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人事院

官職 氏名 フリガナ

人事院総裁 川本　裕子 カワモト　ユウコ

人事官１ 古屋　浩明 フルヤ　ヒロアキ

人事官２ 伊藤　かつら イトウ　カツラ

総裁秘書官 芦田　麻里衣 アシダ　マリエ

人事院事務総局

官職 氏名 フリガナ

事務総長 柴﨑　澄哉 シバサキ　スミヤ

事務総局総括審議官 幸　清聡 ユキ　キヨトシ

事務総局審議官 箕浦　正人 ミノウラ　マサト

事務総局公文書監理官（併） 福西　謙 フクニシ　ケン

事務総局サイバーセキュリティ・情報化審議官 福西　謙 フクニシ　ケン

事務総局政策立案参事官 宮川　豊治 ミヤガワ　トヨハル

事務総局調査職 内田　陽介 ウチダ　ヨウスケ

事務総局調査職 東　寛朗 ヒガシ　ヒロオ

事務総局調査職 増田　英司 マスダ　エイジ

事務総局付 森谷　明浩 モリヤ　アキヒロ

総務課長 長谷川　一也 ハセガワ　カズヤ

総務課国会連絡主幹 冨田　義之 トミタ　ヨシユキ

総務課広報室長 福田　圭介 フクダ　ケイスケ

企画法制課長 澤田　晃一 サワダ　コウイチ

企画法制課法制調査室長 大林　晋 オオバヤシ　ススム

人事課長 髙尾　憲司 タカオ　ケンジ

人事院幹部職員名簿



官職 氏名 フリガナ

人事課能率厚生管理室長 若林　大督 ワカバヤシ　ダイスケ

人事課人事企画官 上月　拓也 コウヅキ　タクヤ

人事課付（併） 東　寛朗 ヒガシ　ヒロオ

会計課長 佐藤　昌博 サトウ　マサヒロ

会計課上席経理監査官 石川　哲也 イシカワ　テツヤ

国際課長 前田　聡子 マエダ　サトコ

国際課国際人事行政専門官 徳山　淳記 トクヤマ　アツキ

公文書監理室長（併） 福田　圭介 フクダ　ケイスケ

情報管理室長 太田　和樹 オオタ　カズキ

職員福祉局長 荻野　剛 オギノ　ツヨシ

職員福祉局次長 岩崎　敏 イワサキ　サトシ

職員福祉局職員団体審議官 大滝　俊則 オオタキ　トシノリ

職員福祉局企画官 永島　涼太 ナガシマ　リョウタ

職員福祉局付（併） 木下　清利 キノシタ　キヨトシ

職員福祉局職員福祉課長 西　桜子 ニシ　サクラコ

職員福祉局職員福祉課勤務時間調査・指導室長 小林　義和 コバヤシ　ヨシカズ

職員福祉局職員福祉課健康安全対策推進室長 知念　希和 チネン　キワ

職員福祉局審査課長 柳田　健一 ヤナギダ　ケンイチ

職員福祉局審査課監査室長 工藤　哲郎 クドウ　テツロウ

職員福祉局補償課長 野口　孝宏 ノグチ　タカヒロ

職員福祉局補償課上席災害補償専門官 渥美　文子 アツミ　フミコ

職員福祉局職員団体審議官付参事官 早乙女　潤一 サオトメ　ジュンイチ

人材局長 池本　武広 イケモト　タケヒロ

人材局審議官 原田　三嘉 ハラダ　ミツヨシ

人材局試験審議官 府川　陽子 フカワ　ヨウコ

人材局参事官 髙田　悠二 タカタ　ユウジ



官職 氏名 フリガナ

人材局企画官 植田　有佐 ウエタ　ユウサ

人材局調査職（併） 増田　英司 マスダ　エイジ

人材局企画課長 神宮司　英弘 ジングウシ　ヒデヒロ

人材局企画課人材確保対策室長 仲田　博文 ナカタ　ヒロフミ

人材局試験課長 住吉　威彦 スミヨシ　タケヒコ

人材局研修推進課長 森川　武 モリカワ　タケシ

人材局研修推進課派遣研修室長 小島　美涼 コジマ　ミスズ

人材局首席試験専門官 秋庭　能久 アキバ　ヨシヒサ

人材局次席試験専門官（首席試験専門官付） 幸田　将寿 コウダ　マサトシ

人材局首席試験専門官 池田　繭樹 イケダ　マユキ

