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人 事 発 令            

 

 平成３０年４月１日                          国土地理院 

新所属 官名 氏名 旧所属 

辞職 事務官 加藤 信行 総務部総務課長 

辞職 技官 田中 博幸 測地部計画課長 

辞職 技官 木村  勲 
測地観測センター 

電子基準点課長 

辞職 技官 丸山 一司 測地観測センター地殻監視課長 

辞職 技官 日下 正明 
地理地殻活動研究センター 

研究管理課長 

辞職 技官 木暮 弘幸 中国地方測量部長 

    

企画部 

地理空間情報活用推進分析官 
技官 奥山 祥司 

国土交通大学校 

（測量部長） 

適正業務管理官 事務官 新  栄吉 総務部建設専門官 

防災企画調整官 技官 永山  透 応用地理部企画課長 

総務部予算調整官 事務官 木村 由美子 総務部総務課長補佐 

総務部福利厚生官 事務官 清水 拓二 適正業務管理官 

総務部総務課長 事務官 綿引 將人 総務部厚生課長 

総務部会計課長 事務官 柴田  卓 
近畿地方整備局 

（総務部会計課長） 

総務部厚生課長 事務官 國谷 俊文 総務部政策調整室長 

総務部政策調整室長 事務官 桒久保 優 総務部建設専門官 

企画部地理空間情報政策調整官 技官 山本 洋一 応用地理部環境地理情報企画官 

企画部測量指導課長 技官 出口 智恵 地理空間情報部情報普及課長 
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新所属 官名 氏名 旧所属 

企画部防災推進室長 技官 田山 裕二 
地理空間情報部 

情報システム課長 

測地部測地技術調整官 技官 大滝  修 測地部測地基準課長 

測地部計画課長 技官 宮川 康平 測地観測センター地震調査官 

測地部測地基準課長 技官 岩田 昭雄 
国土交通大学校 

（測量部基本測量科長） 

測地部宇宙測地課長 技官 宗包 浩志 
地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室長 

地理空間情報部 

情報サービス課長 
技官 船津 裕司 地理空間情報部連携調整推進官 

地理空間情報部情報普及課長 技官 佐藤 壮紀 

内閣府 

（政策統括官（防災担当）付参事

官（調査・企画担当）付参事官補

佐） 

（併）火山対策計画担当主査） 

地理空間情報部 

情報システム課長 
技官 南雲 吉久 

地理空間情報部 

サイバーセキュリティ推進官 

基本図情報部国土基本情報課長 技官 矢沢  勇 
国土交通大学校 

（測量部地理空間情報科長） 

基本図情報部基本図課長 技官 島田 信也 
地理空間情報部 

情報サービス課長 

基本図情報部画像調査課長 技官 笹嶋 英季 基本図情報部基本図課長 

基本図情報部 

地図情報技術開発室長 
技官 笹川 啓 

国土交通大学校 

（測量部先端測量技術科長） 

応用地理部環境地理情報企画官 技官 諏訪部 順 中部地方測量部次長 

応用地理部企画課長 技官 勝田 啓介 中部地方測量部長 

測地観測センター地震調査官 技官 黒石 裕樹 

採用 

（国立大学法人東京大学地震研究

所地震火山噴火予知研究推進セン

ター教授） 

測地観測センター衛星測地課長 技官 山口 和典 東北地方測量部長 
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測地観測センター 

電子基準点課長 
技官 田中 和之 企画部防災推進室長 

測地観測センター地殻監視課長 技官 真野 宏邦 近畿地方測量部次長 

地理地殻活動研究センター 

測量新技術研究官 
技官 小白井 亮一 

企画部 

地理空間情報活用推進分析官 

地理地殻活動研究センター 

研究管理課長 
技官 畑中 雄樹 測地観測センター衛星測地課長 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室長 
技官 宮原 伐折羅 測地部宇宙測地課長 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室主任研究官 
技官 小門 研亮 

国土交通本省 

（土地・建設産業局地籍整備課企

画専門官） 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室主任研究官 
技官 森下  遊 

地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室主任研究官 

東北地方測量部長 技官 和田 弘人 

文部科学省 

（研究開発局地震・防災研究課専

門官 

（併）研究開発局地震・防災研究

課地震調査研究企画官） 

中部地方測量部長 技官 安藤 暁史 企画部測量指導課長 

近畿地方測量部長 技官 中村 孝之 
基本図情報部 

地図情報技術開発室長 

中国地方測量部長 技官 中島 最郎 基本図情報部国土基本情報課長 

    

国土交通本省 

（大臣官房付） 
技官 山際 敦史 防災企画調整官 

国土交通本省 

（大臣官房会計課公共事業予算

執行管理室課長補佐） 

事務官 鈴木 正則 総務部会計課長 
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国土交通本省 

（大臣官房技術調査課付） 

（環境省自然環境局生物多様性

センター情報システム企画官） 

技官 齋藤 秀勝 企画部技術管理課長補佐 

国土交通本省 

（大臣官房技術調査課付） 

（文部科学省研究開発局地震･

防災研究課専門官 

（併）研究開発局地震･防災研究

課地震調査研究企画官） 

技官 佐藤 雄大 
地理地殻活動研究センター 

専門調査官 

国土交通本省 

（国土政策局国土情報課長補佐 

（併）国土政策局総務課国際協

力調整官 

（併）政策統括官付） 

技官 橘 悠希子 企画部地理空間情報政策調整官 

国土交通大学校 

（測量部長） 
技官 梶川 昌三 近畿地方測量部長 

国土交通大学校 

（測量部基本測量科長） 
技官 小枝  登 

地理地殻活動研究センター 

研究管理課長補佐 

国土交通大学校 

（測量部先端測量技術科長） 
技官 仲井 博之 測地部宇宙測地課長補佐 

 


