
平成31年４月１日 人事異動表 事務（ ）

新　職　名 旧　職　名氏　　名

＊＊＊　部　長　級 ＊＊＊
県東京事務所長知事室長 細　川　一　也

県土整備部都市住宅局長危機管理監 森　田　康　友

企画部人権局長県参事　人権局長事務取扱 原　田　武　男

環境生活部県民局長環境生活部長 田　中　一　寿

福祉保健部福祉保健政策局長福祉保健部長 宮　本　浩　之

商工観光労働部企業政策局長商工観光労働部長 稲　本　英　介

商工観光労働部労働政策参事（次長待遇）商工観光労働部労働政策参事 大　山　　　茂

環境生活部環境政策局長会計管理者 飯　島　孝　志

総務部危機管理局長海草振興局長 西　山　　　進

教育委員会教育総務局長伊都振興局長 山　本　和　秀

有田振興局長（次長待遇）有田振興局長 谷　中　一　良

県参事　（県立医科大学事務局次長）西牟婁振興局長 新　谷　幹　雄

海草振興局長県議会事務局長 中　川　敦　之

伊都振興局長人事委員会事務局長 新谷垣内　真琴

会計局長労働委員会事務局長 太　田　恭　弘

西牟婁振興局長監査委員事務局長 鈴　木　孝　志

総務部総務管理局長県参事　（県土地開発公社専務理事） 青　木　茂　二

商工観光労働部商工労働政策局長県立医科大学事務局長 稲　葉　　　信

＊＊＊　次　長　級 ＊＊＊
海草振興局健康福祉部長県参事　監察査察課長事務取扱 市　場　敏　男

南紀白浜空港管理事務所長総務部総務管理局長 岡　　　哲　司

危機管理局危機管理・消防課長総務部危機管理局長 酒　井　清　崇

企画政策局調査統計課長環境生活部環境政策局長 古　川　　　勉

秘書課長環境生活部県民局長 生　駒　　　享

農林水産部農林水産政策局長環境生活部生活安全参事 中　村　安　雄

総務管理局人事課長福祉保健部福祉保健政策局長 志　場　紀　之
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港湾空港局港湾空港振興課長商工観光労働部商工労働政策局長 角　田　充　司

企画政策局企画総務課長　兼ＩＲ推進室長商工観光労働部企業政策局長 寺　本　雅　哉

農林水産政策局農林水産総務課長農林水産部農林水産政策局長 松　浦　達　也

県土整備政策局県土整備総務課長県土整備部県土整備政策局長 大　松　憲　司

会計局総務事務集中課長会計局長 城　本　　　剛

那賀振興局地域振興部長那賀振興局長 川　端　眞　理

政策審議課長県東京事務所長 山　下　芳　弘

県東京事務所企画員県参事　県東京事務所次長事務取扱　企業誘致 日　根　かがり

兼次長　兼企業誘致統括員　兼政策審議課主幹統括員事務取扱　政策審議課主幹事務取扱

紀北県税事務所長和歌山県税事務所長 南　出　明　彦

健康局国民健康保険課長紀北県税事務所長 西　本　晴　彦

東牟婁振興局健康福祉部企画員紀中県税事務所長 榎　本　律　夫

兼健康福祉部串本支所長

健康局医務課企画員県参事　県消費生活センター所長事務取扱 谷　口　恵　美

（県立医科大学事務局研究推進課長）

那賀振興局健康福祉部長県参事 仲　　　　　毅

兼県立高等看護学院副学院長　事務長事務取扱

福祉保健政策局福祉保健総務課長県参事　県立なぎ看護学校長事務取扱 塩　路　喜　英

健康局医務課企画員県立こころの医療センター事務局長 鳴　神　　　賢

（県立医科大学事務局医事課長）

県公営競技事務所長県参事　県公営競技事務所長事務取扱 中　松　定　寛

総務管理局総務課長県議会事務局次長 中　谷　政　紀

紀中県税事務所企画員労働委員会事務局次長　審査調整課長事務取扱 平　林　久　実

兼次長　納税課長事務取扱

県土整備部県土整備政策局長教育委員会教育総務局長 原　見　仁　志

総務管理局市町村課企画員県参事　（和歌山地方税回収機構に派遣） 平　松　伸　之

（和歌山地方税回収機構に派遣）

労働委員会事務局審査調整課長県参事　（環境保全公社専務理事） 冨　松　栄　三

県議会事務局総務課長県参事　（県老人クラブ連合会事務局長） 田　中　健　司

伊都振興局地域振興部長県参事　（県立医科大学事務局次長） 島　　　秀　之

＊＊＊　課　長　級 ＊＊＊
秘書課企画員　兼副課長　秘書班長事務取扱秘書課長 塩　﨑　裕　子

人事委員会事務局総務課長政策審議課長 山　本　祥　生

健康局医務課企画員総務管理局総務課長 中　家　秀　起

（県立医科大学事務局薬学部開設準備室長）
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企画政策局文化学術課長総務管理局行政改革課長 﨑　山　秀　樹

県民局青少年・男女共同参画課長総務管理局人事課長 山　本　佳　之

那賀振興局地域振興部副部長総務管理局人事課職員厚生室長 松　本　博　文

兼政策審議課主幹

総務管理局税務課分室長総務管理局税務課企画員　兼分室長 西　井　正　敏

総務管理局管財課副課長総務管理局管財課長 須　田　剛　司

危機管理局災害対策課長危機管理局危機管理・消防課長 福　田　充　宏

総務管理局財政課副課長危機管理局防災企画課長 萩　原　　　享

観光局観光振興課長危機管理局災害対策課長 河　野　　也

危機管理局防災企画課長企画政策局企画総務課長 鳥　羽　真　司

企画政策局企画総務課主幹　兼ＩＲ推進室主幹企画政策局企画総務課IR推進室長 楠　見　直　博

企画政策局文化学術課副課長企画政策局文化学術課長 島　本　由　美

福祉保健政策局子ども未来課副課長企画政策局文化学術課国民文化祭・障害者芸術 林　　　伸　幸

文化祭推進室長

健康局医務課主幹企画政策局国際課旅券事務長 　山　雄　一

（県立医科大学事務局総務課副課長）旅券班長事務取扱

総務管理局行政改革課長企画政策局調査統計課長 橋　爪　正　典

県民局青少年・男女共同参画課副課長地域振興局地域政策課長 西　山　栄　作

健全育成支援班長事務取扱

地域振興局移住定住推進課副課長環境政策局環境生活総務課自然環境室長 阪　口　公　章

兼南紀熊野ジオパークセンター開設準備室長

環境政策局循環型社会推進課副課長環境政策局循環型社会推進課長 清　水　真　己

県民局青少年・男女共同参画課主幹（男女共同県民局県民生活課県民活動団体室長 東　　　富美子

参画・若者支援担当）

総務管理局人事課副課長県民局青少年・男女共同参画課長 湯　葉　　　努

福祉保健政策局子ども未来課長福祉保健政策局福祉保健総務課長 佐　谷　圭　造

商工労働政策局商工観光労働総務課副課長健康局健康推進課長 楠　石　由　則

兼ＰＦＩ推進室副室長

商工労働政策局公営企業課副課長健康局国民健康保険課長 西　峰　　　健

県民局食品・生活衛生課副課長健康局薬務課長 天　野　貴　之

農林水産政策局食品流通課副課長観光局観光振興課長 小　路　哲　生

企画政策局文化学術課主幹農林水産政策局農林水産総務課長 山　中　宏　夫

（南方熊楠記念館事務長）

農林水産政策局農業農村整備課副課長農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室 金　野　克　己

管理指導班長事務取扱長
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県民局県民生活課県民活動団体室長県土整備政策局県土整備総務課長 上　田　英　之

地域振興局地域政策課長都市住宅局都市政策課長 芝　　　英　司

港湾空港局港湾空港振興課副課長港湾空港局港湾空港振興課長 鈴　川　典　之

調整班長事務取扱

会計局会計課副課長会計局総務事務集中課長 井　上　悦　克

福祉保健政策局福祉保健総務課企画員　（県社海草振興局健康福祉部長 東　山　喜　行

会福祉協議会和歌山県福祉サービス運営適正化

委員会事務局長）

県立仙渓学園次長　総務課長事務取扱海草振興局建設部企画員　兼建設部副部長 橋　本　　　剛

総務管理局総務課副課長那賀振興局地域振興部長 住　本　和　紀

教育委員会事務局事務長那賀振興局健康福祉部長 金　谷　康　一

福祉保健政策局長寿社会課副課長伊都振興局地域振興部長 深　海　君　彦

西牟婁振興局建設部副部長東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速 川　端　欣　吾

事務所長

那賀振興局健康福祉部副部長紀中県税事務所企画員 川　本　佳　則

総務健康安全課長事務取扱兼次長　納税課長事務取扱

県立文書館次長県立文書館企画員　兼次長　文書課長事務取扱 駒　野　裕　佳

県紀南児童相談所新宮分室長県紀南児童相談所長 桐　本　吉　祥

健康局医務課企画員県立和歌山産業技術専門学院長 橋　口　佳　幸

（県立医科大学事務局施設管理課長）

総務管理局管財課長県議会事務局総務課長 井　邊　正　人

県議会事務局総務課副課長（広報担当）県議会事務局総務課秘書広報室長 浜　野　幸　男

総務管理局人事課職員厚生室長人事委員会事務局総務課長 大　岩　　　宏

都市住宅局建築住宅課副課長監査委員事務局第二課長 〆　木　新　悟

管理班長事務取扱

総務管理局市町村課副課長政策審議課企画員　（関西広域連合に派遣） 中　村　　　茂

政策審議課企画員　（関西広域連合に派遣）総務管理局市町村課企画員 日　裏　佳　宏

（和歌山市に派遣）

健康局国民健康保険課副課長企画政策局企画総務課企画員 　増　雅　一

保険指導班長事務取扱（和歌山社会経済研究所研究部長）

海草振興局建設部企画員　兼建設部副部長環境政策局循環型社会推進課企画員 志　場　康　孝

（環境保全公社事務局長　総務課長事務取扱）

有田振興局健康福祉部副部長福祉保健政策局福祉保健総務課企画員　（県社 福　岡　　　保

総務健康安全課長事務取扱会福祉協議会和歌山県福祉サービス運営適正化

委員会事務局長）

健康局健康推進課長健康局医務課企画員 小　林　洋　美

（県立医科大学事務局研究推進課長）

危機管理局危機管理・消防課副課長健康局医務課企画員 森　　　和　男

（県立医科大学事務局施設管理課長）
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県土整備政策局県土整備総務課副課長健康局医務課企画員 井　関　謙　志

（県立医科大学事務局医事課長）

監査委員事務局第二課長健康局医務課企画員　（県立医科大学事務局臨 前　嶋　秀　章

床研究センター事務室長）

環境政策局環境生活総務課副課長健康局医務課企画員 小　西　秀　文

（県立医科大学事務局薬学部開設準備室長）

企画政策局企画総務課副課長秘書課副課長　秘書班長事務取扱 中　松　則　夫

政策審議課政策審議員政策審議課副課長 今　井　善　人

有田振興局地域振興部副部長総務管理局総務課副課長 森　　　和　弘

兼政策審議課主幹

教育委員会事務局課長補佐　兼班長総務管理局人事課副課長 神　﨑　　　進

企画政策局国際課世界津波の日高校生サミット総務管理局財政課副課長 湯　川　　　学

推進室主幹

総務管理局税務課課長補佐　兼企画納税班長総務管理局税務課副課長 益　田　宗　幸

日高振興局健康福祉部副部長総務管理局市町村課副課長 五　味　泰　基

総務健康安全課長事務取扱

健康局医務課主幹総務管理局管財課副課長 新　解　　　充

（県立医科大学事務局医事相談員）

河川・下水道局下水道課副課長危機管理局危機管理・消防課副課長 　城　泰　洋

企画政策局企画総務課課長補佐企画政策局企画総務課副課長 森　永　起久夫

兼計画第一班長

企画政策局企画総務課地域プロジェクト対策室企画政策局企画総務課地域プロジェクト対策室 伊　達　卓　也

課長補佐主幹

日高振興局地域振興部総務県民課長企画政策局文化学術課副課長 大　浦　達　司

兼紀中県税事務所県税窓口統括員

商工労働政策局商工観光労働総務課償還指導室企画政策局調査統計課副課長 谷　口　　　勉

課長補佐

地域振興局移住定住推進課課長補佐地域振興局移住定住推進課副課長 松　下　佳　子

兼定住推進班長

福祉保健政策局福祉保健総務課副課長人権局人権政策課副課長 遠　見　幸　弘

社会福祉・援護班長事務取扱

人権局人権政策課副課長環境政策局環境生活総務課副課長 玉　置　昌　彦

教育委員会事務局班長環境政策局環境生活総務課南紀熊野ジオパーク 前　　　安　昭

センター開設準備室主幹

企業政策局企業振興課主幹環境政策局循環型社会推進課副課長 村　越　隆　文

秘書課管理栄典班長県民局青少年・男女共同参画課副課長 宮　本　悅　子

健全育成支援班長事務取扱

県子ども・女性・障害者相談センター家庭支援県民局青少年・男女共同参画課主幹（男女共同 井　村　容　子

課長参画・若者支援担当）

農業生産局経営支援課副課長県民局食品・生活衛生課副課長 板　倉　勝　喜

金融班長事務取扱

健康局医務課副課長福祉保健政策局福祉保健総務課副課長 川　端　秀　明

政策審議課副課長福祉保健政策局子ども未来課副課長 　野　裕　也
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福祉保健政策局長寿社会課課長補佐福祉保健政策局長寿社会課副課長 山　縣　俊　之

兼振興班長

観光局観光振興課課長補佐　兼世界遺産班長福祉保健政策局障害福祉課副課長 福　地　正　純

県民局県民生活課課長補佐　兼県民運動班長福祉保健政策局障害福祉課主幹 新　解　美　紀

健康局医務課課長補佐　兼医事調整班長健康局医務課副課長 狹　間　裕　司

健康局医務課公立大学法人室総括課長補佐健康局医務課公立大学法人室主幹 末　松　新　一

健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局健康局国民健康保険課副課長 西　畑　善　生

保健看護学部事務室課長補佐　兼教学班長）保険指導班長事務取扱

商工労働政策局商工振興課副課長商工労働政策局商工観光労働総務課副課長 嶋　田　光　浩

兼ＰＦＩ推進室副室長

県子ども・女性・障害者相談センター子ども相商工労働政策局商工振興課副課長 鈴　木　　　玲

談第二課長

県議会事務局政策調査課総括調査員商工労働政策局公営企業課副課長 渕　川　　　博

企業政策局企業立地課課長補佐商工労働政策局労働政策課主幹 近　西　輝　明

兼新産業立地班長

企業政策局企業振興課課長補佐企業政策局企業振興課主幹 辻　　　誠　造

兼市場開拓班長

観光局観光交流課課長補佐　兼海外誘客班長観光局観光交流課副課長 中　瀬　雅　夫

総務管理局人事課課長補佐　兼人材育成班長農林水産政策局食品流通課副課長 山　田　幸太郎

県土整備政策局技術調査課副課長農林水産政策局農業農村整備課副課長 津々木　　　修

契約管理班長事務取扱管理指導班長事務取扱

健康局医務課主幹農業生産局経営支援課副課長 貝　塚　明　弘

（県立医科大学事務局医事課副課長）金融班長事務取扱

県土整備政策局技術調査課課長補佐森林・林業局林業振興課副課長 南　出　俊　一

兼建設業班長調整班長事務取扱

和歌山県税事務所総務課長水産局資源管理課副課長 土　井　昌　紀

都市住宅局都市政策課副課長県土整備政策局県土整備総務課副課長 上　野　真　範

管理調整班長事務取扱

海草振興局建設部入札契約統括員県土整備政策局技術調査課副課長 石　垣　悦　二

契約管理班長事務取扱

会計局会計課課長補佐　兼審査第一班長河川・下水道局河川課副課長 　田　達　哉

調整班長事務取扱

総務管理局市町村課課長補佐　兼財政班長河川・下水道局下水道課副課長 尾　藤　嘉　洋

都市住宅局都市政策課主幹都市住宅局都市政策課副課長 長　谷　哲　生

管理調整班長事務取扱

教育委員会事務局課長補佐　兼班長都市住宅局建築住宅課副課長 杉　本　達　男

管理班長事務取扱

商工労働政策局労働政策課主幹港湾空港局港湾空港振興課副課長 木　村　高　秀

調整班長事務取扱

県公営競技事務所次長　事業課長事務取扱港湾空港局港湾空港振興課主幹（不法占用対策 松　下　裕　和

担当）

港湾空港局港湾空港振興課課長補佐港湾空港局港湾空港振興課主幹 磯　谷　智　彦

兼港湾漁港整備課課長補佐兼港湾漁港整備課主幹
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総務管理局税務課副課長会計局会計課副課長 髙　橋　幸　宏

危機管理局防災企画課課長補佐　兼情報班長会計局総務事務集中課副課長 岡　田　光　弘

人権局人権施策推進課課長補佐　兼推進班長海草振興局地域振興部主幹（人権・県民担当） 木　野　恵　子

森林・林業局林業振興課副課長海草振興局建設部海南工事事務所次長 田　畑　博　史

調整班長事務取扱

福祉保健政策局障害福祉課主幹那賀振興局地域振興部副部長 山　東　美　代

兼政策審議課主幹

港湾空港局港湾空港振興課課長補佐那賀振興局地域振興部主幹（人権・県民担当） 坂　口　善　史

兼振興企画班長

福祉保健政策局障害福祉課課長補佐那賀振興局健康福祉部副部長 薮　本　幸　男

兼施設福祉班長総務健康安全課長事務取扱

健康局医務課主幹　（県立医科大学事務局研究伊都振興局健康福祉部副部長　兼県子ども・女 民　谷　光　央

推進課副課長　企画振興班長事務取扱）性・障害者相談センター主幹　総務健康安全課

長事務取扱

伊都振興局地域振興部総務県民課長伊都振興局建設部副部長 妙　中　誠　悟

兼紀北県税事務所県税窓口統括員

健康局医務課主幹　（県立医科大学事務局経営有田振興局地域振興部副部長 竹　内　秀　樹

企画課副課長　財務班長事務取扱）兼政策審議課主幹

農業生産局畜産課課長補佐　兼経営・振興班長有田振興局地域振興部主幹（人権・県民担当） 山　本　尚　孝

西牟婁振興局地域振興部副部長有田振興局健康福祉部副部長 角　谷　　　学

兼政策審議課主幹総務健康安全課長事務取扱

商工労働政策局商工観光労働総務課課長補佐有田振興局建設部副部長　兼湯浅御坊高速事務 西　川　暢　哉

兼総務班長所長　入札契約統括員事務取扱

海草振興局地域振興部主幹（人権・県民担当）日高振興局健康福祉部副部長 林　口　康　弘

総務健康安全課長事務取扱

南紀白浜空港管理事務所次長日高振興局建設部副部長 加　藤　　　亘

健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局西牟婁振興局地域振興部副部長 藁　科　智　将

学生課課長補佐　兼教務班長）兼政策審議課主幹

日高振興局建設部入札契約統括員西牟婁振興局地域振興部主幹（会計担当） 林　　　秀　樹

有田振興局地域振興部主幹（人権・県民担当）西牟婁振興局建設部副部長 玉　置　浩　之

河川・下水道局砂防課課長補佐東牟婁振興局地域振興部副部長 林　　　俊　和

兼計画管理班長兼政策審議課主幹

企画政策局企画総務課課長補佐東牟婁健康福祉部副部長　兼串本支所次長 中　尾　　　修

（和歌山社会経済研究所主任研究員）

水産局資源管理課副課長県消防学校副校長 橋　本　和　幸

会計局総務事務集中課副課長県環境衛生研究センター次長 小　山　　　学

業務第一班長事務取扱総務管理課長事務取扱

県子ども・女性・障害者相談センター子ども相県紀南児童相談所次長 前　島　一　明

談第一課長

県紀南児童相談所次長県紀南児童相談所新宮分室長 清　山　卓　也

那賀振興局地域振興部主幹（人権・県民担当）県立仙渓学園次長　総務課長事務取扱 森　本　　　浩

健康局医務課主幹　（県立医科大学事務局学生県公営競技事務所次長　事業課長事務取扱 野　﨑　雅　昭

課副課長　学務班長事務取扱）
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西牟婁振興局地域振興部主幹（会計担当）県立田辺産業技術専門学院副学院長 平　代　　　薫

