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知事室長　　　　　　　　　　　　　　　　 知事室長（次長待遇）　　　　　　　　　　 和　歌　哲　也　　

環境生活部長　　　　　　　　　　　　　　 総務部総務管理局長　　　　　　　　　　　 栗　山　隆　博　　

会計管理者　　　　　　　　　　　　　　　 環境生活部環境政策局長　　　　　　　　　 岩　橋　良　晃　　

海草振興局長　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局長（次長待遇）　　　　　　　　 幸　前　裕　之　　

那賀振興局長　　　　　　　　　　　　　　 商工観光労働部商工労働政策局長　　　　　 室　谷　匡　利　　

有田振興局長　　　　　　　　　　　　　　 有田振興局長（次長待遇）　　　　　　　　 石　〓　和　夫　　

東牟婁振興局長　　　　　　　　　　　　　 企画部政策統括参事（空港・ＩＴ担当）　　 駒　井　哲　夫　　

県子ども・女性・障害者相談センター所長　 堀　　　寿　恭　　

県議会事務局長　　　　　　　　　　　　　 那賀振興局長　　　　　　　　　　　　　　 江　川　和　明　　

監査委員事務局長　　　　　　　　　　　　 県参事監察査察課長事務取扱　　　　　　　 田　中　伸　明　　

県参事（県土地開発公社専務理事）　　　　 東牟婁振興局長　　　　　　　　　　　　　 福　田　道　雄　　

県参事監察査察課長事務取扱　　　　　　　 中　田　宏　明　　

総務部総務管理局長　　　　　　　　　　　 総務管理局財政課長　　　　　　　　　　　 山　田　成　紀　　

企画部国際担当参事　　　　　　　　　　　 企画政策局文化国際課長　　　　　　　　　 津　井　宏　之　　

企画部政策統括参事（空港・ＩＴ担当）　　 商工観光労働部観光局長　　　　　　　　　 榎　本　善　行　　

環境生活部環境政策局長　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課長　　　　　　　　　 福　田　良　輔　　

環境生活部生活安全参事　　　　　　　　　 県土整備政策局県土整備総務課長　　　　　 田　中　達　也　　

環境生活部食品安全参事　　　　　　　　　 人事委員会事務局総務課長　　　　　　　　 前　田　芳　人　　

商工観光労働部商工労働政策局長　　　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課長　　　 楠　林　正　至　　

企業政策局産業技術政策課長　　　　　　　 出　口　博　之　　

商工観光労働部観光局長　　　　　　　　　 観光局観光振興課長　　　　　　　　　　　 山　西　毅　治　　

会計局長　　　　　　　　　　　　　　　　 会計局会計課長　　　　　　　　　　　　　 林　　　興　範　　

紀中県税事務所長　　　　　　　　　　　　 総務管理局税務課長　　　　　　　　　　　 青　山　弘　之　　

県参事県消防学校長事務取扱　　　　　　　 環境生活部食品安全参事　　　　　　　　　 糸魚川　隆　司　　

県男女共同参画センター所長　　　　　　　 環境生活部生活安全参事　　　　　　　　　 山　中　浩　子　　

県参事（環境保全公社）　　　　　　　　　 会計局長　　　　　　　　　　　　　　　　 井　上　雅　幸　　

県子ども・女性・障害者相談センター所長　 〓　　　清　隆　　

瀧　谷　年　克　　

労働委員会事務局審査調整課長　　　　　　 〓　橋　義　孝　　

県参事（商工会連合会事務局長）　　　　　 湯　川　恭　英　　

政策審議課企画員　　　　　　　　　　　　 企画政策局文化国際課主幹　　　　　　　　 山　東　良　朗　　

国体推進局競技式典課県外競技運営室長　　 国体推進局競技式典課副課長　　　　　　　 岡　　　哲　司　　

総務管理局総務学事課長　　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部長　　　　　　　　 千　葉　彰　一　　

総務管理局財政課長　　　　　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課長　　　　　　　 内　藤　景一朗　　

総務管理局税務課長　　　　　　　　　　　 藤　田　勝　次　　

危機管理局消防保安課長　　　　　　　　　 横　山　達　伸　　

企画政策局文化国際課長　　　　　　　　　 北　山　　　徹　　

地域振興局総合交通政策課空港対策室長　　 健康局医務課副課長兼総務企画課国体推進員計画調整班長事務取扱　　　　　　　　　　 東　山　喜　行　　

環境政策局環境生活総務課長　　　　　　　 健康局医務課長　　　　　　　　　　　　　 大　平　志　生　　

環境政策局循環型社会推進課廃棄物指導室長 堀　　　浩　一　　

環境政策局環境管理課長　　　　　　　　　 環境政策局循環型社会推進課廃棄物指導室長 栖　原　俊　樹　　

県民局食品・生活衛生課長　　　　　　　　 石　井　和　人　　

健康局医務課長　　　　　　　　　　　　　 鳥　渕　博　文　　

健康局薬務課長　　　　　　　　　　　　　 福　田　泰　博　　

商工労働政策局商工観光労働総務課長　　　 商工労働政策局商工振興課長　　　　　　　 青　木　茂　二　　

商工労働政策局商工振興課長　　　　　　　 南　木　芳　亮　　

商工労働政策局労働政策課長　　　　　　　 教育委員会学校教育局学校指導課副課長　　 田　中　一　寿　　

企業政策局企業振興課長　　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課長　　　　　　　 大　山　　　茂　　

企業政策局企業立地課福祉産業立地室長　　 島　　　秀　之　　

観光局観光振興課長　　　　　　　　　　　 中　島　寛　和　　

県土整備政策局県土整備総務課長　　　　　 那賀振興局地域振興部長　　　　　　　　　 宮　地　良　治　　

県参事（県社会福祉協議会事務局次長　福祉事*業部長事務取扱）　　　　　　　　　　　　

県参事（県立医科大学事務局次長　紀北分院事*務室長事務取扱）　　　　　　　　　　　　

    商工観光労働部企業政策局長産業技術政策課長*事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　

    県参事（県社会福祉協議会事務局次長　福祉事*業部長事務取扱）　　　　　　　　　　　　

    県参事（県立医科大学事務局次長　紀北分院事*務室長事務取扱）　　　　　　　　　　　　 総務管理局市町村課企画員（和歌山地方税回収*機構に派遣）　　　　　　　　　　　　　　

    県参事（県立医科大学地域医療支援センター事*務長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

商工労働政策局商工振興課企画員（商工会連合*会事務局長）　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局税務課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

危機管理局総合防災課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

企画政策局文化国際課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊都振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国体*推進員　兼県子ども・女性・障害者相談センタ

福祉保健政策局障害福祉課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　

商工労働政策局商工観光労働総務課副課長兼総*務企画課国体推進員　　　　　　　　　　　

日高振興局地域振興部企画員兼地域振興部副部*長　兼総務企画課国体推進員　兼政策審議課主

商工労働政策局商工振興課副課長兼総務企画課*国体推進員　商工支援班長事務取扱　　　　

企業政策局企業立地課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

観光局観光振興課副課長兼総務企画課国体推進*員　企画調整班長事務取扱　　　　　　　　
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会計局会計課長　　　　　　　　　　　　　 海草振興局地域振興部長　　　　　　　　　 中　平　　　博　　

海草振興局地域振興部長　　　　　　　　　 中　村　安　雄　　

那賀振興局地域振興部長　　　　　　　　　 古　川　　　勉　　

那賀振興局健康福祉部長　　　　　　　　　 久　世　修　裕　　

西牟婁振興局地域振興部長　　　　　　　　 企業政策局企業振興課長　　　　　　　　　 大　松　憲　司　　

西牟婁振興局健康福祉部長　　　　　　　　 藤　井　敦　弘　　

東牟婁振興局地域振興部長　　　　　　　　 堀　　　順一郎　　

榎　本　律　夫　　

県立文書館長　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部長　　　　　　　　 宮　井　良　彦　　

県立高等看護学院副学院長兼事務長　　　　 木　村　眞　也　　

県議会事務局議事課長　　　　　　　　　　 糸　川　　　徹　　

県議会事務局政策調査課長　　　　　　　　 県議会事務局総務課副課長（広報担当）　　 西　原　龍　也　　

人事委員会事務局総務課長　　　　　　　　 県議会事務局政策調査課長　　　　　　　　 谷　村　守　彦　　

労働委員会事務局審査調整課長　　　　　　 県議会事務局議事課長　　　　　　　　　　 堀　　　達　也　　

教育委員会生涯学習局スポーツ課長　　　　 志　場　紀　之　　

教育委員会生涯学習局スポーツ課教育企画員 教育委員会生涯学習局スポーツ課副課長　　 田　中　健　司　　

久　保　宜　昭　　

尾　上　昭　佳　　

那賀振興局健康福祉部長　　　　　　　　　 〓　松　永　二　　

危機管理局消防保安課長　　　　　　　　　 阿　部　則　章　　

地域振興局総合交通政策課空港対策室長　　 太　田　恭　弘　　

西牟婁振興局地域振興部長　　　　　　　　 佐々木　美　夫　　

国体推進局施設調整課副課長　　　　　　　 県土整備政策局県土整備総務課総務班長　　 前　嶋　秀　章　　

国体推進局競技式典課副課長　　　　　　　 政策審議課政策審議員　　　　　　　　　　 山　本　祥　生　　

井　口　好　晴　　

平　松　伸　之　　

総務管理局財政課課長補佐兼企画調整班長　 西　　　保　義　　

金　附　　　求　　

道路局道路政策課副課長調整班長事務取扱　 石　井　正　明　　

高　瀬　彰　彦　　

県議会事務局議事課課長補佐兼議事班長　　 中　井　　　寛　　

観光局観光交流課課長補佐兼交流推進班長　 吉　冨　秀　明　　

林　　　貞　男　　

総務管理局市町村課課長補佐兼財政班長　　 上　田　英　之　　

橋　爪　正　典　　

橋　口　佳　幸　　

井　邊　正　人　　

浜　野　幸　男　　

福祉保健政策局長寿社会課総括検査員　　　 森　本　和　秀　　

正　木　和　弥　　

健康局医務課副課長兼総務企画課国体推進員計画調整班長事務取扱　　 総務管理局財政課課長補佐兼予算第一班長　 長　尾　尚　佳　　

教育委員会事務局課長補佐兼班長　　　　　 谷　口　善　郎　　

原　　　泰　弘　　

健康局健康推進課主幹国保班長事務取扱　　 岡　本　悦　宏　　

西　本　晴　彦　　

阪　井　加寿子　　

都市住宅局都市政策課主幹　　　　　　　　 西　川　〓　博　　

企業政策局企業振興課主幹　　　　　　　　 会計局会計課主任　　　　　　　　　　　　 坂　頭　徳　彦　　

亀　位　匡　宏　　

観光局観光振興課課長補佐兼振興班長　　　 南　　　和　之　　

観光局観光交流課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企画政策局調査統計課副課長兼総務企画課国体*推進員　企画調整班長事務取扱　　　　　　

紀南県税事務所企画員兼次長　納税課長事務取*扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健康局医務課企画員（県立医科大学事務局経理*課長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

東牟婁振興局地域振興部副部長兼総務企画課国*体推進員　兼政策審議課主幹　　　　　　　

    紀南県税事務所企画員兼次長　納税課長事務取*扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境政策局循環型社会推進課副課長兼総務企画*課国体推進員　　　　　　　　　　　　　　

健康局医務課企画員（県立医科大学事務局医事*課長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局管財課副課長兼総務企画課国体推進*員　管理班長事務取扱　　　　　　　　　　

企業政策局企業振興課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局市町村課企画員（和歌山地方税回収*機構に派遣）　　　　　　　　　　　　　　 健康局健康推進課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    環境政策局循環型社会推進課企画員（環境保全*公社事務局長　総務課長事務取扱）　　　　 健康局医務課企画員（県立医科大学事務局学生*課長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    福祉保健政策局福祉保健総務課企画員（県社会*福祉協議会和歌山県福祉サービス運営適正化委*
    健康局医務課企画員（県立医科大学事務局学生*課長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課企画員（県立医科大学事務局経理*課長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課企画員（県立医科大学事務局医事*課長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局総務学事課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局税務課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康局医務課主幹（公立大学法人担当）公立大*学法人班長事務取扱　　　　　　　　　　　

    総務管理局市町村課副課長兼総務企画課国体推*進員　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局管財課副課長兼総務企画課国体推進*員　管理班長事務取扱　　　　　　　　　　 都市住宅局公共建築課副課長指導班長事務取扱*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    危機管理局危機管理課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

    危機管理局総合防災課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　 危機管理局総合防災課課長補佐兼防災対策班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    危機管理局消防保安課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局文化国際課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局調査統計課副課長兼総務企画課国体*推進員　企画調整班長事務取扱　　　　　　 県土整備政策局技術調査課課長補佐兼建設業班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    地域振興局過疎対策課副課長兼総務企画課国体*推進員　政策班長事務取扱　　　　　　　　

    地域振興局総合交通政策課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　 企業政策局企業振興課課長補佐兼産業ブランド*推進班長　　　　　　　　　　　　　　　　

    人権局人権政策課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森林・林業局林業振興課副課長兼総務企画課国*体推進員　調整班長事務取扱　　　　　　　

    環境政策局環境生活総務課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　 農業生産局経営支援課副課長兼総務企画課国体*推進員　金融班長事務取扱　　　　　　　　

    環境政策局循環型社会推進課副課長兼総務企画*課国体推進員　　　　　　　　　　　　　　 地域振興局総合交通政策課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　

海草振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国体*推進員　総務健康安全課長事務取扱　　　　

    福祉保健政策局障害福祉課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　 総務管理局市町村課副課長兼総務企画課国体推*進員　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課主幹（公立大学法人担当）公立大*学法人班長事務取扱　　　　　　　　　　　

    健康局健康推進課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県土整備政策局技術調査課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　

企業政策局企業振興課課長補佐兼市場開拓班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    商工労働政策局商工観光労働総務課副課長兼総*務企画課国体推進員　　　　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　

    商工労働政策局労働政策課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課課長補佐兼就業支援*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企業政策局企業振興課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企業政策局企業立地課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　 危機管理局総合防災課課長補佐兼防災情報班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    観光局観光振興課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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山　中　宏　夫　　

〓　増　雅　一　　

井　関　謙　志　　

健康局薬務課副課長兼総務企画課国体推進員 片　山　友　希　　

大　野　雅　史　　

田　畑　博　史　　

道路局道路政策課副課長調整班長事務取扱　 峠　　　拓　男　　

都市住宅局都市政策課主幹　　　　　　　　 広報課課長補佐兼広報班長　　　　　　　　 川　口　博　之　　

寒　川　雅　史　　

浅　井　完　二　　

有田振興局地域振興部総務県民課長　　　　 〓　山　雄　一　　

仲　　　　　毅　　

海草振興局建設部主幹管理課長事務取扱　　 海草振興局建設部管理課長　　　　　　　　 橋　本　　　剛　　

民　谷　光　央　　

福祉保健政策局長寿社会課総括検査員　　　 増　田　篤　重　　

井戸崎　敏　紀　　

堀　　　弘　征　　

有田振興局地域振興部主幹（会計担当）　　 県立仙渓学園次長総務課長事務取扱　　　　 嶋　村　　　茂　　

中　村　一　興　　

紀中県税事務所課税課長　　　　　　　　　 小　倉　英　紀　　

南紀白浜空港管理事務所次長　　　　　　　 三　栖　淑　宏　　

森　端　一　彦　　

県消防学校教頭　　　　　　　　　　　　　 坂　本　憲　司　　

江　〓　博　也　　

県消防学校教頭　　　　　　　　　　　　　 山　本　眞　司　　

宮　本　隆　之　　

県紀南児童相談所次長　　　　　　　　　　 衣　斐　哲　臣　　

県立仙渓学園次長総務課長事務取扱　　　　 那賀振興局地域振興部総務県民課長　　　　 中　嶋　永　浩　　

更　家　広　一　　

健康局健康推進課主幹国保班長事務取扱　　 山　本　保　誠　　

阪　口　　　治　　

南紀白浜空港管理事務所次長　　　　　　　 日　向　光　治　　

園　部　浩　三　　

県議会事務局総務課副課長（広報担当）　　 吉　田　政　弘　　

石　井　　　卓　　

県議会事務局政策調査課総括調査員　　　　 県議会事務局政策調査課調査員　　　　　　 岩　城　　　望　　

監査委員事務局第二課総括調査員　　　　　 〓　野　茂　樹　　

教育委員会事務局事務長　　　　　　　　　 教育委員会教育総務局福利課副課長　　　　 西　田　　　篤　　

教育委員会教育総務局福利課副課長　　　　 教育委員会事務局事務長　　　　　　　　　 畑　　　　　仁　　

教育委員会生涯学習局スポーツ課副課長　　 政策審議課政策審議員　　　　　　　　　　 今　西　宏　行　　

教育委員会学校教育局学校指導課副課長　　 和歌山県税事務所納税課長　　　　　　　　 中　阪　康　仁　　

西牟婁振興局地域振興部総務県民課長　　　 山　田　真　弘　　

会計局会計課課長補佐兼総務班長　　　　　 〆　木　新　悟　　

政策審議課政策審議員　　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課法務班長　　　　　　 湯　葉　　　努　　

政策審議課政策審議員　　　　　　　　　　 健康局医務課主任（県立医科大学）　　　　 森　永　起久夫　　

広報課広報班長　　　　　　　　　　　　　 広報課主任　　　　　　　　　　　　　　　 杉　本　吉　美　　

広報課主任　　　　　　　　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 伊　藤　〓　一　　

広報課主任　　　　　　　　　　　　　　　 秘書課主査　　　　　　　　　　　　　　　 岩　〓　　　亮　　

広報課主任　　　　　　　　　　　　　　　 広報課主査　　　　　　　　　　　　　　　 大　黒　維久子　　

監察査察課主任　　　　　　　　　　　　　 瀧　川　泰　治　　

    観光局観光交流課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 農林水産政策局食品流通課課長補佐兼輸出促進*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    農業生産局果樹園芸課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局地域振興部副部長兼総務企画課国体*推進員　兼政策審議課主幹　　　　　　　　

    農業生産局経営支援課副課長兼総務企画課国体*推進員　金融班長事務取扱　　　　　　　　 福祉保健政策局障害福祉課課長補佐兼在宅福祉*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    森林・林業局林業振興課副課長兼総務企画課国*体推進員　調整班長事務取扱　　　　　　　

    水産局資源管理課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課課長補佐兼*政策班長　兼政策審議課主任　　　　　　　

    県土整備政策局技術調査課副課長兼総務企画課*国体推進員　　　　　　　　　　　　　　　 危機管理局消防保安課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

人権局人権政策課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    都市住宅局公共建築課副課長指導班長事務取扱*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水産局資源管理課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    海草振興局地域振興部副部長兼総務企画課国体*推進員　兼政策審議課主幹　　　　　　　　 地域振興局過疎対策課副課長兼総務企画課国体*推進員　政策班長事務取扱　　　　　　　　

    海草振興局地域振興部主幹（人権・県民担当）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    海草振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国体*推進員　総務健康安全課長事務取扱　　　　 那賀振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国体*推進員　総務健康安全課長事務取扱　　　　

