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幹部名簿(平成24年1月17日付)

職 名 氏 名

内閣府事務次官 松元 崇

内閣府審議官 清水 治

内閣府審議官 松山 健士

大臣官房長 阪本 和道

官房総括審議官 前川 守

官房政策評価審議官 （併） 幸田 徳之

官房少子化・青少年対策審議官 伊奈川 秀和

官房審議官(官房担当） （併） 中村 昭裕

官房審議官(官房担当） （併） 伊奈川 秀和

官房審議官(官房担当） （併） 武川 恵子

官房審議官(官房担当） （併） 幸田 徳之

官房審議官(官房担当） （併） 石井 裕晶

官房審議官（拉致被害者等支援担当） （併） 木村 茂樹

総務課長 小野田 壮

参事官（総務課） 吉田 幸三

参事官（総務課） 田中 愛智朗

参事官（総務課） （併） 髙山 康次

参事官（総務課） （併） 谷家 茂

参事官（総務課） （併） 小林 利典

参事官（総務課） （併） 井野 靖久

参事官（総務課） （併） 籠宮 信雄

参事官（総務課） （併） 村山 裕

参事官（総務課） （併） 山本 茂樹

参事官（総務課） （併） 冨安 泰一郎

参事官（総務課） （併） 熊田 昭一

岡田国務大臣秘書官事務取扱 （命） 江島 一彦

岡田国務大臣秘書官事務取扱 （命） 吉岡 秀弥

岡田国務大臣秘書官事務取扱 （命） 阿南 哲也

川端国務大臣秘書官事務取扱 （命） 渋谷 闘志彦

川端国務大臣秘書官事務取扱 （命） 黒野 嘉之

川端国務大臣秘書官事務取扱 （命） 山村 和也

川端国務大臣秘書官事務取扱 （命） 中嶋 護

枝野国務大臣秘書官事務取扱 （命） 村瀬 佳史
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細野国務大臣秘書官事務取扱 （命） 小澤 典明

細野国務大臣秘書官事務取扱 （命） 岡 素彦

藤村国務大臣秘書官事務取扱 （命） 大塚 幸寛

松原国務大臣秘書官事務取扱 （命） 小堀 厚司

古川国務大臣秘書官事務取扱 （命） 清浦 隆

古川国務大臣秘書官事務取扱 （命） 水田 豊

平野国務大臣秘書官事務取扱 （命） 藤田 昌邦

平野国務大臣秘書官事務取扱 （命） 小松 雅人

人事課長 田和 宏

参事官（人事課） 笹川 武

会計課長 日下 正周

参事官（会計課） 二村 二三男

参事官（会計課） （併） 吉田 幸三

企画調整課長 村山 裕

参事官（企画調整課） （併） 小西 良治

参事官（企画調整課） （併） 亀田 意統

参事官（企画調整課） （併） 田村 勝義

参事官（企画調整課） （併） 堀内 俊彦

参事官（拉致被害者等支援担当） （併） 植松 浩二

野口英世アフリカ賞担当室長 （併） 堀内 俊彦

政策評価広報課長 池永 肇恵

参事官（政策評価広報課担当） （併） 吉田 幸三

参事官（政策評価広報課担当） （併） 田中 愛智朗

参事官（政策評価広報課担当） （併） 籠宮 信雄

市民活動促進課長 野村 裕

公文書管理課長 岡本 信一

参事官（公文書管理課） （併） 福井 仁史

参事官（公文書管理課） （併） 清井 美紀恵

政府広報室長 別府 充彦

官房審議官（政府広報室） （併） 下村 健一

参事官（政府広報室） 平野 統三

参事官（政府広報室） 林 幸宏

参事官（政府広報室） （併） 炭田 寛祈

国民対話担当室長 （併） 別府 充彦

参事官 （併） 林 幸宏

厚生管理官 宮内 喜久夫
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官房審議官兼遺棄化学兵器処理担当室長 （併） 中島 明彦