総務課長事務取扱

有田振興局建設部副部長　兼湯浅御坊高速事務和歌山下津港湾事務所次長 小　林　正　義

所長　入札契約統括員事務取扱

県議会事務局政策調査課政策班長県議会事務局政策調査課副課長 長　田　和　直

健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局県議会事務局政策調査課総括調査員 西　山　雅　美

研究推進課課長補佐　兼研究支援班長）

県議会事務局政策調査課調査員県議会事務局政策調査課総括調査員 稲　葉　洋　一

企画政策局調査統計課副課長労働委員会事務局審査調整課副課長 宮　井　智　晶

会計局会計課課長補佐監査委員事務局第一課総括調査員 塩　塚　　　仁

監査委員事務局第一課調査員監査委員事務局第一課総括調査員 小　山　隆　寛

東牟婁振興局地域振興部副部長監査委員事務局第二課総括調査員 久　野　晃　義

兼政策審議課主幹

日高振興局建設部副部長教育委員会事務局事務長 　橋　良　郎

西牟婁振興局建設部入札契約統括員企画政策局文化学術課主幹 大　平　司　朗

（南方熊楠記念館事務長）

健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局健康局医務課主幹 井　松　宏　紀

総務課長補佐　兼給与班長）（県立医科大学事務局総務課副課長）

地域振興局総合交通政策課課長補佐健康局医務課主幹　（県立医科大学事務局経営 田　伏　利　久

兼地域交通班長企画課副課長　財務班長事務取扱）

健康局医務課主幹健康局医務課主幹　（県立医科大学事務局研究 中　島　敬三郎

（県立医科大学事務局研究推進課主幹）推進課副課長　企画振興班長事務取扱）

福祉保健政策局障害福祉課副課長健康局医務課主幹　（県立医科大学事務局学生 国　部　啓　之

課副課長　学務班長事務取扱）

県議会事務局政策調査課副課長健康局医務課主幹 尾　﨑　　　保

（県立医科大学事務局医事課副課長）

総務管理局市町村課主任　（岩出市に派遣）健康局医務課主幹 山　本　正　人

（県立医科大学事務局医事相談員）

農林水産政策局農林水産総務課課長補佐観光局観光振興課主幹 田　尻　雅　也

兼総務班長（県観光連盟事務局長）

＊＊＊　課長補佐級 ＊＊＊
人権局人権政策課企画班長秘書課管理栄典班長 奥　田　幾久子

秘書課主査　兼政策審議課主査秘書課主任　兼政策審議課主任 山　本　　　敦

政策審議課主任政策審議課政策審議員 岡　﨑　靖　典

日高振興局健康福祉部主任広報課県民情報班長 皿　山　真　也

広報課主査広報課主任 山　本　昌　弘

広報課主査広報課主任 金　尾　晃　宏

総務管理局総務課主査総務管理局総務課主任 小　澤　敏　也

総務管理局行政改革課主任総務管理局行政改革課改革推進員 和久田　武　士

健康局医務課主任総務管理局行政改革課主任 狗　巻　裕　己

総務管理局市町村課振興班長総務管理局人事課人材育成班長 宗　野　孝　信

総務管理局人事課主査総務管理局人事課主任 谷　　　直　樹

紀北県税事務所課税課長総務管理局税務課企画納税班長 津　呂　忠　宏

総務管理局税務課主任総務管理局税務課課税指導班長 山　本　雅　文

危機管理局防災企画課企画班長総務管理局市町村課振興班長 河　村　吉　基

健康局医務課主任総務管理局市町村課財政班長 岡　本　雅　樹
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総務管理局人事課主任総務管理局市町村課税政班長 中　西　　　健

那賀振興局健康福祉部主査総務管理局管財課主任 大　木　亮　一

福祉保健政策局子ども未来課子育て支援班長危機管理局防災企画課企画班長 笠　松　正　樹

企画政策局情報政策課ＩＣＴ利活用推進班長危機管理局防災企画課情報班長 　　　建　二

企画政策局企画総務課調査調整班長企画政策局企画総務課ＩＲ推進室課長補佐 大　石　　　崇

兼ＩＲ推進室課長補佐

県民局青少年・男女共同参画課男女共同参画班企画政策局企画総務課ＩＲ推進室課長補佐 安　井　伸　彰

長

企画政策局企画総務課主任企画政策局企画総務課計画班長 岩　垣　貴　也

企画政策局企画総務課計画第二班長企画政策局企画総務課調査調整班長 安　川　真　理

地域振興局総合交通政策課主任企画政策局企画総務課主任 和　佐　昌　紀

観光局観光振興課主任企画政策局企画総務課主任 平　井　克　尚

企業政策局企業立地課主査企画政策局企画総務課主任 瀬戸山　　　優

企画政策局文化学術課文化推進班長企画政策局文化学術課国民文化祭・障害者芸術 稲　内　有紀子

文化祭推進室課長補佐

広報課県民情報班長企画政策局文化学術課文化企画班長 栗　栖　　　健

企画政策局文化学術課主任企画政策局文化学術課学術振興班長 関　本　愉香子

総務管理局市町村課主任　（高野町に派遣）企画政策局文化学術課主任 上　野　俊　夫

地域振興局移住定住推進課主査企画政策局文化学術課主任 熊　﨑　好　枝

（鳥取県に派遣）

農林水産政策局農林水産総務課主査企画政策局文化学術課主任 上　田　佳　右

県議会事務局主査企画政策局文化学術課主任 川　尻　康　正

企画政策局国際課主査企画政策局国際課主任 魚　井　慎　吾

商工労働政策局労働政策課就業支援班長企画政策局調査統計課課長補佐 下　村　　　修

兼企画調整班長

総務管理局市町村課主任企画政策局調査統計課産業調査班長 津　田　裕　城

健康局医務課主任企画政策局情報政策課課長補佐 綛　村　隆太郎

（県立医科大学事務局総務課総務班長）兼行政情報化班長

伊都振興局建設部入札契約統括員企画政策局情報政策課ＩＣＴ利活用推進班長 宮　井　孝　敏

総務管理局税務課主査企画政策局情報政策課主任 大　谷　真一朗

道路局道路保全課主任地域振興局地域政策課主任 古　井　美　次

地域振興局移住定住推進課主任地域振興局移住定住推進課定住推進班長 小　川　貴　生

企画政策局国際課主任地域振興局移住定住推進課主任 宮　坂　光　香

地域振興局移住定住推進課主査地域振興局移住定住推進課主任 中　嶋　真紀子

海草振興局地域振興部主査地域振興局移住定住推進課主任 谷　口　忠　良

県土整備政策局用地対策課主任地域振興局総合交通政策課地域交通班長 竹　原　克　也

商工労働政策局商工観光労働総務課主任人権局人権政策課企画班長 山　田　香　世

健康局健康推進課健康対策班長人権局人権政策課調整班長 加　藤　良　隆

和歌山県税事務所主任人権局人権政策課主任 神　田　芽久美

人権局人権政策課主査人権局人権政策課主任 山　本　洋　将

県民局青少年・男女共同参画課主任人権局人権施策推進課推進班長 原　見　実　佳

企画政策局文化学術課学術振興班長環境政策局環境生活総務課課長補佐 下　村　浩　子

兼総務企画班長　兼政策審議課主任

環境政策局環境生活総務課主査環境政策局環境生活総務課主任 小　川　智香子

教育委員会環境政策局環境生活総務課主任 中　村　省　吾

県土整備政策局県土整備総務課主任県民局県民生活課県民運動班長 三　龍　久　代

東牟婁振興局串本建設部主任県民局青少年・男女共同参画課活動推進班長 中　山　裕　之

県民局青少年・男女共同参画課主任県民局青少年・男女共同参画課男女共同参画班 石　田　敦　子

長

県立仙渓学園主査県民局青少年・男女共同参画課主任 宮　嵜　祐　子

教育委員会県民局青少年・男女共同参画課主任 操　本　隆　紀
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健康局医務課主任　（県立医科大学事務局地域県民局食品・生活衛生課生活衛生・水道班長 　　　厚　二

医療支援班長　兼卒後臨床研修班長）

県民局食品・生活衛生課主査県民局食品・生活衛生課主任 船　倉　利　佳

道路局道路保全課課長補佐　兼管理班長福祉保健政策局福祉保健総務課検査員 永　井　伸　和

福祉保健政策局障害福祉課在宅福祉班長福祉保健政策局福祉保健総務課社会福祉・援護 西　川　展　子

班長

政策審議課主任福祉保健政策局福祉保健総務課主任 中　尾　好　伸

福祉保健政策局福祉保健総務課主査福祉保健政策局福祉保健総務課主任 金　尾　　　綾

総務管理局人事課主任福祉保健政策局子ども未来課子育て支援班長 橋　本　典　幸

教育委員会事務局主任福祉保健政策局子ども未来課主任 西　畑　久　枝

教育委員会福祉保健政策局子ども未来課主任 三　上　祐佳里

商工労働政策局商工振興課商工支援班長福祉保健政策局長寿社会課課長補佐 島　本　博　紀

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振興班長 鈴　木　智　雄

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主任 仲　　　晃　司

総務管理局市町村課主任福祉保健政策局ねんりんピック推進課式典・事 笠　松　直　紀

（和歌山地方税回収機構に派遣）業室課長補佐

福祉保健政策局障害福祉課主任福祉保健政策局ねんりんピック推進課主任 山　本　圭　治

総務管理局人事課主任福祉保健政策局障害福祉課在宅福祉班長 橋　本　直　子

観光局観光振興課企画調整班長福祉保健政策局障害福祉課施設福祉班長 戎　脇　伸　晃

健康局医務課主任　（県立医科大学）福祉保健政策局障害福祉課主任 石　垣　典　子

企業政策局企業振興課主任福祉保健政策局障害福祉課主任 松　山　博　紀

県立仙渓学園自立支援課長健康局医務課課長補佐　兼医事調整班長 山　本　礼　義

健康局医務課主査健康局医務課主任 山　﨑　　　領

企画政策局情報政策課行政情報化班長健康局健康推進課健康対策班長 木戸上　克　久

有田振興局地域振興部主任健康局健康推進課主任 辻　　　千加子

健康局健康推進課主査健康局健康推進課主任 森　　　敏　郎

健康局健康推進課主査健康局健康推進課主任 梅　山　岳　人

人権局人権政策課調整班長商工労働政策局商工観光労働総務課償還指導室 瀧　川　泰　治

課長補佐

総務管理局行政改革課改革推進員商工労働政策局商工観光労働総務課課長補佐 岩　井　紀　生

兼総務班長

農林水産政策局農林水産総務課検査員商工労働政策局商工観光労働総務課課長補佐 喜　多　靖　幸

兼計量指導班長

商工労働政策局商工振興課主任商工労働政策局商工振興課商工支援班長 石　橋　寿　通

会計局会計課主任商工労働政策局労働政策課就業支援班長 杉　琴　理　恵

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主任 入　口　博　文

健康局医務課主任企業政策局企業振興課市場開拓班長 中　嶋　純　也

総務管理局市町村課主査　（橋本市に派遣）企業政策局企業振興課主任 柏　木　忠　寛

企業政策局企業振興課主査企業政策局企業振興課主任 庄　司　真実子

南紀白浜空港管理事務所総務課長企業政策局産業技術政策課課長補佐 宮　本　智　章

兼産業技術推進班長

秘書課主任企業政策局企業立地課新産業立地班長 中　川　明　雄

県東京事務所主任企業政策局企業立地課主任 小　山　正　史

地域振興局移住定住推進課主査企業政策局企業立地課主任 小　住　　　健

健康局医務課主任　（県立医科大学）観光局観光振興課企画調整班長 池　尻　大　介

農林水産政策局食品流通課輸出促進班長観光局観光振興課世界遺産班長 北　　　　桂

県民局県民生活課主任観光局観光振興課主任 楠　本　瑞　木

総務管理局市町村課主査　（高野町に派遣）観光局観光振興課主任 中　村　誠　宏

企画政策局国際課主任観光局観光交流課海外誘客班長 山　田　啓　之

観光局観光交流課主査観光局観光交流課主任 服　部　克　彦

監査委員事務局主任農林水産政策局農林水産総務課検査員 中　谷　順　彦

県土整備政策局県土整備総務課主任農林水産政策局農林水産総務課総務班長 南　　　美智子
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都市住宅局都市政策課主任農林水産政策局農林水産総務課主任 古　川　典　子

広報課主任農林水産政策局食品流通課輸出促進班長 花　田　直　也

伊都振興局健康福祉部主任農業生産局畜産課経営・振興班長 石　上　敦　士

有田振興局地域振興部主任農業生産局畜産課主任 塩　路　由美子

農林水産政策局農林水産総務課主査水産局水産振興課主任 石　垣　富　美

森林・林業局森林整備課主任県土整備政策局県土整備総務課主任 中　村　由美子

有田振興局地域振興部主任県土整備政策局県土整備総務課主任 中　硲　千　枝

県土整備政策局技術調査課主任県土整備政策局技術調査課建設業班長 丸　山　一　郎

海草振興局建設部主任県土整備政策局技術調査課主任 有　本　知　彦

県土整備政策局用地対策課主査県土整備政策局用地対策課主任 中　岡　啓　介

観光局観光振興課主任道路局道路保全課課長補佐　兼管理班長 鈴　木　雅　之

（県観光連盟事業課長）

企業政策局企業振興課主任河川・下水道局河川課主任 山　﨑　陽　史

（わかやま産業振興財団）

河川・下水道局河川課主査河川・下水道局河川課主任 岡　山　　　正

河川・下水道局河川課主任河川・下水道局砂防課計画管理班長 川　嶋　宏　通

河川・下水道局砂防課主査河川・下水道局砂防課主任 栗　栖　厚　子

農業生産局経営支援課主任都市住宅局都市政策課主任 山　本　寿　子

県議会事務局主任港湾空港局港湾空港振興課振興企画班長 吉　田　　　誠

港湾空港局港湾空港振興課主査港湾空港局港湾空港振興課主任 石　橋　志　乃

企画政策局調査統計課課長補佐会計局会計課課長補佐 都　築　良　一

兼産業調査班長

総務管理局市町村課税政班長会計局会計課課長補佐　兼総務企画班長 小　畑　幸　司

会計局会計課主任会計局会計課審査第一班長 鈴　川　香　奈

福祉保健政策局障害福祉課主任会計局会計課決算班長 上野山　瑞　香

人権局人権施策推進課主任会計局会計課主任 小坂田　絵里子

会計局会計課主査会計局会計課主任 安　達　悟　郎

人権局人権政策課主任会計局総務事務集中課業務第一班長 船　井　弓　起

農林水産政策局食品流通課主任会計局総務事務集中課業務第二班長 仮　谷　弥　生

健康局健康推進課主任会計局総務事務集中課主任 尾　藤　茂　美

環境政策局循環型社会推進課主任海草振興局地域振興部主任（人権担当） 川　原　和　智

企画政策局調査統計課主任海草振興局農林水産振興部主任 木　綿　宏　文

和歌山下津港湾事務所総務管理課長海草振興局建設部入札契約統括員 稲　葉　茂　之

東牟婁振興局新宮建設部用地課長海草振興局建設部用地課長 貴　志　和　久

紀北県税事務所主任海草振興局建設部主任 上　野　善　行

那賀振興局建設部主任海草振興局建設部主任 宮　前　公　昭

那賀振興局建設部主任海草振興局建設部主任 辻　内　富　晴

県農林大学校総務部長那賀振興局地域振興部会計専門員 山　陰　通　雄

那賀振興局健康福祉部主査那賀振興局健康福祉部主任 中　野　善　郎

海草振興局建設部用地課長那賀振興局建設部用地課長 向　井　彰　啓

有田振興局建設部主任那賀振興局建設部主任 　須　　　敬

那賀振興局建設部主査那賀振興局建設部主任 中　村　徳　子

健康局医務課課長補佐　（県立医科大学附属病伊都振興局地域振興部総務県民課長 民　谷　　　守

院紀北分院事務室課長補佐　兼医事班長）兼紀北県税事務所県税窓口統括員

企画政策局企画総務課主任伊都振興局地域振興部主任 井　口　勝　彦

（県土地開発公社専門調査員）

県土整備政策局技術調査課主任伊都振興局健康福祉部主任 北　本　佳　史

伊都振興局建設部主任伊都振興局建設部入札契約統括員 保　田　憲　吾

環境政策局循環型社会推進課主任伊都振興局建設部主任 山　路　雅　弘

伊都振興局建設部主査伊都振興局建設部主任 平　山　貴　久

総務管理局人事課主任有田振興局地域振興部主任 神　﨑　聰　子

那賀振興局健康福祉部主任有田振興局地域振興部主任 兒　嶋　　秀
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有田振興局建設部主任有田振興局地域振興部主任 立　花　正　喜