    那賀振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国体*推進員　総務健康安全課長事務取扱　　　　 県議会事務局総務課副課長総務企画課国体推進*員併任　　　　　　　　　　　　　　　　　

    伊都振興局地域振興部主幹（人権・県民担当）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    伊都振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国体*推進員　兼県子ども・女性・障害者相談センタ* 県立和歌山産業技術専門学院副学院長総務課長*事務取扱

    伊都振興局建設部副部長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主幹（人権・県民担当）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    日高振興局地域振興部副部長兼総務企画課国体*推進員　兼政策審議課主幹　　　　　　　　 農業生産局果樹園芸課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

    西牟婁振興局地域振興部主幹（人権・県民担当*）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    西牟婁振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国*体推進員　総務健康安全課長事務取扱　　　

    東牟婁振興局地域振興部副部長兼総務企画課国*体推進員　兼政策審議課主幹　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課課長補佐兼農地*利用班長　　　　　　　　　　　　　　　　

    東牟婁振興局串本建設部副部長兼総務企画課国*体推進員　入札契約統括員事務取扱　　　　

    東牟婁振興局新宮建設部副部長兼総務企画課国*体推進員　　　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局建設部海南工事事務所総務管理課長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県環境衛生研究センター次長総務管理課長事務*取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県環境衛生研究センター次長総務管理課長事務*取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部副部長兼総務企画課国*体推進員　総務健康安全課長事務取扱　　　

県子ども・女性・障害者相談センター主幹子ど*も相談課長事務取扱　　　　　　　　　　　

    県立こころの医療センター事務局次長総務課長*事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課課長補佐兼総務*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県立和歌山産業技術専門学院副学院長総務課長*事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　

    県立田辺産業技術専門学院副学院長総務課長事*務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主幹（人権・県民担当*）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県立田辺産業技術専門学院副学院長総務課長事*務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　

    和歌山下津港湾事務所次長総務管理課長事務取*扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部副部長兼総務企画課国*体推進員　入札契約統括員事務取扱　　　　

総務管理局総務学事課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県議会事務局総務課副課長総務企画課国体推進*員併任　　　　　　　　　　　　　　　　　 和歌山下津港湾事務所次長総務管理課長事務取*扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊都振興局地域振興部主幹（人権・県民担当）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局文化国際課主幹（南方熊楠記念館事*務長）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課主幹（県立医科大学事務局総務課*文書法制専門員）　　　　　　　　　　　　

企画政策局企画総務課主任（県土地開発公社）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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水産局水産振興課経営指導班長　　　　　　 林　　　伸　幸　　

国体推進局施設調整課主任　　　　　　　　 商工労働政策局商工振興課主任　　　　　　 嶋　　　智　紹　　

港湾空港局港湾空港課港湾管理班長　　　　 岡　澤　利　彦　　

国体推進局競技式典課式典班長　　　　　　 国体推進局競技式典課主任　　　　　　　　 山　田　幸太郎　　

観光局観光交流課新観光推進班長　　　　　 曲　出　朗　久　　

福祉保健政策局長寿社会課主任　　　　　　 狹　間　裕　司　　

国体推進局競技式典課県外競技班長　　　　 古　谷　友　宏　　

国体推進局競技式典課主任　　　　　　　　 環境政策局循環型社会推進課主任　　　　　 鷲　岡　一　英　　

国体推進局競技式典課主任　　　　　　　　 国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 大　畑　敦　義　　

国体推進局競技力向上推進課主任　　　　　 国体推進局競技力向上推進課主査　　　　　 坂　本　勝　則　　

国体推進局競技力向上推進課主任　　　　　 国体推進局競技力向上推進課主査　　　　　 平　田　慶　行　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 福　地　正　純　　

国体推進局障害者スポーツ大会課主任　　　 広報課主任　　　　　　　　　　　　　　　 阿　波　陸　士　　

国体推進局障害者スポーツ大会課主任　　　 県紀南児童相談所主査　　　　　　　　　　 岩　瀬　和　浩　　

総務管理局総務学事課法務班長　　　　　　 県土整備政策局用地対策課主任　　　　　　 西　岡　和　芳　　

総務管理局総務学事課主任　　　　　　　　 総務管理局市町村課主任　　　　　　　　　 岩　井　紀　生　　

総務管理局総務学事課主任　　　　　　　　 総務管理局総務学事課主査　　　　　　　　 垣　内　良　之　　

総務管理局人事課課長補佐　　　　　　　　 浜　野　幸　雄　　

総務管理局人事課給与班長　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主任　 鈴　木　　　玲　　

総務管理局人事課人事班長　　　　　　　　 県土整備政策局県土整備総務課経理班長　　 住　本　和　紀　　

総務管理局財政課課長補佐兼予算第一班長　 総務管理局財政課課長補佐兼予算第二班長　 山　本　佳　之　　

総務管理局財政課課長補佐兼予算第二班長　 農林水産政策局食品流通課販売促進班長　　 河　野　〓　也　　

総務管理局財政課企画調整班長　　　　　　 日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 尾　藤　嘉　洋　　

総務管理局税務課企画納税班長　　　　　　 和歌山県税事務所総務課長　　　　　　　　 〓　橋　幸　宏　　

総務管理局税務課課税指導班長　　　　　　 和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 林　　　美　光　　

総務管理局税務課主任　　　　　　　　　　 総務管理局管財課主任　　　　　　　　　　 大　野　美　樹　　

総務管理局税務課主任　　　　　　　　　　 監査委員事務局主任　　　　　　　　　　　 小　畑　幸　司　　

総務管理局市町村課課長補佐兼税政班長　　 総務管理局税務課課税指導班長　　　　　　 国　部　啓　之　　

総務管理局市町村課振興班長　　　　　　　 那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 中　嶋　　　宏　　

総務管理局市町村課財政班長　　　　　　　 危機管理局消防保安課主任　　　　　　　　 西　山　栄　作　　

総務管理局管財課財産班長　　　　　　　　 総務管理局管財課主任　　　　　　　　　　 井　上　悦　克　　

総務管理局税務課企画納税班長　　　　　　 鳥　羽　真　司　　

危機管理局消防保安課主任　　　　　　　　 大　平　美　穂　　

企画政策局企画総務課主任　　　　　　　　 谷　口　　　勉　　

企画政策局企画総務課調査調整班長　　　　 監察査察課主任　　　　　　　　　　　　　 楠　見　直　博　　

企画政策局企画総務課主任　　　　　　　　 伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 木　村　　　恵　　

企画政策局文化国際課課長補佐兼国際班長　 野　見　真　洋　　

企画政策局調査統計課主任　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 成　川　佳　弘　　

企画政策局調査統計課主任　　　　　　　　 企画政策局調査統計課主査　　　　　　　　 永　尾　〓　賞　　

教育委員会事務局課長補佐兼班長　　　　　 長　尾　全　庸　　

伊　達　卓　也　　

西　畑　善　生　　

企画政策局情報政策課主任　　　　　　　　 県民局県民生活課主任　　　　　　　　　　 川　嶋　宏　通　　

地域振興局地域政策課主任　　　　　　　　 企画政策局企画総務課主任　　　　　　　　 久　保　　　洋　　

地域振興局地域政策課主任　　　　　　　　 地域振興局地域政策課主査　　　　　　　　 西　川　展　子　　

地域振興局総合交通政策課企画振興班長　　 海草振興局地域振興部企画産業課長　　　　 須　田　剛　司　　

地域振興局総合交通政策課主任　　　　　　 教育委員会事務局主任　　　　　　　　　　 山　本　寿　子　　

人権局人権政策課調整班長　　　　　　　　 人権局人権政策課主任　　　　　　　　　　 遠　見　幸　弘　　

那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 西　川　暢　哉　　

環境政策局環境生活総務課環境計画班長　　 福祉保健政策局障害福祉課主任　　　　　　 新　解　美　紀　　

    国体推進局施設調整課課長補佐兼輸送交通班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    国体推進局競技式典課県外競技運営室課長補佐*兼ボート競技運営班長　　　　　　　　　　

    国体推進局競技式典課県外競技運営室水泳競技*運営班長　　　　　　　　　　　　　　　　

    国体推進局競技式典課県外競技運営室馬術競技*運営班長　　　　　　　　　　　　　　　　

    国体推進局競技式典課県外競技運営室クレー射*撃競技運営班長　　　　　　　　　　　　　

    国体推進局障害者スポーツ大会課大会運営班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健康局健康推進課課長補佐兼がん・疾病対策班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    危機管理局総合防災課課長補佐兼防災対策班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企業政策局企業振興課主任（わかやま産業振興*財団）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局企画総務課地域プロジェクト対策室*課長補佐　　　　　　　　　　　　　　　　

健康局医務課主任（県立医科大学法人経営室財*務班長）　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局情報政策課課長補佐兼行政情報化班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局情報政策課課長補佐兼ＩＣＴ利活用*推進班長　　　　　　　　　　　　　　　　 健康局医務課課長補佐（県立医科大学事務局企*画研究課課長補佐　兼企画振興班長）　　　

    企画政策局情報政策課課長補佐兼ネットワーク*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県土整備政策局技術調査課課長補佐兼契約管理*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    環境政策局環境生活総務課温暖化対策推進班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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環境政策局環境生活総務課主任　　　　　　 橋　爪　正　樹　　

山　田　修　平　　

環境政策局循環型社会推進課主任　　　　　 和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 山　下　秀　樹　　

環境政策局循環型社会推進課主任　　　　　 有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 濱　田　義　明　　

環境政策局循環型社会推進課主任　　　　　 環境政策局循環型社会推進課主査　　　　　 西　畑　久　枝　　

環境政策局環境管理課企画指導班長　　　　 福祉保健政策局子ども未来課主任　　　　　 西　山　雅　美　　

県民局県民生活課主任　　　　　　　　　　 県民局県民生活課主査　　　　　　　　　　 辻　　　千加子　　

海草振興局地域振興部総務県民課長　　　　 若　林　昭　宏　　

総務管理局総務学事課主任　　　　　　　　 竹　内　秀　樹　　

福祉保健政策局福祉保健総務課検査員　　　 〓　垣　洋　彦　　

薗　部　善　洋　　

福祉保健政策局福祉保健総務課主任　　　　 福祉保健政策局福祉保健総務課主査　　　　 松　下　哲　治　　

福祉保健政策局福祉保健総務課主任　　　　 健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 前　坂　吉　則　　

福祉保健政策局福祉保健総務課主任　　　　 会計局総務事務集中課主査　　　　　　　　 雑　賀　理　栄　　

福祉保健政策局子ども未来課家庭福祉班長　 企画政策局文化国際課国際班長　　　　　　 木　村　高　秀　　

福祉保健政策局子ども未来課主任　　　　　 人事委員会事務局主任給与係長事務取扱　　 高　尾　明　宏　　

福祉保健政策局長寿社会課検査員　　　　　 福祉保健政策局福祉保健総務課検査員　　　 南　　　〓　長　　

福祉保健政策局長寿社会課長寿社会班長　　 小　西　秀　文　　

福祉保健政策局長寿社会課主任　　　　　　 福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 宗　野　孝　信　　

福祉保健政策局長寿社会課主任　　　　　　 福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 山根木　茂　夫　　

大　平　泰　弘　　

福祉保健政策局障害福祉課主任　　　　　　 福祉保健政策局障害福祉課主査　　　　　　 玉　石　輝　典　　

福祉保健政策局障害福祉課主任 　　　　　　 那賀振興局地域振興部主査　　　　　　　　 中　島　由　紀　　

健康局健康推進課健康対策班長　　　　　　 健康局健康推進課主任　　　　　　　　　　 山　縣　俊　之　　

健康局健康推進課がん・疾病対策班長　　　 環境政策局環境生活総務課主任　　　　　　 天　野　貴　之　　

総務管理局人事課給与班長　　　　　　　　 川　端　秀　明　　

商工労働政策局商工観光労働総務課主任　　 危機管理局危機管理課主任　　　　　　　　 塩　崎　博　規　　

商工労働政策局商工観光労働総務課主任　　 和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 藤　田　知　生　　

環境政策局環境管理課企画指導班長　　　　 嶋　田　光　浩　　

商工労働政策局商工振興課主任　　　　　　 政策審議課主査　　　　　　　　　　　　　 田　端　一　哉　　

商工労働政策局商工振興課主任　　　　　　 伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 藤　井　孝　美　　

商工労働政策局労働政策課労政福祉班長　　 県民局県民生活課主任　　　　　　　　　　 宮　本　京　子　　

商工労働政策局労働政策課就業支援班長　　 教育委員会事務局班長　　　　　　　　　　 藁　科　智　将　　

商工労働政策局労働政策課主任　　　　　　 企画政策局企画総務課主査　　　　　　　　 中　硲　千　枝　　

人権局人権政策課調整班長　　　　　　　　 嶋　岡　真　志　　

企業政策局企業振興課産業ブランド推進班長 伊都振興局地域振興部企画産業課長　　　　 長　谷　哲　生　　

企業政策局企業振興課主任　　　　　　　　 企画政策局企画総務課主査　　　　　　　　 宮　本　智　章　　

企業政策局産業技術政策課主任　　　　　　 企業政策局産業技術政策課主査　　　　　　 倉　橋　明　大　　

観光局観光振興課課長補佐兼企画調整班長　 県民局青少年・男女共同参画課活動推進班長 村　越　隆　文　　

観光局観光振興課振興班長　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部企画産業課長　　　　 阪　本　浩　之　　

観光局観光振興課主任　　　　　　　　　　 観光局観光振興課主査　　　　　　　　　　 林　　　正　尚　　

観光局観光交流課交流推進班長　　　　　　 江　川　　　修　　

観光局観光交流課新観光推進班長　　　　　 西牟婁振興局地域振興部企画産業課長　　　 土　井　昌　紀　　

総務管理局市町村課課長補佐兼振興班長　　 中　谷　泰　久　　

農林水産政策局農林水産総務課農地利用班長 東牟婁振興局地域振興部会計専門員　　　　 阿　部　眞　二　　

農林水産政策局食品流通課販売促進班長　　 東牟婁振興局地域振興部企画産業課長　　　 池　田　義　雄　　

農林水産政策局食品流通課輸出促進班長　　 有田振興局地域振興部企画産業課長　　　　 鈴　川　典　之　　

農林水産政策局食品流通課主任　　　　　　 福祉保健政策局子ども未来課主査　　　　　 神　浪　佐知子　　

農林水産政策局食品流通課主任　　　　　　 農林水産政策局食品流通課主査　　　　　　 鈴　木　雅　之　　

農業生産局果樹園芸課主任　　　　　　　　 総務管理局財政課主査　　　　　　　　　　 石　田　　　定　　

    環境政策局環境生活総務課自然環境室ジオパー*ク推進班長　　　　　　　　　　　　　　　

    環境政策局循環型社会推進課課長補佐兼地域環*境推進班長　　　　　　　　　　　　　　　 健康局医務課主任（県立医科大学事務局学生課*教務班長）　　　　　　　　　　　　　　　

    県民局青少年・男女共同参画課課長補佐兼活動*推進班長　　　　　　　　　　　　　　　　

    県民局青少年・男女共同参画課男女共同参画班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福祉保健政策局子ども未来課課長補佐兼家庭福*祉班長　　　　　　　　　　　　　　　　　

    福祉保健政策局福祉保健総務課総務企画班長兼*政策審議課主任　　　　　　　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課温暖化対策推進班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    福祉保健政策局長寿社会課高齢者生活支援室課*長補佐　　　　　　　　　　　　　　　　　

    福祉保健政策局障害福祉課課長補佐兼在宅福祉*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康局医務課主任（県立医科大学事務局保健看*護学部事務室教学班長）　　　　　　　　　

    商工労働政策局商工観光労働総務課政策班長兼*政策審議課主任　　　　　　　　　　　　　

    商工労働政策局商工振興課課長補佐兼商工支援*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企業政策局企業振興課課長補佐兼市場開拓班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企画政策局企画総務課主任（県土地開発公社専*門調査員）　　　　　　　　　　　　　　　

    農林水産政策局農林水産総務課課長補佐兼総務*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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森林・林業局林業振興課主任　　　　　　　 総務管理局行政改革課主任　　　　　　　　 垣　本　和　男　　

水産局水産振興課課長補佐兼経営指導班長　 地域振興局総合交通政策課企画振興班長　　 岡　畑　拓　男　　

環境政策局環境生活総務課環境計画班長　　 森　　　和　弘　　

県土整備政策局県土整備総務課経理班長　　 福祉保健政策局福祉保健総務課主任　　　　 杉　本　達　男　　

伊都振興局建設部入札契約統括員　　　　　 南　出　俊　一　　

県土整備政策局技術調査課建設業班長　　　 那賀振興局建設部入札契約統括員　　　　　 妙　中　誠　悟　　

県土整備政策局技術調査課主任　　　　　　 日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 古　谷　孝　之　　

道路局道路保全課課長補佐兼管理班長　　　 河川・下水道局河川課管理班長　　　　　　 木　下　昌　紀　　

道路局道路保全課主任　　　　　　　　　　 海草振興局建設部主任　　　　　　　　　　 古　井　美　次　　

河川・下水道局河川課管理班長　　　　　　 伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 〓　本　　　宏　　

中　谷　茂　正　　

会計局会計課課長補佐兼総務班長　　　　　 山　下　光之助　　

会計局会計課課長補佐兼決算班長　　　　　 県議会事務局政策調査課課長補佐兼政策班長 塩　塚　　　仁　　

会計局会計課主任　　　　　　　　　　　　 企画政策局情報政策課主任　　　　　　　　 岡　本　啓　亨　　

会計局総務事務集中課業務第二班長　　　　 会計局総務事務集中課主任　　　　　　　　 金　谷　美　木　　

会計局総務事務集中課物品班長　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部会計専門員　　　　 喜　多　靖　幸　　

会計局総務事務集中課主任　　　　　　　　 福祉保健政策局障害福祉課主任　　　　　　 広　中　　　収　　

会計局総務事務集中課主任　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主任（人権担当）　　 中　村　育　代　　

海草振興局地域振興部総務県民課長　　　　 県男女共同参画センター企画課長　　　　　 神　田　伸　二　　

海草振興局地域振興部企画産業課長　　　　 和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 笹　　　雅　量　　

海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 紀中県税事務所主任　　　　　　　　　　　 中　尾　利　樹　　

海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 企画政策局文化国際課主査　　　　　　　　 田　嶋　安紀子　　

浦　部　〓　文　　

海草振興局建設部主任　　　　　　　　　　 県立こころの医療センター主任　　　　　　 久保田　芳　弘　　

海草振興局建設部主任　　　　　　　　　　 道路局道路保全課主任　　　　　　　　　　 中　野　善　文　　

海草振興局建設部主任　　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主任　　　　　　　　　 河　野　　　徹　　

海草振興局建設部主任　　　　　　　　　　 海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 平　井　良　則　　

那賀振興局地域振興部総務県民課長　　　　 県工業技術センター企画総務部政策調整課長 金　野　克　己　　

那賀振興局地域振興部企画産業課長　　　　 企画政策局調査統計課主任　　　　　　　　 岩　阪　真　弓　　

那賀振興局地域振興部主任（人権担当） 　　 那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 橋　爪　英　夫　　