参事官（遺棄化学兵器処理担当） （併） 本田 晃一

参事官（遺棄化学兵器処理担当） （併） 藤原 浩昭

拉致被害者等支援担当室長 （併） 植松 浩二

迎賓施設整備等検討室長 （併） 阪本 和道

迎賓施設整備等検討室次長 （併） 小西 良治

統計委員会担当室長 （併） 乾 友彦

統計委員会担当室参事官 （併） 杉山 茂

統計委員会担当室参事官 （併） 二村 秀彦

統計委員会担当室参事官 （併） 若林 光次

宇宙政策予算等準備室 （併） 山川 宏

宇宙政策予算等準備室室長代理 （併） 植木 勉

宇宙政策予算等準備室審議官 （併） 片瀬 裕文

宇宙政策予算等準備室参事官 （併） 國友 宏俊

宇宙政策予算等準備室参事官 （併） 山田 和晴

宇宙政策予算等準備室参事官 （併） 柳 孝

宇宙政策予算等準備室参事官 （併） 菅宮 真樹

宇宙政策予算等準備室参事官 （併） 竹縄 佳二

政策統括官（経済財政運営担当） 梅渓 健児

官房審議官(経済財政運営担当） 齋藤 哲夫

官房審議官(経済財政運営担当） 神田 裕二

官房審議官(経済財政運営担当） 石井 裕晶

参事官（総括担当） 籠宮 信雄

参事官（経済対策・金融担当） 林 伴子

参事官（企画担当） （併） 諏訪園 貞明

参事官（経済見通し担当） 酒巻 哲朗

参事官（産業・雇用担当） 山下 善太郎

参事官（地域・企業担当） （併） 鵜田 晋幸

参事官（国際経済担当） （併） 籠宮 信雄

参事官（企業再生支援機構担当） （併） 安藤 嘉昭

参事官 （併） 佐藤 正一

政府調達苦情処理対策室長 （併） 齋藤 哲夫

政府調達苦情処理対策室次長 （併） 諏訪園 貞明

対日直接投資推進室長 （併） 山下 善太郎

対日直接投資推進室次長 （併） 山下 善太郎

経済財政国際室長 （併） 齋藤 哲夫
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経済財政国際室参事官 （併） 嶋田 裕光

経済財政国際室参事官 （併） 籠宮 信雄

道州制特区担当室長 （併） 青木 信之

道州制特区担当室参事官 （併） 鵜田 晋幸

企業再生支援機構担当室長 （併） 梅渓 健児

企業再生支援機構担当室次長 （併） 神田 裕二

企業再生支援機構担当室参事官 （併） 室田 哲男

企業再生支援機構担当室参事官 （併） 安藤 嘉昭

企業再生支援機構担当室参事官 （併） 鵜田 晋幸

高度人材受入推進担当室長 （併） 梅渓 健児

高度人材受入推進担当室次長 （併） 神田 裕二

高度人材受入推進担当室参事官 （併） 山下 善太郎

高度人材受入推進担当室参事官 （併） 城 克文

大臣官房審議官（地域主権推進担当）

地域主権戦略室次長
（併） 渡会 修

地域主権戦略室次長 （併） 望月 達史

地域主権戦略室次長 （併） 小鞠 昭彦

地域主権戦略室参事官 （併） 植田 浩

地域主権戦略室参事官 （併） 佐伯 修司

地域主権戦略室参事官 （併） 野村 善史

地域主権戦略室参事官 （併） 竹田 秀一

地域主権戦略室参事官 （併） 堀江 宏之

地域主権戦略室参事官 （併） 藤井 賢一

地域主権戦略室参事官 （併） 大村 慎一

地域主権戦略室参事官 （併） 井口 裕之

地域主権戦略室参事官 （併） 吉川 浩民

地域主権戦略室参事官 （併） 箕浦 龍一

地域主権戦略室参事官 （併） 岡本 光之

地域主権戦略室参事官 （併） 田尻 直人

政策統括官（経済社会システム担当） 西川 正郎

官房審議官（経済社会システム担当） 栗島 明康

官房審議官（経済社会システム担当） 中村 昭裕

官房審議官（経済社会システム担当） 青木 信之

官房審議官（経済社会システム担当） （併） 杉原 茂

官房審議官（経済社会システム担当） （併） 小田 克起

官房審議官（経済社会システム担当） （併） 舘 逸志
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参事官（総括担当） 井野 靖久