海草振興局建設部主任有田振興局建設部主任 中　尾　利　樹

会計局会計課課長補佐　兼総務班長日高振興局地域振興部総務県民課長 井　口　禎　士

兼紀中県税事務所県税窓口統括員

総務管理局税務課課長補佐　兼課税指導班長日高振興局地域振興部会計専門員 前　田　恭　秀

日高振興局地域振興部主任日高振興局健康福祉部主任 南　　　隆　也

日高振興局健康福祉部主任日高振興局建設部入札契約統括員 大　甫　知　己

東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速日高振興局建設部用地課長 田　所　宣　亮

事務所用地第二課長

西牟婁振興局建設部主任日高振興局建設部主任 中　本　　　剛

西牟婁振興局健康福祉部主任西牟婁振興局地域振興部主任 杉　若　公　紀

西牟婁振興局地域振興部主査（人権担当）西牟婁振興局地域振興部主任 横　矢　訓　央

西牟婁振興局地域振興部主任西牟婁振興局健康福祉部主任 宮　前　洋　紀

西牟婁振興局健康福祉部主査西牟婁振興局健康福祉部主任 道　　　勇　樹

西牟婁振興局建設部主任西牟婁振興局建設部入札契約統括員 撫　養　充　洋

西牟婁振興局建設部主任西牟婁振興局建設部用地課長 川　嶋　慶　太

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

東牟婁振興局新宮建設部主任東牟婁振興局地域振興部会計駐在員 西之坊　豊　晃

東牟婁振興局健康福祉部主任東牟婁振興局地域振興部主任 濱　口　美都子

東牟婁振興局地域振興部主査（人権担当）東牟婁振興局地域振興部主任 貝　岐　昌　逸

東牟婁振興局地域振興部主査東牟婁振興局地域振興部主任 今　井　智　成

東牟婁振興局新宮建設部主査東牟婁振興局健康福祉部主任 西垣戸　圭　太

東牟婁振興局地域振興部会計駐在員東牟婁振興局串本建設部主任 山　﨑　徳　雄

伊都振興局建設部主任東牟婁振興局新宮建設部用地課長 河　野　　　徹

県立なぎ看護学校主任東牟婁振興局新宮建設部主任 岩　城　啓　子

東牟婁振興局地域振興部主任東牟婁振興局新宮建設部主任 河　野　眞　士

県東京事務所主査県東京事務所主任 新　田　寛　樹

県東京事務所主査（企業誘致担当）県東京事務所主任（企業誘致担当） 山　中　崇　央

福祉保健政策局福祉保健総務課主査県東京事務所主任 山　中　　　誠

危機管理局危機管理・消防課課長補佐和歌山県税事務所総務課長 西　川　隆　治

兼消防保安班長

県立高等看護学院事務長代理和歌山県税事務所主任 村　上　禎　紀

和歌山県税事務所主査和歌山県税事務所主任 藤　原　靖　成

紀南県税事務所主査和歌山県税事務所主任 鍵　本　英　男

和歌山県税事務所主任紀北県税事務所課税課長 柏　野　丈　二

地域振興局総合交通政策課主任紀中県税事務所主任 岩　野　美　鈴

和歌山県税事務所主任紀南県税事務所主任 岡　本　尚　純

県紀南児童相談所主任紀南県税事務所主任 藤　井　涼　子

福祉保健政策局障害福祉課主任県環境衛生研究センター主任 中　島　由　紀

県民局食品・生活衛生課生活衛生・水道班長県動物愛護センター業務課長 和　田　　　孝

紀北県税事務所主任県動物愛護センター主任 前　川　光　広

県子ども・女性・障害者相談センター一時保護県子ども・女性・障害者相談センター子ども相 谷　　　共　洋

課長談第一課長

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子ども相 林　口　美也子

談第二課長

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家庭支援 信　濃　淑　子

課長

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女性相談 〆　﨑　いづみ

課長

県立仙渓学園主任県子ども・女性・障害者相談センター一時保護 前　島　ゆかり

課長

県紀南児童相談所主任県子ども・女性・障害者相談センター主任 鈴　木　早恵子
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海草振興局地域振興部主任（人権担当）県子ども・女性・障害者相談センター主任 新　田　豊　美

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主任 水　﨑　佳　恵

県立仙渓学園主査県子ども・女性・障害者相談センター主任 上　村　恭　子

監査委員事務局主査県子ども・女性・障害者相談センター主任 赤　井　匡　子

福祉保健政策局障害福祉課主任県紀南児童相談所主任 硲　　　理　香

県子ども・女性・障害者相談センター主任県立仙渓学園自立支援課長 柳　原　清　龍

県子ども・女性・障害者相談センター主任県立仙渓学園主任 竹　本　早　苗

県動物愛護センター業務課長県立高等看護学院事務長代理 西　出　恭　子

県農林大学校主任県農林大学校総務部長 仮　屋　敦　子

伊都振興局地域振興部主任県農林大学校主任 中　川　宜　哉

西牟婁振興局建設部用地課長和歌山下津港湾事務所総務管理課長 尾　子　喜　延

海草振興局建設部主任和歌山下津港湾事務所主任 濵　田　博　文

企業政策局企業振興課主任県議会事務局総務課秘書広報室課長補佐 田　中　　　匠

（わかやま産業振興財団）

海草振興局建設部主任県議会事務局政策調査課調査員 土　肥　　　達

労働委員会事務局主任県議会事務局政策調査課政策班長 中　村　安　隆

人事委員会事務局主任　任用係長事務取扱人事委員会事務局総務課課長補佐 坂　口　仁　美

健康局医務課主査人事委員会事務局主任 岩　脇　美　史

監査委員事務局主任監査委員事務局第一課調査員 梅　北　健一郎

会計局会計課決算班長監査委員事務局第二課調査員 土　井　富　夫

和歌山県税事務所主任監査委員事務局主任 大　江　　　享

会計局会計課主査監査委員事務局主任 玉　置　　　剛

企業政策局産業技術政策課産業技術推進班長教育委員会事務局課長補佐　兼班長 高　井　廉　之

総務管理局人事課主任教育委員会事務局班長 楠　木　章　平

県民局青少年・男女共同参画課活動推進班長教育委員会事務局班長 濱　岡　弘　行

監察査察課主任総務管理局市町村課主任 雑　賀　理　栄

（和歌山地方税回収機構に派遣）

県子ども・女性・障害者相談センター主任総務管理局市町村課主任　（岩出市に派遣） 前　芝　洋　一

企画政策局調査統計課課長補佐企画政策局企画総務課課長補佐 高　尾　明　宏

兼企画調整班長（和歌山社会経済研究所主任研究員）

県土整備政策局用地対策課主任企画政策局企画総務課主任 高　尾　雅　也

（県土地開発公社専門調査員）

企画政策局企画総務課主査企画政策局企画総務課主任 堀　内　香恵子

（県土地開発公社）（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健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局 江　川　　　修

経理課課長補佐　兼企画総務班長）総務課課長補佐　兼総務班長）

福祉保健政策局長寿社会課課長補佐健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局 宮　田　隆　司

総務課課長補佐　兼給与班長）

企画政策局文化学術課文化企画班長健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局 舟　底　寛　人

兼和歌山県立文書館文書課長研究推進課課長補佐　兼研究支援班長）

会計局総務事務集中課課長補佐健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局 阿　部　眞　二

兼業務第二班長経理課課長補佐　兼企画総務班長）

環境政策局環境生活総務課総務企画班長健康局医務課主任 西　山　康　成

兼政策審議課主任（県立医科大学事務局学生課教務班長）

地域振興局地域政策課主任健康局医務課主任 東　口　倫　久

（県立医科大学事務局施設管理課管理班長）

健康局健康推進課主任健康局医務課主任　（県立医科大学事務局保健 早　田　みのり

看護学部事務室教学班長）

健康局医務課主任　（県立医科大学）健康局医務課主任　（県立医科大学附属病院紀 赤　井　淳　博

北分院事務室医事班長）

環境政策局循環型社会推進課主任健康局医務課主任　（県立医科大学事務局地域 打　越　俊　貴

（大阪湾広域臨海環境整備センター）医療支援班長　兼卒後臨床研修班長）
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総務管理局市町村課主任健康局医務課主任　（県立医科大学） 酒　井　浩　志

健康局医務課主査　（県立医科大学）健康局医務課主任　（県立医科大学） 宮　本　暢　夫

健康局医務課主査　（県立医科大学）健康局医務課主任　（県立医科大学） 湯　川　知　行

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主任 中　谷　庄　吾

（県職業能力開発協会）（県職業能力開発協会）

企画政策局文化学術課主任企業政策局企業振興課主任 竹　本　靖　弘

（わかやま産業振興財団）

観光局観光振興課主任　（県観光連盟）企業政策局企業振興課主任 藤　井　孝　美

（わかやま産業振興財団）

環境政策局環境生活総務課自然環境室ジオパー観光局観光振興課主任 森　本　浩　文

ク推進班長（県観光連盟事業課長）

福祉保健政策局子ども未来課主任教育委員会 仲　谷　俊　哉

商工労働政策局労働政策課主任教育委員会 吉　村　美　穂

＊＊＊　係　長　級 ＊＊＊
商工労働政策局労働政策課主査秘書課主査 増　本　真　平

企画政策局企画総務課主査政策審議課主査 楠　本　良　太

福祉保健政策局長寿社会課主査政策審議課主査 則　岡　麻耶子

伊都振興局建設部主査広報課主査 三　田　晶　代

警察本部広報課主査 小　川　正　展

企業政策局企業振興課主査監察査察課主査 湯　川　淳　子

総務管理局総務課副主査監察査察課主査 鈴　木　　　勉

健康局国民健康保険課主査総務管理局総務課主査 　谷　大　樹

広報課主査総務管理局行政改革課主査 上　野　千　佐

政策審議課主査　（関西広域連合に派遣）総務管理局人事課主査 岡　本　貴　雄

総務管理局財政課主査総務管理局人事課主査 橋　戸　俊　二

道路局道路政策課主査総務管理局人事課主査 大　谷　富士雄

会計局総務事務集中課主査総務管理局人事課主査 野　中　明　子

監察査察課主査総務管理局財政課主査 松　本　泰　幸

企画政策局企画総務課主査総務管理局財政課主査 西　　　章　宏

地域振興局総合交通政策課主査総務管理局財政課主査 波多野　　　宏

総務管理局財政課副主査総務管理局財政課主査 小　西　健　介

紀北県税事務所主査総務管理局税務課主査 杉　山　隆　紀

海草振興局建設部副主査総務管理局税務課主査 津　村　真　紀

地域振興局移住定住推進課主査総務管理局市町村課主査 別　所　知　明

県土整備政策局技術調査課主査総務管理局市町村課主査 古　川　昌　仁

人事委員会事務局主査総務管理局市町村課主査 福　地　　　徹

総務管理局管財課副主査総務管理局管財課主査 辻　岡　登代美

福祉保健政策局障害福祉課主査危機管理局防災企画課主査 弓　庭　寛　之

総務管理局市町村課主査危機管理局災害対策課主査 播　野　良　和

総務管理局財政課主査企画政策局企画総務課主査 谷　脇　智　和

企画政策局企画総務課副主査企画政策局企画総務課主査 鶴　野　尚　樹

県立こころの医療センター副主査企画政策局企画総務課主査 戸　根　大　輔

環境政策局環境生活総務課主査企画政策局文化学術課主査 宮　脇　達　也

企画政策局文化学術課副主査企画政策局文化学術課主査 藤　山　昌　子

企画政策局国際課副主査企画政策局国際課主査 岡　本　み　佳

総務管理局管財課主査企画政策局調査統計課主査 野　間　研　司

企画政策局調査統計課副主査企画政策局調査統計課主査 坂　口　敦　子

企画政策局情報政策課副主査企画政策局情報政策課主査 松　下　麻由子

教育委員会事務局副主査企画政策局情報政策課主査 秀　　　朋　美

地域振興局地域政策課副主査地域振興局地域政策課主査 小　山　晋　平

東牟婁振興局地域振興部主査地域振興局移住定住推進課主査 北　村　仁　志

教育委員会事務局主査地域振興局総合交通政策課主査 大　西　健　司
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海草振興局健康福祉部主査人権局人権施策推進課主査 菱　山　　　徹

東牟婁振興局地域振興部主査環境政策局環境生活総務課主査 藤　野　真　也

企画政策局情報政策課主査県民局県民生活課主査 坂　田　智　美

県民局県民生活課主査県民局県民生活課主査 　田　倫　子

（内閣府消費者庁に派遣）

会計局会計課主査県民局県民生活課主査 佐々木　恵　美

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 橋　本　知　子

有田振興局健康福祉部主査福祉保健政策局福祉保健総務課主査 川　口　　　力

福祉保健政策局福祉保健総務課副主査福祉保健政策局福祉保健総務課主査 黒　井　潤　子

商工労働政策局労働政策課主査福祉保健政策局長寿社会課主査 中　西　　　傑

総務管理局市町村課副主査福祉保健政策局長寿社会課主査 後　　　知　明

県民局県民生活課副主査福祉保健政策局長寿社会課主査 坂　口　　　睦

福祉保健政策局ねんりんピック推進課副主査福祉保健政策局ねんりんピック推進課主査 山　下　隼　人

企画政策局文化学術課主査福祉保健政策局障害福祉課主査 平　原　　　匠

県子ども・女性・障害者相談センター主査福祉保健政策局障害福祉課主査 上　山　玲　子

総務管理局財政課主査健康局医務課主査 三　栖　太　朗

商工労働政策局商工振興課主査健康局医務課主査 川　端　悠　幹

伊都振興局地域振興部主査健康局医務課主査 宮　永　　　晃

和歌山県税事務所主査健康局健康推進課主査 北　代　由香里

健康局医務課主査　（県立医科大学）健康局健康推進課主査 三　栖　健　志

河川・下水道局下水道課主査健康局国民健康保険課主査 永　井　　　亮

東牟婁振興局串本建設部主査健康局国民健康保険課主査 日　浦　正　志

企業政策局企業振興課副主査商工労働政策局商工観光労働総務課主査 木　下　直　也

（わかやま産業振興財団）

有田振興局建設部副主査商工労働政策局商工観光労働総務課主査 玉　置　玲　子

観光局観光振興課主査商工労働政策局商工振興課主査 尾　﨑　大　士

福祉保健政策局福祉保健総務課主査商工労働政策局労働政策課主査 辻　本　智　至

企業政策局企業振興課主査商工労働政策局労働政策課主査 柏　木　丈　治

商工労働政策局労働政策課副主査商工労働政策局労働政策課主査 中　山　眞　人

農林水産政策局食品流通課主査企業政策局企業振興課主査 井　汲　崇　昭

企画政策局国際課副主査企業政策局企業振興課主査 阪　口　　　昂

（中国山東省に派遣）

企業政策局企業振興課副主査企業政策局企業振興課主査 大　江　佑　輝

教育委員会事務局副主査企業政策局企業振興課主査 西　﨑　健　之

観光局観光交流課主査観光局観光交流課主査 坂　本　卓　也

（（独）国際観光振興機構に派遣）

危機管理局災害対策課主査農林水産政策局農林水産総務課主査 中　村　　　崇

福祉保健政策局ねんりんピック推進課主査農林水産政策局農林水産総務課主査 齊　藤　浩一郎

農林水産政策局食品流通課副主査農林水産政策局食品流通課主査 納　屋　克　浩

河川・下水道局河川課主査森林・林業局森林整備課主査 林　　　亜佐美

福祉保健政策局子ども未来課主査県土整備政策局技術調査課主査 辻　村　昌　伸

日高振興局建設部主査県土整備政策局技術調査課主査 畠　山　真　澄

和歌山下津港湾事務所主査県土整備政策局用地対策課主査 北　　　充　喜

総務管理局管財課主査道路局道路政策課主査 和　田　考　史

福祉保健政策局障害福祉課主査道路局道路保全課主査 中　元　大五郎

企画政策局企画総務課副主査河川・下水道局下水道課主査 中　西　亮　介

（土地開発公社）

港湾空港局港湾空港振興課副主査港湾空港局港湾空港振興課主査 井　谷　　　功

健康局医務課主査　（県立医科大学）会計局会計課主査 早　川　　　崇

海草振興局建設部主査会計局会計課主査 鍵　本　志　保

企画政策局情報政策課主査会計局総務事務集中課主査 祐　成　正　人

農業生産局畜産課主査会計局総務事務集中課主査 山　田　　子
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県子ども・女性・障害者相談センター主査海草振興局建設部主査 明　石　幸　広

企業政策局企業振興課主査海草振興局建設部主査 鍵　　　寿　人

海草振興局農林水産振興部主査海草振興局建設部主査 山　本　修　司

那賀振興局地域振興部副主査那賀振興局地域振興部主査 竹　中　文　規

紀北県税事務所主査那賀振興局健康福祉部主査 松　尾　雅　子

総務管理局管財課主査伊都振興局地域振興部主査 清　水　俊　子

県土整備政策局県土整備総務課主査伊都振興局地域振興部主査 藤　井　利　隆

教育委員会事務局主査伊都振興局健康福祉部主査 古　本　英　靖

伊都振興局健康福祉部副主査伊都振興局健康福祉部主査 北　田　啓　子

福祉保健政策局子ども未来課主査伊都振興局建設部主査 山　本　奈生子

伊都振興局健康福祉部主査伊都振興局建設部主査 伴　　　理　恵

伊都振興局建設部副主査伊都振興局建設部主査 奥　　　知　土

有田振興局建設部主査有田振興局地域振興部主査 嶋　田　千津子

海草振興局建設部主査有田振興局建設部主査 西　本　大　作

日高振興局地域振興部主査有田振興局建設部主査 佐　戸　いづみ

企画政策局調査統計課主査日高振興局地域振興部主査 山　本　典　靖

観光局観光交流課主査日高振興局地域振興部主査 濱　田　哲　之

日高振興局地域振興部副主査（人権担当）日高振興局地域振興部主査（人権担当） 岡　本　一　人

日高振興局建設部副主査日高振興局健康福祉部主査 岡　部　恵　史

東牟婁振興局串本建設部主査日高振興局建設部主査 羽　山　久　浩

日高振興局建設部副主査日高振興局建設部主査 前　田　晃　子

教育委員会日高振興局建設部主査 火　縄　弘　行

総務管理局市町村課主査　（上富田町に派遣）西牟婁振興局地域振興部主査（人権担当） 鈴　木　泰　裕

東牟婁振興局串本建設部主査西牟婁振興局地域振興部主査 福　田　哲　也

日高振興局地域振興部主査西牟婁振興局健康福祉部主査 岡　野　友　一

西牟婁振興局健康福祉部副主査西牟婁振興局健康福祉部主査 佐々木　　　健

県子ども・女性・障害者相談センター主査西牟婁振興局建設部主査 山　後　辰　浩

西牟婁振興局健康福祉部主査西牟婁振興局建設部主査 芳　養　裕　子

東牟婁振興局串本建設部主査東牟婁振興局地域振興部主査（人権担当） 御　本　達　則

東牟婁振興局地域振興部副主査東牟婁振興局地域振興部主査 加味根　由美子

東牟婁振興局健康福祉部主査東牟婁振興局串本建設部主査 中　居　宏　太

健康局健康推進課主査県東京事務所主査 原　田　雄　介

政策審議課主査和歌山県税事務所主査 岩　本　理　恵

紀中県税事務所主査和歌山県税事務所主査 池　永　麻　美

企画政策局文化学術課主査和歌山県税事務所主査 前　　　裕香子

水産局水産振興課主査和歌山県税事務所主査 新　　　美　紀

那賀振興局建設部主査和歌山県税事務所主査 下　浦　克　文

教育委員会事務局主査和歌山県税事務所主査 貴　志　良　子

和歌山県税事務所副主査和歌山県税事務所主査 西　願　孝　志

和歌山県税事務所主査紀北県税事務所主査 島　川　雅　子

企画政策局情報政策課主査紀北県税事務所主査 岩　橋　健　一

紀北県税事務所主査紀中県税事務所主査 西　浦　優　子

危機管理局防災企画課主査紀中県税事務所主査 谷　口　素　紀

企画政策局企画総務課主査県立文書館主査 中　村　裕　明

港湾空港局港湾空港振興課主査県男女共同参画センター主査 佐々木　　　修

総務管理局総務課主査県子ども・女性・障害者相談センター主査 松　田　太　郎

危機管理局危機管理・消防課主査県子ども・女性・障害者相談センター主査 有　本　圭　吾

県立仙渓学園主査県子ども・女性・障害者相談センター主査 栗　栖　理　恵

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 久　保　早有里

県難病・子ども保健相談支援センター主査県子ども・女性・障害者相談センター主査 葦　澤　加奈子

海草振興局建設部主査県子ども・女性・障害者相談センター主査 長　尾　茂　美
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海草振興局建設部主査県子ども・女性・障害者相談センター主査 大　瀬　和　美

