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１５．役 職 員 異 動 

役員異動

区分 異動年月日 氏  名 旧  役  職 新  役  職 

辞職 H18．12．31 川本 俊明 理事 大臣官房付

任命 H19． 1．1 村岸  明 国土技術政策総合研究所副所長 理事

職員転入

異動年月日 氏  名 旧  役  職 新  役  職 

坂本 成雄 東北地方整備局河川部水政課長 総務部総務課長 

松井 一通 国土交通政策研究所総務課総務係長 総務部総務課主査(人事給与担当) 

(併)総務部職員課(職員担当) 

山田  洋 関東地方整備局常総国道事務所総務課総務係長 総務部会計課主査(契約担当) 

野本 英樹 国土地理院総務部管財課刊行調査係長 企画部企画調査課主査(調査担当) 

山本 耕平 国土技術政策総合研究所総務部会計課予算係 総務部会計課主事(経理担当) 

矢吹 伸一 関東地方整備局営繕部 

筑波研究学園都市施設管理官付 

企画部企画調査課主査(企画担当) 

H18．4．1

桑沢 保夫 国土技術政策総合研究所建築研究部 

環境・設備基準研究室長 

環境研究グループ上席研究員 

H18．4．2 川田 昌樹 大臣官房技術調査課 住宅・都市研究グループ研究員 

(併)企画部企画調査課 

山田  繁 大臣官房会計課公共事業予算執行管理室長 総務部長 H18．7．1

萩原 秀昭 関東地方整備局東京第一営繕事務所 

技術課調査係長 

企画部情報・技術課主査(施設担当)

飯場 正紀 国土技術政策総合研究所 

危機管理技術研究センター建築災害対策研究官 

構造研究グループ上席研究員 

高島 賢二 独立行政法人土木研究所総務部会計課主査(経理担

当) 

総務部会計課主査(決算担当) 

H18．8．1

高橋 辰也 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 

建築設計審査第一係長 

企画部情報・技術課主査(技術担当)

H18．10．2 上之薗 隆志 国土技術政策総合研究所建築研究部付 構造研究グループ長 

※ 「旧役職」欄中、国土交通省の部局等については「国土交通省」の記載を省略 

職員転出 

異動年月日 氏  名 旧  役  職 新  役  職 

山浦 今朝夫 総務部総務課長 河川局防災課課長補佐 

郡山 岳志 総務部総務課主査(人事給与担当) 都市・地域整備局大都市圏整備課 

整備第一係長 （併）総務部総務課（職員担当） 

渡邉 英城 総務部職員課主査(福利厚生担当) 関東地方整備局常陸河川国道事務所 

日立国道出張所事務係長 

丸茂 大助 総務部会計課主査(契約担当) 国土交通大学校総務課厚生係長 

後藤 智恵子 企画部企画調査課主査(国際担当) 国土技術政策総合研究所総務部 

総務管理官付事務係長 

村松 栄一 企画部情報・技術課主査(情報担当) 関東地方整備局営繕部 

技術・評価課施設評価係長 

南澤 正明 企画部企画調査課主査(企画担当) 関東地方整備局営繕部 

設備第二課専門員 

H18．4．1

西澤 繁毅 環境研究グループ研究員 国土技術政策総合研究所建築研究部 

環境・設備基準研究室研究官 

H18．5．15 西山 正倫 住宅・都市研究グループ研究員 

(併)企画部企画調査課 

住宅局市街地建築課 

沖田 哲兒 総務部長 大臣官房付 H18．6．30

信戸  均 企画部情報・技術課副参事 中部地方整備局技術・評価課課長補佐 

菊地 勝弘 総務部会計課主査(決算担当) 独立行政法人土木研究所総務部 

会計課主査(契約担当) 

H18．7．31

内藤 善一 企画部情報・技術課主査(技術担当) 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 

建築設計審査第一係長 

H18．8．27 加藤 博人  構造研究グループ主任研究員 国土技術政策総合研究所建築研究部 

構造基準研究室主任研究官 

H18．9．30 川田 昌樹 住宅・都市研究グループ研究員 

 (併)企画部企画調査課 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 

H19．3．30 秋田 富夫 総務部会計課副参事 総合政策局総務課付 (独立行政法人土木研

究所総務部総務課長) 