参事官（企画担当） 河越 正明

参事官（企画担当） （併） 岡本 直樹

参事官（財政運営基本担当） 大西 淳也

参事官（社会システム担当） 城 克文

参事官(社会基盤担当） 三上 圭一

参事官（市場システム担当） 高島 竜祐

参事官 （併） 野村 裕

民間資金等活用事業推進室長 （併） 栗島 明康

参事官（民間資金等活用事業推進室） （併） 上田 洋平

公共サービス改革推進室長 （併） 舘 逸志

公共サービス改革推進室参事官 （併） 後藤 和夫

公共サービス改革推進室参事官 （併） 田中 秀明

公共サービス改革推進室参事官 （併） 栗田 奈央子

消費者基本政策室長 （併） 小田 克起

消費者基本政策室参事官 （併） 黒田 岳士

消費者基本政策室参事官 （併） 井原 辰雄

消費者基本政策室参事官 （併） 浅田 英克

行政刷新会議事務局長 加藤 秀樹

官房審議官（行政刷新担当） （併） 若生 俊彦

行政刷新会議事務局次長 （併） 冨永 哲夫

行政刷新会議事務局次長 熊谷 哲

行政刷新会議事務局参事官 （併） 小林 利典

行政刷新会議事務局参事官 （併） 柴﨑 澄哉

行政刷新会議事務局参事官 （併） 小田部 耕治

行政刷新会議事務局参事官 （併） 明渡 将

行政刷新会議事務局国民の声担当室長 （併） 舘 逸志

行政刷新会議事務局規制・制度改革担当事務局長 （併） 舘 逸志

行政刷新会議事務局公共サービス改革担当事務局長 （併） 舘 逸志

政策統括官（経済財政分析担当） 西崎 文平

官房審議官（経済財政分析担当） 杉原 茂

参事官（総括担当） 増島 稔

参事官（企画担当） 田邊 靖夫

参事官（企画担当） （併） 岩城 秀裕

参事官（地域担当） 丸山 雅章

参事官（地域担当） （併） 田邊 靖夫
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参事官（海外担当） 嶋田 裕光

計量分析室長 （併） 中村 昭裕

計量分析室参事官 （併） 丸山 雅章

地域活性化推進室室長 （併） 和泉 洋人

地域活性化推進室室長代理 （併） 枝廣 直幹

地域活性化推進室次長 （併） 長谷川 新

地域活性化推進室次長 （併） 黒岩 理

地域活性化推進室次長 （併） 三好 信俊

地域活性化推進室次長 （併） 新原 浩朗

地域活性化推進室次長 （併） 横山 典弘

地域活性化推進室参事官 （併） 浦田 啓充

地域活性化推進室参事官 （併） 大滝 昌平

地域活性化推進室参事官 （併） 上田 弘

地域活性化推進室参事官 （併） 川中 邦夫

地域活性化推進室参事官 （併） 青木 由行

地域活性化推進室参事官 （併） 田尻 直人

地域活性化推進室参事官 （併） 山田 総一郎

地域活性化推進室参事官 （併） 里見 隆治

地域活性化推進室参事官 （併） 古川 陽

地域活性化推進室参事官 （併） 佐竹 克也

地域活性化推進室参事官 （併） 平口 愛一郎

地域活性化推進室参事官 （併） 木谷 信之

地域自主戦略交付金業務室長 （併） 和泉 洋人

地域自主戦略交付金業務室長代理 （併） 枝廣 直幹

地域自主戦略交付金業務室次長 （併） 小鞠 昭彦

地域自主戦略交付金業務室次長 （併） 望月 達史

地域自主戦略交付金業務室次長 （併） 黒岩 理

地域自主戦略交付金業務室参事官 （併） 掛江 浩一郎

地域自主戦略交付金業務室参事官 （併） 浦田 啓充

地域自主戦略交付金業務室参事官 （併） 野村 善史

地域自主戦略交付金業務室参事官 （併） 井口 裕之

地域自主戦略交付金業務室参事官 （併） 平口 愛一郎

政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当） 泉 紳一郎

官房審議官（科学技術政策担当） 梶田 直揮

官房審議官（科学技術政策担当） 大石 善啓

官房審議官（イノベーション担当兼科学技術政策担当 吉川 晃
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参事官（総括担当） 大竹 暁