教育委員会県子ども・女性・障害者相談センター主査 竹　内　夫　美

教育委員会県子ども・女性・障害者相談センター主査 武　田　壮　司

教育委員会県子ども・女性・障害者相談センター主査 寺　井　隆　文

西牟婁振興局健康福祉部主査県紀南児童相談所主査 加　藤　真　澄

河川・下水道局下水道課主査県立仙渓学園主査 内　水　和　美

東牟婁振興局串本建設部副主査県立なぎ看護学校主査 上　平　洋　一

海草振興局建設部主査紀北家畜保健衛生所主査 南　出　真　里

紀北県税事務所主査県議会事務局主査 山　﨑　美　和

福祉保健政策局子ども未来課主査県議会事務局主査 稲　垣　貴　也

会計局会計課主査教育委員会事務局主査 竹　内　宏　治

総務管理局行政改革課副主査教育委員会事務局主査 山　本　陽　介

総務管理局管財課副主査教育委員会事務局主査 上野山　智　子

教育委員会事務局副主査教育委員会事務局主査 岡　　　由貴子

健康局国民健康保険課主査政策審議課主査　（関西広域連合に派遣） 上　山　晋　平

総務管理局税務課主査総務管理局人事課主査 稲　田　英里子

（政策研究大学院大学に派遣）

福祉保健政策局子ども未来課副主査総務管理局市町村課主査　（和歌山市に派遣） 南　方　健　宏

西牟婁振興局地域振興部主査企画政策局企画総務課主査 　川　順　浩

（県土地開発公社）

会計局会計課主査環境政策局循環型社会推進課主査 谷　川　智　雪

（大阪湾広域臨海環境整備センターに派遣）

福祉保健政策局長寿社会課主査福祉保健政策局ねんりんピック推進課主査 堀　　　達　也

（厚生労働省に派遣）

企業政策局企業立地課主査健康局医務課主査　（県立医科大学） 村　部　昭　憲

観光局観光振興課副主査　（県観光連盟）観光局観光振興課主査　（県観光連盟） 前　田　泰　宏

南紀白浜空港管理事務所主査港湾空港局港湾空港振興課主査 清　水　章　夫

（(株)南紀白浜エアポートに派遣）

南紀白浜空港管理事務所主査港湾空港局港湾空港振興課主査 千　田　年　伸

（(株)南紀白浜エアポートに派遣）

東牟婁振興局串本建設部主査港湾空港局港湾空港振興課主査 大　谷　元　彦

（(株)南紀白浜エアポートに派遣）

県立文書館主査教育委員会 上　東　由　季

観光局観光振興課主査教育委員会 毛　利　　　亨

県子ども・女性・障害者相談センター主査教育委員会 樫　山　雄　二

県民局青少年・男女共同参画課主査教育委員会 石　本　由　美

西牟婁振興局健康福祉部主査教育委員会 野　崎　多賀子

＊＊＊　一　般　職　員　＊＊＊
和歌山県税事務所　主事秘書課　主事 幸　前　晶　子

健康局医務課副主査政策審議課副主査　兼秘書課副主査 前　田　浩　靖

総務管理局財政課副主査広報課副主査 工　藤　元　気

県土整備政策局用地対策課　主事総務管理局総務課副主査 小　林　邦　芳

紀中県税事務所　主事総務管理局総務課　主事 鳥　居　美　那

福祉保健政策局長寿社会課副主査総務管理局行政改革課副主査 山　田　晴　彦

伊都振興局地域振興部　主事総務管理局人事課　主事 南　　　佳　樹

企業政策局産業技術政策課総務管理局財政課副主査 中　川　正　登

主事（兵庫県に派遣）

総務管理局市町村課　主事（総務省に派遣）総務管理局財政課　主事 谷　地　知　輝

和歌山県税事務所　主事総務管理局税務課　主事 小　山　竜　矢

福祉保健政策局子ども未来課副主査総務管理局市町村課副主査 江　原　啓　太

総務管理局市町村課　主事（総務省に派遣）総務管理局市町村課　主事 小　谷　昇　大

有田振興局地域振興部　主事総務管理局市町村課　主事 北　山　みの理
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西牟婁振興局地域振興部　主事総務管理局市町村課　主事 綿　谷　智　文

福祉保健政策局長寿社会課副主査総務管理局管財課副主査 村　林　達　之

危機管理局危機管理・消防課危機管理局危機管理・消防課副主査 狗　巻　諒　二

主事（復興庁に派遣）

環境政策局循環型社会推進課　主事危機管理局危機管理・消防課副主査 髙　井　洋　平

総務管理局行政改革課副主査危機管理局防災企画課副主査 胡　麻　友　実

総務管理局人事課副主査企画政策局企画総務課副主査 　嶋　大　希

（自治体国際化協会に派遣）

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査企画政策局企画総務課副主査 玉　置　真　啓

（経済産業省に派遣）

観光局観光交流課副主査企画政策局企画総務課副主査 丸　野　綾　紗

警察本部企画政策局企画総務課副主査 瀨　藤　椋　右

観光局観光振興課　主事企画政策局企画総務課　主事 木　瀬　信　希

企画政策局文化学術課　主事（文化庁に派遣）企画政策局文化学術課副主査 岩　﨑　友　哉

商工労働政策局労働政策課副主査企画政策局文化学術課副主査 早　川　慎太郎

兼ねんりんピック推進課副主査

教育委員会企画政策局文化学術課副主査 黒　田　　　冴

県子ども・女性・障害者相談センター　主事企画政策局文化学術課　主事 木　原　綾　乃

警察本部企画政策局国際課副主査 北　川　正　樹

紀南県税事務所　主事企画政策局国際課　主事 仁　坂　沙　織

海草振興局建設部　主事企画政策局国際課　主事 伊　丹　勇　太

企画政策局調査統計課副主査企画政策局調査統計課副主査 平　良　友　祐

（みずほ総合研究所（株）に派遣）

企業政策局企業立地課　主事企画政策局情報政策課副主査 岡　﨑　早　央

西牟婁振興局建設部　主事企画政策局情報政策課　主事 伊　豆　香　澄

環境政策局環境生活総務課副主査地域振興局移住定住推進課副主査 中　筋　裕　紀

和歌山県税事務所　主事地域振興局移住定住推進課　主事 鈴　木　　　葵

県子ども・女性・障害者相談センター副主査地域振興局総合交通政策課副主査 池　田　　　聡

県議会事務局副主査地域振興局総合交通政策課副主査 前　地　克　博

福祉保健政策局福祉保健総務課副主査環境政策局環境生活総務課副主査 浦　地　好　古

教育委員会環境政策局環境生活総務課副主査 黒　川　真　己

紀中県税事務所　主事環境政策局環境生活総務課　主事 立　石　紗　椰

総務管理局管財課副主査福祉保健政策局福祉保健総務課副主査 久　保　達　矢

商工労働政策局商工振興課　主事福祉保健政策局福祉保健総務課　主事 山　本　美智子

総務管理局市町村課副主査福祉保健政策局子ども未来課副主査 木　澤　英　之

地域振興局移住定住推進課副主査福祉保健政策局子ども未来課副主査 山　野　晃　弘

伊都振興局健康福祉部副主査福祉保健政策局子ども未来課副主査 古　澤　拓　哉

伊都振興局建設部副主査福祉保健政策局子ども未来課副主査 佐　野　貴　哉

県子ども・女性・障害者相談センター　主事福祉保健政策局長寿社会課　主事 稲　田　涼　子

東牟婁振興局串本建設部　主事福祉保健政策局長寿社会課　主事 中　村　圭　佑

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査福祉保健政策局ねんりんピック推進課副主査 松　房　伸　行

兼文化学術課副主査

西牟婁振興局建設部　主事福祉保健政策局ねんりんピック推進課　主事 喜　多　真　也

危機管理局防災企画課副主査福祉保健政策局障害福祉課副主査 佐々岡　俊　治

県土整備政策局用地対策課副主査福祉保健政策局障害福祉課副主査 船　本　憲　成

企画政策局企画総務課　主事福祉保健政策局障害福祉課副主査 細　谷　優　子

環境政策局環境生活総務課　主事福祉保健政策局障害福祉課　主事 熊　野　佳　穂

日高振興局地域振興部　主事福祉保健政策局障害福祉課　主事 森　本　美　紗

紀南県税事務所副主査健康局医務課副主査 今　井　宏　一

福祉保健政策局ねんりんピック推進課　主事健康局医務課副主査 中　村　杏　実

東牟婁振興局新宮建設部　主事健康局医務課　主事 山　門　振一郎
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総務管理局人事課副主査健康局健康推進課副主査 撫　養　将　志

（自治大学校に派遣）

海草振興局地域振興部　主事健康局健康推進課　主事 慈　幸　太　一

東牟婁振興局新宮建設部　主事健康局国民健康保険課　主事 能阿弥　沙　季

企画政策局情報政策課副主査商工労働政策局商工観光労働総務課副主査 黒　井　秀　康

企業政策局企業振興課　主事（大阪府に派遣）商工労働政策局商工観光労働総務課副主査 嵐　　　ゆうき

福祉保健政策局福祉保健総務課　主事商工労働政策局商工観光労働総務課　主事 中　本　有　香

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査商工労働政策局商工振興課副主査 長谷川　雄　一

（経済産業省に派遣）

総務管理局人事課商工労働政策局商工振興課　主事 角　　　拓　真

主事（政策研究大学院大学に派遣）

教育委員会商工労働政策局労働政策課副主査 南　　　祐　貴

商工労働政策局商工観光労働総務課企業政策局企業振興課副主査 　田　圭　吾

主事（経済産業省に派遣）

港湾空港局港湾空港振興課副主査観光局観光振興課副主査 大　谷　拓　未

西牟婁振興局地域振興部　主事観光局観光振興課副主査 北　出　雅　也

日高振興局建設部　主事観光局観光交流課　主事 山　口　和　起

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査農林水産政策局食品流通課副主査 三　木　敦　史

（日本貿易振興機構に派遣）

秘書課　主事農業生産局経営支援課副主査 寺　下　奈津季

教育委員会事務局副主査県土整備政策局県土整備総務課副主査 福　岡　章　匡

有田振興局建設部　主事県土整備政策局技術調査課　主事 清　水　　　力

東牟婁振興局健康福祉部　主事県土整備政策局技術調査課　主事 檜　山　嘉　希

日高振興局建設部副主査県土整備政策局用地対策課副主査 塩　嵜　弘　騎

海草振興局建設部　主事県土整備政策局用地対策課　主事 浦　口　真　実

和歌山県税事務所　主事河川・下水道局河川課　主事 清　原　惇　杜

福祉保健政策局長寿社会課　主事河川・下水道局河川課　主事 玉　嶋　弘　範

企画政策局国際課　主事港湾空港局港湾空港振興課　主事 吉　川　洋　平

県紀南児童相談所　主事港湾空港局港湾空港振興課　主事 温　井　祐　策

紀中県税事務所副主査会計局会計課副主査 向井中　香　織

企業政策局企業振興課　主事会計局会計課副主査 西　田　隆　章

県土整備政策局技術調査課副主査会計局会計課副主査 西　田　　　淳

伊都振興局健康福祉部　主事会計局総務事務集中課　主事 守　安　加　織

健康局医務課副主査海草振興局地域振興部副主査 髙　垣　あゆみ

会計局総務事務集中課副主査海草振興局地域振興部副主査 辻　野　貴　博

県土整備政策局県土整備総務課　主事海草振興局健康福祉部　主事 今　西　陽　子

県環境衛生研究センター副主査海草振興局建設部副主査 細　井　世志子

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査海草振興局建設部副主査 　井　義　久

企業政策局企業立地課副主査海草振興局建設部副主査 山　家　愛　子

環境政策局環境生活総務課　主事海草振興局建設部　主事 中　西　弘　晃

和歌山下津港湾事務所　主事海草振興局建設部　主事 冨　田　元　輝

東牟婁振興局健康福祉部　主事海草振興局建設部　主事 栗　山　拓　実

福祉保健政策局障害福祉課　主事那賀振興局地域振興部　主事 辻　脇　佳　奈

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査那賀振興局健康福祉部副主査 北　浦　正　敏

総務管理局人事課　主事伊都振興局地域振興部　主事 横　江　那　美

労働委員会事務局　主事伊都振興局地域振興部　主事 金　川　真　子

企画政策局情報政策課副主査伊都振興局健康福祉部副主査 清　水　大　輝

総務管理局市町村課　主事伊都振興局健康福祉部　主事 奥　野　真　帆

企画政策局企画総務課　主事伊都振興局健康福祉部　主事 竹　本　裕　貴

警察本部伊都振興局健康福祉部副主査 城　向　恭　佑

教育委員会事務局　主事伊都振興局建設部　主事 東　　　誉　大

教育委員会伊都振興局建設部副主査 土屋垣内　亮太
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教育委員会事務局　主事有田振興局健康福祉部　主事 上　田　綾　乃

環境政策局環境生活総務課副主査有田振興局農林水産振興部副主査 　畑　優　子

企画政策局情報政策課副主査有田振興局建設部副主査 大　美　厚　之

観光局観光交流課　主事有田振興局建設部副主査 武　田　啓　義

日高振興局健康福祉部副主査日高振興局地域振興部副主査 笠　野　高　央

福祉保健政策局障害福祉課　主事日高振興局地域振興部　主事 見　上　育　民

総務管理局総務課　主事日高振興局健康福祉部　主事 岡　田　崇　秀

有田振興局健康福祉部副主査日高振興局建設部副主査 櫻　谷　亮　平

地域振興局移住定住推進課　主事日高振興局建設部　主事 丸　畑　芽　生

福祉保健政策局長寿社会課　主事日高振興局建設部　主事 井　沼　　　衛

企画政策局文化学術課　主事西牟婁振興局地域振興部副主査 吉　原　大　貴

福祉保健政策局子ども未来課　主事西牟婁振興局地域振興部　主事 熊　本　貴　裕

健康局医務課副主査西牟婁振興局健康福祉部副主査 佐々木　昭　人

警察本部西牟婁振興局健康福祉部副主査 城　　　雅　圭

危機管理局危機管理・消防課　主事西牟婁振興局健康福祉部　主事 竹　中　　　進

南紀白浜空港管理事務所副主査西牟婁振興局建設部副主査 古久保　和　志

地域振興局地域政策課　主事西牟婁振興局建設部　主事 松　浦　梨　恵

人権局人権施策推進課　主事西牟婁振興局建設部　主事 下　硲　健　弘

農林水産政策局農林水産総務課　主事東牟婁振興局地域振興部　主事 神　田　健　吾

県土整備政策局技術調査課副主査東牟婁振興局健康福祉部副主査 森　内　剛　司

企画政策局調査統計課　主事東牟婁振興局健康福祉部　主事 吉　川　裕　登

県土整備政策局技術調査課　主事東牟婁振興局健康福祉部　主事 八　木　亮　丞

道路局道路政策課　主事東牟婁振興局健康福祉部　主事 城　下　弘　大

広報課　主事東牟婁振興局新宮建設部　主事 田　中　　　陸

県民局青少年・男女共同参画課　主事東牟婁振興局新宮建設部　主事 吉　川　悟　史

企業政策局産業技術政策課　主事東牟婁振興局新宮建設部　主事 野　田　侑　志

商工労働政策局公営企業課　主事和歌山県税事務所副主査 湯　川　梨　絵

警察本部和歌山県税事務所副主査 井戸本　　　修

那賀振興局地域振興部副主査紀北県税事務所副主査 堀　田　礼　子

伊都振興局健康福祉部副主査紀北県税事務所副主査 小　倉　有　香

県子ども・女性・障害者相談センター　主事紀北県税事務所副主査 平　野　淳　子

福祉保健政策局障害福祉課　主事紀北県税事務所　主事 中　林　紗　知

健康局医務課副主査紀中県税事務所副主査 谷　河　小弥佳

教育委員会事務局　主事紀中県税事務所　主事 児　玉　琴　己

福祉保健政策局障害福祉課副主査紀南県税事務所副主査 久　保　博　之

危機管理局防災企画課　主事紀南県税事務所　主事 山　中　彩　光

健康局医務課　主事紀南県税事務所　主事 中　西　　　斉

健康局健康推進課　主事紀南県税事務所　主事 佐　谷　美　希

県子ども・女性・障害者相談センター　主事県立文書館　主事 福　田　奈　央

県民局県民生活課副主査県環境衛生研究センター副主査 辻　本　多絵子

県男女共同参画センター副主査県子ども・女性・障害者相談センター副主査 山　浦　　　裕

県紀南児童相談所副主査県子ども・女性・障害者相談センター副主査 山　門　　　茜

都市住宅局公共建築課副主査県子ども・女性・障害者相談センター副主査 玉　井　寛　章

海草振興局健康福祉部副主査県子ども・女性・障害者相談センター副主査 小　松　枝里香

教育委員会事務局　主事県子ども・女性・障害者相談センター副主査 芝　﨑　純　平

警察本部県子ども・女性・障害者相談センター副主査 吉　田　信　介

県紀南児童相談所　福祉主事県子ども・女性・障害者相談センター 宮　口　泰　一

福祉主事

県立仙渓学園　福祉主事県子ども・女性・障害者相談センター 桑　原　拓　也

福祉主事

県子ども・女性・障害者相談センター県紀南児童相談所　福祉主事 下　出　雄　馬

福祉主事
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商工労働政策局商工観光労働総務課　主事県紀南児童相談所　主事 小　谷　翔　人

県立こころの医療センター副主査県精神保健福祉センター副主査 蓬　原　由梨香

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 福　井　麻　由

農林水産政策局農業農村整備課　主事県立こころの医療センター　主事 平　田　壮　宏

西牟婁振興局健康福祉部　医療主事県立こころの医療センター　医療主事 植　田　利華子

東牟婁振興局串本建設部　主事県公営競技事務所　主事 津　田　和　幸

会計局会計課　主事和歌山下津港湾事務所　主事 佐　藤　黎　明

福祉保健政策局障害福祉課副主査人事委員会事務局副主査 三　浦　雄　亮

総務管理局総務課副主査労働委員会事務局副主査 矢　木　純　也

総務管理局人事課副主査教育委員会事務局副主査 児　嶋　恵　伍

（和歌山大学に派遣）

和歌山県税事務所副主査教育委員会事務局副主査 伊　藤　亜　悠

商工労働政策局商工観光労働総務課副主査教育委員会事務局副主査 山　本　英　之

人事委員会事務局副主査教育委員会事務局副主査 今　　弘　樹

総務管理局人事課教育委員会事務局　主事 森　　　さえか

主事（和歌山大学大学院に派遣）

総務管理局管財課　主事教育委員会事務局　主事 髙　田　遼　太

商工労働政策局労働政策課　主事教育委員会事務局　主事 北　濵　尚　美

会計局総務事務集中課　主事教育委員会事務局　主事 玉　井　峻　介

有田振興局建設部　主事教育委員会事務局　主事 林　田　翔　太

総務管理局人事課副主査総務管理局人事課副主査 大　里　直　美

（和歌山大学大学院に派遣）

総務管理局人事課副主査総務管理局人事課副主査 中　西　研　太

（和歌山大学大学院に派遣）

健康局健康推進課副主査総務管理局人事課副主査 嶋　田　久　人

（自治大学校に派遣）

西牟婁振興局建設部　主事総務管理局人事課 福　田　愛　佳

主事（自治体国際化協会に派遣）

紀南県税事務所　主事総務管理局税務課　主事（総務省に派遣） 六人部　　　崇

総務管理局市町村課副主査総務管理局市町村課副主査　（総務省に派遣） 愛　須　崇　人

東牟婁振興局新宮建設部　主事危機管理局危機管理・消防課 東　　　純　平

主事（復興庁に派遣）

総務管理局市町村課　主事企画政策局企画総務課副主査　（内閣官房まち 原　　　彰　秀

・ひと・しごと創生本部事務局に派遣）

教育委員会事務局　主事企画政策局文化学術課　主事（文化庁に派遣） 吹　上　菜津美

東牟婁振興局串本建設部　主事企画政策局調査統計課 谷　　　真　吾

主事（みずほ総合研究所株式会社に派遣）

東牟婁振興局健康福祉部　主事地域振興局移住定住推進課副主査 上　出　圭　太

（鳥取県に派遣）

和歌山県税事務所副主査県民局県民生活課副主査 湯　川　大　介

（内閣府消費者庁に派遣）

健康局国民健康保険課副主査健康局医務課副主査　（県立医科大学） 和　田　俊　介

企業政策局企業振興課副主査商工労働政策局商工観光労働総務課副主査 伊　佐　康　平

（経済産業省に派遣）

和歌山下津港湾事務所副主査商工労働政策局商工観光労働総務課副主査 尾　崎　和　也

（経済産業省に派遣）

日高振興局建設部　主事商工労働政策局商工観光労働総務課副主査 山　田　遼　太

（経済産業省に派遣）

東牟婁振興局地域振興部　主事商工労働政策局商工観光労働総務課 石　坂　新太郎

主事（経済産業省に派遣）

海草振興局健康福祉部副主査企業政策局企業振興課副主査 菊　本　恵　介

（わかやま産業振興財団）
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平成31年４月１日 人事異動表 事務（ ）

