
令和5年5月1日 現在
ﾋﾛｾ ﾏｻﾖｼ ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ ﾌｼﾞﾀ ﾐｶ ｵｵﾉ ﾀｸﾔ （事務所等） ｸｻｶﾍﾞ ﾀｶｱｷ ｺｳﾑﾗ ﾕｷｵ

関東地方整備局長 事業調整官 太田　敏之 水政課長 藤田　美香 港政課長 大野　拓也 日下部　隆昭
ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ ｲｲﾉ ﾏｻｷ ﾔﾏｶﾜ ﾀｶﾋﾛ ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ ｶｲﾂﾞ ﾖｼｶｽﾞ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ

副局長 石橋　洋信 工事品質調整官 飯野　正樹 河川計画課長 山川　貴大 港湾管理課長 永井　一幸 海津　義和 望月　一彦
ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ ﾅｶﾔ ﾌﾞﾝｼﾞ ｱﾗｶﾜ ﾖｼｺ ﾄｻ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂﾙ

副局長 田中　徹 総括技術検査官 中谷　文治 地域河川課長 荒川　佳子 港湾計画課長 土佐　一也 山本　陽子 宇都宮営繕事務所長 黒田　充
ﾀｷｶﾞｻｷ ﾖｼｶｽﾞ ｸﾆｶﾞﾐ ﾏｻﾉﾌﾞ ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ ｵﾁ ﾉﾘｱｷ ﾕｲ ｼﾕｳｼﾞ ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ

国頭　正信 河川環境課長 斎藤　充則 港湾事業企画課長 越智　紀昭 由井　修二 東京第一営繕事務所長 林　直人
ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｵ ｲﾄｳｼﾞ ﾄｼﾛｳ ｶｽﾐ ﾔｽﾕｷ ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾂﾕｷ ﾐﾔｼﾀ ﾀﾀﾞｼ ｲﾜﾉ ﾀｴ

松村　敏男 糸氏　敏郎 河川工事課長 霞　安行 港湾整備・補償課長 小野寺　克幸 宮下　規 東京第二営繕事務所長 岩野　多恵
ｺﾑﾛ ﾐｷｵ ｶｹﾊｼ ｼﾞﾛｳ ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｵ ﾌｼﾞｲ ﾋｻｼ ﾊﾏﾀﾆ ｺｳﾍｲ ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ

広報広聴対策官 小室　幹生 企画課長 梯　滋郎 河川管理課長 岩崎　和夫 空港整備課長 藤井　久 常総国道事務所長 浜谷　恒平 甲武営繕事務所長 小泉　洋
ｶﾒｲ ﾖｼﾋﾛ ﾁﾊﾞ ﾅｵｼ ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾆｲﾂﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ﾋﾓﾘ ﾕｳｼﾞ ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

適正業務管理官 亀井　義弘 広域計画課長 千葉　直志 水災害予報センター長 金子　隆信 海洋環境・技術課長 新妻　和洋 渡良瀬川河川事務所長 檜森　裕司 横浜営繕事務所長 西村　研二
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ ｱﾗｲ ﾕｷｵ ｼｵﾉﾔ ﾋﾛｼ ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ ｷﾉｼﾀ ｱﾂﾋｺ ﾑﾗｾ ﾏｻﾔｽ

統括防災官 小林　達徳 技術管理課長 荒井　幸雄 塩谷　浩 滝口　和美 日光砂防事務所長 木下　篤彦 長野営繕事務所長 村瀬　昌康
（統括防災官） ｺｲｹ ﾏｻﾋｺ ｻﾄｳ ｼﾞﾕﾝ （道路部） ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾏ

総括防災調整官 小池　聖彦 技術調査課長 佐藤　潤 道路部長 松本　健 特定離島港湾計画課長 遠藤　正洋 宇都宮国道事務所長 吉田　幸男 大谷　琢磨
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾄﾘｻﾜ ﾋﾃﾞｵ ｱﾒﾐﾔ ﾔｽﾖｼ ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾂｵ

防災管理官 施工企画課長 小澤　直樹 道路企画官 鳥澤　秀夫 雨宮　康良 高崎河川国道事務所長 青木　崇光 千葉港湾事務所長 岡島　達男
ﾐﾔﾅｶﾞ ﾕｳﾍｲ ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ ｷﾂﾀｶ ﾏｻﾖｼ ﾅｶﾞﾓﾘ ﾏｻﾋｺ ｵｵｻｶ ﾀｹｼ ｶﾄｳ ｴﾏ

防災情報調整官 宮永　悠平 情報通信技術課長 菅原　宣治 路政調整官 工事安全推進室長 長森　雅彦 利根川水系砂防事務所長 大坂　剛 東京港湾事務所長 加藤　絵万
ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ （建政部） ｲｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｲｼｸﾗ ﾀｹｼ ﾋﾛｾ ﾖｼｱｷ ﾂﾓﾘ ﾀｶﾕｷ ｱﾉ ﾀｶｼ