那賀振興局地域振興部主任 　　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 宮　本　悦　子　　

那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 企業政策局産業技術政策課主査　　　　　　 中　村　廉　之　　

那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部主査　　　　　　　　 三　龍　久　代　　

那賀振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 山　本　礼　義　　

那賀振興局建設部入札契約統括員　　　　　 会計局総務事務集中課業務第二班長　　　　 渕　川　　　博　　

那賀振興局建設部主任　　　　　　　　　　 人権局人権施策推進課主任　　　　　　　　 川　崎　良　雄　　

伊都振興局地域振興部企画産業課長　　　　 企業政策局企業立地課主任　　　　　　　　 阪　木　守　彦　　

伊都振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主任　 谷　　　共　洋　　

伊都振興局建設部入札契約統括員　　　　　 道路局道路保全課管理班長　　　　　　　　 民　谷　　　守　　

伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課主任　　　　　　　　 原　　　道　代　　

伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 金　川　淳　子　　

有田振興局地域振興部総務県民課長　　　　 福祉保健政策局長寿社会課検査員　　　　　 玉　置　克　行　　

有田振興局地域振興部企画産業課長　　　　 観光局観光振興課主任　　　　　　　　　　 坂　口　善　史　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 総務管理局市町村課主任　　　　　　　　　 兼　子　真　矢　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 商工労働政策局商工振興課主任　　　　　　 横　出　俊　一　　

有田振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 出　立　和　男　　

有田振興局建設部主任　　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主任　　　　　　　　　 向　井　彰　啓　　

有田振興局建設部主任　　　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部主査　　　　　　　 津　村　佳　之　　

日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 県土整備政策局用地対策課主査　　　　　　 冨　上　拓　男　　

日高振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課主任　　　　　　 大　平　司　朗　　

    県土整備政策局県土整備総務課課長補佐兼総務*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県土整備政策局技術調査課課長補佐兼契約管理*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    港湾空港局港湾空港課課長補佐兼港湾管理班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境政策局循環型社会推進課課長補佐兼地域環*境推進班長　　　　　　　　　　　　　　　

企画政策局企画総務課課長補佐（和歌山社会経*済研究所主任研究員）　　　　　　　　　　

    海草振興局建設部海南工事事務所総務管理課長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康局医務課主任（県立医科大学附属病院紀北*分院事務室医事班長　兼地域医療連携室地域医*
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日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 海草振興局建設部主任　　　　　　　　　　 山　路　雅　弘　　

日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 前　田　和　孝　　

西牟婁振興局地域振興部総務県民課長　　　 企画政策局情報政策課ネットワーク班長　　 平　代　　　薫　　

西牟婁振興局地域振興部会計専門員　　　　 県紀南児童相談所次長　　　　　　　　　　 小　川　幸　和　　

西牟婁振興局地域振興部企画産業課長　　　 福祉保健政策局子ども未来課主任　　　　　 田　伏　利　久　　

西牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主任　　　　　　　　　 湯　川　ひとみ　　

西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 杉　若　公　紀　　

西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 吉　岡　範　通　　

西牟婁振興局建設部主任　　　　　　　　　 日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 中　西　啓　之　　

西牟婁振興局建設部主任　　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部主任　　　　　　　 川　嶋　慶　太　　

東牟婁振興局地域振興部会計専門員　　　　 小　山　隆　寛　　

東牟婁振興局地域振興部企画産業課長　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課主任　　 田　尻　雅　也　　

東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 北　〓　　　桂　　

東牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 海草振興局建設部主任　　　　　　　　　　 森　　　　　博　　

東牟婁振興局串本建設部主任　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部主任　　　　　　　 直　井　利　夫　　

東牟婁振興局新宮建設部主任　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 岩　城　　　敦　　

和歌山県税事務所総務課長　　　　　　　　 前　田　恭　秀　　

和歌山県税事務所不動産取得税課長　　　　 紀北県税事務所課税課長　　　　　　　　　 矢　部　隆　一　　

和歌山県税事務所納税課長　　　　　　　　 総務管理局税務課主任　　　　　　　　　　 益　田　宗　幸　　

和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 企画政策局調査統計課主任　　　　　　　　 矢　口　州　男　　

和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 福祉保健政策局障害福祉課主任　　　　　　 松　尾　宏　至　　

和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 会計局会計課主任　　　　　　　　　　　　 津　田　嘉　久　　

和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 川　口　友　希　　

和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 立　花　正　喜　　

紀北県税事務所課税課長　　　　　　　　　 和歌山県税事務所不動産取得税課長　　　　 中　根　茂　樹　　

紀中県税事務所課税課長　　　　　　　　　 森　本　　　浩　　

紀中県税事務所主任　　　　　　　　　　　 紀中県税事務所主査　　　　　　　　　　　 岡　本　尚　純　　

紀中県税事務所主任　　　　　　　　　　　 紀中県税事務所主査　　　　　　　　　　　 津　呂　忠　宏　　

紀南県税事務所主任　　　　　　　　　　　 総務管理局税務課主任　　　　　　　　　　 弓　本　　　浩　　

紀南県税事務所主任　　　　　　　　　　　 県防災航空センター主任　　　　　　　　　 中　本　　　剛　　

紀南県税事務所主任　　　　　　　　　　　 紀南県税事務所主査　　　　　　　　　　　 太　田　珠三子　　

県男女共同参画センター企画課長　　　　　 大　西　朗　博　　

県動物愛護センター主任　　　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 木　村　　　稔　　

県子ども・女性・障害者相談センター主任　 清　山　卓　也　　

県子ども・女性・障害者相談センター主任　 総務管理局税務課主任　　　　　　　　　　 市　川　早　苗　　

県子ども・女性・障害者相談センター主任　 有田振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 平　井　光　造　　

県子ども・女性・障害者相談センター主任　 県動物愛護センター主査　　　　　　　　　 林　口　美也子　　

県子ども・女性・障害者相談センター主任　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 安　本　浩　三　　

県立仙渓学園主任　　　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部主任　　　　　　　　　　 〓　城　員　仁　　

県立仙渓学園主任　　　　　　　　　　　　 県立仙渓学園主査　　　　　　　　　　　　 林　　　瑞　子　　

県立仙渓学園主任　　　　　　　　　　　　 県立仙渓学園主査　　　　　　　　　　　　 山　本　浩　司　　

県精神保健福祉センター次長　　　　　　　 宮　本　明　英　　

県立こころの医療センター主任　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主任　　　　 坂　本　裕　司　　

県工業技術センター企画総務部政策調整課長 健康局医務課主任（県立医科大学）　　　　 松　本　武　裕　　

紀北家畜保健衛生所主任　　　　　　　　　 県立文書館主任　　　　　　　　　　　　　 南　部　弘　道　　

県農業大学校総務部長　　　　　　　　　　 県農業大学校研修部総務学生課長　　　　　 小　西　武　治　　

南紀白浜空港管理事務所主任　　　　　　　 森　下　真　行　　

県議会事務局議事課課長補佐兼議事班長　　 会計局総務事務集中課課長補佐兼物品班長　 尾　〓　善　亮　　

県議会事務局政策調査課課長補佐兼政策班長 総務管理局市町村課課長補佐兼税政班長　　 神　川　充　夫　　

県議会事務局主任　　　　　　　　　　　　 県議会事務局主査　　　　　　　　　　　　 住　本　美智子　　

環境政策局循環型社会推進課主任（紀南環境整*備公社）　　　　　　　　　　　　　　　　

企業政策局企業振興課主任（わかやま産業振興*財団）　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局市町村課主任（和歌山地方税回収機*構に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　

県民局青少年・男女共同参画課課長補佐兼自立*支援班長　　　　　　　　　　　　　　　　

健康局医務課主任（県立医科大学事務局経理課*調達用度班長）　　　　　　　　　　　　　

    県子ども・女性・障害者相談センター子ども相*談課長　　　　　　　　　　　　　　　　　

福祉保健政策局福祉保健総務課課長補佐兼総務*企画班長　兼政策審議課主任　　　　　　　

環境政策局循環型社会推進課主任（紀南環境整*備公社）　　　　　　　　　　　　　　　　
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県議会事務局主任　　　　　　　　　　　　 県議会事務局主査　　　　　　　　　　　　 保　田　良　春　　

県議会事務局主任　　　　　　　　　　　　 県議会事務局主査　　　　　　　　　　　　 岸　裏　真　延　　

県議会事務局主任　　　　　　　　　　　　 県議会事務局主査　　　　　　　　　　　　 岩　谷　隆　哉　　

人事委員会事務局主任給与係長事務取扱　　 福祉保健政策局長寿社会課主任　　　　　　 宮　田　隆　司　　

教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 国体推進局競技力向上推進課課長補佐　　　 川　口　勝　也　　

教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 石　本　倫　章　　

教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 国体推進局競技式典課式典班長　　　　　　 児　玉　修　造　　

教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 県民局青少年・男女共同参画課主任　　　　 古　川　弘　樹　　

教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 福祉保健政策局子ども未来課主任　　　　　 山　口　幸　子　　

教育委員会事務局課長補佐兼班長　　　　　 山　東　美　代　　

教育委員会事務局班長　　　　　　　　　　 企画政策局企画総務課調査調整班長　　　　 萩　原　　　享　　

教育委員会事務局班長　　　　　　　　　　 広報課主任　　　　　　　　　　　　　　　 大　谷　清　高　　

教育委員会事務局課長　　　　　　　　　　 総務管理局管財課課長補佐兼財産班長　　　 山　陰　通　雄　　

教育委員会事務局課長　　　　　　　　　　 会計局会計課課長補佐兼決算班長　　　　　 稲　葉　茂　之　　

教育委員会事務局主任　　　　　　　　　　 観光局観光振興課主任（県観光連盟）　　　 船　井　弓　起　　

教育委員会事務局主任　　　　　　　　　　 会計局総務事務集中課主任　　　　　　　　 広　嶋　　　克　　

教育委員会事務局主任　　　　　　　　　　 和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 笠　松　直　紀　　

総務管理局税務課主任　　　　　　　　　　 宮　本　泰　人　　

総務管理局市町村課主任（田辺市に派遣）　 企業政策局企業振興課主任　　　　　　　　 安　井　英　晶　　

塩　路　眞　英　　

商工労働政策局商工観光労働総務課主査　　 西　岡　隆　富　　

総務管理局人事課人事班長　　　　　　　　 〓　岡　雄　嗣　　

野　〓　雅　昭　　

村　上　禎　紀　　

出　〓　美　晴　　

健康局健康推進課健康対策班長　　　　　　 伊　藤　博　美　　

那賀振興局地域振興部主任（人権担当）　　 薮　本　幸　男　　

健康局医務課主任（県立医科大学）　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 藤　戸　恵　介　　

海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 島　本　博　紀　　

健康局医務課主査（県立医科大学）　　　　 中　西　俊　文　　

秘書課主査　　　　　　　　　　　　　　　 観光局観光交流課主査　　　　　　　　　　 中　川　明　雄　　

政策審議課主査　　　　　　　　　　　　　 商工労働政策局商工振興課主査　　　　　　 岡　野　　　至　　

政策審議課主査兼秘書課主査　　　　　　　 政策審議課副主査兼秘書課副主査　　　　　 柏　木　丈　治　　

政策審議課主査　　　　　　　　　　　　　 政策審議課副主査（内閣府に派遣）　　　　 〓　浦　　　敏　　

広報課主査　　　　　　　　　　　　　　　 総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 栗　生　有　香　　

広報課主査　　　　　　　　　　　　　　　 農業生産局畜産課主査　　　　　　　　　　 岩　野　美　鈴　　

国体推進局総務企画課主査　　　　　　　　 国体推進局施設調整課主査　　　　　　　　 和　気　友　行　　

国体推進局総務企画課主査　　　　　　　　 企画政策局企画総務課主査　　　　　　　　 栗　栖　　　健　　

国体推進局総務企画課主査　　　　　　　　 商工労働政策局商工振興課主査　　　　　　 松　尾　康　行　　

国体推進局総務企画課主査　　　　　　　　 県土整備政策局県土整備総務課主査　　　　 平　井　克　尚　　

国体推進局総務企画課主査　　　　　　　　 国体推進局総務企画課副主査　　　　　　　 大　原　広　志　　

国体推進局総務企画課主査　　　　　　　　 国体推進局総務企画課副主査　　　　　　　 平　野　寿　夫　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 坂　本　行　広　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 企画政策局調査統計課主査　　　　　　　　 齊　藤　浩一郎　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 福祉保健政策局障害福祉課主査　　　　　　 宮　坂　光　香　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 県立こころの医療センター主査　　　　　　 酒　井　浩　志　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 河川・下水道局河川課主査　　　　　　　　 上　田　佳　右　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 藤　野　真　也　　

国体推進局障害者スポーツ大会課主査　　　 健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 西　岡　　　匠　　

総務管理局総務学事課主査　　　　　　　　 紀北県税事務所主査　　　　　　　　　　　 竹　本　靖　弘　　

国体推進局競技式典課課長補佐兼競技運営班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県民局青少年・男女共同参画課男女共同参画班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局市町村課主任（和歌山地方税回収機*構に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局企画総務課課長補佐（和歌山社会経*済研究所主任研究員）　　　　　　　　　　 企画政策局情報政策課課長補佐兼行政情報化班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局企画総務課主任（県土地開発公社）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課課長補佐（県立医科大学事務局企*画研究課課長補佐　兼産官学連携推進班長）

    健康局医務課課長補佐（県立医科大学事務局保*健看護学部事務室教学班長）　　　　　　　 企画政策局情報政策課課長補佐兼ＩＣＴ利活用*推進班長　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課課長補佐（県立医科大学事務局経*理課課長補佐　兼調達用度班長）　　　　　 環境政策局環境生活総務課自然環境室課長補佐*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課課長補佐（県立医科大学法人経営*室課長補佐　兼財務班長）　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課課長補佐兼労政福祉*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課主任（県立医科大学事務局学生課*教務班長）　　　　　　　　　　　　　　　

    健康局医務課主任（県立医科大学附属病院紀北*分院事務室医事班長）　　　　　　　　　　

    企業政策局企業振興課主任（わかやま産業振興*財団）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企業政策局企業振興課主任（わかやま産業振興*財団）　　　　　　　　　　　　　　　　　
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総務管理局総務学事課主査　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課主査　　　　　　 〓　田　幸　世　　

総務管理局行政改革課主査　　　　　　　　 総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 〓　寺　憲　司　　

総務管理局人事課主査　　　　　　　　　　 和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 貴　志　良　子　　

総務管理局人事課主査　　　　　　　　　　 教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 南　出　真　里　　

総務管理局人事課主査　　　　　　　　　　 福祉保健政策局障害福祉課副主査　　　　　 布　田　修　平　　

総務管理局財政課主査　　　　　　　　　　 総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 山　中　崇　央　　

総務管理局財政課主査　　　　　　　　　　 企業政策局企業振興課主査　　　　　　　　 中　西　　　傑　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 山　〓　陽　史　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 濱　本　吉　規　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 紀北県税事務所主査　　　　　　　　　　　 湊　〓　正　則　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 高　橋　良　江　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 西　浦　重　記　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 総務管理局税務課副主査　　　　　　　　　 辻　岡　克　哉　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 総務管理局税務課副主査　　　　　　　　　 山　中　喜　之　　

総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 伊都振興局建設部副主査　　　　　　　　　 竹　内　宏　治　　

総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 政策審議課主査（関西広域連合に派遣）　　 栗　本　康　弘　　

総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 地域振興局地域政策課主査　　　　　　　　 津　田　裕　城　　

総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 道路局道路政策課主査　　　　　　　　　　 福　田　道　代　　

総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 播　野　良　和　　

総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 総務管理局市町村課副主査　　　　　　　　 野　間　研　司　　

総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 総務管理局市町村課副主査　　　　　　　　 井　上　恵　佑　　

総務管理局管財課主査　　　　　　　　　　 教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 田　中　　　匠　　

危機管理局危機管理課主査　　　　　　　　 紀中県税事務所主査　　　　　　　　　　　 小　澤　敏　也　　

危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 政策審議課主査　　　　　　　　　　　　　 和久田　武　士　　

危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 石　井　誠　一　　

危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 港湾空港局港湾空港課副主査　　　　　　　 藤　井　利　隆　　

企画政策局企画総務課主査　　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課主査　　　　　　 中　村　裕　明　　

企画政策局文化国際課主査 　　　　　　　　 健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 宮　本　暢　夫　　

企画政策局文化国際課主査　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 早　田　みのり　　

企画政策局文化国際課主査　　　　　　　　 企画政策局文化国際課副主査　　　　　　　 井　本　ゆ　か　　

企画政策局調査統計課主査　　　　　　　　 総務管理局行政改革課主査　　　　　　　　 佐々木　　　修　　

企画政策局調査統計課主査　　　　　　　　 地域振興局総合交通政策課主査　　　　　　 嶋　　　道　子　　

企画政策局調査統計課主査　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 小　川　智香子　　

企画政策局調査統計課主査　　　　　　　　 労働委員会事務局主査　　　　　　　　　　 安　達　悟　郎　　

地域振興局過疎対策課主査　　　　　　　　 国体推進局総務企画課主査　　　　　　　　 柏　木　忠　寛　　

人権局人権政策課主査　　　　　　　　　　 企業政策局産業技術政策課主査　　　　　　 川　村　英　之　　

環境政策局環境生活総務課主査　　　　　　 総務管理局総務学事課主査　　　　　　　　 岡　山　　　正　　

環境政策局環境生活総務課主査　　　　　　 地域振興局過疎対策課主査　　　　　　　　 竹　中　雅　昭　　

環境政策局環境生活総務課主査　　　　　　 健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 竹　田　千　絵　　

環境政策局環境管理課主査　　　　　　　　 環境政策局環境管理課副主査　　　　　　　 野　口　和　典　　

県民局県民生活課主査　　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課主査　　　　　　　　 植　田　貴　妃　　

県民局県民生活課主査　　　　　　　　　　 県消費生活センター主査　　　　　　　　　 石　井　章　一　　

県民局県民生活課主査　　　　　　　　　　 県民局県民生活課副主査　　　　　　　　　 原　田　雄　介　　

県民局青少年・男女共同参画課主査　　　　 企画政策局情報政策課副主査　　　　　　　 船　倉　利　佳　　

福祉保健政策局福祉保健総務課主査　　　　 撫　養　弘　芳　　

福祉保健政策局子ども未来課主査　　　　　 環境政策局循環型社会推進課主査　　　　　 橋　本　智　弘　　

福祉保健政策局子ども未来課主査　　　　　 健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 小　川　由紀子　　

福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 県東京事務所主査　　　　　　　　　　　　 前　川　光　広　　

福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 総務管理局財政課主査　　　　　　　　　　 熊　〓　好　枝　　

福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 県難病・子ども保健相談支援センター主査　 上垣内　俊　秀　　

福祉保健政策局福祉保健総務課主査（厚生労働*省に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　
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福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 福祉保健政策局長寿社会課副主査　　　　　 川　村　理　恵　　

