞ ﾏｻｼ 統括建設管理官 浅倉　弘敏 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾄｼ

計画管理課長 宇梶　貴丈 ｳｶｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 技術・評価課長 石垣　浩孝 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 副所長（事） 瀬戸口　卓男 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀｸｵ 三河港湾事務所長 山口　隼人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

建設産業課長 濱田　和彦 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 保全指導・監督室長 井上　高秋 ｲﾉｳｴ ﾀｶｱｷ 副所長（技） 角田　隆司 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 副所長（技） 田村　誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ

都市整備課長 森山　幸司 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ 用地部長 望月　雅彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾋｺ 名古屋国道事務所長 五十川　泰史 ｲｿｶﾞﾜ ﾔｽﾌﾐ 四日市港湾事務所長 浅見　靖伸 ｱｻﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ

住宅整備課長 歌代　純平 ｳﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 用地調整官 河村　善隆 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 副所長（事） 中村　久貴 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｷ 副所長（事） 田中　亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

河川部長 宮武　晃司 ﾐﾔﾀｹ ｺｳｼﾞ 用地調査官 大野　雅史 ｵｵﾉ ﾏｻﾌﾐ 副所長（技） 稲垣　光正 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾏｻ 副所長（技） 東野　隆之 ﾋｶﾞｼﾉ ﾀｶﾕｷ

河川調査官 川瀬　宏文 ｶﾜｾ ﾋﾛﾌﾐ 用地計画官 金井　正輝 ｶﾅｲ ﾏｻｱｷ 副所長（技） 松岡　龍治 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 名古屋港湾空港技術調査事務所長 恩田　充 ｵﾝﾀﾞ ﾐﾂﾙ

水政調整官 加納　靖也 ｶﾉｳ ﾔｽﾅﾘ 用地補償管理官 舩津　輝夫 ﾌﾅﾂ ﾃﾙｵ 愛知国道事務所長 内藤　洋 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 副所長（技） 和田　尚久 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾋｻ

地域河川調整官 下家　時洋 ｼﾓﾔ ﾄｷﾋﾛ 用地企画課長 郡山　岳志 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀｹｼ 副所長（事） 大石　晴義 ｵｵｲｼ ﾊﾙﾖｼ

河川情報管理官 松尾　修 ﾏﾂｵ ｵｻﾑ 用地対策課長 林　美隆 ﾊﾔｼ ﾖｼﾀｶ 副所長（技） 坂川　昌義 ｻｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

広域水管理官 三浦　彰夫 ﾐｳﾗ ｱｷｵ 用地補償課長 木下　博 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｼ 副所長（技） 佐藤　晶彦 ｻﾄｳ ｱｷﾋｺ