参事官（国際担当） （併） 大竹 暁

参事官（企画担当） （併） 須藤 憲司

参事官（基本政策担当） 田中 博敏

参事官（基本政策担当） （併） 阿蘇 隆之

参事官（資源配分担当） 鈴木 裕道

参事官（評価担当） 川本 憲一

参事官（調査・分析担当） 廣田 英樹

参事官（重要課題達成担当） （併） 田中 一成

参事官（重要課題達成担当） （併） 山本 順二

参事官（重要課題達成担当） （併） 村上 正吾

参事官（重要課題達成担当） （併） 宮地 豊

参事官（重要課題達成担当） （併） 伊丹 俊八

参事官（横断的政策担当） （併） 大路 正浩

参事官（イノベーション推進担当） （併） 大路 正浩

参事官（最先端研究開発支援プログラム・研究開発資金担当） （併） 大竹 暁

参事官（最先端研究開発支援プログラム・研究開発資金担当） （併） 永山 賀久

参事官（最先端研究開発支援プログラム・研究開発資金担当） （併） 川本 憲一

参事官（原子力担当） 中村 雅人

参事官（原子力損害賠償支援機構担当） （併） 中村 雅人

イノベーション推進室長 （併） 吉川 晃

イノベーション推進室次長 （併） 大路 正浩

最先端研究開発支援プログラム担当室長 （併） 泉 紳一郎

最先端研究開発支援プログラム担当室次長 （併） 梶田 直揮

最先端研究開発支援プログラム担当室参事官 （併） 大竹 暁

最先端研究開発支援プログラム担当室参事官 （併） 永山 賀久

原子力政策担当室長 （併） 泉 紳一郎

原子力政策担当室次長 （併） 梶田 直揮

原子力政策担当室参事官 （併） 中村 雅人

原子力損害賠償支援機構担当室長 （併） 泉 紳一郎

原子力損害賠償支援機構担当室次長 （併） 梶田 直揮

原子力損害賠償支援機構担当室参事官 （併） 中村 雅人

政策統括官（防災担当） 原田 保夫

官房審議官（防災担当） 長谷川 彰一

参事官（総括担当） 小滝 晃

参事官（災害予防担当） 永井 智哉
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参事官（災害応急対策担当） 福浦 裕介