福祉保健政策局長寿社会課主査　　　　　　 福祉保健政策局長寿社会課副主査　　　　　 弓　庭　寛　之　　

福祉保健政策局障害福祉課主査　　　　　　 企画政策局調査統計課主査　　　　　　　　 木　村　真　季　　

福祉保健政策局障害福祉課主査　　　　　　 県紀南児童相談所主査　　　　　　　　　　 赤　松　弘　智　　

福祉保健政策局障害福祉課主査　　　　　　 商工労働政策局労働政策課主査　　　　　　 杉　琴　理　恵　　

健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 企業政策局企業立地課主査　　　　　　　　 山　下　桂　子　　

健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 河川・下水道局砂防課主査　　　　　　　　 辻　　　　　充　　

健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 人事委員会事務局主査　　　　　　　　　　 庄　司　真実子　　

健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課主査　　　　　　　　 〓　谷　大　樹　　

健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 人権局人権政策課主査　　　　　　　　　　 永　栄　康　子　　

健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 県民局青少年・男女共同参画課主査　　　　 〓　城　智　美　　

健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 企業政策局企業振興課主査　　　　　　　　 瀬　川　尊　貴　　

健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 林　　　匡　代　　

健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 健康局健康推進課副主査　　　　　　　　　 〓〓〓田　真　理　

商工労働政策局商工観光労働総務課主査　　 和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 山　本　雅　文　　

商工労働政策局商工観光労働総務課主査　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 辻　岡　　　修　　

商工労働政策局商工振興課主査　　　　　　 商工労働政策局商工振興課副主査　　　　　 三　栖　太　朗　　

商工労働政策局商工振興課主査　　　　　　 会計局会計課副主査　　　　　　　　　　　 山　中　健　司　　

商工労働政策局労働政策課主査　　　　　　 森　　　敏　郎　　

商工労働政策局労働政策課主査　　　　　　 県土整備政策局技術調査課主査　　　　　　 西　澤　　　圭　　

商工労働政策局労働政策課主査　　　　　　 商工労働政策局労働政策課副主査　　　　　 太　田　年　栄　　

企業政策局産業技術政策課主査　　　　　　 企画政策局調査統計課副主査　　　　　　　 内　水　和　美　　

企業政策局企業立地課主査　　　　　　　　 県東京事務所主査（企業誘致担当）　　　　 辻　　　和　彦　　

企業政策局企業立地課主査　　　　　　　　 企業政策局企業振興課主査　　　　　　　　 上　野　俊　夫　　

企業政策局企業立地課主査　　　　　　　　 企業政策局企業立地課副主査　　　　　　　 西　山　文　基　　

観光局観光振興課主査　　　　　　　　　　 農林水産政策局食品流通課主査　　　　　　 高　橋　　　恭　　

観光局観光振興課主査　　　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 平　井　秀　和　　

観光局観光振興課主査　　　　　　　　　　 観光局観光振興課副主査　　　　　　　　　 舛　田　拓　哉　　

農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 総務管理局財政課主査　　　　　　　　　　 岩　垣　貴　也　　

農林水産政策局食品流通課主査　　　　　　 鷲　岡　恵　子　　

農業生産局畜産課主査　　　　　　　　　　 会計局会計課主査　　　　　　　　　　　　 山　田　〓　子　　

農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課主査　　　　　　　　 西　本　全　志　　

水産局水産振興課主査　　　　　　　　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課主査　　 奥　野　　　剛　　

県土整備政策局県土整備総務課主査　　　　 商工労働政策局公営企業課主査　　　　　　 磯　貝　寛　行　　

県土整備政策局技術調査課主査　　　　　　 教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 大　谷　元　彦　　

県土整備政策局技術調査課主査　　　　　　 県土整備政策局技術調査課副主査　　　　　 伊　賀　顕　正　　

県土整備政策局用地対策課主査　　　　　　 危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 竹　原　克　也　　

道路局道路政策課主査　　　　　　　　　　 地域振興局地域政策課副主査　　　　　　　 栩　野　英　里　　

河川・下水道局河川課主査　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 稲　藪　　　誠　　

河川・下水道局下水道課主査　　　　　　　 河川・下水道局下水道課副主査　　　　　　 〓　川　和　孝　　

都市住宅局建築住宅課主査　　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課副主査　　　　　　　 〓　田　将　己　　

会計局会計課主査　　　　　　　　　　　　 和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 刀　〓　好　江　　

会計局会計課主査　　　　　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 玉　置　　　剛　　

会計局総務事務集中課主査　　　　　　　　 健康局医務課主査（県立医科大学）　　　　 古　川　典　子　　

海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 観光局観光振興課主査　　　　　　　　　　 〓　岡　知　美　　

海草振興局地域振興部主査（人権担当）　　 海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 西　　　万利以　　

海草振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 畑　山　忠　明　　

海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 〓　垣　典　生　　

海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 井　上　　　永　　

那賀振興局地域振興部主査　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部副主査　　　　　　　 中　西　三　紀　　

企業政策局産業技術政策課主査（和歌山大学に*派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局人事課主査（自治体国際化協会に派*遣）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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那賀振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 紀北県税事務所主査　　　　　　　　　　　 中　谷　淳　子　　

那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部副主査　　　　　　　　　 長　尾　茂　美　　

伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 総務管理局人事課主査　　　　　　　　　　 岡　　　靖　二　　

伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 港湾空港局港湾整備課主査　　　　　　　　 石　上　敦　士　　

伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 伊都振興局地域振興部副主査　　　　　　　 木　村　和　男　　

有田振興局地域振興部主査（人権担当）　　 有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 川　橋　由　佳　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 有田振興局地域振興部副主査　　　　　　　 松　野　敦　子　　

有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 海草振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 坂　口　宣　真　　

有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 有田振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 津　川　満　里　　

有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 日高振興局地域振興部副主査　　　　　　　 佐　戸　いづみ　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 田　中　裕　二　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 新　井　和　生　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 有田振興局建設部副主査　　　　　　　　　 山　〓　美　和　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 有田振興局建設部副主査　　　　　　　　　 〓　田　真　弓　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 有田振興局建設部副主査　　　　　　　　　 大　西　宗　彦　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 紀南県税事務所主査　　　　　　　　　　　 南　　　隆　也　　

日高振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 大　甫　知　己　　

日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主査（人権担当）　　 道　　　勇　樹　　

西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 日高振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 横　矢　訓　央　　

西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 前　田　直　樹　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 紀南県税事務所主査　　　　　　　　　　　 栗　栖　章　子　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 健康局医務課主査（県立医科大学）　　　　 中　山　裕　之　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 橋　度　浩　二　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 県土整備政策局技術調査課主査　　　　　　 榎　本　幸　生　　

東牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 県立なぎ看護学校主査　　　　　　　　　　 中　居　宏　太　　

東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 松　本　秀　則　　

県東京事務所主査（企業誘致担当）　　　　 総務管理局市町村課主査　　　　　　　　　 小　川　規　由　　

県東京事務所主査　　　　　　　　　　　　 健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 岡　〓　靖　典　　

和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 紀南県税事務所主査　　　　　　　　　　　 宮　崎　一　暢　　

和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 福祉保健政策局福祉保健総務課主査　　　　 神　田　芽久美　　

和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 大　井　崇　弘　　

和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 和歌山県税事務所副主査　　　　　　　　　 小　西　博　之　　

和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 和歌山県税事務所副主査　　　　　　　　　 嶋　本　香　澄　　

紀北県税事務所主査　　　　　　　　　　　 総務管理局税務課主査　　　　　　　　　　 柑　本　佳　紀　　

紀北県税事務所主査　　　　　　　　　　　 紀中県税事務所主査　　　　　　　　　　　 的　場　弘　晃　　

紀中県税事務所主査　　　　　　　　　　　 農業生産局果樹園芸課主査　　　　　　　　 松　井　克　哲　　

紀中県税事務所主査　　　　　　　　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 柴　本　　　耐　　

紀中県税事務所主査　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 畑　中　和　世　　

県防災航空センター主査　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 栗　栖　康　裕　　

県立文書館主査　　　　　　　　　　　　　 森林・林業局林業振興課主査　　　　　　　 赤　井　匡　子　　

県子ども・女性・障害者相談センター主査　 健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 亀　位　由　香　　

県子ども・女性・障害者相談センター主査　 海草振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 葦　澤　加奈子　　

県子ども・女性・障害者相談センター主査　 県子ども・女性・障害者相談センター副主査 坂　口　敦　子　　

県子ども・女性・障害者相談センター主査　 県子ども・女性・障害者相談センター副主査 稲　垣　美都子　　

県子ども・女性・障害者相談センター主査　 県子ども・女性・障害者相談センター副主査 明　石　幸　広　　

県子ども・女性・障害者相談センター主査　 県子ども・女性・障害者相談センター副主査 三　木　佳菜子　　

県紀南児童相談所主査　　　　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 炭　屋　正　志　　

県立仙渓学園主査　　　　　　　　　　　　 県立仙渓学園副主査　　　　　　　　　　　 山　本　佳　広　　

県立なぎ看護学校主査　　　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 深　見　達　也　　

県立こころの医療センター主査　　　　　　 会計局会計課主査　　　　　　　　　　　　 畠　山　真　澄　　
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県難病・子ども保健相談支援センター主査　 県紀南児童相談所主査　　　　　　　　　　 冨　士　陽　子　　

県工業技術センター主査　　　　　　　　　 県工業技術センター副主査　　　　　　　　 谷　川　智　雪　　

県議会事務局主査　　　　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課主査　　　　　　　　 川　尻　康　正　　

人事委員会事務局主査　　　　　　　　　　 人事委員会事務局副主査　　　　　　　　　 三　田　和　弘　　

監査委員事務局主査　　　　　　　　　　　 総務管理局人事課主査（大阪府に派遣）　　 梅　北　健一郎　　

教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 教育委員会事務局副主査　　　　　　　　　 永　井　　　亮　　

教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 県民局青少年・男女共同参画課主査　　　　 林　　　明　美　　

教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 岩　本　信　哉　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 垣　下　晋　一　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 久　保　静　志　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 環境政策局循環型社会推進課主査　　　　　 直　山　兼　士　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 県民局県民生活課主査　　　　　　　　　　 木　岡　弘　和　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 県民局県民生活課主査　　　　　　　　　　 〓　原　　　研　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 県民局青少年・男女共同参画課主査　　　　 上野山　浩　崇　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 鈴　木　　　剛　　

警察本部　　　　　　　　　　　　　　　　 道路局道路保全課主査　　　　　　　　　　 岡　　　秀　城　　

政策審議課主査（関西広域連合に派遣）　　 総務管理局市町村課副主査　　　　　　　　 川　原　清　晃　　

和歌山下津港湾事務所副主査　　　　　　　 松　田　太　郎　　

福祉保健政策局障害福祉課副主査　　　　　 岩　本　理　恵　　

河川・下水道局河川課副主査　　　　　　　 松　本　　　剛　　

健康局医務課主査（県立医科大学）　　　　 水産局水産振興課主査　　　　　　　　　　 谷　口　忠　良　　

井　汲　崇　昭　　

細　川　裕　之　　

観光局観光振興課主査（県観光連盟）　　　 健康局健康推進課主査　　　　　　　　　　 大　谷　ひろみ　　

政策審議課副主査兼秘書課副主査　　　　　 企業政策局企業振興課副主査　　　　　　　 脇　谷　耕　平　　

広報課副主査　　　　　　　　　　　　　　 企画政策局情報政策課副主査　　　　　　　 品　田　秀　樹　　

広報課副主査　　　　　　　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課副主査　　　　　 中　辻　幸　一　　

国体推進局総務企画課主事　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主事　　　　　　　 前　田　浩　靖　　

国体推進局施設調整課副主査　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課主事　　　　　　　　 東　島　達　也　　

国体推進局施設調整課主事　　　　　　　　 危機管理局総合防災課主事　　　　　　　　 城　　　雄　人　　

国体推進局施設調整課主事　　　　　　　　 人事委員会事務局主事　　　　　　　　　　 菅　野　悠　斗　　

国体推進局競技式典課副主査　　　　　　　 県議会事務局主事　　　　　　　　　　　　 鶴　野　尚　樹　　

国体推進局競技式典課副主査 　　　　　　　 教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　 小　上　慶　一　　

国体推進局競技式典課主事　　　　　　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課主事　　 岡　田　　　翔　　

国体推進局競技式典課主事　　　　　　　　 南紀白浜空港管理事務所主事　　　　　　　 森　川　友　貴　　

国体推進局競技式典課主事　　　　　　　　 会計局会計課主事　　　　　　　　　　　　 道　上　元　晴　　

国体推進局競技式典課主事　　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主事　　　　　　　 芝　田　貴　裕　　

国体推進局障害者スポーツ大会課副主査　　 福祉保健政策局長寿社会課副主査　　　　　 森　〓　保　行　　

国体推進局障害者スポーツ大会課主事　　　 総務管理局人事課主事（岩手県に派遣）　　 久　保　賢　司　　

国体推進局障害者スポーツ大会課主事　　　 企画政策局文化国際課主事　　　　　　　　 児　嶋　恵　伍　　

国体推進局障害者スポーツ大会課主事　　　 伊都振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 喜　多　久美子　　

総務管理局総務学事課副主査　　　　　　　 福　地　　　徹　　

総務管理局総務学事課副主査　　　　　　　 和歌山下津港湾事務所副主査　　　　　　　 吉　村　浩　信　　

総務管理局総務学事課副主査 　　　　　　　 有田振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 鈴　木　　　勉　　

総務管理局人事課副主査　　　　　　　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課副主査　 櫻　谷　亮　平　　

総務管理局人事課主事　　　　　　　　　　 紀北県税事務所主事　　　　　　　　　　　 中　林　裕　太　　

総務管理局財政課副主査　　　　　　　　　 総務管理局財政課副主査（財務省に派遣）　 栩　野　彰　大　　

総務管理局財政課副主査　　　　　　　　　 総務管理局市町村課副主査（総務省に派遣） 藏　光　　　良　　

総務管理局財政課副主査　　　　　　　　　 地域振興局地域政策課副主査　　　　　　　 鶴　尾　全　宏　　

総務管理局税務課主事　　　　　　　　　　 総務管理局人事課主事　　　　　　　　　　 湯　川　大　介　　

総務管理局市町村課主査（和歌山地方税回収機*構に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局総務学事課主査（経済産業省中小企*業庁に派遣）　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局人事課主査（政策研究大学院大学に*派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    地域振興局過疎対策課主査（国土交通省に派遣*）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    商工労働政策局商工観光労働総務課主査（日本*貿易振興機構に派遣）　　　　　　　　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課副主査（日*本貿易振興機構に派遣）　　　　　　　　　

    企業政策局企業振興課主査（わかやま産業振興*財団）　　　　　　　　　　　　　　　　　 企業政策局企業振興課副主査（わかやま産業振*興財団）　　　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局総務学事課副主査（経済産業省資源*エネルギー庁に派遣）　　　　　　　　　　
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総務管理局市町村課副主査　　　　　　　　 商工労働政策局商工観光労働総務課副主査　 向　井　智　志　　

総務管理局市町村課副主査　　　　　　　　 那賀振興局建設部副主査　　　　　　　　　 後　　　知　明　　

総務管理局市町村課主事　　　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主事　　　　　　　 泉　　　俊　輔　　

危機管理局総合防災課副主査　　　　　　　 千　田　年　伸　　

危機管理局総合防災課副主査　　　　　　　 有田振興局建設部主事　　　　　　　　　　 市　川　智　博　　

危機管理局消防保安課副主査　　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 上　平　洋　一　　

企画政策局企画総務課副主査　　　　　　　 都市住宅局公共建築課副主査　　　　　　　 西　川　　　仁　　

企画政策局企画総務課副主査　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 阪　口　　　昂　　

企画政策局文化国際課副主査　　　　　　　 観光局観光振興課副主査（県観光連盟）　　 牧　志　英　季　　

企画政策局文化国際課主事　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主事　　　　　　　　 辻　本　多絵子　　

企画政策局文化国際課主事　　　　　　　　 那賀振興局建設部主事　　　　　　　　　　 梶　本　堅史郎　　

企画政策局調査統計課副主査　　　　　　　 和歌山県税事務所副主査　　　　　　　　　 阪　口　泰　規　　

企画政策局調査統計課副主査　　　　　　　 福祉保健政策局福祉保健総務課副主査　　　 坂　口　敦　子　　

企画政策局情報政策課副主査　　　　　　　 総務管理局市町村課副主査　　　　　　　　 今　井　宏　和　　

企画政策局情報政策課主事　　　　　　　　 紀北県税事務所主事　　　　　　　　　　　 黒　井　秀　康　　

企画政策局情報政策課主事　　　　　　　　 教育委員会事務局主事　　　　　　　　　　 後　藤　麻　美　　

地域振興局地域政策課主事　　　　　　　　 紀南県税事務所主事　　　　　　　　　　　 竹　内　康　模　　

人権局人権施策推進課副主査　　　　　　　 健康局医務課副主査（県立医科大学）　　　 松　下　麻由子　　

環境政策局循環型社会推進課主事　　　　　 紀北県税事務所主事　　　　　　　　　　　 東　　　正　樹　　

県民局青少年・男女共同参画課副主査　　　 西牟婁振興局地域振興部主事　　　　　　　 稲　垣　光　代　　

福祉保健政策局福祉保健総務課副主査　　　 紀中県税事務所副主査　　　　　　　　　　 辻　本　智　至　　

福祉保健政策局子ども未来課主事　　　　　 和歌山県税事務所主事　　　　　　　　　　 藤　本　あゆ美　　

福祉保健政策局長寿社会課副主査　　　　　 海草振興局建設部主事　　　　　　　　　　 川　口　雄　嗣　　

福祉保健政策局長寿社会課副主査　　　　　 有田振興局地域振興部主事　　　　　　　　 古　糸　昭　洋　　

福祉保健政策局障害福祉課副主査　　　　　 危機管理局消防保安課副主査　　　　　　　 北　代　由香里　　

福祉保健政策局障害福祉課主事　　　　　　 和歌山県税事務所主事　　　　　　　　　　 中　林　紗　知　　

健康局医務課副主査　　　　　　　　　　　 総務管理局財政課副主査　　　　　　　　　 岡　田　泰　洋　　

健康局医務課副主査　　　　　　　　　　　 企画政策局文化国際課副主査　　　　　　　 竹　中　文　規　　

健康局医務課副主査　　　　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 前　田　賢　二　　

健康局医務課主事　　　　　　　　　　　　 紀中県税事務所主事　　　　　　　　　　　 早　川　早　織　　

健康局健康推進課副主査　　　　　　　　　 岡　本　一　人　　

健康局健康推進課副主査　　　　　　　　　 伊都振興局建設部副主査　　　　　　　　　 上　山　晋　平　　

健康局健康推進課主事　　　　　　　　　　 県男女共同参画センター主事　　　　　　　 坂　本　祐　里　　

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査　 日高振興局地域振興部副主査　　　　　　　 竹　中　啓　之　　

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査　 西牟婁振興局健康福祉部副主査　　　　　　 田　中　　　剛　　