新　職　名 旧　職　名氏　　名

伊都振興局地域振興部　主事企業政策局企業振興課　主事（大阪府に派遣） 明　賀　愛　理

紀南県税事務所副主査企業政策局産業技術政策課副主査 中　田　将　之

（東京大学先端科学技術研究センターに派遣）

伊都振興局建設部　主事企業政策局産業技術政策課 和　田　幸　大

主事（兵庫県に派遣）

観光局観光振興課　主事観光局観光振興課副主査　（県観光連盟） 大　野　佑　真

紀中県税事務所　主事観光局観光交流課 小　川　真　味

主事（（独）国際観光振興機構に派遣）

伊都振興局地域振興部副主査教育委員会 露　口　宏　一

環境政策局環境生活総務課副主査教育委員会 新　井　大　貴

県子ども・女性・障害者相談センター副主査教育委員会 松　永　隆　司

環境政策局環境生活総務課　主事教育委員会 　井　　　誠

22



平成31年４月１日 人事異動表 事務（ ）組織改正１（本庁・出先）

新　職　名 旧　職　名氏　　名

＊＊＊　課長補佐級 ＊＊＊
県工業技術センター企画総務部政策調整課長県工業技術センター企画総務部総務管理課長 中　岡　　　徹

健康局医務課主任　（県立医科大学事務局研究健康局医務課主任　（県立医科大学事務局臨床 深　田　崇　史

推進課産官学連携推進班長）研究センター事務室臨床研究支援班長）
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平成31年４月１日 人事異動表 事務（ ）記者発表外１

新　職　名 旧　職　名氏　　名

＊＊＊　次　長　級 ＊＊＊
企画部国際担当参事　国際課長事務取扱　世界企画部国際担当参事　国際課長事務取扱 北　山　　　徹

津波の日高校生サミット推進室長事務取扱

＊＊＊　課　長　級 ＊＊＊
健康局医務課企画員健康局医務課企画員　（県立医科大学事務局総 久　保　宜　昭

（県立医科大学事務局総務課長）務課長　兼図書館事務長）

環境政策局環境生活総務課自然環境室副室長環境政策局環境生活総務課自然環境室副室長 橋　爪　正　樹

ジオパーク推進班長事務取扱

人事委員会事務局総務課副課長人事委員会事務局総務課副課長 薗　部　善　洋

庶務係長事務取扱

人事委員会事務局職員課副課長人事委員会事務局職員課副課長 山　下　正　彦

公平係長事務取扱

＊＊＊　課長補佐級 ＊＊＊
広報課総務報道班長　兼政策審議課主任広報課課長補佐 津井田　一　陽

兼総務報道班長　兼政策審議課主任

広報課広報班長広報課課長補佐　兼広報班長 真　田　有　理

総務管理局総務課総務班長　兼政策審議課主任総務管理局総務課課長補佐 小　池　博　文

兼総務班長　兼政策審議課主任

総務管理局人事課人事班長総務管理局人事課課長補佐　兼人事班長 垣　本　和　男

総務管理局財政課企画調整班長総務管理局財政課課長補佐　兼企画調整班長 田　端　一　哉

総務管理局市町村課行政班長総務管理局市町村課課長補佐　兼行政班長 前　坂　吉　則

危機管理局危機管理・消防課総務計画班長　兼危機管理局危機管理・消防課総務計画班長 東　山　俊　也

国際課世界津波の日高校生サミット推進室課長

補佐

企画政策局企画総務課総務班長企画政策局企画総務課課長補佐 兼　子　真　矢

兼政策審議課主任兼総務班長　兼政策審議課主任

福祉保健政策局子ども未来課家庭福祉班長福祉保健政策局子ども未来課課長補佐 田　甫　佳　奈

兼家庭福祉班長

健康局健康推進課がん・疾病対策班長健康局健康推進課課長補佐 阿　波　陸　士

兼がん・疾病対策班長

観光局観光振興課振興班長観光局観光振興課課長補佐　兼振興班長 林　　　正　尚

農業生産局経営支援課組合指導班長農業生産局経営支援課課長補佐 岩　橋　計　幸

兼組合指導班長

水産局水産振興課企画流通班長水産局水産振興課課長補佐　兼企画流通班長 西　山　隆　規

県土整備政策局県土整備総務課総務班長県土整備政策局県土整備総務課課長補佐 吉　川　暢　泰

兼総務班長

東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速 小　渕　　　浩

事務所用地第一課長事務所用地第一課長　兼用地第二課長

人事委員会事務局主任　給与係長事務取扱人事委員会事務局主任 平　井　由　季

＊＊＊　一　般　職　員　＊＊＊
政策審議課副主査　兼秘書課副主査政策審議課副主査 細　　　俊　貴

総務管理局総務課　主事総務管理局総務課副主査 城　向　　　歩

総務管理局税務課　主事総務管理局税務課副主査 中　川　雄　平

危機管理局危機管理・消防課　主事危機管理局危機管理・消防課副主査 菅　野　悠　斗

企画政策局企画総務課　主事企画政策局企画総務課副主査 武　内　　　聡

企画政策局国際課　主事企画政策局国際課副主査 長　野　慎　一

企画政策局調査統計課　主事企画政策局調査統計課副主査 飯　島　加　奈

企画政策局調査統計課　主事企画政策局調査統計課副主査 喜　納　梨　紗

県民局県民生活課　主事県民局県民生活課副主査 鈴　木　孝　典

福祉保健政策局福祉保健総務課　主事福祉保健政策局福祉保健総務課副主査 平　柳　行　隆

福祉保健政策局子ども未来課　主事福祉保健政策局子ども未来課副主査 前　　　了　斗
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平成31年４月１日 人事異動表 事務（ ）記者発表外１

新　職　名 旧　職　名氏　　名

福祉保健政策局長寿社会課　主事福祉保健政策局長寿社会課副主査 竹　内　佑　太

福祉保健政策局ねんりんピック推進課　主事福祉保健政策局ねんりんピック推進課副主査 小　倉　快　斗

福祉保健政策局ねんりんピック推進課　主事福祉保健政策局ねんりんピック推進課副主査 森　川　友　貴

福祉保健政策局ねんりんピック推進課　主事福祉保健政策局ねんりんピック推進課副主査 川　崎　競　平

商工労働政策局労働政策課　主事商工労働政策局労働政策課副主査 畑　　　早　織

観光局観光振興課　主事観光局観光振興課副主査 庄　堂　雄　紀

都市住宅局建築住宅課　主事都市住宅局建築住宅課副主査 畑　　　佳　秀

港湾空港局港湾空港振興課　主事港湾空港局港湾空港振興課副主査 福　塚　隆　介

海草振興局建設部　主事海草振興局建設部副主査 和　田　翔　吾

海草振興局建設部　主事海草振興局建設部副主査 福　田　晃　大

那賀振興局地域振興部　主事那賀振興局地域振興部副主査 北　又　あずさ

伊都振興局地域振興部　主事伊都振興局地域振興部副主査 白　草　竜　太

伊都振興局地域振興部　主事伊都振興局地域振興部副主査 森　本　有　衣

伊都振興局建設部　主事伊都振興局建設部副主査 寺　野　雅　之

日高振興局地域振興部　主事日高振興局地域振興部副主査 平　井　慶　輔

日高振興局健康福祉部　主事日高振興局健康福祉部副主査 堀　内　幹　太

西牟婁振興局健康福祉部　主事西牟婁振興局健康福祉部副主査 北　野　秀　幸

西牟婁振興局建設部　主事西牟婁振興局建設部副主査 井　平　達　也

西牟婁振興局建設部　主事西牟婁振興局建設部副主査 瀬　川　大　朗

東牟婁振興局健康福祉部　主事東牟婁振興局健康福祉部副主査 清　水　直　希

紀中県税事務所　主事紀中県税事務所副主査 山　田　一　磨

県消費生活センター　主事県消費生活センター副主査 河　本　かおり

県子ども・女性・障害者相談センター県子ども・女性・障害者相談センター副主査 　前　友　梨

福祉主事

県子ども・女性・障害者相談センター県子ども・女性・障害者相談センター副主査 三　本　紗佑里

福祉主事

県工業技術センター　主事県工業技術センター副主査 東　使　寛　喜

教育委員会事務局　主事教育委員会事務局副主査 松　尾　優　樹

教育委員会事務局　主事教育委員会事務局副主査 仁　木　友加里

福祉保健政策局福祉保健総務課福祉保健政策局福祉保健総務課副主査 松　下　俊　太

主事（厚生労働省に派遣）（厚生労働省に派遣）
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平成31年４月１日 人事異動表 技術（ ）

新　職　名 旧　職　名氏　　名

＊＊＊　部　長　級 ＊＊＊
農林水産部農業生産局長農林水産部長 角　谷　博　史

＊＊＊　次　長　級 ＊＊＊
農業生産局果樹園芸課長農林水産部農業生産局長 岩　本　和　也

道路局道路政策課長県土整備部道路局長 楠　見　和　紀

河川・下水道局下水道課長県土整備部河川・下水道局長 吉　田　泰　士

都市住宅局都市政策課長県土整備部都市住宅局長 伊　藤　敏　起

西牟婁振興局建設部長海草振興局参事　建設部長事務取扱 中　家　章　夫

農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室県参事　（県農業会議事務局長） 平　尾　佳　史

長

企業政策局産業技術政策課企画員県参事　（わかやま森林と緑の公社事務局長 間　所　高　史

森林管理課長事務取扱）

＊＊＊　課　長　級 ＊＊＊
商工労働政策局公営企業課主幹商工労働政策局公営企業課長 加　茂　好　彦

財務企画班長事務取扱

有田振興局農林水産振興部長農林水産政策局農林水産総務課里地・里山振興 岡　村　成　実

室長

農林水産政策局農林水産総務課副課長農業生産局果樹園芸課長 立　石　　　修

県土整備政策局技術調査課副課長県土整備政策局技術調査課長 笠　野　匡　材

県土整備政策局技術調査課長道路局道路政策課長 中　家　啓　造

道路局道路政策課副課長道路局道路政策課高速道路推進室長 小　井　宣　秀

道路局道路政策課高速道路推進室長道路局道路建設課長 永　井　敬　人

西牟婁振興局建設部企画員　兼建設部副部長河川・下水道局下水道課長 北　村　彰　浩

都市住宅局建築住宅課副課長都市住宅局公共建築課長 明　石　和　也

海草振興局建設部企画員　兼建設部副部長港湾空港局港湾漁港整備課津波堤防整備室長 柳　岡　　　太

健康局医務課課長補佐海草振興局健康福祉部企画員 小　野　美　樹

兼健康福祉部副部長

伊都振興局建設部副部長海草振興局建設部企画員　兼建設部副部長 藤　本　靖　人

日高振興局健康福祉部企画員伊都振興局健康福祉部企画員 土生川　　　洋

兼健康福祉部副部長兼健康福祉部副部長

伊都振興局農林水産振興部副部長有田振興局農林水産振興部長 北　浦　豊　明

農地課長事務取扱

東牟婁振興局健康福祉部企画員　兼健康福祉部日高振興局健康福祉部企画員 形　部　裕　昭

副部長　兼健康福祉部串本支所次長兼健康福祉部副部長

道路局道路建設課長西牟婁振興局建設部長 太　田　和　良

河川・下水道局下水道課副課長西牟婁振興局建設部企画員　兼建設部副部長 玉　置　　　昌

企画指導班長事務取扱
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伊都振興局健康福祉部企画員東牟婁振興局健康福祉部企画員 池　田　和　功

兼健康福祉部副部長兼健康福祉部副部長　兼健康福祉部串本支所長

港湾空港局港湾漁港整備課津波堤防整備室長東牟婁振興局串本建設部長 竹　中　健　二

県消防学校副校長県消防学校長 　田　佳　典

県民局食品・生活衛生課主幹県動物愛護センター所長 羽　津　豪　人

商工労働政策局公営企業課長県工業用水道管理センター所長 中　岡　昌　博

県工業技術センター副所長　兼企画総務部長県工業技術センター企画員　兼副所長 細　田　朝　夫

地域振興局地域政策課主幹（地域の魅力づくり県農業試験場長 段　子　和　己

推進担当）

水産局水産振興課副課長県水産試験場長 岩　橋　恵　洋

東牟婁振興局串本建設部長和歌山下津港湾事務所長 池　上　敏　之

那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課長地域振興局地域政策課主幹（地域の魅力づくり 竹　中　一　誠

推進担当）

那賀振興局健康福祉部衛生環境課長県民局食品・生活衛生課主幹 村　上　　　毅

日高振興局健康福祉部衛生環境課長健康局薬務課副課長 藤　岡　敬　之

都市住宅局公共建築課課長補佐　兼電気設備班商工労働政策局公営企業課主幹 蔭地野　啓　志

長　兼医務課公立大学法人室課長補佐財務企画班長事務取扱

農林水産政策局農林水産総務課課長補佐農林水産政策局農林水産総務課副課長 塩　路　宏　明

環境政策局環境生活総務課自然環境室課長補佐森林・林業局森林整備課主幹 秦　野　光　章

兼自然環境班長

水産局資源管理課課長補佐　兼漁業調整班長水産局水産振興課副課長 奥　山　芳　生

道路局道路建設課副課長県土整備政策局技術調査課副課長 山　本　弘　樹

森林・林業局森林整備課主幹県土整備政策局検査・技術支援課総括検査員 中瀬古　金　一

（わかやま森林と緑の公社森林管理課副課長）

河川・下水道局河川課副課長道路局道路政策課副課長 西　谷　敬　三

東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速道路局道路建設課副課長 高　山　正　義

事務所次長

河川・下水道局河川課主幹河川・下水道局河川課副課長 久　保　浩　也

海草振興局建設部海南工事事務所次長河川・下水道局河川課主幹 坂　口　英　雄

東牟婁振興局新宮建設部副部長河川・下水道局下水道課副課長 大　橋　和　也

企画指導班長事務取扱

都市住宅局建築住宅課課長補佐都市住宅局都市政策課主幹 古　田　勝　彦

都市住宅局建築住宅課課長補佐都市住宅局建築住宅課副課長 前　山　勝　彦

兼建築指導班長

日高振興局建設部総務調整課長海草振興局建設部総括専門員 佐　藤　広　明

総務調整課長事務取扱
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那賀振興局建設部総務調整課長海草振興局建設部総括専門員 岩　本　吉　継

管理保全課長事務取扱

海草振興局建設部総括専門員海草振興局建設部海南工事事務所次長 山　本　善　哉

総務調整課長事務取扱

西牟婁振興局健康福祉部総括専門員那賀振興局健康福祉部総括専門員 奥　田　祐　亮

兼医務課主幹

地域振興局地域政策課課長補佐那賀振興局農林水産振興部総括専門員（農村防 中　西　一　宏

兼土地利用・水資源班長災担当）

海草振興局建設部総括専門員那賀振興局建設部紀の川流域下水道事務所次長 井　上　浩　幸

管理保全課長事務取扱

那賀振興局農林水産振興部総括専門員（農村防伊都振興局農林水産振興部副部長 丹　下　芳　弘

災担当）農地課長事務取扱

有田振興局建設部副部長伊都振興局建設部副部長 河　合　秀　幸

兼湯浅御坊高速事務所次長

海草振興局健康福祉部総括専門員有田振興局健康福祉部総括専門員 新　谷　浩　子

兼海草振興局健康福祉部総括専門員

那賀振興局建設部紀の川流域下水道事務所次長有田振興局建設部副部長 橋　本　勇　人

兼湯浅御坊高速事務所次長

教育委員会事務局教育総務局総務課副課長日高振興局建設部総括専門員 西　脇　正　雄

兼検査・技術支援課総括検査員

南紀白浜空港管理事務所施設課長西牟婁振興局建設部主幹 岡　本　政　文

道路局道路建設課課長補佐東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速 東　　　正　人

兼施設・農林道班長事務所次長

東牟婁振興局串本建設部総務用地課長東牟婁振興局新宮建設部副部長 久　保　一　男

県立高等看護学院教務主任県立高等看護学院教務主幹 土屋垣内真由美

県立こころの医療センターリハビリテーション県立こころの医療センター看護副部長 亀　井　宏　明

部副部長　兼作業療法科長

県工業用水道管理センター管理課長県工業用水道管理センター次長 福　田　年　孝

管理課長事務取扱

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企画総務部長 三　宅　靖　仁

県工業技術センター機械産業部長県工業技術センター企画総務部総括研究員 鳥　飼　　　仁

県工業技術センター電子・材料産業部長県工業技術センター企画総務部総括研究員 上　野　　史

県工業技術センター化学産業部長県工業技術センター食品開発部長 前　田　拓　也

県工業技術センター総括研究員県工業技術センターものづくり支援部長 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化学技術部長 森　　　　　一

県果樹試験場うめ研究所副所長県農業試験場副場長 鈴　木　正　人

県果樹試験場栽培部長県果樹試験場副場長 鯨　　　幸　和

県農林大学校教授県農林大学校副校長 前　田　公　博

県果樹試験場かき・もも研究所副所長県農林大学校教授 高　松　久　起
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監査委員事務局第一課調査員監査委員事務局第一課総括調査員 宮　本　健　治

