
九州地方整備局幹部一覧表 令和５年４月１日現在
九州地方整備局長 藤巻　浩之 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾛﾕｷ 河川部長 島本　和仁 ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 計画課長 榮西　巨朗 ｴｲﾆｼ ﾅｵ
副局長 杉中　洋一 ｽｷﾞﾅｶ ﾖｳｲﾁ 河川調査官 服部　洋佑 ﾊｯﾄﾘ ﾖｳｽｹ 調整課長 下川　広 ｼﾓｶﾜ ﾋﾛｼ
副局長 寺本　耕一 ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｲﾁ 水政調整官 遠藤　孝司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 整備課長 田﨑　俊宏 ﾀｻｷ ﾄｼﾋﾛ

主任監査官 鈴江　弘和 ｽｽﾞｴ ﾋﾛｶｽﾞ 地域河川調整官 的場　孝文 ﾏﾄﾊﾞ ﾀｶﾌﾐ 技術・評価課長 吉村　和晃 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ
入札契約監査官 内田　浩 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 河川情報管理官 甲斐　公久 ｶｲ ｷﾐﾋｻ 保全指導・監督室長 中田　浩二 ﾅｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ
広報広聴対策官 吉永　保博 ﾖｼﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 河川保全管理官 宮本　浩 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 用地部長 久保田　和幸 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ
適正業務管理官 下田　誠也 ｼﾓﾀﾞ ｾｲﾔ 広域水管理官 上村　雅文 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 用地調整官 石倉　利一 ｲｼｸﾗ ﾄｼｶｽﾞ
統括防災官 今田　一典 ｲﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 低潮線保全官 与那嶺　淳 ﾖﾅﾐﾈ ｱﾂｼ 用地調査官 橋本　浩司 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ
総括防災調整官 亀園　隆 ｶﾒｿﾞﾉ ﾀｶｼ 水政課長 三好　辰典 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾉﾘ 用地計画官 永松　義輝 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾖｼﾃﾙ
防災管理官 角　英幸 ｽﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 河川計画課長 酒匂　一樹 ｻｺｳ ｶｽﾞｷ 用地補償・土地調整管理官 井手　富晴 ｲﾃﾞ ﾄﾐﾊﾙ
防災情報調整官 桒原　和男 ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞｵ 地域河川課長 井上　幸治 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 用地企画課長 田中　美穂 ﾀﾅｶ ﾐﾎ
火山防災対策分析官 小田　禎彦 ｵﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 河川環境課長 原田　佐良子 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾖｺ 用地補償課長 岩永　恒典 ｲﾜﾅｶﾞ ﾂﾈﾉﾘ

防災室長 川端　良一 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳｲﾁ 河川工事課長 柳田　公司 ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｼﾞ 用地対策課長 只松　晃 ﾀﾀﾞﾏﾂ ｱｷﾗ
災害対策マネジメント室長 寺尾　幸太郎 ﾃﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ 河川管理課長 森　康成 ﾓﾘ ﾔｽﾅﾘ 筑後川河川事務所長 吉田　大 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

総務部長（併任） 寺本　耕一 ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｲﾁ 水災害予報センター長 佐藤　和幸 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 遠賀川河川事務所長 牟田　弘幸 ﾑﾀ ﾋﾛﾕｷ
総括調整官 光武　加津美 ﾐﾂﾀｹ ｶﾂﾐ 道路部長 安部　勝也 ｱﾍﾞ ｶﾂﾔ 福岡国道事務所長 仲谷　俊昭 ﾅｶﾀﾆ ﾄｼｱｷ
総括調整官 梅本　和義 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 道路調査官 新保　二郎 ﾆｲﾎﾞ ｼﾞﾛｳ 北九州国道事務所長 掛田　信男 ｶｹﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ
調査官 佐野　稔 ｻﾉ ﾐﾉﾙ 路政調整官 小代　友久 ｵｼﾞﾛ ﾄﾓﾋｻ 有明海沿岸国道事務所長 千年　康秀 ﾁﾄｾ ﾔｽﾋﾃﾞ
人事計画官 吉永　武博 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 地域道路調整官 甲斐　靖志 ｶｲ ﾔｽｼ 武雄河川事務所長 寺尾　直樹 ﾃﾗｵ ﾅｵｷ
人事企画官 松村　匡 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾀﾞｽ 道路情報管理官 谷川　征嗣 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｻﾂｸﾞ 佐賀河川事務所長 工藤　勝次 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ
予算調整官 黒江　雄一 ｸﾛｴ ﾕｳｲﾁ 道路保全企画官 巻木　健三 ﾏｷｷ ｹﾝｿﾞｳ 佐賀国道事務所長 大榎　謙 ｵｵｴﾉｷ ｹﾝ
契約管理官 構木　和宏 ｶﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 高規格道路管制官 山下　正昭 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｱｷ 長崎河川国道事務所長 大場　慎治 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｼﾞ
契約管理官 坂本　起朗 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 路政課長 細村　誠 ﾎｿﾑﾗ ﾏｺﾄ 熊本河川国道事務所長 三保木　悦幸 ﾐﾎｷ ﾖｼﾕｷ
福利厚生官 野上田　茂 ﾉｶﾞﾐﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 道路計画第一課長 松村　泰典 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 八代河川国道事務所長 宗　琢万 ｿｳ ﾀｸﾏ

