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・H24.9.10「災害公営住宅の整備に関する方針」 
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・H26.10.27 報道発表（簡易宿舎の無償貸与） 
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・H27.10.20 報道発表（マッチングサポート） 
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・H28.1.25 報道発表（内陸部における災害公営住宅の整備） 
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・H28.3.29 報道発表（内陸部における災害公営住宅の整備） 
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・いわてグラフ第 736 号（H25.3.1 発行） 
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・いわてグラフ第 739 号（H25.10.1 発行） 
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・いわてグラフ第 741 号（H26.3.1 発行） 
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・いわてグラフ第 746 号（H27.3.1 発行） 
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・いわてグラフ第 751 号（H28.3.1 発行） 
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・いわてグラフ第 754 号（H28.10.1 発行） 
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・いわてグラフ第 756 号（H29.3.1 発行） 
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・いわてグラフ第 766 号（H31.3.1 発行） 
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資料 10 建築住宅課・振興局建築指導課への派遣職員一覧 

御支援に感謝申し上げます。（順不同、敬称略） 

国土交通省 

山口 陽 東野 文人 細萱 英也 羽入 久仁 村田 英樹 

粟津 貴史 宮森 剛 渡邉 峰樹 小富士 貴 堀崎 真一 

原 朋久 佐々木 雅也 石井 宏典   

 

UR 都市再生機構 

永井 正毅 太田 亘 久野 暢彦 山中 英敏 音地 一直 

石本 政美 福原 義則 菊地 稔 笹岡 太郎 舩津 英人 

白川 徹 佐藤 勝紀 大隣 誠 齋藤 彰一 玉井 祐之 

長櫓 潔 畑内 和彦 砂川 隆 塚本 修 水井 淳 

土井 睦浩 佐々木 清 山田 高臣 牧浦 京次郎 田邉 豪二 

大久保 正二 勝 大河 中村 雅人 池田 賢 宗野 孝 

井村 卓司 丸 安行 宮山 博司 小山田 雅美 松本 大樹 

後藤 善徳 田野 孝恒 南野 裕一 松岡 弘幸 堂原 義久 

河邊 清和 古川 勝俊 土田 淑雄 岩本 友雄 宮迫 裕介 

頼 康彦 佐野 徹 佐々木 秀文 岡部 高明 茂木 賢次 

宮崎 真也 長谷川 晋一 島 英輔 金子 武晃 秦 克次 

保田 敬一郎 片岡 有吾 源尾 将広 山本 修司 市川 健一 

岡本 昌和 中村 量哉 田中 克典 水谷 透 中對 浩之 

村上 隆治 松井 正文 堀川 昌司 牛丸 勉 阿部 泰浩 

白田 充 藤田 和彦 宇津木 靖   

 

青森県 

今 正秀 成田 富男 秋元 一也 奈良 傑 神 浩之 

吉川 弘文 中村 健 奈良岡 肇 中川 範夫 篠﨑 隆史 

三上 勇樹 平 順哉    

 

秋田市 

神坂 正人 伊藤 新 佐々木 智 富樫 剛 鈴木 孝友 

髙橋 陽介 三浦 博充 川村 隆一 三浦 司 今野 三悦 

 

栃木県 

三澤 隆裕 星 淳一郎 竹内 孝太 加藤 喜彦 中村 健太 

佐山 壮     

 

神奈川県 

大上 雅弘 高橋 政雄    

 

川崎市 

森本 隆 鈴木 徳之 濱屋 秋彦 島 周作 澤村 正彦 

石川 秀伸 古田 洋一 島﨑 僚 高橋 竜太 上杉 麻里子 

藤本 潤 奥田 憲三 津守 俊輔   

 

静岡県 

深澤 尚宏 片桐 慶久 臼井 公一 渡辺 英勝 勝又 俊明 

植田 竜司 鈴木 貴博 山口 誉尊 水野 雄史 川口 浩二 

杉山 広孝 山村 祐輔 鈴木 崇浩 石津 健太 中野 俊一 

佐野 裕太 笠原 惇輝 波多野 朗   

 

長野県 

佐藤 泰信 下田 敏 佐野 智彦 塩川 直 山本 陽子 

牛山 博美 竹森 恒平 青木 雄佑   
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大阪府 

中川 啓三 星野 博信 小川 悟 山本 強 北口 好治 

松本 茂 浅川 浩一 福村 日出禧 寺前 隆 山中 啓一 

赤松 季樹 井上 理 高城 保弘 藤墳 謙治 髙山 尚久 

並田 克三 幸 雄一 中川 勉 西田 能久 河野 安博 

亀元 靖彦 林 勝己 小林 直昭 橋口 紀塩 谷田 公宏 

川岸 広明 田中 秀宣 伊井 貞雄 鍋割 治 松永 充宏 

中尾 清 小泉 真一郎 米村 祥一 福元 清文 増田 祐亮 

若間 賢志 三谷 稔 石角 直大 高野 明 辰上 修一 

金村 吉高 前山 勇紀 湯谷 大朗 窪 晃伸 福田 典晃 

東 健一 辻野 誠 岡崎 司磨 伊藤 兼太 野里 浩司 

田中 秀基 山田 直哉 中山 亮 田中 祥夫 尾北 将也 

藤田 清孝     

 

大阪市 

大山 英夫 木下 典久 後藤 正則 中井 晃 大津 真一郎 

原田 昌伸     

 

和歌山県 

田宮 浩次 蔭地野 啓志 小鳥 吉久 南方 博文 尾高 伸一郎 

藤田 愛     

 

島根県 

松浦 光哉 松尾 優一 吉岡 俊幸 森本 明樹  

 

高知県 

桶屋 眞士     

 

福岡県 

髙宮 俊甫     

 

福岡市 

小野 俊正 大串 美嗣 大薗 一郎 石﨑 正雄 篠原 恵雄 

田中 仁 深町 俊之    

 

北九州市 

岡島 昭男 村岡 和也 塩足 和之 馬場 政和 吉松 宏 

田中 裕二 松尾 保 小野 公正 古川 敬之  

 

鹿児島県 

髙山 健二 上之園 賢一 宮元 研司 松山 紀文 税所 友明 

東 孝明 牧 秀樹 上四元 隆 今村 博一 黒木 節雄 

下大田 国弘 濱田 和寿 吉満 博文 西 欽一 森島 貴之 

 

再任用 

中尾 英教 小林 忠夫 井上 保人   

 

民間企業 

正木 徳 真野 達也    
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