農林水産政策局農業農村整備課課長補佐農林水産政策局農業農村整備課主幹 松　尾　一　徳

（県土地改良事業団体連合会事務局長）（県土地改良事業団体連合会事務局長）

森林・林業局森林整備課主幹森林・林業局森林整備課主幹　（わかやま森林 谷　口　卓　生

と緑の公社森林管理課副課長　総務管理班長事

務取扱）

＊＊＊　課長補佐級 ＊＊＊
総務管理局人事課主査総務管理局人事課主任 塩　崎　裕　美

総務管理局管財課主査総務管理局管財課主任 丸　山　卓　志

危機管理局危機管理・消防課主任危機管理局危機管理・消防課消防保安班長 岡　本　泰　幸

危機管理局危機管理・消防課主任危機管理局防災企画課主任 黒　岩　　　督

兼危機管理・消防課主任

農林水産政策局農業農村整備課課長補佐地域振興局地域政策課課長補佐 北　田　光　治

兼整備班長兼土地利用・水資源班長

森林・林業局森林整備課課長補佐　（わかやま環境政策局環境生活総務課自然環境室課長補佐 辻　井　孝　文

森林と緑の公社森林管理課長補佐　兼総務管理兼自然環境班長

班長）

環境政策局循環型社会推進課主査環境政策局循環型社会推進課主任 瀨　谷　真　延

伊都振興局健康福祉部主査県民局食品・生活衛生課主任 片　桐　寿和奈

福祉保健政策局ねんりんピック推進課主査福祉保健政策局ねんりんピック推進課主任 宮　本　慶　児

健康局健康推進課主任健康局健康推進課感染症対策班長 並　川　敏　章

健康局健康推進課主査健康局健康推進課主任 得　津　康　子

健康局薬務課主任健康局薬務課薬事血液班長 小　河　　　寛

河川・下水道局下水道課主任商工労働政策局公営企業課主任 山　田　顕　史

森林・林業局林業振興課課長補佐企業政策局産業技術政策課課長補佐 宮　前　哲　也

兼山村資源班長

農業生産局果樹園芸課果樹班長農林水産政策局農林水産総務課課長補佐 中　尾　進　哉

森林・林業局森林整備課課長補佐農林水産政策局農林水産総務課里地・里山振興 石　橋　寛　紀

兼緑化推進班長室課長補佐

農林水産政策局農業農村整備課課長補佐農林水産政策局農林水産総務課里地・里山振興 横　川　弘　義

兼共同活動班長室課長補佐　兼共同活動班長

東牟婁振興局農林水産振興部主任農林水産政策局農林水産総務課主任 藪　本　壮　二

那賀振興局建設部主任農林水産政策局農業農村整備課整備班長 石　浪　康　弘

水産局水産振興課主査農林水産政策局農業農村整備課主任 玉　置　真　美

農業生産局経営支援課主任農業生産局果樹園芸課産地振興班長 森　　　敏　紀

農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室農業生産局果樹園芸課果樹班長 仲　　　真　永

生産環境班長

伊都振興局農林水産振興部主任農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室 河　里　公　美

生産環境班長

県果樹試験場かき・もも研究所主任研究員農業生産局果樹園芸課主任 間佐古　将　則

農業生産局果樹園芸課主査農業生産局果樹園芸課主任 石　川　義　光

農業生産局果樹園芸課主査農業生産局果樹園芸課主任 岡　室　秀　作

農業生産局畜産課主査農業生産局畜産課主任 筒　井　視　有

県果樹試験場うめ研究所主任研究員農業生産局経営支援課主任 土　田　靖　久

伊都振興局農林水産振興部主任農業生産局経営支援課主任 木　村　　　学

農業生産局経営支援課主査農業生産局経営支援課主任 塩　﨑　博　史

農業生産局経営支援課主査農業生産局経営支援課主任 井　上　博　仁

有田振興局農林水産振興部主査農業生産局経営支援課主任 橋　本　博　史

日高振興局農林水産振興部林務課長森林・林業局林業振興課課長補佐 松　村　彰　文

兼林業担い手班長
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森林・林業局森林整備課主任森林・林業局林業振興課主任 　田　将　樹

（わかやま森林と緑の公社）

海草振興局農林水産振興部主任森林・林業局林業振興課主任 佐　野　　　豊

西牟婁振興局農林水産振興部主任森林・林業局林業振興課主任 青　木　一　高

東牟婁振興局農林水産振興部林務課長森林・林業局森林整備課課長補佐 寺　田　　　智

兼緑化推進班長

県土整備政策局用地対策課主任水産局水産振興課主任 谷　口　直　基

有田振興局農林水産振興部主任水産局水産振興課主任 島　村　　　亨

水産局資源管理課主任水産局資源管理課漁業調整班長 山　内　　　信

水産局資源管理課船長（係長待遇）水産局資源管理課船長 吉　田　哲　也

都市住宅局都市政策課開発・計画班長県土整備政策局県土整備総務課課長補佐 今　田　省　吾

兼政策企画班長　兼政策審議課主任

伊都振興局建設部工務課長県土整備政策局技術調査課課長補佐 樫　本　雅　士

兼企画調査班長

農林水産政策局農林水産総務課主任県土整備政策局技術調査課主任 梅　田　惠　生

海草振興局建設部主査県土整備政策局技術調査課主任 川　口　史　浩

日高振興局建設部主任道路局道路保全課主任 鈴　木　康　之

海草振興局建設部工務課長道路局道路建設課課長補佐　兼国道班長 谷　澤　智　之

河川・下水道局河川課河川企画班長道路局道路建設課県道街路班長 的　場　康　彦

東牟婁振興局串本建設部工務課長道路局道路建設課施設・農林道班長 古　家　国　茂

河川・下水道局河川課治水班長河川・下水道局河川課課長補佐 前　　　文　仁

兼河川企画班長

都市住宅局都市政策課課長補佐河川・下水道局河川課課長補佐　兼治水班長 稲　田　健　二

兼まちづくり推進班長

河川・下水道局河川課主査河川・下水道局河川課主任 楠　見　裕　之

環境政策局環境生活総務課主任河川・下水道局下水道課主任 壷　井　俊　幸

道路局道路建設課課長補佐　兼国道班長都市住宅局都市政策課課長補佐 竹　本　隆　昭

兼開発・計画班長

都市住宅局都市政策課主任都市住宅局都市政策課まちづくり推進班長 田　原　俊　嗣

都市住宅局公共建築課課長補佐　兼営繕班長都市住宅局建築住宅課課長補佐 伊勢川　真　哉

伊都振興局建設部主任都市住宅局建築住宅課建築指導班長 山　形　昌　之

健康局医務課主任都市住宅局建築住宅課主任 阪　上　貴　史

健康局医務課課長補佐　（県立医科大学事務局都市住宅局公共建築課課長補佐　兼電気設備班 中　岡　省　三

施設管理課課長補佐　兼整備班長）長　兼医務課公立大学法人室課長補佐

都市住宅局建築住宅課主任都市住宅局公共建築課営繕班長 山　下　克　憲

（県住宅供給公社）

伊都振興局健康福祉部主任海草振興局健康福祉部保健福祉課長 秦　野　美智代

県難病・子ども保健相談支援センタ－主任海草振興局健康福祉部主任 松　尾　真由美

海草振興局健康福祉部主査海草振興局健康福祉部主任 東　嶋　祐　興

森林・林業局林業振興課主任海草振興局農林水産振興部主任 國　武　晃　軌

有田振興局農林水産振興部主任海草振興局農林水産振興部主任 谷　口　幹　彦

有田振興局農林水産振興部主任海草振興局農林水産振興部主任 馬　所　寛　延

日高振興局農林水産振興部主任海草振興局農林水産振興部主任 林　　　孝　史

日高振興局農林水産振興部主任海草振興局農林水産振興部主任 平　山　　　潤

那賀振興局地域振興部主査海草振興局農林水産振興部主任 薮　野　純　子

東牟婁振興局農林水産振興部主査海草振興局農林水産振興部主任 小　川　晃　史

東牟婁振興局新宮建設部管理保全課長海草振興局建設部工務課長 久　保　省　生

海草振興局建設部主査海草振興局建設部主任 松　下　千加生

東牟婁振興局健康福祉部衛生環境課長那賀振興局健康福祉部衛生環境課長 小笠原　治枝子

農業生産局果樹園芸課主任那賀振興局健康福祉部主任 嶋　西　千　晶

有田振興局健康福祉部主任那賀振興局健康福祉部主任 脇　田　美　恵

海草振興局農林水産振興部主任那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課長 前　田　和　也
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森林・林業局森林整備課主任　（わかやま森林那賀振興局農林水産振興部林務課長 植　村　啓　司

と緑の公社森林管理課森林活用班長）

有田振興局農林水産振興部主任那賀振興局農林水産振興部主任 和　田　武　晴

有田振興局農林水産振興部主任那賀振興局農林水産振興部主任 中　村　泰　夫

西牟婁振興局建設部総務調整課長那賀振興局建設部総務調整課長 中　村　展　久

海草振興局農林水産振興部主任那賀振興局建設部主任 木　村　健　造

那賀振興局建設部主査那賀振興局建設部主任 丸　山　哲　弘

那賀振興局建設部主査那賀振興局建設部主任 森　里　　　猛

伊都振興局健康福祉部主査伊都振興局健康福祉部主任 三木田　宗　紀

農業生産局果樹園芸課産地振興班長伊都振興局農林水産振興部農業水産振興課長 光　定　伸　晃

農林水産政策局食品流通課主任伊都振興局農林水産振興部主任 宮　嵜　　　剛

日高振興局農林水産振興部主任伊都振興局農林水産振興部主任 横　谷　道　雄

日高振興局農林水産振興部主査伊都振興局農林水産振興部主任 仲　　　兼　永

伊都振興局建設部主任伊都振興局建設部工務課長 藤　田　宗　一

海草振興局建設部主任伊都振興局建設部主任 清　水　孝　洋

伊都振興局建設部主査伊都振興局建設部主任 木　村　洋　郎

西牟婁振興局健康福祉部主任有田振興局健康福祉部主任 小　川　雅　広

有田振興局健康福祉部主査有田振興局健康福祉部主任 梅　津　吉　孝

農業生産局果樹園芸課主任有田振興局農林水産振興部主任 上野山　浩　司

海草振興局農林水産振興部主任有田振興局農林水産振興部主任 中　村　剛二郎

海草振興局農林水産振興部主任有田振興局農林水産振興部主任 橋　本　和　子

那賀振興局農林水産振興部主任有田振興局農林水産振興部主任 門　田　新　司

西牟婁振興局農林水産振興部主任有田振興局農林水産振興部主任 宮　澤　謹　吾

有田振興局農林水産振興部主査有田振興局農林水産振興部主任 原　田　慈　雄

有田振興局建設部主査有田振興局建設部主任 　松　康　仁

県工業用水道管理センター主査有田振興局建設部二川ダム管理事務所主任 北　　　隆　行

西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 赤　坂　安　司

日高振興局健康福祉部主査日高振興局健康福祉部主任 橋　本　容　子

西牟婁振興局農林水産振興部主任日高振興局農林水産振興部林務課長 太　田　和　樹

西牟婁振興局農林水産振興部主任日高振興局農林水産振興部主任 紺　谷　　　均

西牟婁振興局農林水産振興部主任日高振興局農林水産振興部主任 地　坂　吉　弘

日高振興局農林水産振興部主査日高振興局農林水産振興部主任 橘　　　　　実

農林水産政策局農業農村整備課主査日高振興局農林水産振興部主任 國　中　保　秀

県土砂災害啓発センター所長日高振興局建設部総務調整課長 坂　口　武　弘

西牟婁振興局建設部主任日高振興局建設部主任 中　　　講　平

日高振興局建設部主査日高振興局建設部主任　兼企画総務課主任 三　木　雅　史

日高振興局建設部主査日高振興局建設部主任 岡　本　大　樹

西牟婁振興局健康福祉部主任西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課長 東　　　登紀子

健康局薬務課課長補佐　兼薬事血液班長西牟婁振興局健康福祉部衛生環境課長 澤　田　泰　雄

海草振興局健康福祉部主査西牟婁振興局健康福祉部主任 仲　　　浩　臣

西牟婁振興局健康福祉部主査西牟婁振興局健康福祉部主任 中　田　純　子

県農業試験場暖地園芸センター主任研究員西牟婁振興局農林水産振興部主任 宮　前　治　加

森林・林業局林業振興課主任西牟婁振興局農林水産振興部主任 福　田　敏　和

森林・林業局林業振興課主任西牟婁振興局農林水産振興部主任 小　薮　一　志

海草振興局農林水産振興部主任西牟婁振興局農林水産振興部主任 村　上　豪　完

海草振興局農林水産振興部主任西牟婁振興局農林水産振興部主任 瀧　本　敦　司

県土整備政策局県土整備総務課課長補佐西牟婁振興局建設部総務調整課長 児　玉　隆　也

兼政策企画班長　兼政策審議課主任

日高振興局建設部主任西牟婁振興局建設部主任 山　口　　　薫

南紀白浜空港管理事務所主査西牟婁振興局建設部主任 川　瀬　浩　治

西牟婁振興局建設部主査西牟婁振興局建設部主任 林　　　由　仁
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西牟婁振興局建設部主査西牟婁振興局建設部主任 天　野　拓　士

東牟婁振興局健康福祉部主任東牟婁振興局健康福祉部衛生環境課長 大　家　秀　仁

県立こころの医療センター主任東牟婁振興局健康福祉部主任 山　本　規　貴

東牟婁振興局健康福祉部主査東牟婁振興局健康福祉部主任 村　上　由　香

県農林大学校主任東牟婁振興局農林水産振興部林務課長 倉　岡　光　博

有田振興局農林水産振興部主任東牟婁振興局農林水産振興部主任 塩　田　博　之

東牟婁振興局農林水産振興部主査東牟婁振興局農林水産振興部主任 和　田　千　稔

東牟婁振興局農林水産振興部主査東牟婁振興局農林水産振興部主任 板　持　浩　之

道路局道路建設課課長補佐　兼県道街路班長東牟婁振興局串本建設部総務用地課長 花　光　二　朗

県土整備政策局県土整備総務課主任東牟婁振興局串本建設部工務課長 前　田　剛　志

海草振興局建設部主査東牟婁振興局串本建設部主任 立　平　寿　和

南紀白浜空港管理事務所主任東牟婁振興局串本建設部七川ダム管理事務所主 秋　津　清　幸

任

東牟婁振興局新宮建設部工務課長東牟婁振興局新宮建設部管理保全課長 丸　石　浩　司

西牟婁振興局建設部主任東牟婁振興局新宮建設部工務課長 楠　本　　　光

東牟婁振興局新宮建設部主査東牟婁振興局新宮建設部主任 大　西　　　誠

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主任研究員 野　中　　　卓

県精神保健福祉センター主査県精神保健福祉センター主任 橋　本　照　代

県立高等看護学院教務主任県立高等看護学院総括教務主任 岡　田　樹　美

県立高等看護学院主査専任教員県立高等看護学院教務主任 熊　谷　幸　恵

県立なぎ看護学校教務主任県立なぎ看護学校副学校長 松　本　長　代

県立なぎ看護学校主査専任教員県立なぎ看護学校教務主任 峯　本　久　美

県立なぎ看護学校副学校長県立こころの医療センターリハビリテーション 貴　志　福　子

部副部長　兼作業療法科長

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看護師長 森　田　和　也

那賀振興局建設部主任県工業用水道管理センター主任 前　東　伸　和

県立和歌山産業技術専門学院主査県立和歌山産業技術専門学院主任 伊　藤　哲　也

県工業技術センター総括主任研究員県工業技術センター企画総務部企画調整課長 今　西　敏　人

県工業技術センター主査研究員県工業技術センター主任研究員 阪　井　幸　宏

伊都振興局農林水産振興部主任県農業試験場主任研究員 内　西　浩　一

県農業試験場主任研究員県農業試験場暖地園芸センター園芸部長 東　　　卓　弥

県果樹試験場主任研究員県果樹試験場栽培部長 中　地　克　之

伊都振興局農林水産振興部農業水産振興課長県果樹試験場かき・もも研究所副所長 宇　治　泰　博

西牟婁振興局農林水産振興部主任県果樹試験場うめ研究所副所長 竹　中　正　好

紀南家畜保健衛生所東牟婁支所長県畜産試験場生産環境部長 小　谷　　　茂

那賀振興局農林水産振興部主任県林業試験場主任研究員 田　中　作　治

県林業試験場主査研究員県林業試験場主任研究員 岡　本　憲　治

紀南家畜保健衛生所主査紀北家畜保健衛生所主任 山　本　敦　司

県畜産試験場生産環境部長紀南家畜保健衛生所東牟婁支所長 前　田　恵　助

県農林大学校准教授県農林大学校農学部長 岩　橋　信　博

県農林大学校就農支援センター主任県農林大学校准教授 鳴　川　　　勝

県農林大学校助教県農林大学校准教授 林　　　俊　孝

県農林大学校農学部長県農林大学校就農支援センター主任 金　岡　晃　司

伊都振興局農林水産振興部主任県農林大学校就農支援センター主任 瀧　川　昌　穂

県土整備政策局技術調査課課長補佐県土砂災害啓発センター所長 坂　口　隆　紀

兼企画調査班長

都市住宅局建築住宅課主任健康局医務課主任 水　野　修　治

（県立医科大学事務局施設管理課整備班長）

那賀振興局農林水産振興部林務課長森林・林業局森林整備課主任　（わかやま森林 新　免　哲　則

と緑の公社森林管理課森林活用班長）

伊都振興局農林水産振興部主任森林・林業局森林整備課主任 福　永　慶　生

（わかやま森林と緑の公社）
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森林・林業局林業振興課主査森林・林業局森林整備課主任 大　澤　篤　弘

（わかやま森林と緑の公社）

水産局資源管理課主査水産局水産振興課主任 堀　木　暢　人

（県漁業協同組合連合会に派遣）

都市住宅局公共建築課主任都市住宅局建築住宅課主任 濱　出　雄一郎

（県住宅供給公社）

東牟婁振興局串本建設部七川ダム管理事務所主港湾空港局港湾空港振興課主任 北　郡　　敏

任（（株）南紀白浜エアポートに派遣）

＊＊＊　係　長　級 ＊＊＊
森林・林業局森林整備課副主査政策審議課主査　兼秘書課主査 川　畑　洋　介

有田振興局農林水産振興部主査企画政策局情報政策課主査 林　　　三　和

海草振興局農林水産振興部主査環境政策局環境生活総務課主査 是　澤　哲　生

有田振興局建設部二川ダム管理事務所主査環境政策局循環型社会推進課主査 羽　畑　幸　一

海草振興局健康福祉部主査健康局医務課主査 小　林　秀　世

西牟婁振興局建設部主査健康局医務課主査 大　岡　隆　司

有田振興局健康福祉部主査健康局薬務課主査 　井　栄　二

健康局薬務課副主査健康局薬務課主査 大久保　好　規

和歌山県税事務所主査商工労働政策局商工観光労働総務課主査 玉　井　克　典

農林水産政策局農業農村整備課主査農林水産政策局農林水産総務課主査 林　　　恭　平

農林水産政策局農業農村整備課主査農林水産政策局農林水産総務課主査 門　屋　忠　大

農林水産政策局農業農村整備課主査農林水産政策局農林水産総務課主査 植　田　友　浩

日高振興局農林水産振興部主査農林水産政策局農林水産総務課主査 福　元　寿　音

政策審議課主査　兼秘書課主査農林水産政策局食品流通課主査 足　立　裕　亮

道路局道路建設課主査農林水産政策局農業農村整備課主査 岡　田　徹　朗

伊都振興局農林水産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

農業生産局果樹園芸課主査農業生産局果樹園芸課主査 小　谷　泰　之

（和歌山県農業協同組合連合会に派遣）

伊都振興局地域振興部主査農業生産局経営支援課主査 鈴　木　隆　浩

日高振興局農林水産振興部主査農業生産局経営支援課主査 白　井　雄　祐

森林・林業局林業振興課副主査森林・林業局林業振興課主査 中　谷　浩　典

（ナイス（株）に派遣）

県土整備政策局技術調査課主査森林・林業局林業振興課主査 福　田　和　寿

東牟婁振興局農林水産振興部主査森林・林業局森林整備課主査 木　村　公　洋

農林水産政策局農林水産総務課副主査森林・林業局森林整備課主査 九　鬼　孝　信

森林・林業局森林整備課副主査森林・林業局森林整備課主査 今　原　資　紀

水産局水産振興課主査水産局水産振興課主査 内　海　遼　一

（県漁業協同組合連合会）

水産局水産振興課主査水産局資源管理課主査 井　手　　　剛

水産局資源管理課主査航海士水産局資源管理課主査 嶋　本　正　樹

西牟婁振興局農林水産振興部主査水産局資源管理課主査 土居内　　　龍

水産局資源管理課副主査水産局資源管理課主査 井　川　拓　也

県土整備政策局技術調査課主査県土整備政策局県土整備総務課主査 宮　田　眞由美

県土整備政策局県土整備総務課副主査県土整備政策局県土整備総務課主査 宮　田　　　亮

港湾空港局港湾空港振興課主査県土整備政策局用地対策課主査 増　尾　功　嗣

那賀振興局農林水産振興部主査県土整備政策局用地対策課主査 野　中　拓　央

県東京事務所主査道路局道路政策課主査 栗　山　靖　崇

有田振興局建設部主査道路局道路政策課主査 橋　爪　健　一

海草振興局建設部副主査道路局道路政策課主査 岡　本　太　地

和歌山下津港湾事務所主査道路局道路保全課主査 芝　　　卓　司

商工労働政策局公営企業課主査道路局道路建設課主査 立　石　誠　人

県土整備政策局県土整備総務課主査河川・下水道局河川課主査 村　田　晶　博

（熊本県に派遣）
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都市住宅局建築住宅課主査河川・下水道局河川課主査 梶　本　信　幸