商工労働政策局公営企業課副主査　　　　　 県土整備政策局技術調査課副主査　　　　　 〓　本　誠　治　　

企業政策局企業振興課副主査　　　　　　　 今　本　祐　輔　　

企業政策局企業振興課副主査　　　　　　　 戸　田　有　亮　　

企業政策局産業技術政策課副主査　　　　　 〓　田　久視子　　

観光局観光交流課副主査　　　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課主事　　　　　　 山　浦　　　裕　　

県土整備政策局技術調査課副主査　　　　　 紀北県税事務所副主査　　　　　　　　　　 森　〓　貴　志　　

県土整備政策局技術調査課副主査　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主事　　　　　　　 井　上　祐　人　　

県土整備政策局用地対策課主事　　　　　　 今　〓　弘　樹　　

道路局道路政策課副主査　　　　　　　　　 政策審議課副主査兼秘書課副主査　　　　　 大　谷　富士雄　　

河川・下水道局砂防課副主査　　　　　　　 環境政策局環境管理課副主査　　　　　　　 中　谷　倫　子　　

都市住宅局公共建築課副主査　　　　　　　 会計局総務事務集中課副主査　　　　　　　 礒　〓　健　児　　

港湾空港局港湾空港課主事　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主事　　　　　　　　 佐々木　洋　輔　　

会計局会計課副主査　　　　　　　　　　　 商工労働政策局商工振興課主事　　　　　　 小　西　健　介　　

会計局総務事務集中課主事　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部主事　　　　　　　　 辻　野　貴　博　　

海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 和歌山県税事務所副主査　　　　　　　　　 山　田　修　吾　　

総務管理局人事課副主査（政策研究大学院大学*に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局人事課副主査（自治大学校に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査（経*済産業省に派遣）　　　　　　　　　　　　

企画政策局文化国際課主事（中国山東省に派遣*）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企業政策局企業振興課副主査（紀陽銀行に派遣*）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

商工労働政策局商工観光労働総務課主事（経済*産業省中小企業庁に派遣）　　　　　　　　
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海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 総務管理局人事課主事　　　　　　　　　　 東　　　佳　和　　

海草振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 人権局人権施策推進課主事　　　　　　　　 恩　賀　承　子　　

海草振興局健康福祉部福祉主事　　　　　　 〓　見　　　陽　　

海草振興局建設部主事　　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課主事　　　　　　　　 川　口　喜　寛　　

海草振興局建設部主事　　　　　　　　　　 福祉保健政策局障害福祉課主事　　　　　　 寺　下　奈津季　　

那賀振興局地域振興部副主査　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 米　田　美　加　　

那賀振興局地域振興部主事　　　　　　　　 福祉保健政策局長寿社会課主事　　　　　　 出津野　　　歩　　

那賀振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主事　　　　 山　東　夏　子　　

那賀振興局建設部主事　　　　　　　　　　 県民局青少年・男女共同参画課主事　　　　 中　道　拓　人　　

伊都振興局地域振興部主事　　　　　　　　 広報課主事　　　　　　　　　　　　　　　 森　下　元　喜　　

伊都振興局地域振興部主事　　　　　　　　 健康局医務課主事　　　　　　　　　　　　 岩　坪　佑　佳　　

伊都振興局建設部主事　　　　　　　　　　 農業生産局果樹園芸課主事　　　　　　　　 松　田　千　明　　

有田振興局地域振興部主事　　　　　　　　 県民局県民生活課主事　　　　　　　　　　 岡　〓　美　緒　　

有田振興局地域振興部主事　　　　　　　　 健康局健康推進課主事　　　　　　　　　　 鶴　田　圭　吾　　

有田振興局地域振興部主事　　　　　　　　 会計局総務事務集中課主事　　　　　　　　 原　　　彰　秀　　

有田振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 総務管理局税務課主事　　　　　　　　　　 大　前　直　俊　　

有田振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 農業生産局経営支援課主事　　　　　　　　 狗　巻　諒　二　　

有田振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 県土整備政策局県土整備総務課主事　　　　 中　川　正　登　　

有田振興局建設部主事　　　　　　　　　　 森林・林業局林業振興課主事　　　　　　　 山　田　一　磨　　

日高振興局地域振興部主事　　　　　　　　 有田振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 白　岩　司　王　　

日高振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主事　　　　　　　 梅　田　幸　奈　　

日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 日高振興局地域振興部副主査　　　　　　　 阪　口　武　司　　

日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 福祉保健政策局福祉保健総務課主事　　　　 中　西　淳　二　　

西牟婁振興局地域振興部主事　　　　　　　 総務管理局人事課主事　　　　　　　　　　 尾　〓　綾　香　　

西牟婁振興局地域振興部主事　　　　　　　 福祉保健政策局福祉保健総務課主事　　　　 武　田　沙　織　　

西牟婁振興局健康福祉部副主査　　　　　　 教育委員会事務局主事　　　　　　　　　　 川　崎　勝　規　　

西牟婁振興局健康福祉部主事　　　　　　　 広報課主事　　　　　　　　　　　　　　　 宇　代　裕　佳　　

西牟婁振興局健康福祉部主事　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部主事　　　　　　　 久　保　博　之　　

西牟婁振興局建設部主事　　　　　　　　　 総務管理局財政課主事　　　　　　　　　　 長　野　慎　一　　

西牟婁振興局建設部主事　　　　　　　　　 総務管理局管財課主事　　　　　　　　　　 大　江　宏　弥　　

東牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 關　　　勝　行　　

東牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 楠　石　正　季　　

東牟婁振興局地域振興部主事　　　　　　　 企業政策局企業振興課主事　　　　　　　　 中　筋　裕　紀　　

東牟婁振興局健康福祉部副主査　　　　　　 港湾空港局港湾空港課主事　　　　　　　　 日　浦　正　志　　

東牟婁振興局健康福祉部主事　　　　　　　 農林水産政策局食品流通課主事　　　　　　 平　柳　行　隆　　

東牟婁振興局串本建設部主事　　　　　　　 総務管理局市町村課主事　　　　　　　　　 川　口　　　亮　　

東牟婁振興局串本建設部主事　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主事　　　　　　　 加味根　央　人　　

東牟婁振興局串本建設部主事　　　　　　　 教育委員会事務局主事　　　　　　　　　　 福　塚　隆　介　　

東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 玉　置　玲　子　　

東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部副主査　　　　　　 平　見　彰　浩　　

東牟婁振興局新宮建設部主事　　　　　　　 県民局県民生活課主事　　　　　　　　　　 菊　本　恵　介　　

和歌山県税事務所副主査　　　　　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 山　本　典　靖　　

和歌山県税事務所副主査　　　　　　　　　 企画政策局情報政策課主事　　　　　　　　 成　田　静　香　　

和歌山県税事務所主事　　　　　　　　　　 福祉保健政策局子ども未来課主事　　　　　 山　家　愛　子　　

和歌山県税事務所主事　　　　　　　　　　 福祉保健政策局長寿社会課主事　　　　　　 清　水　裕　量　　

紀北県税事務所主事　　　　　　　　　　　 危機管理局消防保安課主事　　　　　　　　 宮　〓　俊　典　　

紀北県税事務所主事　　　　　　　　　　　 企画政策局企画総務課主事　　　　　　　　 河　野　希世子　　

紀北県税事務所主事　　　　　　　　　　　 企業政策局企業立地課主事　　　　　　　　 東　　　　　優　　

紀北県税事務所主事　　　　　　　　　　　 観光局観光交流課主事　　　　　　　　　　 飯　島　加　奈　　

紀中県税事務所副主査　　　　　　　　　　 健康局健康推進課主事　　　　　　　　　　 瀬　川　理　恵　　

県子ども・女性・障害者相談センター福祉主事*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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紀中県税事務所主事　　　　　　　　　　　 国体推進局競技式典課主事　　　　　　　　 堀　内　幹　太　　

紀南県税事務所主事　　　　　　　　　　　 地域振興局総合交通政策課主事　　　　　　 嵐　　　ゆうき　　

紀南県税事務所主事　　　　　　　　　　　 商工労働政策局労働政策課主事　　　　　　 中　川　雄　平　　

県消費生活センター主事　　　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主事　　　　 嶋　田　久　人　　

県男女共同参画センター副主査　　　　　　 総務管理局総務学事課副主査　　　　　　　 山　〓　有希子　　

県子ども・女性・障害者相談センター副主査 県精神保健福祉センター副主査　　　　　　 北　川　朋　子　　

県子ども・女性・障害者相談センター主事　 観光局観光振興課主事　　　　　　　　　　 是　永　隆　宏　　

県紀南児童相談所福祉主事　　　　　　　　 有田振興局健康福祉部福祉主事　　　　　　 萩　原　敏　弘　　

県紀南児童相談所福祉主事　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部福祉主事　　　　　　 鈴　木　伶　奈　　

県精神保健福祉センター副主査　　　　　　 県立こころの医療センター副主査　　　　　 井　上　明　子　　

県公営競技事務所副主査　　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター副主査 由　良　伸一郎　　

県工業技術センター副主査　　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 坂　口　真　美　　

和歌山下津港湾事務所主事　　　　　　　　 福祉保健政策局子ども未来課主事　　　　　 長谷川　雄　一　　

和歌山下津港湾事務所主事　　　　　　　　 健康局医務課主事　　　　　　　　　　　　 大　野　佑　真　　

人事委員会事務局副主査　　　　　　　　　 政策審議課副主査　　　　　　　　　　　　 児　嶋　　　均　　

人事委員会事務局主事　　　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主事　 漁　野　有　華　　

教育委員会事務局主事　　　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主事　　　　　　　 早　川　慎太郎　　

海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 北　詰　剛　大　　

海草振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 丸　野　綾　紗　　

総務管理局財政課副主査（財務省に派遣）　 総務管理局財政課副主査　　　　　　　　　 松　場　一　成　　

総務管理局税務課主事（総務省に派遣）　　 和歌山県税事務所主事　　　　　　　　　　 三　栖　健太郎　　

道路局道路政策課副主査　　　　　　　　　 野　添　　　章　　

総務管理局市町村課主事（総務省に派遣）　 有田振興局地域振興部主事　　　　　　　　 石　井　友　浩　　

総務管理局市町村課主事（総務省に派遣）　 有田振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 栗　林　良　江　　

企画政策局文化国際課主事（京都府に派遣） 海草振興局建設部主事　　　　　　　　　　 山根木　菜　央　　

日高振興局建設部主事　　　　　　　　　　 柏　木　利　也　　

福祉保健政策局長寿社会課主事　　　　　　 山　田　晴　彦　　

健康局医務課副主査（県立医科大学）　　　 総務管理局人事課副主査　　　　　　　　　 中　原　拓　也　　

健康局医務課副主査（県立医科大学）　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 西　田　　　淳　　

県土整備政策局技術調査課副主査　　　　　 西　村　崇　宏　　

健康局医務課主事（県立医科大学）　　　　 塩　〓　美　希　　

健康局医務課主事（県立医科大学）　　　　 細　　　俊　貴　　

港湾空港局港湾空港課副主査　　　　　　　 岩　田　雄一郎　　

観光局観光振興課副主査（県観光連盟）　　 企画政策局文化国際課主事　　　　　　　　 岡　本　み　佳　　

東牟婁振興局新宮建設部主事　　　　　　　 松　房　伸　行　　

県土整備部道路局長　　　　　　　　　　　 道路局道路政策課長　　　　　　　　　　　 辻　本　紀　之　　

県土整備部都市住宅局長　　　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課長　　　　　　　　　 前　田　俊　紀　　

県土整備部港湾空港局長　　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部長　　　　　　　　 内　田　恵　介　　

伊都振興局参事建設部長事務取扱　　　　　 伊都振興局建設部長　　　　　　　　　　　 久　保　　　進　　

西牟婁振興局参事建設部長事務取扱　　　　 道路局道路建設課長　　　　　　　　　　　 松　本　　　司　　

県環境衛生研究センター所長　　　　　　　 山　本　康　司　　

県工業用水道管理センター所長　　　　　　 県工業用水道管理センター所長（課長待遇） 佐々木　利　純　　

県参事（わかやま森林と緑の公社）　　　　 森林・林業局森林整備課長　　　　　　　　 竪　　　一　宏　　

国体推進局総務企画課行幸啓室長　　　　　 国体推進局施設調整課副課長　　　　　　　 山野井　道　信　　

森林・林業局森林整備課長　　　　　　　　 原　尻　和　夫　　

道路局道路政策課長　　　　　　　　　　　 道路局道路保全課長　　　　　　　　　　　 加　茂　年　彦　　

道路局道路政策課高速道路推進室長　　　　 庄　司　　　勝　　

道路局道路保全課長　　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部長　　　　　　　　　　　 久　田　昭　文　　

道路局道路建設課長　　　　　　　　　　　 有田振興局建設部長　　　　　　　　　　　 野　村　郁　二　　

都市住宅局建築住宅課長　　　　　　　　　 出　口　　　兼　　

    総務管理局人事課副主査（自治大学校に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局人事課主事（自治体国際化協会に派*遣）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    総務管理局市町村課副主査（古座川町に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    福祉保健政策局福祉保健総務課主事（厚生労働*省に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　

    福祉保健政策局長寿社会課主事（国際協力機構*に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　

    商工労働政策局商工観光労働総務課副主査（経*済産業省に派遣）　　　　　　　　　　　　

    商工労働政策局商工観光労働総務課主事（経済*産業省中小企業庁に派遣）　　　　　　　　

    商工労働政策局商工観光労働総務課主事（地域*経済活性化支援機構に派遣）　　　　　　　

    企業政策局企業振興課副主査（紀陽銀行に派遣*）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    東牟婁振興局地域振興部主事（北山村に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境政策局環境管理課長兼県環境衛生研究セン*ター所長　　　　　　　　　　　　　　　　

森林・林業局森林整備課企画員（わかやま森林*と緑の公社業務課長）　　　　　　　　　　

道路局道路政策課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市住宅局公共建築課長（国体関連施設整備担*当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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井　上　武　志　　

海草振興局建設部海南工事事務所長　　　　 那賀振興局建設部紀の川流域下水道事務所長 山　根　秀　彦　　

那賀振興局建設部長　　　　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部長　　　　　　　　 濱　田　公　夫　　

那賀振興局建設部紀の川流域下水道事務所長 谷　口　哲　也　　

有田振興局建設部長　　　　　　　　　　　 道路局道路政策課高速道路推進室長　　　　 永　田　和　之　　

有田振興局建設部二川ダム管理事務所長　　 道路局道路保全課副課長　　　　　　　　　 松　原　光　宏　　

東牟婁振興局串本建設部長　　　　　　　　 海草振興局建設部海南工事事務所長　　　　 一之澤　晴　彦　　

東牟婁振興局新宮建設部長　　　　　　　　 県土整備政策局技術調査課副課長　　　　　 諏　訪　佳　夫　　

県難病・子ども保健相談支援センター所長　 山　本　美　代　　

県畜産試験場長　　　　　　　　　　　　　 紀北家畜保健衛生所長　　　　　　　　　　 中　西　健　治　　

紀北家畜保健衛生所長　　　　　　　　　　 紀南家畜保健衛生所長　　　　　　　　　　 中　本　和　弘　　

紀南家畜保健衛生所長　　　　　　　　　　 上　杉　秀　樹　　

和歌山下津港湾事務所長　　　　　　　　　 有田振興局建設部二川ダム管理事務所長　　 奥　野　敏　彦　　

総務管理局管財課主幹　　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部専門技術員　　　　　　 前　田　哲　夫　　

上野山　靖　司　　

県民局食品・生活衛生課主幹　　　　　　　 道路局道路建設課課長補佐兼農林道班長　　 高　岡　英　司　　

健康局薬務課副課長兼総務企画課国体推進員 東牟婁振興局健康福祉部衛生環境課長　　　 中　垣　貴　夫　　

農林水産政策局農業農村整備課副課長　　　 井　賀　尚　哉　　

紀南家畜保健衛生所次長　　　　　　　　　 大　出　満寿雄　　

県土整備政策局技術調査課副課長　　　　　 日高振興局建設部副部長　　　　　　　　　 楠　見　和　紀　　

県土整備政策局検査・技術支援課分室長　　 県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 中　村　仁　士　　

県土整備政策局検査・技術支援課総括検査員 総務管理局管財課主幹　　　　　　　　　　 中　川　芳　樹　　

県土整備政策局検査・技術支援課総括検査員 玉　置　公　晴　　

那賀振興局建設部副部長　　　　　　　　　 中　家　啓　造　　

道路局道路保全課副課長　　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部副部長　　　　　　 雑　賀　宗　博　　

河川・下水道局河川課主幹　　　　　　　　 海草振興局建設部海南工事事務所次長　　　 伊　藤　　　毅　　

都市住宅局建築住宅課副課長　　　　　　　 大　橋　成　紀　　

都市住宅局都市政策課主幹　　　　　　　　 伊　藤　敏　起　　

都市住宅局建築住宅課副課長　　　　　　　 都市住宅局都市政策課主幹　　　　　　　　 板　橋　弘　幸　　

〓　　　純　郎　　

県土整備政策局検査・技術支援課総括検査員 楠　本　　　守　　

道路局道路政策課課長補佐兼政策班長　　　 小　井　宣　秀　　

海草振興局建設部海南工事事務所次長　　　 西　畑　雅　司　　

田　中　友　張　　

那賀振興局建設部副部長　　　　　　　　　 那賀振興局建設部総務調整課長　　　　　　 藤　本　靖　人　　

農林水産政策局農業農村整備課副課長　　　 府　中　理　尚　　

県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 岡　　　郁　雄　　

日高振興局建設部副部長　　　　　　　　　 河川・下水道局河川課主幹　　　　　　　　 汐　〓　　　功　　

東牟婁振興局串本建設部副部長　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部総務管理課長　　　 柳　岡　　　太　　

東牟婁振興局新宮建設部副部長　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部副部長　　　　　　 野　口　公　次　　

県環境衛生研究センター衛生研究部長　　　 食品・生活衛生課課長補佐　　　　　　　　 中　山　隆　史　　

県立高等看護学院教務主幹　　　　　　　　 県立高等看護学院教務主任　　　　　　　　 石　本　千　珠　　

県立こころの医療センター看護部長　　　　 県立こころの医療センター看護副部長　　　 西　原　　　均　　

県工業技術センター副所長兼化学産業部長　 県工業技術センター企画総務部長　　　　　 小　畑　俊　嗣　　

県工業技術センター企画総務部長　　　　　 企業政策局企業振興課主幹　　　　　　　　 〓　辻　　　渉　　

県工業技術センター電子産業部長　　　　　 県工業技術センター企画総務部技術企画課長 上　野　〓　史　　

県工業技術センター総括研究員　　　　　　 県工業技術センター化学産業部長　　　　　 伊　藤　　　修　　

県土整備政策局検査・技術支援課分室長　　 西　　　成　吾　　

政策審議課主任　　　　　　　　　　　　　 政策審議課主査　　　　　　　　　　　　　 中　村　純　子　　

国体推進局施設調整課主任　　　　　　　　 那賀振興局建設部主任　　　　　　　　　　 小笠原　章　浩　　

    都市住宅局公共建築課長（国体関連施設整備担*当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都市住宅局都市政策課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