役職員異動
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職員転出 

異動年月日 氏  名 旧  役  職 新  役  職 

山浦 今朝夫 総務部総務課長 河川局防災課課長補佐 

郡山 岳志 総務部総務課主査(人事給与担当) 都市・地域整備局大都市圏整備課 

整備第一係長 （併）総務部総務課（職員担当） 

渡邉 英城 総務部職員課主査(福利厚生担当) 関東地方整備局常陸河川国道事務所 

日立国道出張所事務係長 

丸茂 大助 総務部会計課主査(契約担当) 国土交通大学校総務課厚生係長 

後藤 智恵子 企画部企画調査課主査(国際担当) 国土技術政策総合研究所総務部 

総務管理官付事務係長 

村松 栄一 企画部情報・技術課主査(情報担当) 関東地方整備局営繕部 

技術・評価課施設評価係長 

南澤 正明 企画部企画調査課主査(企画担当) 関東地方整備局営繕部 

設備第二課専門員 

H18．4．1

西澤 繁毅 環境研究グループ研究員 国土技術政策総合研究所建築研究部 

環境・設備基準研究室研究官 

H18．5．15 西山 正倫 住宅・都市研究グループ研究員 

(併)企画部企画調査課 

住宅局市街地建築課 

沖田 哲兒 総務部長 大臣官房付 H18．6．30

信戸  均 企画部情報・技術課副参事 中部地方整備局技術・評価課課長補佐 

菊地 勝弘 総務部会計課主査(決算担当) 独立行政法人土木研究所総務部 

会計課主査(契約担当) 

H18．7．31

内藤 善一 企画部情報・技術課主査(技術担当) 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 

建築設計審査第一係長 

H18．8．27 加藤 博人  構造研究グループ主任研究員 国土技術政策総合研究所建築研究部 

構造基準研究室主任研究官 

H18．9．30 川田 昌樹 住宅・都市研究グループ研究員 

 (併)企画部企画調査課 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 

H19．3．30 秋田 富夫 総務部会計課副参事 総合政策局総務課付 (独立行政法人土木研

究所総務部総務課長) 

役職員異動
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異動年月日 氏  名 旧  役  職 新  役  職 

山浦 明美 総務部会計課主査(管財担当) 独立行政法人土木研究所総務部 

会計課主査(審査担当) 

飯田  勝 総務部総務課主査(総務担当) 国土地理院総務部会計課決算係長 

加藤  実 総務部総務課主事(人事給与担当) 国土技術政策総合研究所企画部 

企画課調査係 

折原 香代子 国際地震工学センター管理室主査(研修庶務担

当) 

国土技術政策総合研究所企画部 

国際研究推進室国際係長 

阪田 知彦 住宅・都市研究グループ主任研究員 国土技術政策総合研究所総合技術政策研究

センター建設経済研究室主任研究官 

伊藤 僚一 企画部情報・技術課長 関東地方整備局営繕部積算課長 

米原  賢 企画部企画調査課副参事 大臣官房官庁営繕部整備課 

施設評価室課長補佐 

矢吹 伸一 企画部企画調査課主査(企画担当) 関東地方整備局東京第一営繕事務所 

技術課保全係長 

成瀬 友宏 防火研究グループ上席研究員 国土技術政策総合研究所建築研究部 

防火基準研究室長 

H19．3．31

浅見 真二 住宅・都市研究グループ長 大臣官房付((財)国土技術研究センター休

職出向) 

※「新役職」欄中、国土交通省の部局等については「国土交通省」の記載を省略

職員採用 

異動年月日 氏  名 旧  役  職 新  役  職 

藤井 雄士郎  国際地震工学センター研究員 H18．4．1

総務部総務課（再雇用）石神　和男

H18．11．1 構造研究グループ研究員田尻　清太郎

 

職員辞職・退職 

異動年月日 氏  名 旧  役  職 新 勤 務 先 

H18．7．31 岡田  恒 構造研究グループ長 ((財)日本住宅・木材技術センター) 

H19．3．31 福田 俊文 研究専門役 ((財)住宅金融普及協会) 

小島 隆矢 建築生産研究グループ主任研究員 (早稲田大学) 

 

役職員異動