教育委員会事務局主査河川・下水道局河川課主査 西　　　　　悟

河川・下水道局河川課副主査河川・下水道局河川課主査 﨑　山　　　真

河川・下水道局砂防課副主査河川・下水道局砂防課主査 戎　　　忠　則

河川・下水道局砂防課主査都市住宅局都市政策課主査 今　田　滋　則

都市住宅局建築住宅課主査都市住宅局都市政策課主査 山　本　昌　輝

都市住宅局都市政策課副主査都市住宅局都市政策課主査 藤　田　　　愛

都市住宅局公共建築課主査都市住宅局建築住宅課主査 下　吉　靖　昭

西牟婁振興局建設部主査都市住宅局建築住宅課主査 鈴　木　孝　彦

東牟婁振興局串本建設部主査都市住宅局建築住宅課主査 植　山　浩　次

県工業用水道管理センター副主査都市住宅局公共建築課主査 和　田　智　史

河川・下水道局河川課主査港湾空港局港湾漁港整備課主査 中　村　圭　吾

港湾空港局港湾漁港整備課副主査港湾空港局港湾漁港整備課主査 中　村　大　輔

有田振興局健康福祉部主査海草振興局健康福祉部主査 下　野　尚　悦

那賀振興局健康福祉部副主査海草振興局健康福祉部主査 水ノ上　智　子

有田振興局農林水産振興部主査海草振興局農林水産振興部主査 目　良　誠　一

道路局道路政策課主査海草振興局建設部主査 抜　井　昭　憲

港湾空港局港湾漁港整備課主査海草振興局建設部主査 安　田　信　之

那賀振興局建設部主査海草振興局建設部主査 山　本　英　司

那賀振興局建設部主査海草振興局建設部主査 小　栗　健　市

日高振興局建設部主査海草振興局建設部主査 吉　田　　　誠

健康局医務課副主査那賀振興局健康福祉部主査 綾　仁　まどか

那賀振興局健康福祉部副主査那賀振興局健康福祉部主査 森　本　康　弘

地域振興局地域政策課主査那賀振興局農林水産振興部主査 土　井　政　人

海草振興局農林水産振興部主査那賀振興局農林水産振興部主査 玉　置　慶　輔

海草振興局農林水産振興部主査那賀振興局農林水産振興部主査 川　村　昌　子

道路局道路保全課主査那賀振興局建設部主査 田　村　直　大

都市住宅局建築住宅課主査那賀振興局建設部主査 　田　　　誠

海草振興局建設部主査那賀振興局建設部主査 南　　　泰　行

伊都振興局建設部主査那賀振興局建設部主査 寺　阪　　　治

日高振興局農林水産振興部主査那賀振興局建設部主査 坂　本　　　章

日高振興局建設部椿山ダム管理事務所主査那賀振興局建設部主査 関　戸　　　誠

有田振興局農林水産振興部主査伊都振興局地域振興部主査 森　本　哲　矢

県動物愛護センター主査伊都振興局健康福祉部主査 小　寺　澄　枝

農業生産局果樹園芸課主査伊都振興局農林水産振興部主査 桑　原　あ　き

森林・林業局林業振興課主査伊都振興局農林水産振興部主査 近　原　知　子

那賀振興局建設部主査伊都振興局農林水産振興部主査 稲　山　英　樹

伊都振興局農林水産振興部副主査伊都振興局農林水産振興部主査 田　上　資　之

道路局道路保全課主査伊都振興局建設部主査 白　川　裕　二

都市住宅局建築住宅課主査伊都振興局建設部主査 　谷　勝　行

那賀振興局建設部主査伊都振興局建設部主査 末　本　朝　信

伊都振興局建設部副主査伊都振興局建設部主査 辻　本　文　子

道路局道路政策課副主査伊都振興局建設部主査 野　口　弘　志

有田振興局地域振興部副主査有田振興局地域振興部主査 武　内　旭　子

有田振興局健康福祉部副主査有田振興局健康福祉部主査 梶　本　かおり

農林水産政策局農業農村整備課主査有田振興局農林水産振興部主査 日　野　正　御

那賀振興局農林水産振興部主査有田振興局農林水産振興部主査 辻　　　宏　之

那賀振興局農林水産振興部主査有田振興局農林水産振興部主査 森　　　博　子

東牟婁振興局農林水産振興部主査有田振興局農林水産振興部主査 　須　貴　之

和歌山下津港湾事務所主査有田振興局建設部主査 濵　田　　　実

西牟婁振興局建設部主査有田振興局建設部主査 木　村　　孝
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東牟婁振興局新宮建設部主査有田振興局建設部主査 奥　田　直　哉

東牟婁振興局新宮建設部主査有田振興局建設部主査 熊　代　康　壱

有田振興局建設部副主査有田振興局建設部主査 津　村　武　宏

日高振興局建設部主査有田振興局建設部二川ダム管理事務所主査 桶　谷　秀　人

有田振興局建設部二川ダム管理事務所副主査有田振興局建設部二川ダム管理事務所主査 嶋　田　久　稔

農林水産政策局農業農村整備課主査日高振興局農林水産振興部主査 在　津　秀　俊

県農林大学校就農支援センター主査日高振興局農林水産振興部主査 及　川　彩　加

伊都振興局建設部主査日高振興局農林水産振興部主査 野　間　大　地

西牟婁振興局農林水産振興部主査日高振興局農林水産振興部主査 藤　井　照　久

西牟婁振興局農林水産振興部主査日高振興局農林水産振興部主査 谷　本　光　弘

海草振興局建設部主査日高振興局建設部主査 芝　　　康　洋

西牟婁振興局建設部主査日高振興局建設部主査 辻　　　真　弘

県林業試験場主査研究員西牟婁振興局農林水産振興部主査 濵　口　隆　章

農業生産局経営支援課主査西牟婁振興局農林水産振興部主査 中　谷　勇　紀

海草振興局農林水産振興部主査西牟婁振興局農林水産振興部主査 田　中　俊　充

日高振興局農林水産振興部主査西牟婁振興局農林水産振興部主査 行　森　　　啓

日高振興局農林水産振興部主査西牟婁振興局農林水産振興部主査 中　本　　　崇

東牟婁振興局農林水産振興部主査西牟婁振興局農林水産振興部主査 田　中　敏　雄

海草振興局建設部主査西牟婁振興局建設部主査 森　本　春　樹

有田振興局建設部主査西牟婁振興局建設部主査 鈴　木　　　喬

東牟婁振興局新宮建設部主査西牟婁振興局建設部主査 畠　中　貴　豊

海草振興局健康福祉部主査東牟婁振興局健康福祉部主査 麓　　　岳　文

森林・林業局森林整備課主査東牟婁振興局農林水産振興部主査 仙　田　大　三

伊都振興局農林水産振興部主査東牟婁振興局農林水産振興部主査 室　井　信　也

西牟婁振興局農林水産振興部主査東牟婁振興局農林水産振興部主査 新　藤　裕　和

環境政策局循環型社会推進課主査東牟婁振興局串本建設部主査 北　谷　宗　敏

西牟婁振興局建設部主査東牟婁振興局串本建設部主査 守　田　達　哉

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主査 松　井　信　宏

東牟婁振興局串本建設部主査東牟婁振興局串本建設部七川ダム管理事務所主 井　口　登希央

査

西牟婁振興局建設部主査東牟婁振興局新宮建設部主査 大　藪　武　志

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副主査東牟婁振興局新宮建設部主査 山　本　　　要

農業生産局経営支援課主査県東京事務所主査 増　田　琢　磨

河川・下水道局河川課副主査県東京事務所主査 澳　　　知　寛

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 西　脇　　　治

環境政策局環境管理課主査県環境衛生研究センター主査研究員 桶　谷　嘉　一

県環境衛生研究センター副主査研究員県環境衛生研究センター主査研究員 新　宅　沙　織

県立こころの医療センター主査看護師県子ども・女性・障害者相談センター主査 山　本　起美代

県立なぎ看護学校副主査専任教員県立高等看護学院主査専任教員 山　本　雅　子

県立高等看護学院主査専任教員県立なぎ看護学校主査専任教員 赤　松　智恵美

県立高等看護学院副主査専任教員県立なぎ看護学校主査専任教員 坂　野　由　美

県立こころの医療センター精神科第二医長県立こころの医療センター精神科第一医長 前　田　智　信

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看護師長 田　又　稔　博

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看護師長 松　宮　賢　治

県子ども・女性・障害者相談センター主査県立こころの医療センター主査 川　口　夏　生

県立こころの医療センター副主査看護師県立こころの医療センター主査看護師 志　葉　佳寿美

有田振興局建設部二川ダム管理事務所主査県工業用水道管理センター主査 小　鳥　　久

県工業用水道管理センター副主査県工業用水道管理センター主査 平　田　宜　也

県立田辺産業技術専門学院主査県立和歌山産業技術専門学院主査 井　元　友　昭

県立和歌山産業技術専門学院副主査県立和歌山産業技術専門学院主査 髙　橋　　　大
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県立和歌山産業技術専門学院主査県立田辺産業技術専門学院主査 木　村　圭　介

県工業技術センター副主査研究員県工業技術センター主査研究員 　内　弘　昭

県工業技術センター副主査研究員県工業技術センター主査研究員 片　桐　実　菜

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主査研究員 川　西　孝　秀

県農業試験場主査研究員県農業試験場暖地園芸センター主査研究員 岡　本　　　崇

県農業試験場暖地園芸センター副主査研究員県農業試験場暖地園芸センター主査研究員 田　中　寿　弥

農業生産局経営支援課主査県果樹試験場主査研究員 中　谷　　　章

有田振興局農林水産振興部主査県果樹試験場かき・もも研究所主査研究員 南　方　高　志

紀北家畜保健衛生所主査県畜産試験場主査研究員 亀　位　　　徹

日高振興局農林水産振興部主査県水産試験場主査研究員 安　江　尚　孝

県水産試験場副主査研究員県水産試験場主査研究員 山　根　弘　士

県水産試験場副主査研究員県水産試験場主査研究員 河　合　俊　輔

農業生産局畜産課主査紀南家畜保健衛生所主査 藤　原　美　華

西牟婁振興局農林水産振興部主査県農林大学校主査 犬　飼　宣　興

都市住宅局都市政策課主査和歌山下津港湾事務所主査 堀　　　晃　司

伊都振興局建設部主査和歌山下津港湾事務所主査 上　野　宏　和

和歌山下津港湾事務所副主査和歌山下津港湾事務所主査 芝　崎　圭　佑

伊都振興局建設部主査教育委員会事務局主査 小　林　香　木

企画政策局情報政策課副主査企画政策局情報政策課主査 上　山　　　啓

（地方公共団体情報システム機構に派遣）（地方公共団体情報システム機構に派遣）

日高振興局農林水産振興部主査森林・林業局林業振興課主査 松　島　洋　介

（住友林業（株）に派遣）

森林・林業局林業振興課副主査森林・林業局林業振興課主査 浅　野　雅　圭

（ナイス（株）に派遣）

南紀白浜空港管理事務所主査港湾空港局港湾空港振興課主査 下　村　　　智

（（株）南紀白浜エアポートに派遣）

＊＊＊　一　般　職　員　＊＊＊
水産局水産振興課　技師総務管理局財政課　技師 赤　松　佑　哉

伊都振興局農林水産振興部　技師地域振興局地域政策課　技師 吉　野　采柚里

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副主査 山　中　典　子

東牟婁振興局健康福祉部　医療技師健康局健康推進課　医療技師 花　光　宏　樹

西牟婁振興局健康福祉部　医療技師健康局薬務課　医療技師 中　谷　充　志

企画政策局情報政策課副主査農林水産政策局農林水産総務課副主査 関　口　篤　史

東牟婁振興局農林水産振興部副主査農林水産政策局農林水産総務課副主査 坪　井　騰　久

県林業試験場　研究員農林水産政策局農林水産総務課副主査 竹　内　隆　介

県農業試験場副主査研究員農林水産政策局食品流通課副主査 橋　本　真　明

県果樹試験場うめ研究所副主査研究員農林水産政策局食品流通課副主査 北　村　祐　人

日高振興局農林水産振興部　技師農林水産政策局農業農村整備課　技師 清　水　　　諒

農林水産政策局農林水産総務課副主査農業生産局果樹園芸課副主査 本　多　剛　宜

（農林水産省に派遣）

県果樹試験場　研究員農業生産局果樹園芸課　技師 勘　代　博　文

伊都振興局健康福祉部　医療技師農業生産局果樹園芸課　医療技師 柑　本　奈　保

紀北家畜保健衛生所副主査農業生産局畜産課副主査 磯　江　美智子

紀南家畜保健衛生所副主査農業生産局畜産課副主査 宮　本　泰　成

県農林大学校副主査農業生産局経営支援課副主査 山　田　芳　裕

西牟婁振興局農林水産振興部　技師農業生産局経営支援課副主査 北　出　絵里朱

森林・林業局林業振興課森林・林業局林業振興課副主査 下　山　　　徹

技師（住友林業（株）に派遣）

西牟婁振興局農林水産振興部　技師森林・林業局森林整備課　技師 濵　野　莉彩子

海草振興局建設部　技師道路局道路建設課　技師 中　筋　一　希

東牟婁振興局新宮建設部　技師道路局道路建設課　技師 齊　藤　聖　也
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平成31年４月１日 人事異動表 技術（ ）

新　職　名 旧　職　名氏　　名

県土整備政策局県土整備総務課河川・下水道局河川課　技師 松　川　大　佑

技師（国土交通省水管理・国土保全局に派遣）

海草振興局建設部　技師河川・下水道局河川課　技師 栗　谷　嵩　洋

西牟婁振興局建設部副主査河川・下水道局砂防課副主査 谷　口　祐　一

県土整備政策局県土整備総務課河川・下水道局砂防課　技師 宮　本　耕太郎

技師（内閣府防災参事官室に派遣）

那賀振興局建設部　技師河川・下水道局下水道課　技師 秋　田　祐　貴

那賀振興局建設部副主査都市住宅局都市政策課副主査 川　邉　奈津希

伊都振興局建設部　技師都市住宅局都市政策課　技師 井　馬　史　博

河川・下水道局河川課副主査都市住宅局建築住宅課副主査 秋　山　　　格

有田振興局建設部副主査都市住宅局建築住宅課副主査 出　口　達　也

都市住宅局都市政策課副主査都市住宅局公共建築課副主査 谷　奥　逸　希

日高振興局建設部副主査都市住宅局公共建築課副主査 羽　山　恭　平

西牟婁振興局建設部　技師都市住宅局公共建築課　技師 中　本　浩　平

日高振興局建設部　技師港湾空港局港湾漁港整備課　技師 嶋　田　圭　悟

東牟婁振興局串本建設部　技師港湾空港局港湾漁港整備課　技師 上　舍　和　寛

日高振興局健康福祉部　保健師海草振興局健康福祉部副主査 江　川　由　佳

西牟婁振興局健康福祉部　技師海草振興局健康福祉部　技師 弓　庭　一　輝

道路局道路政策課副主査海草振興局建設部副主査 青　石　雄　基

有田振興局農林水産振興部副主査那賀振興局農林水産振興部副主査 　川　　　力

都市住宅局都市政策課　技師那賀振興局建設部　技師 土　山　拓　也

那賀振興局農林水産振興部　技師那賀振興局建設部　技師 浦　田　康　平

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 太　田　美　見

農林水産政策局食品流通課副主査伊都振興局農林水産振興部副主査 大　嶋　功　資

河川・下水道局河川課副主査伊都振興局建設部副主査 谷　岡　祐　太

那賀振興局健康福祉部　保健師有田振興局健康福祉部　保健師 楠　岡　　　葵

東牟婁振興局健康福祉部　医療技師有田振興局健康福祉部　医療技師 樫　山　勇　太

県水産試験場副主査研究員有田振興局農林水産振興部副主査 小　林　慧　一

西牟婁振興局地域振興部　技師有田振興局農林水産振興部　技師 坂　口　未　紗

都市住宅局建築住宅課副主査有田振興局建設部副主査 児　島　悠　子

和歌山下津港湾事務所　技師有田振興局建設部二川ダム管理事務所　技師 山　下　恭　志

那賀振興局健康福祉部副主査日高振興局健康福祉部副主査 音　無　大　武

西牟婁振興局建設部副主査日高振興局健康福祉部副主査 伊　藤　重　信

東牟婁振興局健康福祉部　保健師日高振興局健康福祉部　保健師 熊　谷　穂　波

農業生産局果樹園芸課副主査日高振興局農林水産振興部副主査 岡　本　功　一

東牟婁振興局農林水産振興部　技師日高振興局農林水産振興部　技師 織　田　亘　美

県土整備政策局用地対策課副主査日高振興局建設部副主査 表　野　憲　正

東牟婁振興局地域振興部副主査西牟婁振興局地域振興部副主査 大　山　智　史

環境政策局循環型社会推進課　技師西牟婁振興局健康福祉部　技師 﨑　山　智　伊

海草振興局健康福祉部　保健師西牟婁振興局健康福祉部　保健師 福　岡　琴　子

東牟婁振興局健康福祉部　医療技師西牟婁振興局健康福祉部　医療技師 貝　川　裕　唯

有田振興局地域振興部副主査西牟婁振興局農林水産振興部副主査 上　田　清　貴

都市住宅局公共建築課副主査西牟婁振興局建設部副主査 出　口　翔　士

那賀振興局建設部副主査西牟婁振興局建設部副主査 稲　葉　翔　大

東牟婁振興局串本建設部副主査西牟婁振興局建設部副主査 中　西　達　也

河川・下水道局下水道課　技師西牟婁振興局建設部副主査 松　村　啓太郎

道路局道路政策課　技師西牟婁振興局建設部　技師 宮　本　健　嗣

日高振興局農林水産振興部副主査東牟婁振興局地域振興部副主査 山　田　　　亨

県民局食品・生活衛生課副主査東牟婁振興局健康福祉部副主査 森　田　　　翠

（国際協力機構に派遣）

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副主査 千　田　絢　子

森林・林業局森林整備課　技師東牟婁振興局農林水産振興部　技師 玉　置　祐　芸
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平成31年４月１日 人事異動表 技術（ ）