防災対策技術分析官 井上　啓 建政部長 家田　健一郎 交通拠点調整官 石倉　丈士 品質確保室長 廣瀬　好明 利根川上流河川事務所長 津森　貴行 東京空港整備事務所長 阿野　貴史
ｱｵｷ ﾀｶｵ ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ ﾋﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ ﾈﾘｵ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｵｵﾂｶ ｼﾞﾕﾝｲﾁ ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ

防災室長 青木　孝夫 事業認定調整官 佐々木　義憲 地域道路調整官 平本　和寿 練尾　伸一郎 荒川上流河川事務所長 大束　淳一 京浜港湾事務所長 神田　尚樹
ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ ﾎﾘｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ （営繕部） ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ ｺﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾋﾛ ﾐｶﾐ ｱｷﾗ

建設産業調整官 堀井　英則 特定道路工事対策官 中嶋　政幸 営繕部長 高橋　武男 荒川調節池工事事務所長 小平　剛弘 東京湾口航路事務所長 三上　晃
（総務部） ｲｳﾗ ﾖｼﾉﾘ ﾅｶﾞｼﾏ ｶｽﾞﾐﾂ ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ ﾅｶｽ ｹｲﾀ ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ

総務部長 井浦　義典 建設業適正契約推進官 長島　一光 道路情報管理官 丸山　昌宏 営繕特別事業管理官 山本　英史 大宮国道事務所長 中洲　啓太 特定離島港湾事務所長 高橋　康弘
ｱﾕｾ ﾏｻｶｽﾞ ｾｷ ﾋﾛｶﾂ ｶｽﾔ ﾋﾃﾞｵ ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾄﾐﾁ ｺﾞｶﾝ ﾋﾛﾕｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

総括調整官 鮎瀬　正和 不動産業適正化推進官 関　広克 道路保全企画官 粕谷　日出夫 営繕調査官 丸山　素道 北首都国道事務所長 後閑　浩幸 中川　大
ｾｷ ｺｳｼﾞ ｲｲﾂｶ ﾀｶﾋﾛ ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｵ ｱﾝﾋﾞﾙ ﾐﾉﾙ ﾓﾘﾔｽ ｸﾆﾋﾛ

総括調整官 関　宏治 土地市場監視官 飯塚　孝廣 五十嵐　一夫 営繕調整官 安蒜　実 江戸川河川事務所長 守安　邦弘
ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔﾀｹ ｵﾌﾞﾁ ﾔｽﾏｻ

調査官 太田　孝二 都市調整官 大関　弘之 路政課長 長沼　秀明 営繕品質管理官 松田　彩兵 利根川下流河川事務所長 小渕　康正
ｼﾛﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ﾋﾛﾐﾂ ｵｵﾀﾆ ｱｷﾗ ｺﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ

人事計画官 城田　敦之 公園調整官 富所　弘充 道路計画第一課長 大谷　彬 設備技術対策官 小谷　寛之 首都国道事務所長 田中　満
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ ｶﾝﾄﾞﾘ ﾋﾛﾄｼ ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ

人事企画官 山田　勝実 下水道調整官 阪本　敦士 道路計画第二課長 森山　祥文 官庁施設管理官 神鳥　博俊 千葉国道事務所長 小島　昌希
ﾜｸｲ ﾂﾖｼ ﾂｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ ｷﾑﾗ ﾖｼｵ ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾌﾐ ﾃﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ

予算調整官 涌井　剛 住宅調整官 塚田　友美 地域道路課長 木村　佳夫 計画課長 山下　雅文 荒川下流河川事務所長 出口　桂輔
ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋｺ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘﾕｳﾀ ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ｲｼｲ ﾋﾛｱｷ

契約管理官 武内　康彦 計画管理課長 内堀　隆太 計画調整課長 木本　悠太 調整課長 眞鍋　秀聡 東京国道事務所長 石井　宏明
ﾀｸﾞﾁ ﾕﾐｺ ｲﾁﾘｷ ﾃﾂﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｼ ﾄﾉｻｷ ﾔｽﾋﾛ ｸﾘﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ

契約管理官 田口　由美子 建設産業第一課長 一力　哲也 道路工事課長 山田　寧 整備課長 外崎　康弘 相武国道事務所長 栗原　和彦
ﾀｶﾂ ｼﾕｳｲﾁ ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾄｼ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ ｾｷ ﾉﾌﾞｵ

財産管理官 高津　秀一 建設産業第二課長 村田　康二 道路管理課長 松澤　尚利 営繕技術管理課長 遠藤　昭彦 関　信郎
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ ｾｷｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ ﾐｽﾞｻﾜ ﾖｼﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ ｼﾏｻｷ ｱｷﾋﾛ

福利厚生官 山崎　秀孝 都市整備課長 関澤　貴史 交通対策課長 水澤　良幸 技術・評価課長 小林　輝雄 京浜河川事務所長 嶋崎　明寛
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ ｲﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ （港湾空港部） ﾓﾘﾊｼ ﾏｺﾄ ﾔﾖｼ ﾓﾄｷ ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋｺ

人事課長 藤原　玄貴 住宅整備課長 井波　まどか 港湾空港部長 森橋　真 保全指導・監督室長 彌吉　元毅 横浜国道事務所長 宮本　久仁彦
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ ｷﾖﾐｽﾞ ﾀｶｼ （用地部） ﾅｶﾞﾏﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾌｼﾞｻｶ ｺｳｽｹ

総務課長 中島　秀和 建築安全課長 田中　幸一 港湾空港企画官 清水　崇 用地部長 長町　大輔 川崎国道事務所長 藤坂　幸輔
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ （河川部） ｼｵｲ ﾅｵﾋｺ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ﾙｽ ﾖｳﾍｲ

会計課長 河川部長 塩井　直彦 計画企画官 藤井　大地 用地調整官 村山　朋之 甲府河川国道事務所長 留守　洋平
ｻﾉ ﾕｷｵ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾔｽﾊﾗ ｱｷﾗ ﾀｹｼ ｵｻﾑ ﾄｳﾍｲ ﾏｻﾙ

契約課長 佐野　幸雄 河川調査官 藤本　雄介 事業計画官 安原　晃 用地調査官 武士　修 富士川砂防事務所長 藤平　大
ﾉｼﾞ ﾔｽｵ ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ ｻｲﾀ ｼﾝｲﾁ ｻｶｷﾀﾞ ﾅｵﾕｷ ｺｻﾜ ﾄﾓﾕｷ

経理調達課長 野路　靖雄 水政調整官 土田　純 技術審査官 齋田　伸一 用地計画官 榊田　直之 長野国道事務所長 小澤　知幸
ﾀﾅｶ ｻﾄｼ ﾎﾘｳﾁ ﾃﾙｱｷ ｲｼﾜﾀ ｹｲｽｹ ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾄｼ ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ

厚生課長 田中　聡 地域河川調整官 堀内　輝亮 港湾危機管理官 石渡　啓介 竹井　秀寿 佐藤　務
（企画部） ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ ｲﾁﾊﾞ ｻﾄｼ ｲｾ ﾂﾄﾑ ｻｻｷ ﾏｻﾙ ﾂﾎﾞﾔ ﾀｹｼ

企画部長 小林　賢太郎 総合土砂管理官 一場　敏 事業継続計画官 伊勢　勉 佐々木　優 坪谷　剛
ﾜﾀﾞ ｹﾝﾔ ｳﾁﾎﾞﾘ ｽﾐｵ ﾀｵ ﾕｳｷ ｳｴﾁ ｶｽﾞﾔ ﾊｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

企画調整官 和田　賢哉 河川情報管理官 内堀　寿美男 港湾高度利用調整官 田尾　雄喜 上地　一哉 羽澤　敏行
ｸﾏﾉ ﾃﾂﾔ ｱﾗｷ ｼｹﾞﾙ ｼｹ ﾋﾛﾕｷ ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾀﾀﾞｼ ｲｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ

技術企画官 熊野　哲也 低潮線保全官 荒木　茂 四家　弘行 泉川　忠士 品木ダム水質管理所長 井口　和夫
ﾔｷﾞ ｱｷﾄｼ ｲｼﾀﾞ ﾀｹｼ ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｶﾝﾀﾂ ｶｽﾞｱｷ

環境調整官 八木　昭稔 河川保全管理官 石田　武司 澤田　一洋 二瀬ダム管理所長 神達　和明
ｽﾄｳ ｼﾞﾕﾝｲﾁ ﾑﾄｳ ｹﾝｼﾞ ｼﾌﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾞ ｵﾋﾞﾂ ﾓﾄｽﾞﾐ

須藤　純一 武藤　健治 渋谷　賢治 小櫃　基住
ﾀｶﾓﾘ ｵｻﾑ ｻｻｷ ﾄﾓﾕｷ ｽﾅﾉ ﾕｳﾄ ﾐｽﾞｶﾜ ﾔｽｵ

佐々木　智之 砂野　勇人 水川　靖男

港政調整官 用地対策課長

鬼怒川ダム統合管理事務所長

用地企画課長 利根川ダム統合管理事務所長

用地補償・土地調整管理官

関東技術事務所長

品質検査官

技術調整管理官 広域水管理官 東京国際空港対策官

技術開発調整官 水理水文分析官 補償管理官 関東道路メンテナンスセンター長

災害対策マネジメント室長

関　東　地　方　整　備　局　幹　部　一　覧

常陸河川国道事務所長

下館河川事務所長

入札契約監査官 電気情報技術高度化調整官 霞ヶ浦導水工事事務所長

霞ヶ浦河川事務所長

主任監査官 建設情報・施工高度化技術調整官 久慈川緊急治水対策河川事務所長

鹿島港湾・空港整備事務所長

水災害対策センター長

国営昭和記念公園事務所長

首都圏臨海防災センター長

港湾空港防災・危機管理課長

道路環境対策技術分析官

クルーズ振興・港湾物流企画室長

用地補償課長 相模川水系広域ダム管理事務所長

国営常陸海浜公園事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所長

東京外かく環状国道事務所長