企画政策局企画総務課主幹（県土地開発公社事*務局次長）　　　　　　　　　　　　　　　

健康局健康推進課副課長母子保健班長事務取扱*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業生産局畜産課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    地域振興局地域政策課主幹（一市町村一産業推*進担当）　　　　　　　　　　　　　　　　 農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室*課長補佐　　　　　　　　　　　　　　　　

那賀振興局地域振興部総括専門員（農村防災担*当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    農業生産局畜産課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局市町村課総括課長補佐（新宮市に派*遣）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    道路局道路政策課副課長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    都市住宅局都市政策課副課長兼総務企画課国体*推進員　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市住宅局都市政策課課長補佐兼景観・公園班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    海草振興局地域振興部副部長兼農林水産業統括*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地域振興局地域政策課主幹（一市町村一産業推*進担当）　　　　　　　　　　　　　　　　

    海草振興局地域振興部総括専門員（農村防災担*当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    海草振興局建設部総括専門員総務調整課長事務*取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　

海草振興局建設部総括専門員総務調整課長事務*取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    那賀振興局地域振興部総括専門員（農村防災担*当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局地域振興部総括専門員（農村防災担*当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    有田振興局地域振興部副部長兼農林水産業統括*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    日高振興局地域振興部総括専門員（農村防災担*当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    企画政策局企画総務課主幹（県土地開発公社事*務局次長）　　　　　　　　　　　　　　　
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国体推進局競技式典課競技運営班長　　　　 日高振興局地域振興部林務課長　　　　　　 小　川　泰　典　　

総務管理局管財課主任　　　　　　　　　　 総務管理局管財課主査　　　　　　　　　　 阪　上　貴　史　　

危機管理局総合防災課防災情報班長　　　　 危機管理局総合防災課主任　　　　　　　　 中　内　啓　文　　

地域振興局地域政策課地籍調査班長　　　　 有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 辻　村　　　隆　　

地域振興局総合交通政策課主任　　　　　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 古　家　国　茂　　

伊都振興局地域振興部林務課長　　　　　　 南　方　清　克　　

環境政策局環境管理課環境保全班長　　　　 県民局食品・生活衛生課主任　　　　　　　 澤　田　泰　雄　　

福祉保健政策局長寿社会課主任　　　　　　 有田振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 日　裏　明　美　　

健康局医務課課長補佐　　　　　　　　　　 〓　松　　　朗　　

健康局医務課看護班長　　　　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部保健福祉課長　　　 竜　田　登代美　　

健康局健康推進課母子保健班長　　　　　　 健康局医務課看護班長　　　　　　　　　　 小　川　政　予　　

健康局健康推進課主任　　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 中　村　幸　美　　

健康局薬務課主任　　　　　　　　　　　　 健康局薬務課主査　　　　　　　　　　　　 橋　本　雅　樹　　

企業政策局企業立地課主任兼公営企業課主任 農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 田　畑　和　哉　　

農林水産政策局農林水産総務課主任　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 薮　野　佳寿郎　　

農林水産政策局農業農村整備課防災班長　　 伊都振興局地域振興部農地課長　　　　　　 阪　本　茂　豊　　

伊都振興局地域振興部農業振興課長　　　　 南　　　敏　夫　　

農業生産局経営支援課農地活用班長　　　　 西　本　昌　未　　

農業生産局果樹園芸課野菜花き米穀班長　　 農業生産局果樹園芸課主任　　　　　　　　 塩　路　宏　明　　

農業生産局畜産課課長補佐兼衛生・環境班長 県畜産試験場生産環境部長　　　　　　　　 豊　吉　正　成　　

農業生産局畜産課主任　　　　　　　　　　 県農業大学校就農支援センター主査　　　　 里　村　博　輝　　

農業生産局経営支援課普及班長　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 竹　中　一　誠　　

農業生産局経営支援課農地活用班長　　　　 農業生産局経営支援課普及班長　　　　　　 前　田　公　博　　

農業生産局経営支援課主任　　　　　　　　 農林水産政策局農業農村整備課主任　　　　 初　山　　　守　　

農業生産局経営支援課主任　　　　　　　　 農業生産局畜産課主任　　　　　　　　　　 中　村　泰　夫　　

農業生産局経営支援課主任　　　　　　　　 県農業大学校准教授　　　　　　　　　　　 瀧　川　昌　穂　　

森林・林業局林業振興課課長補佐兼計画班長 児　玉　和　久　　

森林・林業局林業振興課課長補佐兼計画班長 田　中　雅　道　　

森林・林業局林業振興課木材産業班長　　　 西牟婁振興局地域振興部林務課長　　　　　 東　山　　　貢　　

森林・林業局林業振興課主任　　　　　　　 森林・林業局林業振興課主査　　　　　　　 濱　田　　　徹　　

森林・林業局林業振興課主任　　　　　　　 森林・林業局森林整備課主査　　　　　　　 中　村　剛二郎　　

森林・林業局森林整備課主任　　　　　　　 森林・林業局林業振興課主任　　　　　　　 東　　　弘　文　　

森林・林業局森林整備課主任　　　　　　　 総務管理局市町村課主査（新宮市に派遣）　 本　田　伸　一　　

笠　野　匡　材　　

県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 畑　下　嘉　和　　

県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 刀　〓　有　樹　　

県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 県土整備政策局技術調査課企画調査班長　　 河　合　秀　幸　　

県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 那賀振興局地域振興部農地課長　　　　　　 池　田　剛　幸　　

道路局道路政策課課長補佐兼計画班長　　　 道路局道路建設課課長補佐兼国道班長　　　 西　谷　敬　三　　

橋　本　勇　人　　

道路局道路建設課課長補佐兼国道班長　　　 西牟婁振興局建設部道路課長　　　　　　　 久　保　一　男　　

道路局道路建設課課長補佐兼農林道班長　　 小　川　文　明　　

道路局道路建設課主任　　　　　　　　　　 県土整備政策局技術調査課主任　　　　　　 和　田　武　晴　　

河川・下水道局河川課河川企画班長　　　　 伊都振興局建設部工務課長　　　　　　　　 岩　本　吉　継　　

河川・下水道局砂防課主任　　　　　　　　 河川・下水道局砂防課主査　　　　　　　　 児　玉　祥　吾　　

都市住宅局都市政策課景観・公園班長　　　 都市住宅局建築住宅課主任　　　　　　　　 前　山　勝　彦　　

都市住宅局都市政策課まちづくり推進班長　 那賀振興局建設部工務課長　　　　　　　　 上　柏　卓　弥　　

都市住宅局建築住宅課課長補佐　　　　　　 浦　部　　　昇　　

都市住宅局公共建築課企画保全班長　　　　 新　田　和　宏　　

都市住宅局建築住宅課企画指導班長　　　　 西牟婁振興局建設部建築課長　　　　　　　 古　田　勝　彦　　

    環境政策局環境生活総務課自然環境室自然環境*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東牟婁振興局健康福祉部串本支所保健環境課長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室*課長補佐　　　　　　　　　　　　　　　　

    農業生産局果樹園芸課課長補佐兼産地振興班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

森林・林業局林業振興課課長補佐兼木材産業班*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    森林・林業局林業振興課課長補佐兼低コスト林*業班長　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県土整備政策局技術調査課課長補佐兼企画調査*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川・下水道局河川課課長補佐兼河川企画班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農林水産政策局農業農村整備課課長補佐兼防災*班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

森林・林業局林業振興課課長補佐兼低コスト林*業班長　　　　　　　　　　　　　　　　　

    道路局道路保全課課長補佐兼交通安全・市町村*道班長　　　　　　　　　　　　　　　　　 港湾空港局港湾整備課課長補佐兼港湾整備班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企画政策局企画総務課課長補佐（県土地開発公*社専門技術員）　　　　　　　　　　　　　

都市住宅局建築住宅課課長補佐兼建築審査班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    都市住宅局建築住宅課課長補佐兼建築審査班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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都市住宅局建築住宅課建築指導班長　　　　 東牟婁振興局新宮建設部主任　　　　　　　 西　脇　正　雄　　

都市住宅局建築住宅課主任　　　　　　　　 伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 伊勢川　真　哉　　

野　口　利　也　　

港湾空港局港湾空港課主任　　　　　　　　 総務管理局人事課主任　　　　　　　　　　 保　富　久　寛　　

港湾空港局港湾整備課港湾整備班長　　　　 和歌山下津港湾事務所工務課長　　　　　　 佐　藤　広　明　　

港湾空港局港湾整備課主任　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 丸　石　浩　司　　

会計局会計課主任　　　　　　　　　　　　 企画政策局情報政策課主任　　　　　　　　 山　本　靖　浩　　

海草振興局地域振興部農業振興課長　　　　 県農業試験場暖地園芸センター園芸部長　　 楠　　　茂　樹　　

海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 県農業大学校養成部野菜花き課長兼准教授　 堀　田　雅　己　　

海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 伊　藤　隆　治　　

海草振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 福祉保健政策局長寿社会課主任　　　　　　 宮　井　裕見子　　

海草振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 県立こころの医療センター栄養室長　　　　 登　尾　恭　子　　

海草振興局建設部工務課長　　　　　　　　 海草振興局建設部街路公園課長　　　　　　 山　本　善　哉　　

海草振興局建設部街路公園課長　　　　　　 日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 樫　本　雅　士　　

那賀振興局地域振興部農地課長　　　　　　 地域振興局地域政策課地籍調査班長　　　　 赤　津　民　芳　　

那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 河　里　公　美　　

那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 中　村　　　豊　　

那賀振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 伊都振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 後　藤　智　子　　

那賀振興局建設部総務調整課長　　　　　　 中　村　哲　也　　

那賀振興局建設部工務課長　　　　　　　　 伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 谷　澤　智　之　　

那賀振興局建設部主任　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 藤　田　宗　一　　

伊都振興局地域振興部専門技術員　　　　　 県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 小　南　全　良　　

伊都振興局地域振興部農業振興課長　　　　 伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 森　口　和　久　　

伊都振興局地域振興部林務課長　　　　　　 伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 宮　前　哲　也　　

伊都振興局地域振興部農地課長　　　　　　 伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 北　田　光　治　　

伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 農業生産局果樹園芸課主任　　　　　　　　 中　尾　進　哉　　

伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部主任　　　　　　　　 前　田　和　也　　

伊都振興局地域振興部主任　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 細　畠　龍　浩　　

伊都振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 海草振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 上　硲　佳　恵　　

伊都振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 総務管理局人事課主任　　　　　　　　　　 脇　田　美　恵　　

伊都振興局建設部工務課長　　　　　　　　 海草振興局建設部工務課長　　　　　　　　 〓　家　康　裕　　

伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 地域振興局総合交通政策課主任　　　　　　 殿　井　直　人　　

伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 田　村　喜　規　　

伊都振興局建設部主任　　　　　　　　　　 都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 木　田　隆　介　　

有田振興局地域振興部農業振興課長　　　　 有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 成　川　正　芳　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 環境政策局循環型社会推進課主任　　　　　 壷　井　俊　幸　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 農業生産局果樹園芸課主任　　　　　　　　 大　橋　真　人　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 谷　口　幹　彦　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 島　村　　　亨　　

有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 鳥　居　洋　木　　

有田振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 由　良　早　苗　　

有田振興局健康福祉部衛生環境課長　　　　 健康局医務課課長補佐　　　　　　　　　　 内　原　節　子　　

有田振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 県立こころの医療センター主任　　　　　　 玉　置　　　修　　

有田振興局建設部主任　　　　　　　　　　 有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 矢　代　敦　久　　

日高振興局地域振興部農業振興課長　　　　 海草振興局地域振興部農業振興課長　　　　 野　畑　昭　弘　　

日高振興局地域振興部林務課長　　　　　　 日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 石　橋　寛　紀　　

日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 林　　　孝　史　　

日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 尾　〓　智　雄　　

日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 山　〓　俊　幸　　

日高振興局地域振興部主任　　　　　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 島　　　浩　二　　

    都市住宅局公共建築課課長補佐兼企画保全班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課課長補佐兼建築指導班長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市住宅局都市政策課課長補佐兼まちづくり推*進班長　　　　　　　　　　　　　　　　　
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日高振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 日高振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 西　岡　倫　代　　

日高振興局健康福祉部衛生環境課長　　　　 西牟婁振興局健康福祉部衛生環境課長　　　 坂　口　勝　規　　

日高振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 県精神保健福祉センター主査　　　　　　　 尾　〓　裕　美　　

日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 上　山　孝　誠　　

日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 村　田　義　和　　

西牟婁振興局地域振興部農業振興課長　　　 農業生産局果樹園芸課産地振興班長　　　　 中　谷　方　弥　　

西牟婁振興局地域振興部林務課長　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 森　川　直　博　　

西牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 鳴　川　　　勝　　

西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課長　　　 有田振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 嶋　田　左知代　　

西牟婁振興局健康福祉部衛生環境課長　　　 有田振興局健康福祉部衛生環境課長　　　　 小笠原　治枝子　　

西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 小　川　雅　広　　

西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 杉　本　美　佐　　

西牟婁振興局建設部専門技術員兼建築課長　 都市住宅局建築住宅課課長補佐　　　　　　 生　駒　吉　教　　

西牟婁振興局建設部道路課長　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部工務課長　　　　　 東　　　正　人　　

西牟婁振興局建設部主任　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 笹　野　雅　義　　

東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課主任　　　　　　 山　田　顕　史　　

東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主任　　　　　　　 那　須　淳　人　　

東牟婁振興局健康福祉部保健福祉課長　　　 海草振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 高　橋　伸　行　　

東牟婁振興局健康福祉部衛生環境課長　　　 日高振興局健康福祉部衛生環境課長　　　　 坂　本　広　典　　

東牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 西　村　尚　美　　

西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 小　川　晃　弘　　

環境政策局環境管理課環境保全班長　　　　 赤　坂　安　司　　

東牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主任　　　　　　　 石　倉　克　敏　　

東牟婁振興局串本建設部総務管理課長　　　 〓　田　　　護　　

東牟婁振興局串本建設部工務課長　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部河港課長　　　　　 笹　山　真　一　　

県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 楠　　　武　弘　　

東牟婁振興局新宮建設部河港課長　　　　　 道路局道路建設課主任　　　　　　　　　　 坂　口　隆　紀　　

和歌山県税事務所主任　　　　　　　　　　 和歌山県税事務所主査　　　　　　　　　　 石　谷　典　久　　

県環境衛生研究センター主任研究員　　　　 県環境衛生研究センター主査研究員　　　　 寺　杣　文　男　　

県子ども・女性・障害者相談センター主任　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 横　貫　博　継　　

県立高等看護学院教務主任　　　　　　　　 県立なぎ看護学校教務主任　　　　　　　　 中　澤　則　子　　

県立高等看護学院教務主任　　　　　　　　 県立高等看護学院主査専任教員　　　　　　 永　〓　三千子　　

県立高等看護学院主任専任教員　　　　　　 県立高等看護学院主査専任教員　　　　　　 上　田　智恵美　　

県立なぎ看護学校教務主任　　　　　　　　 県立高等看護学院教務主任　　　　　　　　 土屋垣内真由美　　

県立こころの医療センター看護副部長　　　 県立こころの医療センター看護師長　　　　 小　林　一　太　　

県立こころの医療センター栄養室長　　　　 県民局食品・生活衛生課主任　　　　　　　 福　本　英　子　　

県立こころの医療センター看護師長　　　　 仁　木　尚　司　　

県立こころの医療センター看護師長　　　　 稲　田　恵　成　　

県立こころの医療センター看護師長　　　　 県立こころの医療センター副看護師長　　　 嶋　津　　　覚　　

県立こころの医療センター看護師長　　　　 県立こころの医療センター副看護師長　　　 貴　志　福　子　　

県工業用水道管理センター主任　　　　　　 河川・下水道局河川課主任　　　　　　　　 前　東　伸　和　　

県工業用水道管理センター主任　　　　　　 都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 中　川　佳　典　　

県工業技術センター企画総務部技術企画課長 県工業技術センター主任研究員　　　　　　 細　田　朝　夫　　

県工業技術センター主任研究員　　　　　　 健康局薬務課課長補佐　　　　　　　　　　 石　井　光　代　　

県工業技術センター主任研究員　　　　　　 山　西　妃早子　　

県工業技術センター主任研究員　　　　　　 企業政策局産業技術政策課主任　　　　　　 前　田　拓　也　　

県工業技術センター主任研究員　　　　　　 県工業技術センター主査研究員　　　　　　 梶　本　武　志　　

県工業技術センター主任研究員　　　　　　 県工業技術センター主査研究員　　　　　　 中　本　知　伸　　

県工業技術センター主任研究員　　　　　　 県工業技術センター主査研究員　　　　　　 鳥　飼　　　仁　　

県農業試験場暖地園芸センター園芸部長　　 県農業大学校研修部長兼准教授　　　　　　 宇　治　泰　博　　

    東牟婁振興局健康福祉部串本支所地域福祉課長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    東牟婁振興局健康福祉部串本支所保健環境課長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道路局道路保全課課長補佐兼交通安全・市町村*道班長　　　　　　　　　　　　　　　　　

    東牟婁振興局串本建設部七川ダム管理事務所管*理課長　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県立こころの医療センター作業療法科長兼デイ*ケア科長　　　　　　　　　　　　　　　　

県立こころの医療センター作業療法科長兼デイ*ケア科長　　　　　　　　　　　　　　　　

企業政策局企業振興課主任（わかやま産業振興*財団）　　　　　　　　　　　　　　　　　
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県農業試験場暖地園芸センター育種部長　　 農業生産局果樹園芸課野菜花き米穀班長　　 上　山　茂　文　　

県果樹試験場主任研究員　　　　　　　　　 県果樹試験場うめ研究所主任研究員　　　　 中　　　一　晃　　

県果樹試験場主任研究員　　　　　　　　　 県果樹試験場主査研究員　　　　　　　　　 植　田　栄　仁　　

県畜産試験場主任研究員　　　　　　　　　 県畜産試験場主査研究員　　　　　　　　　 前　田　恵　助　　

県畜産試験場養鶏研究所主任研究員　　　　 紀南家畜保健衛生所衛生指導課長　　　　　 伊　丹　哲　哉　　

県水産試験場企画情報部長　　　　　　　　 水産局資源管理課課長補佐　　　　　　　　 小　川　満　也　　

県水産試験場主任研究員　　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 木　下　浩　樹　　

県水産試験場船長　　　　　　　　　　　　 県水産試験場船長（係長待遇）　　　　　　 伊勢谷　俊　人　　

紀南家畜保健衛生所次長　　　　　　　　　 農業生産局畜産課課長補佐兼衛生・環境班長 〓　本　行　央　　

紀南家畜保健衛生所衛生指導課長　　　　　 紀南家畜保健衛生所主任　　　　　　　　　 小　谷　　　茂　　

県農業大学校准教授　　　　　　　　　　　 農業生産局経営支援課主任　　　　　　　　 黒　沼　稔　之　　

県農業大学校主任　　　　　　　　　　　　 県農業大学校研修部研修課長兼准教授　　　 川　原　泰　高　　

県農業大学校就農支援センター次長　　　　 有田振興局地域振興部農業振興課長　　　　 片　山　泰　弘　　

県農業大学校就農支援センター主任　　　　 海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 上野山　浩　司　　