人材局次席試験専門官（首席試験専門官付） 井上　哲 イノウエ　サトシ

人材局首席試験専門官 矢島　恵理子 ヤジマ　エリコ

人材局首席試験専門官 伊藤　真澄 イトウ　マスミ

給与局長 佐々木　雅之 ササキ　マサユキ

給与局次長 役田　平 ヤクデン　タイラ

給与局参事官 本間　あゆみ ホンマ　アユミ

給与局企画官 篠田　賢治 シノダ　ケンジ

給与局付（併） 大滝　俊則 オオタキ　トシノリ

給与局付（併） 早乙女　潤一 サオトメ　ジュンイチ

給与局付（併） 東　寛朗 ヒガシ　ヒロオ

給与局給与第一課長 植村　隆生 ウエムラ　タカオ

給与局給与第一課企画室長（扱） 本間　あゆみ ホンマ　アユミ

給与局給与第一課法人給与調査室長 吉田　康祐 ヨシダ　ヤスヒロ

給与局給与第一課上席情報統計官 荻原　泉 オギハラ　イズミ

給与局給与第二課長 三浦　隆 ミウラ　タカシ

給与局給与第二課企画調整官 琴　一也 コト　カズヤ

給与局給与第三課長 井手　亮 イデ　リョウ



官職 氏名 フリガナ

給与局給与第三課地域手当調整室長 中嶋　範子 ナカシマ　ノリコ

給与局生涯設計課長 藤原　知朗 フジワラ　トモアキ

給与局生涯設計課生涯設計企画官 仲田　朝子 ナカタ　トモコ

公平審査局長 荒井　仁志 アライ　ヒトシ

公平審査局審議官 鈴木　敏之 スズキ　トシユキ

公平審査局調整課長 木村　秀崇 キムラ　ヒデタカ

公平審査局調整課企画法制官 亀田　順之 カメダ　ヨリユキ

公平審査局職員相談課長 木下　清利 キノシタ　キヨトシ

公平審査局職員相談課職員相談業務室長 永田　文恵 ナガタ　フミエ

公平審査局職員相談課人事評価苦情調整室長（扱） 木下　清利 キノシタ　キヨトシ

公平審査局首席審理官 田中　玄弥 タナカ　ゲンヤ

公平審査局首席審理官 奈良間　貴洋 ナラマ　タカヒロ

公平審査局首席審理官 原田　佳澄 ハラダ　カズミ

公務員研修所長 米村　猛 ヨネムラ　タケシ

公務員研修所副所長 鈴木　秀雄 スズキ　ヒデオ

公務員研修所副所長（併） 原田　三嘉 ハラダ　ミツヨシ

公務員研修所主任教授 岸本　康雄 キシモト　ヤスオ

公務員研修所教授 山本　朗 ヤマモト　アキラ

公務員研修所教授（併） 石水　修 イシミズ　オサム

公務員研修所教授（併） 前田　聡子 マエダ　サトコ

公務員研修所教授（併） 森川　武 モリカワ　タケシ

公務員研修所指導教官 鈴木　隆夫 スズキ　タカオ

公務員研修所教務部長 石水　修 イシミズ　オサム

公務員研修所教務部政策研修分析官 中山　元太郎 ナカヤマ　ゲンタロウ

公務員研修所教務部政策研修分析官 岩崎　克則 イワサキ　カツノリ



官職 氏名 フリガナ

北海道事務局長 金田　聖史 カナダ　キヨフミ

東北事務局長 宮川　忠彰 ミヤガワ　タダアキ

関東事務局長 一之瀬　徹 イチノセ　トオル

中部事務局長 安部　哲弥 アベ　テツヤ

近畿事務局長 近藤　明生 コンドウ　アキオ

中国事務局長 綾部　悟始 アヤベ　サトシ

四国事務局長 秋葉　剛 アキバ　タケシ

九州事務局長 小山　茂樹 コヤマ　シゲキ

沖縄事務所長 菊地　孝信 キクチ　タカノブ

国家公務員倫理審査会

官職 氏名 フリガナ

国家公務員倫理審査会会長 秋吉　淳一郎 アキヨシ　ジュンイチロウ

国家公務員倫理審査会事務局

官職 氏名 フリガナ

国家公務員倫理審査会事務局長 練合　聡 ネリアイ　サトシ

国家公務員倫理審査会事務局首席参事官 阿部　健郎 アベ　ケンロウ

国家公務員倫理審査会事務局参事官 森　奈美 モリ　ナミ