参事官（災害復旧・復興担当） 小森 雅一

参事官（地震・火山・大規模水害対策担当） 越智 繁雄

防災対策推進検討室長 （併） 長谷川 彰一

防災対策推進検討室次長 （併） 丸谷 浩明

東日本大震災事業者再生支援機構設立準備室長 （併） 大森 泰人

東日本大震災事業者再生支援機構設立準備室参事官 （併） 和田 純一

東日本大震災事業者再生支援機構設立準備室参事官 （併） 石田 晋也

東日本大震災復興推進室長 （併） 峰久 幸義

東日本大震災復興推進室次長 （併） 岡本 全勝

東日本大震災復興推進室次長 （併） 上田 健

東日本大震災復興推進室次長 （併） 佐川 宣寿

東日本大震災復興推進室参事官 （併） 栗田 卓也

東日本大震災復興推進室参事官 （併） 青木 由行

東日本大震災復興推進室参事官 （併） 前島 明成

東日本大震災復興推進室参事官 （併） 寺岡 光博

東日本大震災復興推進室参事官 （併） 中島 慶二

政策統括官（沖縄政策担当） 井上 源三

官房審議官（沖縄政策担当） 藤本 一郎

参事官（総括担当） 河合 正保

参事官（政策調整担当） （併） 岩井 一郎

参事官（政策調整担当） （併） 中 素明

参事官（企画担当） 馬場 竹次郎

参事官（産業振興担当） （併） 能登 靖

政策統括官（共生社会政策担当） 村木 厚子

官房審議官（共生社会政策担当） 太田 裕之

官房審議官（共生社会政策担当） （併） 伊奈川 秀和

官房審議官（共生社会政策担当） （併） 内野 淳子

官房審議官（共生社会政策担当） （併） 井内 正敏

参事官（総括担当） 松林 博己

参事官（定住外国人施策担当） （併） 齊藤 馨

参事官（総合調整第1担当） 山本 和毅

参事官（総合調整第2担当） （併） 安部 雅俊

参事官（青少年企画担当） （併） 梅澤 敦

参事官（青少年支援担当） （併） 梅澤 敦

参事官（青少年環境整備担当） （併） 山本 和毅
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参事官（青年国際交流担当） 佐藤 正昭