新　職　名 旧　職　名氏　　名

有田振興局建設部二川ダム管理事務所副主査東牟婁振興局串本建設部副主査 坂　田　直　人

道路局道路建設課　技師東牟婁振興局串本建設部　技師 福　田　圭　佑

東牟婁振興局串本建設部副主査東牟婁振興局新宮建設部副主査 向　畑　允　人

都市住宅局公共建築課　技師東牟婁振興局新宮建設部副主査 栗　山　　　大

東牟婁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 樋　下　勝　彦

県民局食品・生活衛生課　医療技師県動物愛護センター　医療技師 髙　田　由香子

県立こころの医療センター副主査県子ども・女性・障害者相談センター副主査 岩　倉　ま　り

県立こころの医療センター副主査看護師県立高等看護学院副主査専任教員 仲宗根　利　人

県立こころの医療センター副主査看護師県立高等看護学院副主査専任教員 小　河　七五三

県立高等看護学院副主査専任教員県立こころの医療センター副主査看護師 長　束　修　佑

日高振興局健康福祉部副主査県難病・子ども保健相談支援センター副主査 大　原　美　沙

農業生産局経営支援課　技師県農業試験場　研究員 嶋　本　旭　寿

有田振興局農林水産振興部　技師県果樹試験場　研究員 松　山　尚　生

那賀振興局農林水産振興部　技師県果樹試験場うめ研究所　研究員 下　村　友季子

西牟婁振興局農林水産振興部　技師県果樹試験場うめ研究所　研究員 稲　葉　有　里

森林・林業局林業振興課　技師県林業試験場　研究員 的　場　彬　通

農林水産政策局食品流通課副主査県水産試験場副主査研究員 陶　山　公　彦

農業生産局畜産課副主査紀北家畜保健衛生所副主査 湯　橋　宏　美

県畜産試験場副主査研究員紀南家畜保健衛生所副主査 髙　田　広　達

河川・下水道局砂防課　技師県土砂災害啓発センター副主査 岸　畑　明　宏

港湾空港局港湾漁港整備課　技師和歌山下津港湾事務所　技師 木　原　克　也

総務管理局財政課副主査農林水産政策局農林水産総務課副主査 下　　　博　圭

（農林水産省に派遣）

農業生産局経営支援課副主査農林水産政策局農林水産総務課副主査 濵　中　大　輝

（日本貿易振興機構に派遣）

県果樹試験場うめ研究所副主査研究員農業生産局果樹園芸課副主査 仲　　　慶　晃

（和歌山県農業協同組合連合会に派遣）

河川・下水道局河川課　技師県土整備政策局県土整備総務課 辻　岡　　　伸

技師（国土交通省水管理・国土保全局に派遣）

都市住宅局公共建築課　技師港湾空港局港湾空港振興課副主査 中　村　太　一

（（株）南紀白浜エアポートに派遣）
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平成31年４月１日 人事異動表 技術（ ）組織改正１（本庁・出先）

新　職　名 旧　職　名氏　　名

＊＊＊　課　長　級 ＊＊＊

県工業技術センター生活・環境産業部長県工業技術センター地域資源活用部長 解　野　誠　司

県工業技術センター薬事産業部長県工業技術センター薬業振興部長 宮　井　一　行

＊＊＊　課長補佐級 ＊＊＊
紀北家畜保健衛生所防疫課長紀北家畜保健衛生所総務防疫課長 黒　田　順　史

1



平成31年４月１日 人事異動表 技術（ ）記者発表外１

新　職　名 旧　職　名氏　　名

＊＊＊　部　長　級 ＊＊＊
県土整備部技監　道路局長事務取扱県土整備部技監 庄　司　　　勝

＊＊＊　課　長　級 ＊＊＊
有田振興局健康福祉部企画員　兼健康福祉部副有田振興局健康福祉部企画員 松　本　政　信

部長　兼海草振興局健康福祉部企画員　兼健康兼健康福祉部副部長

福祉部副部長

都市住宅局公共建築課主幹都市住宅局公共建築課主幹 東　中　史　和

兼医務課公立大学法人室主幹　兼河川課主幹

＊＊＊　課長補佐級 ＊＊＊
環境政策局環境生活総務課環境計画班長環境政策局環境生活総務課課長補佐 石　井　信　之

兼環境計画班長

福祉保健政策局ねんりんピック推進課宿泊・輸福祉保健政策局ねんりんピック推進課課長補佐 小笠原　章　浩

送班長兼宿泊・輸送班長

健康局健康推進課母子保健班長健康局健康推進課課長補佐　兼母子保健班長 尾　﨑　裕　美

健康局薬務課指導班長健康局薬務課課長補佐　兼指導班長 橋　本　雅　樹

農林水産政策局農林水産総務課政策企画班長農林水産政策局農林水産総務課課長補佐 川　村　　　実

兼政策審議課主任兼政策企画班長　兼政策審議課主任

農業生産局経営支援課普及班長農業生産局経営支援課課長補佐　兼普及班長 初　山　　　守

森林・林業局林業振興課低コスト林業班長森林・林業局林業振興課課長補佐 井　戸　聖　富

兼低コスト林業班長

道路局道路保全課交通安全・市町村道班長道路局道路保全課課長補佐 栗　林　利　樹

兼交通安全・市町村道班長

河川・下水道局河川課防災班長河川・下水道局河川課課長補佐　兼防災班長 岸　岡　正　哲

河川・下水道局砂防課保全班長河川・下水道局砂防課課長補佐　兼保全班長 殿　井　直　人

河川・下水道局下水道課流域下水道班長河川・下水道局下水道課課長補佐 筑　前　収　司

兼流域下水道班長

都市住宅局公共建築課機械設備班長都市住宅局公共建築課課長補佐　兼機械設備班 橋　本　　　聡

兼医務課主任長　兼医務課公立大学法人室課長補佐

都市住宅局公共建築課主任都市住宅局公共建築課主任　兼河川課主任 守　内　寿　英

県農業試験場暖地園芸センター副所長県農業試験場暖地園芸センター副所長 楠　　　茂　樹

兼園芸部長

紀北家畜保健衛生所次長　兼総務課長紀北家畜保健衛生所次長 豊　吉　久　美

＊＊＊　係　長　級 ＊＊＊
西牟婁振興局建設部副主査西牟婁振興局建設部主査 久　保　和　生

東牟婁振興局串本建設部副主査東牟婁振興局串本建設部主査 下　村　直　人

県動物愛護センター副主査県動物愛護センター主査 岡　野　員　弥

県動物愛護センター副主査県動物愛護センター主査 髙　垣　章　久

県農業試験場暖地園芸センター副主査県農業試験場暖地園芸センター主査 玉　置　義　人

＊＊＊　一　般　職　員　＊＊＊
企画政策局情報政策課　技師企画政策局情報政策課副主査 中　野　祥　房

企画政策局情報政策課　技師企画政策局情報政策課副主査 畠　　　哲　也

企画政策局情報政策課　技師企画政策局情報政策課副主査 金　川　友　則

県民局食品・生活衛生課　医療技師県民局食品・生活衛生課副主査 上　田　伸　幸

県民局食品・生活衛生課　医療技師県民局食品・生活衛生課副主査 硲　　　一　樹

県民局食品・生活衛生課　技師県民局食品・生活衛生課副主査 奥　　　裕里衣

企業政策局企業立地課　技師企業政策局企業立地課副主査 坂　野　悠　司

農業生産局果樹園芸課　技師農業生産局果樹園芸課副主査 川　口　明日香

水産局資源管理課　機関士水産局資源管理課副主査機関士 藤　田　紘　伸

都市住宅局建築住宅課　技師都市住宅局建築住宅課副主査 山　﨑　孝一郎

海草振興局建設部　技師海草振興局建設部副主査 宮　尾　絢　可
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新　職　名 旧　職　名氏　　名

海草振興局建設部　技師海草振興局建設部副主査 小　村　泰　一

那賀振興局建設部　技師那賀振興局建設部副主査 平　松　龍市郎

有田振興局健康福祉部　保健師有田振興局健康福祉部副主査 片　山　梨　江

有田振興局建設部　技師有田振興局建設部副主査 田　中　康　平

日高振興局健康福祉部　保健師日高振興局健康福祉部副主査 平　井　彩　夏

西牟婁振興局健康福祉部　保健師西牟婁振興局健康福祉部副主査 中　井　沙　紀

西牟婁振興局農林水産振興部　技師西牟婁振興局農林水産振興部副主査 五　島　一　成

県環境衛生研究センター　研究員県環境衛生研究センター副主査研究員 　村　暢　浩

県環境衛生研究センター　研究員県環境衛生研究センター副主査研究員 奥　野　優　希

県立高等看護学院　専任教員県立高等看護学院副主査専任教員 廣　野　み　さ

県立こころの医療センター　看護師県立こころの医療センター副主査看護師 村　田　竜　介

県立こころの医療センター　看護師県立こころの医療センター副主査看護師 吉　田　香奈子

県立こころの医療センター　看護師県立こころの医療センター副主査看護師 松　坂　翔　太

県立こころの医療センター　看護師県立こころの医療センター副主査看護師 萬　谷　有　美

県立田辺産業技術専門学院　職業指導員県立田辺産業技術専門学院副主査 井　本　泰　明

県工業技術センター　研究員県工業技術センター副主査研究員 藤　井　　　亮

県工業技術センター　研究員県工業技術センター副主査研究員 野　村　侑　平

県工業技術センター　研究員県工業技術センター副主査研究員 廣　田　彩　花

県畜産試験場　研究員県畜産試験場副主査研究員 　山　晃　志
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＊＊＊　部　長　級　＊＊＊

藤　川　　　崇危機管理監　

山　田　成　紀環境生活部長　

山　本　等　士福祉保健部長　

山　西　毅　治商工観光労働部長　

原　　　康　雄農林水産部長　

中　西　　　淳会計管理者　

土　井　安　児那賀振興局長　

田　村　公　一県議会事務局長　

岡　本　勝　年人事委員会事務局長　

児　玉　征　也労働委員会事務局長　

岡　﨑　秀　紀監査委員事務局長　

水　上　勇　人県参事（県土地開発公社専務理事）

出　口　博　之県立医科大学事務局長　

＊＊＊　次　長　級　＊＊＊

二　越　宏　平県参事　監察査察課長事務取扱

堀　　　浩　一県参事　循環型社会推進課長事務取扱

福　田　泰　博環境生活部生活安全参事　

中　口　　　匠和歌山県税事務所長　

宮　地　良　治紀中県税事務所長　

森　本　修　司県参事　県消防学校長事務取扱

山　東　良　朗県参事　県立文書館長事務取扱

吐　前　聖　二県参事　兼県立高等看護学院副学院長　事務長事務取扱

阿　部　則　章県参事　県立なぎ看護学校長事務取扱

千　葉　彰　一県立こころの医療センター事務局長　

糸　川　　　徹県議会事務局次長　

小　川　真　一県参事（環境保全公社専務理事）

藤　井　敦　弘県参事（県老人クラブ連合会事務局長）

川　口　裕　司県参事（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）

永　田　和　之県土整備部河川・下水道局長　

前　中　伸　之県参事　公共建築課長事務取扱

諏　訪　佳　夫海草振興局参事　建設部長事務取扱

三　木　康　義県参事　和歌山下津港湾事務所長事務取扱

本　田　孝　志県参事（県農業会議事務局長）
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＊＊＊　課　長　級　＊＊＊

福　井　保　司企画政策局国際課旅券事務長　旅券班長事務取扱

立　石　和　史健康局薬務課長　

生　駒　健　夫東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長　

園　部　浩　三県消費生活センター所長　

吉　田　政　弘県立和歌山産業技術専門学院長　

城　　　泰　成観光局観光交流課副課長　

岡　田　圭　二河川・下水道局河川課副課長　調整班長事務取扱

大　前　英　信港湾空港局港湾空港振興課主幹（不法占用対策担当）　

田　尻　潤　嗣海草振興局建設部海南工事事務所次長　

松　本　憲　治伊都振興局健康福祉部副部長　兼県子ども・女性・障害者相談センター主幹　総務健康安
全課長事務取扱

前　田　敏　孝伊都振興局建設部副部長　

宮　本　隆　之県環境衛生研究センター次長　総務管理課長事務取扱

井戸崎　敏　紀県工業用水道管理センター次長　

松　本　　　崇県立田辺産業技術専門学院副学院長　総務課長事務取扱

土　井　雅　史和歌山下津港湾事務所次長　

西　脇　和　也県議会事務局政策調査課総括調査員　

田　尻　佳　敬監査委員事務局第一課総括調査員　

岩　城　　　望監査委員事務局第一課総括調査員　

濵　野　茂　樹監査委員事務局第二課総括調査員　

福　田　光　芳企画政策局企画総務課企画員（和歌山社会経済研究所研究部長）

北　　　順　夫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）

曲　出　朗　久観光局観光振興課主幹（県観光連盟事務局長）

岡　田　和　久環境政策局環境生活総務課自然環境室長　

中　山　隆　史県動物愛護センター所長　

森　田　　　格県紀南児童相談所長　

寺　井　武　志県工業用水道管理センター所長　

髙　辻　　　渉県工業技術センター企画員　兼副所長　兼食品産業部長

森　下　年　起県農業試験場長　

小久保　友　義県水産試験場長　

青　木　一　人健康局薬務課副課長　

板　橋　弘　幸日高振興局建設部総括専門員　

長　島　　　隆県精神保健福祉センター主幹　

中　澤　則　子県立高等看護学院教務主幹　

小　林　一　太県立こころの医療センター看護副部長　
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増　田　　彦県農業試験場副場長　

南　　　敏　夫県果樹試験場副場長　

西　本　昌　未県農林大学校副校長　

林　　　由　平南紀白浜空港管理事務所次長　

＊＊＊　課長補佐級　＊＊＊

有　本　和　彦福祉保健政策局福祉保健総務課検査員　

木　下　　　敏商工労働政策局商工観光労働総務課課長補佐　兼計量指導班長

栗　山　有香子会計局総務事務集中課主任　

浦　　　正　幸海草振興局建設部主任　

長　尾　照　雄那賀振興局地域振興部会計専門員　

野　口　太久夫那賀振興局建設部用地課長　

金　川　淳　子伊都振興局建設部主任　

狩　谷　英　治日高振興局地域振興部会計専門員　

出　店　豊　司日高振興局建設部用地課長　

出　立　和　男日高振興局建設部主任　

畑　中　和　世紀中県税事務所主任　

廣　嶋　　　克県立文書館主任　

湯　川　仁　康労働委員会事務局主任　

山　下　雅　弘監査委員事務局第二課調査員　

森　岡　　　靖健康局医務課課長補佐（県立医科大学事務局施設管理課課長補佐　兼管理班長）

太　田　公　也健康局健康推進課課長補佐　兼感染症対策班長

山　西　妃早子農林水産政策局食品流通課主任　

根　来　圭　一農業生産局経営支援課主任　

柏　木　美由紀海草振興局健康福祉部保健福祉課長　

尾　﨑　則　子海草振興局健康福祉部主任　

吉　村　令　三海草振興局健康福祉部主任　

宮　井　裕見子西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課長　

廣　畑　和　子県子ども・女性・障害者相談センター女性相談課長　

横　貫　博　継県子ども・女性・障害者相談センター主任　

小　林　千　尋県立こころの医療センター看護師長　

坂　井　留次郎県立和歌山産業技術専門学院主任　

安　達　信　広県立和歌山産業技術専門学院主任　

平　山　雅　之県立田辺産業技術専門学院主任　

中　地　良　樹県水産試験場主任研究員　

堀　田　雅　巳県農林大学校就農支援センター主任　
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＊＊＊　係　長　級　＊＊＊

中　　　智　子福祉保健政策局福祉保健総務課主査　

西　　　万利以海草振興局地域振興部主査　

古　田　正　人海草振興局建設部主査　

上　野　勝　治海草振興局建設部主査　

谷　口　千代美西牟婁振興局建設部主査　

山　本　芳　美県議会事務局主査　

大　谷　栄　徳農林水産政策局農林水産総務課主査　

上　垣　　　学海草振興局建設部主査　

前　川　幸　三那賀振興局建設部主査　

　地　和　孝那賀振興局建設部主査　

村　上　敏　幸日高振興局建設部主査　

尾　﨑　清　志西牟婁振興局健康福祉部主査　

弓　場　　　勲県動物愛護センター主査　

三　浦　美知代県子ども・女性・障害者相談センター主査　

壽　系　徳　子県立高等看護学院主査専任教員　

大　倉　　　紀県立なぎ看護学校主査専任教員　

稲　田　愛　子県立こころの医療センター副看護師長　

岡　室　美絵子県果樹試験場主査研究員　

五　味　久　雄県果樹試験場うめ研究所主査　

濵　田　晋　治県畜産試験場主査　

＊＊＊　一　般　職　員　＊＊＊

鍵　本　典　子県民局県民生活課副主査　

宇　代　裕　佳紀南県税事務所副主査　

村　瀬　美　美森林・林業局森林整備課副主査　

中　口　大　亮港湾空港局港湾漁港整備課　技師

　畑　翔　平海草振興局農林水産振興部　技師

阪　中　弘　幸那賀振興局建設部　技師

岩　本　圭太郎伊都振興局建設部　技師

小　出　健　太西牟婁振興局建設部　技師

西　川　健太郎県東京事務所副主査　

有　光　恵　実県子ども・女性・障害者相談センター　福祉主事

高　橋　　　凌県紀南児童相談所　福祉主事

孫　本　美　和県立高等看護学院副主査専任教員　

　木　千　晶県立高等看護学院副主査専任教員　
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北　村　真由美県立高等看護学院　専任教員

眞　砂　佳　世県立なぎ看護学校副主査専任教員　

松　本　浩　明県立なぎ看護学校副主査専任教員　

南　部　博　美県立こころの医療センター副主査看護師　

椎　谷　聖　也県立田辺産業技術専門学院　職業指導員

瀧　藤　眞　一紀南家畜保健衛生所　技師

＊＊＊　現　業　職　員　＊＊＊

田　中　千　秋県水産試験場　用務員
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人事異動について 

１ 退職 （平成31年3月31日付け予定） 

氏 名 職  名 就 任  予  定  等 

小櫻 梨絵 総務部総務管理局市町村課

主事 

平成31年4月1日付けで総務省に復帰予

定 

松岡 里奈 県土整備部道路局道路建設

課技師 

平成31年4月1日付けで国土交通省に復

帰予定 

 

 

２ 採用 （平成31年4月1日付け予定） 

氏 名 職  名 前  職  等 

小峰 伸也 福祉保健部福祉保健政策局

子ども未来課長 

平成31年3月31日付けで厚生労働省健

康局健康課課長補佐を退職予定 

小野 峻明 総務部総務管理局市町村課

主事 

H31年3月31日付けで総務省自治税務局

市町村税課を退職予定 

中井 諒介 県土整備部道路局道路政策

課技師 

平成31年3月31日付けで国土交通省近

畿地方整備局紀南河川国道事務所工務

第三課を退職予定 

 

 

３ 一般任期付職員の退職 （平成31年3月31日付け予定） 

氏 名 職  名 備   考 

笠松 隆洋 
和歌山県参事 兼和歌山県

立高等看護学院長 
 

田邊 政文 
総務部危機管理局災害対策

課主幹 兼危機管理・消防課

主幹 

 

板谷 泰收 総務部総務管理局人事課主

査 
 



 

４ 一般任期付職員の採用 （平成31年4月1日付け予定） 

氏 名 職  名 前  職  等 

澁谷 貞子 
和歌山県参事 兼和歌山県

立高等看護学院長 
 

 

山西 毅治 

（※） 

和歌山県世界遺産センター

所長 
和歌山県商工観光労働部長 

池岡 龍彦 

総務部危機管理局災害対策

課主幹 兼危機管理・消防課

主幹 

 

松山 俊彦 
企画部企画政策局文化学術

課主幹（私学振興担当） 
近畿大学附属和歌山高等学校教諭 

徳冨 智哉 
企画部企画政策局企画総務

課主事 
 

  （※）採用日は、平成31年4月2日付け予定 

 

 

５ 一般任期付職員の任期の更新 （平成31年4月1日付け予定） 

氏 名 職  名 備   考 

阪 達司 
和歌山県環境衛生研究セン

ター所長 

平成31年4月1日から平成33年3月31日まで任

期を更新 

（更新前の任期） 

平成29年4月1日から平成31年3月31日まで 

  