和歌山下津港湾事務所工務課長　　　　　　 港湾空港局港湾整備課主任　　　　　　　　 赤　松　　　伸　　

総務管理局市町村課主任（田辺市に派遣）　 日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 〓　田　常　夫　　

県土整備政策局検査・技術支援課検査員　　 玉　置　信　夫　　

政策審議課主査兼秘書課主査　　　　　　　 県東京事務所主査　　　　　　　　　　　　 三　木　啓　司　　

国体推進局施設調整課主査　　　　　　　　 県土整備政策局県土整備総務課主査　　　　 中　西　康　仁　　

国体推進局施設調整課主査　　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課副主査　　　　　　　 玉　井　伸　幸　　

国体推進局施設調整課主査　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 玉　置　敦　子　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 農業生産局畜産課主査　　　　　　　　　　 上　田　雅　彦　　

国体推進局競技式典課主査　　　　　　　　 大　澤　篤　弘　　

総務管理局人事課主査　　　　　　　　　　 有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 綛　村　まゆみ　　

危機管理局消防保安課主査兼総合防災課主査 危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 黒　岩　　　督　　

地域振興局過疎対策課主査　　　　　　　　 有田振興局地域振興部副主査　　　　　　　 奥　野　直　行　　

環境政策局環境生活総務課主査　　　　　　 伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 〓　木　伸　浩　　

環境政策局環境生活総務課主査　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 横　〓　蔵　人　　

環境政策局循環型社会推進課主査　　　　　 環境政策局環境管理課副主査　　　　　　　 田　中　伸　樹　　

県民局食品・生活衛生課主査　　　　　　　 伊都振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 土　谷　　　匡　　

県民局食品・生活衛生課主査　　　　　　　 伊都振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 岡　本　寛　之　　

健康局薬務課主査　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 小　河　　　寛　　

商工労働政策局公営企業課主査　　　　　　 県工業用水道管理センター主査　　　　　　 守　内　寿　英　　

企業政策局産業技術政策課主査　　　　　　 県工業技術センター主査研究員　　　　　　 三　宅　靖　仁　　

企業政策局産業技術政策課主査　　　　　　 環境政策局環境管理課副主査　　　　　　　 嶋　田　　　尊　　

農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 企画政策局情報政策課主査　　　　　　　　 稲　住　孝　富　　

農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 県林業試験場主査研究員　　　　　　　　　 栗　生　　　剛　　

農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 県水産試験場主査研究員　　　　　　　　　 干　川　　　厚　　

農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 目　良　誠　一　　

農林水産政策局食品流通課主査　　　　　　 地域振興局過疎対策課主査　　　　　　　　 内　西　浩　一　　

農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 農業生産局果樹園芸課主査　　　　　　　　 上　山　智　史　　

農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 橋　本　拓　也　　

農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 坂　中　茂　亮　　

農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 今　中　常　仁　　

農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 瀬　藤　崇　弘　　

農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 農林水産政策局農業農村整備課副主査　　　 小　倉　和　也　　

農業生産局果樹園芸課主査　　　　　　　　 県東京事務所主査　　　　　　　　　　　　 西　岡　晋　作　　

農業生産局果樹園芸課主査　　　　　　　　 県農業試験場主査研究員　　　　　　　　　 井　上　夏　葉　　

農業生産局果樹園芸課主査　　　　　　　　 県果樹試験場うめ研究所主査研究員　　　　 大　江　孝　明　　

農業生産局果樹園芸課主査　　　　　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 新　田　佳　範　　

    企画政策局企画総務課課長補佐（県土地開発公*社専門技術員）　　　　　　　　　　　　　

森林・林業局林業振興課主査（東京大学大学院*に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　
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農業生産局畜産課主査　　　　　　　　　　 県畜産試験場養鶏研究所主査研究員　　　　 福　島　　　学　　

農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 下　村　美　佐　　

農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 県果樹試験場うめ研究所副主査研究員　　　 城　村　〓　明　　

農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 嶋　田　勝　友　　

森林・林業局林業振興課主査　　　　　　　 森林・林業局森林整備課主査　　　　　　　 河　野　孝　史　　

森林・林業局林業振興課主査　　　　　　　 県林業試験場主査研究員　　　　　　　　　 山　裾　伸　浩　　

森林・林業局林業振興課主査　　　　　　　 有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 樹　林　　　豊　　

森林・林業局森林整備課主査　　　　　　　 谷　口　隆　俊　　

森林・林業局森林整備課主査　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 津　井　哲　司　　

水産局水産振興課主査　　　　　　　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 山　田　哲　也　　

水産局資源管理課機関長　　　　　　　　　 県水産試験場主査機関士　　　　　　　　　 岸　　　幸　一　　

水産局資源管理課主査航海士　　　　　　　 水産局資源管理課副主査航海士　　　　　　 嶋　本　正　樹　　

県土整備政策局県土整備総務課主査　　　　 都市住宅局都市政策課主査　　　　　　　　 〓　谷　勝　行　　

県土整備政策局技術調査課主査　　　　　　 農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 〓　岡　弘太郎　　

県土整備政策局技術調査課主査　　　　　　 那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 江　川　智　之　　

道路局道路政策課主査　　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 岡　本　大　樹　　

道路局道路政策課主査　　　　　　　　　　 道路局道路政策課副主査　　　　　　　　　 山　下　和　哉　　

道路局道路保全課主査　　　　　　　　　　 河川・下水道局下水道課主査　　　　　　　 堅　田　憲　司　　

河川・下水道局河川課主査　　　　　　　　 道路局道路政策課主査　　　　　　　　　　 木　村　洋　郎　　

河川・下水道局河川課主査　　　　　　　　 伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 小　宗　茂　揮　　

河川・下水道局砂防課主査　　　　　　　　 河川・下水道局河川課主査　　　　　　　　 西　岡　恒　志　　

河川・下水道局砂防課主査　　　　　　　　 有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 〓　松　康　仁　　

河川・下水道局下水道課主査　　　　　　　 都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 田　宮　浩　次　　

河川・下水道局下水道課主査　　　　　　　 那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 木　本　康　宏　　

都市住宅局都市政策課主査　　　　　　　　 県土整備政策局県土整備総務課主査　　　　 山　形　昌　之　　

都市住宅局都市政策課主査　　　　　　　　 日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 田　口　賢　司　　

都市住宅局建築住宅課主査　　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課副主査　　　　　　　 三　木　雅　史　　

都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 国体推進局施設調整課主査　　　　　　　　 宮　本　慶　児　　

都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 商工労働政策局公営企業課主査　　　　　　 南　方　博　文　　

都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 県工業用水道管理センター主査　　　　　　 南　　　博　之　　

都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 〓　田　　　誠　　

港湾空港局港湾空港課主査　　　　　　　　 港湾空港局港湾空港課副主査　　　　　　　 今　田　滋　則　　

港湾空港局港湾整備課主査　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部主査　　　　　　　 小　林　香　木　　

海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 農業生産局経営支援課主査（県農業公社）　 長　谷　暢　也　　

海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 井　上　博　仁　　

海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 谷　本　光　弘　　

海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 和歌山下津港湾事務所主査　　　　　　　　 森　澤　俊　之　　

海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 清　水　孝　洋　　

海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 森　本　春　樹　　

海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 木　下　敦　之　　

海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 馬　場　一　将　　

那賀振興局地域振興部主査　　　　　　　　 県農業大学校助教　　　　　　　　　　　　 小　山　昌　志　　

那賀振興局地域振興部主査　　　　　　　　 伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 丸　山　哲　弘　　

那賀振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 県動物愛護センター主査　　　　　　　　　 福　原　順　子　　

那賀振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 伊都振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 丹　下　百　花　　

那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 岩　倉　健　治　　

那賀振興局建設部主査　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部副主査　　　　　　　　　 白　川　裕　二　　

伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 平　井　孝　幸　　

伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 東　浦　裕　之　　

伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 室　井　信　也　　

森林・林業局林業振興課主査（住友林業フォレ*ストサービスに派遣）　　　　　　　　　　
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伊都振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 七　井　康　夫　　

伊都振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 木　下　寿和奈　　

伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 佐々木　勝　己　　

伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 農林水産政策局農業農村整備課主査　　　　 西〓地　久　和　　

伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 県土整備政策局技術調査課主査　　　　　　 楠　見　裕　之　　

伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 〓　垣　喜　一　　

伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 伊都振興局建設部副主査　　　　　　　　　 加　藤　丈　晴　　

伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 伊都振興局建設部副主査　　　　　　　　　 土　井　秀　記　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主査　　　　　　　　 礒　川　眞　輝　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 前　岡　直　樹　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 小　薮　一　志　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 有田振興局地域振興部副主査　　　　　　　 前　田　起　男　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 有田振興局地域振興部副主査　　　　　　　 小　谷　真　司　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 有田振興局地域振興部副主査　　　　　　　 林　　　祐　光　　

有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 林　　　千　景　　

有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 松　下　津也子　　

有田振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 有田振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 〓　井　靖　智　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 河川・下水道局砂防課主査　　　　　　　　 山　口　直　人　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 中　尾　嘉　宏　　

有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 嶋　　　康　孝　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 上　出　貴　士　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 森林・林業局林業振興課主査　　　　　　　 森　口　伸　也　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 県林業試験場主査　　　　　　　　　　　　 田　中　辰　人　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 有田振興局建設部主査　　　　　　　　　　 中　本　　　崇　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 鈴　木　　　誠　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 木　下　剛　司　　

日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課副主査　　　 〓　須　貴　之　　

日高振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 川　上　　　香　　

日高振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 應　田　　　学　　

日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 都市住宅局都市政策課主査　　　　　　　　 湯　川　和　俊　　

日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 都市住宅局都市政策課主査　　　　　　　　 吉　田　　　誠　　

日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 寺　阪　　　治　　

日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 松　山　晃　三　　

日高振興局建設部主査　　　　　　　　　　 日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 宮　田　眞由美　　

日高振興局建設部椿山ダム管理事務所主査　 都市住宅局公共建築課主査　　　　　　　　 北　　　隆　行　　

西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 危機管理局総合防災課主査　　　　　　　　 上　門　洋　也　　

西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 森林・林業局森林整備課主査　　　　　　　 青　木　一　高　　

西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 十　河　真　紀　　

西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 湯　川　公　敏　　

西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 木　村　公　洋　　

西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 県民局食品・生活衛生課主査　　　　　　　 三木田　宗　紀　　

西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 日高振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 橋　本　照　代　　

西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 山　中　崇　行　　

西牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部副主査　　　　　　 東　山　幸　司　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 河川・下水道局河川課主査　　　　　　　　 内　田　　　誠　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 海草振興局建設部主査　　　　　　　　　　 野　田　一　彰　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 道路局道路建設課副主査　　　　　　　　　 辻　　　真　弘　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 上　野　順　平　　

西牟婁振興局建設部主査　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 堀　　　直　樹　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 小　笹　二　郎　　

西牟婁振興局地域振興部主査（京都府に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務管理局市町村課主査（那智勝浦町に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 田　中　敏　雄　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 森林・林業局林業振興課主査　　　　　　　 福　永　慶　生　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 県水産試験場主査研究員　　　　　　　　　 諏　訪　　　剛　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 県水産試験場主査研究員　　　　　　　　　 向　野　幹　生　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 那賀振興局地域振興部主査 　　　　　　　　 小　川　晃　史　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 近　原　知　子　　

東牟婁振興局地域振興部主査　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 福　田　和　寿　　

東牟婁振興局健康福祉部主査　　　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部保健師　　　　　　 前　地　伸　浩　　

東牟婁振興局串本建設部主査　　　　　　　 都市住宅局都市政策課主査　　　　　　　　 西　　　　　悟　　

東牟婁振興局串本建設部主査　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 湊　谷　俊　介　　

東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部主査　　　　　　　 井　口　登希央　　

東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 植　山　浩　次　　

東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 吉　岡　成　恭　　

東牟婁振興局新宮建設部主査　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 狩　谷　樹　生　　

県東京事務所主査　　　　　　　　　　　　 地域振興局過疎対策課主査（総務省に派遣） 長　井　英　貴　　

県東京事務所主査　　　　　　　　　　　　 道路局道路政策課主査　　　　　　　　　　 抜　井　昭　憲　　

県環境衛生研究センター主査研究員　　　　 県環境衛生研究センター副主査研究員　　　 〓　良　浩　司　　

県環境衛生研究センター主査研究員　　　　 県環境衛生研究センター副主査研究員　　　 中　岡　加陽子　　

県精神保健福祉センター主査　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 坂　本　辰　美　　

県立高等看護学院主査専任教員　　　　　　 県立高等看護学院副主査専任教員　　　　　 木　下　美　紀　　

県立こころの医療センター第三医長　　　　 県立こころの医療センター医師　　　　　　 岩　谷　　　潤　　

県立こころの医療センター主査　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主査　 川　崎　美　穂　　

県立こころの医療センター主査　　　　　　 伊都振興局健康福祉部主査　　　　　　　　 山　本　規　貴　　

県立こころの医療センター副看護師長　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 前　田　忠　己　　

県立こころの医療センター副看護師長　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 下　中　和　也　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 〓　間　和　彦　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 池　首　保　幸　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 葛　葉　理　香　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 中　尾　武　志　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 松　井　亮　雄　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 山　下　敏　光　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 堀　内　良　子　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 林　　　加奈子　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 井　口　真　澄　　

県立こころの医療センター主査看護師　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 田　中　秀　之　　

県工業用水道管理センター主査　　　　　　 健康局医務課主査（県立医科大学）　　　　 西　谷　俊　輝　　

県工業技術センター主査研究員　　　　　　 県工業技術センター副主査研究員　　　　　 花　坂　寿　章　　

県工業技術センター主査研究員　　　　　　 県工業技術センター副主査研究員　　　　　 山　下　宗　哲　　

県工業技術センター主査研究員　　　　　　 県工業技術センター副主査研究員　　　　　 中　村　　　允　　

県工業技術センター主査研究員　　　　　　 県工業技術センター副主査研究員　　　　　 宮　崎　　　崇　　

県農業試験場主査研究員　　　　　　　　　 伊都振興局地域振興部主査　　　　　　　　 林　　　恭　平　　

県農業試験場主査研究員　　　　　　　　　 菱　池　政　志　　

県農業試験場主査研究員　　　　　　　　　 県農業試験場副主査研究員　　　　　　　　 橋　本　真　穂　　

県農業試験場暖地園芸センター主査研究員　 県農業試験場暖地園芸センター副主査研究員 小　川　大　輔　　

県果樹試験場かき・もも研究所主査研究員　 県果樹試験場かき・もも研究所副主査研究員 有　田　　　慎　　

県果樹試験場うめ研究所主査研究員　　　　 農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 土　田　靖　久　　

県林業試験場主査　　　　　　　　　　　　 道路局道路建設課主査　　　　　　　　　　 仲　　　兼　永　　

県水産試験場主査研究員　　　　　　　　　 広報課主査　　　　　　　　　　　　　　　 堅　田　昌　英　　

県水産試験場主査研究員　　　　　　　　　 地域振興局地域政策課主査　　　　　　　　 御　所　豊　穂　　

県林業試験場主査研究員　　　　　　　　　 農林水産政策局農林水産総務課主査　　　　 〓　口　隆　章　　

総務管理局市町村課主査（那智勝浦町に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業生産局経営支援課副主査（和歌山県農業協*同組合中央会に派遣）　　　　　　　　　　
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県林業試験場主査研究員　　　　　　　　　 県林業試験場副主査研究員　　　　　　　　 斉　藤　雅　一　　

県水産試験場主査機関士　　　　　　　　　 水産局資源管理課副主査機関士　　　　　　 平　見　謹　一　　

紀北家畜保健衛生所主査　　　　　　　　　 県畜産試験場主査研究員　　　　　　　　　 樽　本　英　幸　　

県農業大学校助教　　　　　　　　　　　　 地域振興局地域政策課主査　　　　　　　　 林　　　俊　孝　　

県農業大学校就農支援センター主査　　　　 日高振興局地域振興部主査　　　　　　　　 谷　　　清　次　　

教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 伊都振興局建設部主査　　　　　　　　　　 古　田　義　人　　

教育委員会事務局主査　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部副主査　　　　　　　　　 鈴　木　孝　彦　　

健康局医務課主査　　　　　　　　　　　　 石　橋　正　信　　

健康局医務課主査（県立医科大学）　　　　 河川・下水道局下水道課主査　　　　　　　 森　里　　　猛　　

県工業技術センター副主査研究員　　　　　 重　本　明　彦　　

農業生産局経営支援課主査（県農業公社）　 有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 宮　本　哲　志　　

企業政策局産業技術政策課主査　　　　　　 大　澤　一　岳　　

有田振興局地域振興部主査　　　　　　　　 〓　田　将　樹　　

直　井　将　人　　

河川・下水道局河川課主査　　　　　　　　 田　原　俊　嗣　　

中　村　清　人　　

政策審議課副主査　　　　　　　　　　　　 海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 井　川　拓　也　　

地域振興局地域政策課副主査　　　　　　　 在　津　秀　俊　　

地域振興局地域政策課副主査　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 伊〓田　真　嗣　　

地域振興局地域政策課技師　　　　　　　　 日高振興局建設部技師　　　　　　　　　　 常　岡　克　行　　

環境政策局環境生活総務課技師　　　　　　 日高振興局地域振興部技師　　　　　　　　 奥　　　裕里衣　　

環境政策局循環型社会推進課技師　　　　　 西牟婁振興局地域振興部技師　　　　　　　 西　川　健太郎　　

環境政策局環境管理課副主査　　　　　　　 環境政策局循環型社会推進課副主査　　　　 黒　平　智　行　　

環境政策局環境管理課技師　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部技師　　　　　　　 小　倉　健太郎　　

県民局食品・生活衛生課医療技師　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部医療技師　　　　　 上　松　高　士　　

県民局食品・生活衛生課医療技師　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部医療技師　　　　　 西　川　紗矢佳　　

健康局医務課副主査　　　　　　　　　　　 健康局健康推進課副主査　　　　　　　　　 土　橋　まどか　　

健康局薬務課副主査　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部副主査　　　　　　 〓　内　弘　昭　　

商工労働政策局商工振興課技師　　　　　　 県果樹試験場かき・もも研究所研究員　　　 弘　岡　拓　人　　

農林水産政策局食品流通課技師　　　　　　 日高振興局地域振興部技師　　　　　　　　 橋　本　真　明　　

農林水産政策局農業農村整備課副主査　　　 地域振興局地域政策課副主査　　　　　　　 船　本　健　正　　

農林水産政策局農業農村整備課副主査　　　 那賀振興局地域振興部副主査　　　　　　　 土　井　政　人　　

農業生産局果樹園芸課副主査　　　　　　　 海草振興局地域振興部技師　　　　　　　　 鈴　木　隆　浩　　

農業生産局畜産課技師　　　　　　　　　　 紀南家畜保健衛生所技師　　　　　　　　　 常　田　将　宏　　

農業生産局経営支援課副主査　　　　　　　 政策審議課副主査兼秘書課副主査　　　　　 増　田　琢　磨　　

水産局資源管理課副主査　　　　　　　　　 水産局水産振興課副主査　　　　　　　　　 南　　　友　樹　　

県土整備政策局県土整備総務課副主査　　　 日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 小　川　　　満　　