参事官（食育推進担当） （併） 安部 雅俊

参事官（少子化対策担当） 藤原 朋子

参事官（高齢社会対策担当） （併） 原口 剛

参事官（障害者施策担当） （併） 難波 吉雄

参事官（交通安全対策担当） 安部 雅俊

参事官（犯罪被害者等施策推進担当） （併） 河原 誉子

参事官（自殺対策担当） （併） 齊藤 馨

参事官（金融担当） （併） 中島 淳一

参事官 齊藤 馨

食育推進室長 （併） 内野 淳子

食育推進室参事官 （併） 安部 雅俊

犯罪被害者等施策推進室長 （併） 太田 裕之

犯罪被害者等施策推進室参事官 （併） 河原 誉子

自殺対策推進室長 （併） 村木 厚子

自殺対策推進室次長 （併） 太田 裕之

自殺対策推進室参事官 （併） 齊藤 馨

定住外国人施策推進室長 （併） 伊奈川 秀和

定住外国人施策推進室参事官 （併） 齊藤 馨

障がい者制度改革推進会議担当室室長 （併） 東 俊裕

子ども若者・子育て施策総合推進室長 （併） 伊奈川 秀和

子ども若者・子育て施策総合推進室参事官 （併） 藤原 朋子

子ども若者・子育て施策総合推進室参事官 （併） 中垣 陽子

子ども若者・子育て施策総合推進室参事官 （併） 松林 博己

子ども若者・子育て施策総合推進室参事官 （併） 梅澤 敦

子ども若者・子育て施策総合推進室参事官 （併） 山本 和毅

子ども若者・子育て施策総合推進室参事官 （併） 佐藤 正昭

子ども若者・子育て施策総合推進室参事官 （併） 原口 剛

賞勲局長 武川 光夫

総務課長 原 宏彰

審査官（賞勲局） 市村 学

審査官（賞勲局） 上野 文雄

審査官（賞勲局） 吉住 啓作

男女共同参画局長 岡島 敦子

官房審議官(男女共同参画局担当） 武川 恵子

総務課長 木下 茂
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調査課長 中垣 陽子

推進課長 小林 洋子

仕事と生活の調和推進室長 （併） 岡島 敦子

仕事と生活の調和推進室次長 （併） 伊奈川 秀和

仕事と生活の調和推進室次長 （併） 内野 淳子

仕事と生活の調和推進室次長 （併） 武川 恵子

仕事と生活の調和推進室参事官 （併） 中垣 陽子

仕事と生活の調和推進室参事官 （併） 小林 洋子

仕事と生活の調和推進室参事官 （併） 原口 剛

沖縄振興局長 竹澤 正明

官房審議官（沖縄科学技術大学院大学企画推進担当）

兼沖縄科学技術大学院大学企画推進室長
（併） 藤本 一郎

官房審議官（沖縄科学技術大学院大学企画推進担当） （併） 吉川 晃

総務課長 古谷 雅彦

参事官（振興第一担当） 朝比奈 志浩

参事官（振興第二担当） 岩片 弘信

参事官（振興第三担当） 小平田 浩司

参事官（調査金融担当） 郷 佳也

参事官（特定事業担当） （併） 山谷 英之

官民競争入札等管理委員会事務局長 （併） 舘 逸志

官民競争入札等監理委員会事務局参事官 栗田 奈央子

官民競争入札等監理委員会事務局参事官 （併） 後藤 和夫

官民競争入札等監理委員会事務局参事官 （併） 吉田 幸三

官民競争入札等監理委員会事務局参事官 （併） 田中 秀明

食品安全委員会事務局長 栗本 まさ子

食品安全委員会事務局次長 本郷 秀毅

総務課長 井原 辰雄

評価課長 坂本 純

勧告広報課長 北池 隆

情報・緊急時対応課長 新本 英二

原子力安全委員会事務局長 岩橋 理彦

官房審議官（原子力安全委員会担当） （併） 加藤 重治

総務課長 水間 英城

審査指針課長 小原 薫

管理環境課長 都筑 秀明

規制調査課長 倉崎 高明
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国会等移転審議会事務局次長 （併） 大森 雅夫

国会等移転審議会事務局参事官 （併） 川上 征雄

国会等移転審議会事務局首席局員 （併） 北本 政行

情報公開・個人情報保護審査会事務局長 （併） 小髙 章

総務課長 岩田 一彦

公益認定等委員会事務局長

兼大臣官房公益法人行政担当室長
駒形 健一

公益認定等委員会事務局次長

兼大臣官房公益法人行政担当室次長
讃岐 建

総務課長

兼公益認定等委員会事務局審査監督官

兼大臣官房公益法人行政担当室参事官

清水 正博

再就職等監視委員会事務局長

兼大臣官房臨時再就職等監視担当室長
吉住 夕起や

再就職等監視委員会事務局参事官

兼大臣官房臨時再就職等監視担当室参事官
奥村 穣

消費者委員会事務局長 （併） 原 早苗

官房審議官(消費者委員会担当) （併） 小田 克起

消費者委員会事務局参事官 浅田 英克

経済社会総合研究所長 小野 善康

経済社会総合研究所次長 堀田 繁

総括政策研究官 青山 伸

総括政策研究官 道上 浩也

総括政策研究官 枝廣 直幹

総括政策研究官 小田 克起

総括政策研究官 内野 淳子

総括政策研究官 舘 逸志

総括政策研究官 市川 正樹

総括政策研究官 井上 裕行

総務部長 小野 稔

上席主任研究官 浦田 啓充

上席主任研究官 宮下 孝之

上席主任研究官 乾 友彦

上席主任研究官 岩城 秀裕

上席主任研究官 原口 剛

上席主任研究官 鈴木 晋



- 12 -

上席主任研究官 桑原 進

情報研究交流部長 原 早苗

景気統計部長 （併） 小野 稔

国民経済計算部長 豊田 欣吾

経済研修所総務部長 勝見 博

迎賓館長 渋谷 實

迎賓館次長 亀田 意統

庶務課長 小西 良治

運営課長 田村 勝義

京都事務所長 廣田 裕一郎

北方対策本部審議官 幸田 徳之

北方対策本部参事官 山本 茂樹

国際平和協力本部事務局長 羽田 浩二

国際平和協力本部事務局次長 髙橋 憲一

参事官 鈴木 秀雄

参事官 荒木 潤一郎

日本学術会議事務局長 齋藤 敦

日本学術会議事務局次長 飯島 信也

企画課長 清水 誠

管理課長 上平 春樹

参事官（審議第一担当） 中澤 貴生

参事官（審議第二担当） 石原 祐志

参事官（国際業務担当） 渡部 良一

官民人材交流センター官民人材交流副センター長 高橋 誠二

官民人材交流センター審議官 （併） 田口 和也

官民人材交流センター総務課長事務取扱 （命） 田口 和也

沖縄総合事務局長 槌谷 裕司

沖縄総合事務局次長（開発建設担当） 菊池 良介

沖縄総合事務局次長 竹井 嗣人

沖縄総合事務局総務部長事務取扱 （命） 竹井 嗣人

沖縄総合事務局財務部長 田中 敏貴

沖縄総合事務局農林水産部長 馬場 一洋

沖縄総合事務局経済産業部長 山内 徹

沖縄総合事務局開発建設部長 中野 則夫

沖縄総合事務局運輸部長 三浦 知雄