県土整備政策局技術調査課副主査　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 橋　爪　健　一　　

道路局道路政策課副主査　　　　　　　　　 道路局道路建設課副主査　　　　　　　　　 栗　山　靖　崇　　

道路局道路政策課技師　　　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 中　尾　彰　太　　

道路局道路建設課副主査　　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部副主査　　　　　　 野　口　　　充　　

道路局道路建設課技師　　　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 櫻　井　寛　之　　

河川・下水道局河川課副主査　　　　　　　 伊都振興局建設部副主査　　　　　　　　　 小　島　剛　史　　

河川・下水道局河川課副主査　　　　　　　 日高振興局建設部椿山ダム管理事務所副主査 平　田　宜　也　　

河川・下水道局河川課副主査　　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 大　森　健　作　　

河川・下水道局河川課技師　　　　　　　　 日高振興局建設部技師　　　　　　　　　　 〓　山　誠　也　　

都市住宅局都市政策課副主査　　　　　　　 道路局道路保全課副主査　　　　　　　　　 山　田　大　輔　　

都市住宅局都市政策課副主査　　　　　　　 日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 谷　川　富　彦　　

都市住宅局都市政策課副主査　　　　　　　 日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 奥　田　直　哉　　

都市住宅局公共建築課副主査　　　　　　　 県工業用水道管理センター副主査　　　　　 秋　山　　　格　　

    危機管理局総合防災課主査（海洋研究開発機構*に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　

    企業政策局産業技術政策課主査（新エネルギー*・産業技術総合開発機構）　　　　　　　　

    森林・林業局林業振興課主査（東京大学大学院*に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　

    森林・林業局森林整備課主査（わかやま森林と*緑の公社）　　　　　　　　　　　　　　　

    森林・林業局森林整備課主査（わかやま森林と*緑の公社）　　　　　　　　　　　　　　　 森林・林業局森林整備課副主査（わかやま森林*と緑の公社）　　　　　　　　　　　　　　

    県土整備政策局県土整備総務課主査（岩手県に*派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県土整備政策局県土整備総務課主査（岩手県に*派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　　 港湾空港局港湾整備課副主査（岩手県に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農林水産政策局農業農村整備課副主査（農林水*産省に派遣）　　　　　　　　　　　　　　
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港湾空港局港湾整備課副主査　　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 熊　代　康　壱　　

港湾空港局港湾整備課副主査　　　　　　　 有田振興局建設部二川ダム管理事務所技師　 芝　崎　圭　佑　　

海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 森林・林業局森林整備課副主査　　　　　　 岸　本　勇　樹　　

海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 西　原　康　人　　

海草振興局地域振興部副主査　　　　　　　 農業生産局果樹園芸課技師　　　　　　　　 大　嶋　功　資　　

海草振興局地域振興部技師　　　　　　　　 水産局水産振興課技師　　　　　　　　　　 武　田　崇　史　　

海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 伊都振興局建設部技師　　　　　　　　　　 森　本　佳誉子　　

海草振興局建設部技師　　　　　　　　　　 河川・下水道局河川課技師　　　　　　　　 尾　〓　達　也　　

海草振興局建設部技師　　　　　　　　　　 港湾空港局港湾整備課技師　　　　　　　　 武　内　陽　平　　

那賀振興局地域振興部副主査　　　　　　　 農林水産政策局農業農村整備課副主査　　　 大　宅　　　洋　　

那賀振興局地域振興部副主査　　　　　　　 東牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 九　鬼　孝　信　　

那賀振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 伊都振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 加　藤　真　弓　　

那賀振興局建設部副主査　　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部技師　　　　　　　　 山　口　　　満　　

那賀振興局建設部技師　　　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 鈴　木　裕　士　　

伊都振興局地域振興部副主査　　　　　　　 那賀振興局地域振興部副主査　　　　　　　 小　西　威　祥　　

伊都振興局地域振興部副主査　　　　　　　 那賀振興局地域振興部副主査　　　　　　　 北　原　伸　浩　　

伊都振興局地域振興部技師　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部技師　　　　　　　 五　島　一　成　　

伊都振興局建設部副主査　　　　　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 新　堀　由　幸　　

伊都振興局建設部副主査　　　　　　　　　 有田振興局建設部副主査　　　　　　　　　 辻　本　文　子　　

伊都振興局建設部技師　　　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部技師　　　　　　　 木　原　克　也　　

有田振興局地域振興部技師　　　　　　　　 県農業大学校就農支援センター技師　　　　 大　山　智　史　　

有田振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 山　本　　　薫　　

有田振興局建設部二川ダム管理事務所技師　 海草振興局建設部技師　　　　　　　　　　 坂　田　直　人　　

日高振興局地域振興部副主査　　　　　　　 県農業試験場研究員　　　　　　　　　　　 田　中　寿　弥　　

日高振興局地域振興部技師　　　　　　　　 県農業試験場暖地園芸センター研究員　　　 松　本　比呂起　　

日高振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 県環境衛生研究センター副主査研究員　　　 桑　田　　　昭　　

日高振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部副主査　　　　　　　 中　辻　美　穂　　

日高振興局健康福祉部医療技師　　　　　　 健康局薬務課医療技師　　　　　　　　　　 辻　　　昌　吾　　

日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 木　村　暢　利　　

日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 有田振興局建設部副主査　　　　　　　　　 田　畑　順　平　　

日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部技師　　　　　　　　　 富　永　江身子　　

西牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 有田振興局地域振興部副主査　　　　　　　 井戸田　　　慧　　

西牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 県水産試験場研究員　　　　　　　　　　　 山　根　弘　士　　

西牟婁振興局地域振興部技師　　　　　　　 那賀振興局地域振興部技師　　　　　　　　 羽　畑　優　哉　　

西牟婁振興局健康福祉部副主査　　　　　　 県立こころの医療センター副主査　　　　　 薮　中　裕　美　　

西牟婁振興局健康福祉部技師　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課技師　　　　　　 上野山　　　潤　　

西牟婁振興局健康福祉部医療技師　　　　　 東牟婁振興局健康福祉部医療技師　　　　　 田　井　絢　子　　

西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 有田振興局建設部副主査　　　　　　　　　 森　田　貴　史　　

西牟婁振興局建設部副主査 　　　　　　　　 日高振興局建設部副主査　　　　　　　　　 大　藪　武　志　　

西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 千　原　孝　穂　　

西牟婁振興局建設部技師　　　　　　　　　 都市住宅局都市政策課技師　　　　　　　　 三　木　祥　弘　　

西牟婁振興局建設部技師　　　　　　　　　 都市住宅局公共建築課技師　　　　　　　　 川　口　直　樹　　

東牟婁振興局健康福祉部医療技師　　　　　 県立こころの医療センター医療技師　　　　 山　東　史　典　　

東牟婁振興局串本建設部技師　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 向　畑　允　人　　

東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 県土整備政策局技術調査課副主査　　　　　 芝　　　卓　司　　

東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 西牟婁振興局建設部副主査　　　　　　　　 山　田　隆　己　　

東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 都市住宅局公共建築課技師　　　　　　　　 出　口　達　也　　

東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 港湾空港局港湾整備課技師　　　　　　　　 大　方　陽　平　　

東牟婁振興局新宮建設部技師　　　　　　　 谷　岡　祐　太　　

県環境衛生研究センター副主査研究員 　　　 環境政策局環境管理課技師　　　　　　　　 梶　本　かおり　　

東牟婁振興局串本建設部七川ダム管理事務所技*師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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県環境衛生研究センタ－研究員　　　　　　 有田振興局健康福祉部医療技師　　　　　　 上　野　智　子　　

県子ども・女性・障害者相談センター副主査 県立こころの医療センター副主査　　　　　 嶋　本　真　弓　　

県立こころの医療センター副主査　　　　　 健康局薬務課副主査　　　　　　　　　　　 中　山　沙　織　　

県果樹試験場副主査研究員　　　　　　　　 農林水産政策局食品流通課副主査　　　　　 水　上　　　徹　　

県果樹試験場うめ研究所副主査研究員　　　 県果樹試験場副主査研究員　　　　　　　　 貴　志　　　学　　

県果樹試験場うめ研究所研究員　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部技師　　　　　　　 下　　　博　圭　　

県畜産試験場研究員　　　　　　　　　　　 紀南家畜保健衛生所技師　　　　　　　　　 楠　川　翔　悟　　

県林業試験場副主査研究員　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 大　谷　栄　徳　　

県水産試験場副主査研究員 　　　　　　　　 水産局資源管理課技師　　　　　　　　　　 加　藤　文　仁　　

県水産試験場研究員　　　　　　　　　　　 水産局資源管理課技師　　　　　　　　　　 小　林　慧　一　　

紀北家畜保健衛生所技師　　　　　　　　　 農業生産局畜産課技師　　　　　　　　　　 木　村　円　香　　

紀南家畜保健衛生所副主査　　　　　　　　 紀北家畜保健衛生所副主査　　　　　　　　 後　藤　洋　人　　

紀南家畜保健衛生所技師　　　　　　　　　 紀北家畜保健衛生所技師　　　　　　　　　 〓　田　由香子　　

県農業大学校副主査　　　　　　　　　　　 県農業試験場副主査研究員　　　　　　　　 松　下　修　門　　

県農業大学校技師　　　　　　　　　　　　 県果樹試験場研究員　　　　　　　　　　　 山　田　芳　裕　　

和歌山下津港湾事務所副主査　　　　　　　 海草振興局建設部副主査　　　　　　　　　 井　上　真　一　　

東牟婁振興局地域振興部副主査　　　　　　 植　田　友　浩　　

都市住宅局建築住宅課副主査　　　　　　　 尾　〓　伸一郎　　

海草振興局建設部現業技能員　　　　　　　 和歌山下津港湾事務所現業技能員　　　　　 大　谷　将　之　　

那賀振興局建設部現業技能員　　　　　　　 那賀振興局地域振興部現業技能員　　　　　 表　　　俊　治　　

西牟婁振興局健康福祉部現業技能員　　　　 県畜産試験場現業技能員　　　　　　　　　 尾　〓　清　志　　

西牟婁振興局建設部現業技能員　　　　　　 県畜産試験場現業技能員　　　　　　　　　 伊　藤　重　信　　

県工業技術センター用務員　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部用務員　　　　　　　 上　村　格　夫　　

県農業試験場現業技能員　　　　　　　　　 県農業大学校農林業務員　　　　　　　　　 久　保　敦　義　　

県果樹試験場かき・もも研究所現業技能員　 県農業大学校現業技能員　　　　　　　　　 森　谷　　　勤　　

県畜産試験場現業技能員　　　　　　　　　 南紀白浜空港管理事務所現業技能員　　　　 古　田　英　夫　　

県農業大学校現業技能員　　　　　　　　　 県農業試験場現業技能員　　　　　　　　　 大　岩　和　也　　

県農業大学校現業技能員　　　　　　　　　 県果樹試験場かき・もも研究所現業技能員　 曽　和　則　光　　

南紀白浜空港管理事務所現業技能員　　　　 西牟婁振興局建設部現業技能員　　　　　　 古久保　和　志　　

和歌山下津港湾事務所現業技能員　　　　　 会計局総務事務集中課現業技能員　　　　　 田　村　剛　志　　

黒　田　〓　廣　　

鳥　居　久　乃　　

岡　田　和　久　　

吉　野　孝　司　　

芝　　　美貴男　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境生活部長　　　　　　　　　　　　　　 塩　崎　　　望　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会計管理者　　　　　　　　　　　　　　　 植　山　　　均　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県議会事務局長　　　　　　　　　　　　　 宮　端　　　宏　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監査委員事務局長　　　　　　　　　　　　 米　田　和　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県参事（県土地開発公社専務理事）　　　　 藤　本　拓　司　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀中県税事務所長　　　　　　　　　　　　 中　嶋　克　幸　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県参事県消防学校長事務取扱　　　　　　　 村　上　真　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県男女共同参画センター所長　　　　　　　 上　西　令　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立高等看護学院長　　　　　　　　　　　 庄　司　禎　夫　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立高等看護学院副学院長事務長事務取扱　 三　浦　　　勉　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県土整備部都市住宅局長　　　　　　　　　 上　硲　清　吾　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県土整備部港湾空港局長　　　　　　　　　 山　下　雅　己　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局参事建設部長事務取扱　　　　 吉　岡　茂　樹　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県参事（環境保全公社専務理事）　　　　　 藤　山　知　之　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総務管理局総務学事課主幹（私学振興担当） 宮　口　祐　司　　

    農林水産政策局農業農村整備課副主査（岩手県*に派遣）　　　　　　　　　　　　　　　　

    都市住宅局建築住宅課副主査（岩手県に派遣）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    県参事（わかやま森林と緑の公社事務局長　森*林管理課長事務取扱）　　　　　　　　　　 県参事（わかやま森林と緑の公社事務局長　総*務課長事務取扱）　　　　　　　　　　　　

    県民局青少年・男女共同参画課主幹（男女共同*参画・若者支援担当）　　　　　　　　　　 県民局青少年・男女共同参画課主幹（男女共同*参画促進担当）　　　　　　　　　　　　　

    森林・林業局森林整備課主幹（わかやま森林と*緑の公社森林管理課副課長）　　　　　　　 森林・林業局森林整備課主幹（わかやま森林と*緑の公社業務課副課長）　　　　　　　　　

    森林・林業局森林整備課課長補佐（わかやま森*林と緑の公社森林管理課総務管理班長）　　 森林・林業局森林整備課課長補佐（わかやま森*林と緑の公社業務課森林管理班長）　　　　

    森林・林業局森林整備課課長補佐（わかやま森*林と緑の公社森林管理課森林活用班長）　　 森林・林業局森林整備課課長補佐（わかやま森*林と緑の公社業務課森林環境班長）　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 米　阪　宗　訓　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主幹（会計担当）　　 福　岡　　　勇　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片　山　正　仁　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立文書館長　　　　　　　　　　　　　　 加　藤　　　正　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 澤　〓　千津子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監査委員事務局第二課総括調査員　　　　　 濱　口　　　洋　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩　橋　正　和　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県民局食品・生活衛生課長　　　　　　　　 川　崎　英　直　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康局薬務課長　　　　　　　　　　　　　 入　野　眞　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県土整備政策局検査・技術支援課総括検査員 野　尻　博　司　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北　原　照　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　西　昭　二　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴　村　滋　生　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県環境衛生研究センター衛生研究部長　　　 山　下　善　樹　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立高等看護学院教務主幹　　　　　　　　 山　本　喜久子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立こころの医療センター看護部長　　　　 中　林　正　良　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県難病・子ども保健相談支援センター所長　 芝　崎　千　鶴　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前　田　育　克　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県畜産試験場長　　　　　　　　　　　　　 榎　　　　　功　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和歌山下津港湾事務所長　　　　　　　　　 下大屋　欣　洋　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総務管理局税務課主任　　　　　　　　　　 中　井　圭　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企画政策局調査統計課主任　　　　　　　　 宇　恵　佳世子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企画政策局調査統計課主任　　　　　　　　 池　田　修　平　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 高　橋　佳　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊都振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 中　本　加奈代　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日高振興局建設部主任　　　　　　　　　　 高　畑　有美子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県子ども・女性・障害者相談センター主任　 田　中　　　忍　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立仙渓学園主任　　　　　　　　　　　　 道　本　雅　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県精神保健福祉センター次長　　　　　　　 栗　栖　英　幸　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立和歌山産業技術専門学院主任　　　　　 島　田　英　長　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水産局資源管理課機関長　　　　　　　　　 辻　　　正　弘　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都市住宅局建築住宅課企画指導班長　　　　 川　端　　　拓　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局地域振興部主任　　　　　　　　 武　田　眞　理　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海草振興局健康福祉部主任　　　　　　　　 西　川　　　昇　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那賀振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 川　崎　貴美子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊都振興局地域振興部専門技術員　　　　　 上　田　恒　義　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有田振興局地域振興部主任　　　　　　　　 小　泉　拓　也　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日高振興局地域振興部農業振興課長　　　　 玉　置　美保子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部保健福祉課長　　　　 山　本　紀美代　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部農業振興課長　　　 久　山　達　見　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課長　　　 畑　中　一　浩　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平　井　安　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山　根　猛　男　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立こころの医療センター看護師長　　　　 松　下　直　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県水産試験場主任研究員　　　　　　　　　 〓　地　寿　生　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県農業大学校就農支援センター次長　　　　 三　井　信　弥　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総務管理局人事課主査　　　　　　　　　　 井　上　雅　雄　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀北家畜保健衛生所主査　　　　　　　　　 小　阪　悦　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 農業生産局経営支援課主査　　　　　　　　 山　本　博　仁　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広報課副主査　　　　　　　　　　　　　　 内　田　淳　子　　

伊都振興局建設部副部長兼総務企画課国体推進*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東牟婁振興局新宮建設部副部長兼総務企画課国*体推進員　　　　　　　　　　　　　　　　

県立こころの医療センター事務局次長総務課長*事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　

環境政策局循環型社会推進課企画員（環境保全*公社事務局長　総務課長事務取扱）　　　　

海草振興局地域振興部副部長兼農林水産業統括*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有田振興局地域振興部副部長兼農林水産業統括*員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日高振興局健康福祉部企画員兼健康福祉部副部*長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県工業技術センター企画員兼副所長　兼電子産*業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　

東牟婁振興局健康福祉部串本支所地域福祉課長*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東牟婁振興局串本建設部七川ダム管理事務所管*理課長　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総務管理局税務課副主査　　　　　　　　　 名　〓　武　史　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部主事　　　　　　　　 向　吉　有美香　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境政策局環境生活総務課副主査　　　　　 美　谷　珠美江　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都市住宅局都市政策課技師　　　　　　　　 千　賀　里　奈　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊都振興局建設部技師　　　　　　　　　　 谷　越　郁　美　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局健康福祉部医療技師　　　　　 川　村　誠　輝　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東牟婁振興局新宮建設部副主査　　　　　　 南　方　健　宏　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立高等看護学院副主査専任教員　　　　　 児　玉　真生子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立なぎ看護学校専任教員　　　　　　　　 阪　口　美　香　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県立こころの医療センター副主査看護師　　 奥　　　旬　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那賀振興局地域振興部用務員　　　　　　　 山　本　紀和子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那賀振興局建設部現業技能員　　　　　　　 小　倉　修　身　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日高振興局地域振興部現業技能員　　　　　 狩　谷　秀　彦　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日高振興局健康福祉部現業技能員　　　　　 的　場　勝　行　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局地域振興部現業技能員　　　　 藤　本　恵　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西牟婁振興局建設部現業技能員　　　　　　 吉　本　宗　典　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東牟婁振興局串本建設部現業技能員　　　　 新　田　晴　久　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県消防学校用務員　　　　　　　　　　　　 稲　垣　家　利　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県工業技術センター用務員　　　　　　　　 片　山　貴　子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県果樹試験場うめ研究所現業技能員　　　　 西　野　峯　廣　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県畜産試験場現業技能員　　　　　　　　　 土　井　千恵美　　
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