人事課長 中山　大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 道路計画第二課長 井本　真樹男 ｲﾓﾄ ﾏｷｵ 菊池川河川事務所長 原田　隆二 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ
総務課長 渡辺　繁城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｷ 地域道路課長 福原　茂 ﾌｸﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 川辺川ダム砂防事務所長 齋藤　正徳 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
会計課長 半沢　孝允 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 道路工事課長 後川　英樹 ｿﾉｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 立野ダム工事事務所長 長岡　一成 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾅﾘ
契約課長 小栁　康孝 ｺﾔﾅｷﾞ ﾔｽﾀｶ 道路管理課長 長友　浩信 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛﾉﾌﾞ 八代復興事務所長 伊藤　浩和 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ
経理調達課長 平原　孝正 ﾋﾗﾊﾗ ﾀｶﾏｻ 交通対策課長 鵜林　保彦 ｳﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋｺ 阿蘇砂防事務所長 坂井　佑介 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ
厚生課長 寺師　浩二 ﾃﾗｼ ｺｳｼﾞ 港湾空港部長 奥田　健 ｵｸﾀﾞ ﾀｹｼ 大分河川国道事務所長 河崎　拓実 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾐ

企画部長 笠井　雅広 ｶｻｲ ﾏｻﾋﾛ 技術企画官 大平　和芳 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞﾖｼ 佐伯河川国道事務所長 永田　哲也 ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ
企画調整官 樋口　尚弘 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 港湾空港企画官 嶋崎　賢太 ｼﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀ 山国川河川事務所長 中元　道男 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾁｵ
環境調整官 石橋　賢一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 計画企画官 中村　昂雅 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾏｻ 宮崎河川国道事務所長 松村　知樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓｷ
技術調整管理官 阿部　成二 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ 事業計画官 島村　辰一 ｼﾏﾑﾗ ﾀﾂｶｽﾞ 延岡河川国道事務所長 麻生　宏斉 ｱｿｳ ﾋﾛﾖｼ
技術開発調整官 小林　秀典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 技術審査官 大瀬　信一 ｵｵｾ ｼﾝｲﾁ 大隅河川国道事務所長 安藤　詳平 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ
事業調整官 佐伯　康夫 ｻｴｷ ﾔｽｵ 港湾危機管理官 三浦　正晴 ﾐｳﾗ ﾏｻﾊﾙ 川内川河川事務所長 杉町　英明 ｽｷﾞﾏﾁ ﾋﾃﾞｱｷ
工事品質調整官 穴井　利明 ｱﾅｲ ﾄｼｱｷ 事業継続計画官 新天寺　勉 ｼﾝﾃﾝｼﾞ ﾂﾄﾑ 鹿児島国道事務所長 竹下　卓宏 ﾀｹｼﾀ ﾀｶﾋﾛ
総括技術検査官 横山　浩 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 港湾高度利用調整官 岩下　誠 ｲﾜｼﾀ ﾏｺﾄ 筑後川ダム統合管理事務所長 甲斐　浩幸 ｶｲ ﾋﾛﾕｷ
建設情報・施工高度化技術調整官 中司　哲夫 ﾅｶｼ ﾃﾂｵ 港政調整官 林　竜市 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 緑川ダム管理所長 吉永　勝彦 ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ

企画課長 佐々部　智文 ｻｻﾍﾞ ﾄﾓﾌﾐ 品質検査官 大姶良　幸雄 ｵｵｱｲﾗ ﾕｷｵ 鶴田ダム管理所長 廣松　洋一 ﾋﾛﾏﾂ ﾖｳｲﾁ
広域計画課長 伊藤　康弘 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 土砂処分管理官 豊田　真二 ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 九州技術事務所長 山下　尚 ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｼ
技術管理課長 藤原　史武 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐﾀｹ 港政課長 肥塚　謙吾 ｺｴﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 九州道路メンテナンスセンター長 猪狩　名人 ｲｶﾞﾘ ﾒｲﾄ
施工企画課長 宮原　満弘 ﾐﾔﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 港湾管理課長 柴田　裕二 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 国営海の中道海浜公園事務所長 小島　孝文 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ
情報通信技術課長 島﨑　剛 ｼﾏｻｷ ﾂﾖｼ 港湾計画課長 佐藤　鉄志 ｻﾄｳ ﾃﾂｼﾞ 熊本営繕事務所長 佐藤　亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

建政部長 徳元　真一 ﾄｸﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 港湾事業企画課長 田浦　康雄 ﾀｳﾗ ﾔｽｵ 鹿児島営繕事務所長 森下　史仁 ﾓﾘｼﾀ ﾌﾐﾄ
事業認定調整官 小深田　裕一 ｺﾌﾞｶﾀ ﾕｳｲﾁ 港湾整備・補償課長 田添　賢治 ﾀｿﾞｴ ｹﾝｼﾞ 下関港湾事務所長 原　秀一 ﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ
建設産業調整官 西　渉 ﾆｼ ﾜﾀﾙ 空港整備課長 久島　秋浩 ﾋｻｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 北九州港湾・空港整備事務所長 北原　政宏 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ
建設業適正契約推進官 川畑　孝幸 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 海洋環境・技術課長 宮﨑　啓司 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 博多港湾・空港整備事務所長 森住　直樹 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾅｵｷ
土地市場監視官 門垣　和秀 ｶﾄﾞｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 港湾空港防災・危機管理課長 髙山　優 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾙ 苅田港湾事務所長 本田　一行 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ
不動産業適正化推進官 樋口　敏明 ﾋｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ クルーズ振興・港湾物流企画室長 野口　博之 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 唐津港湾事務所長 橋本　順二 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ
都市調整官 三宅　伸宏 ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞﾋﾛ 工事安全推進室長 田川　辰也 ﾀｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 長崎港湾・空港整備事務所長 松延　嘉國 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾖｼｸﾆ
公園調整官 齊藤　和義 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 品質確保室長 藤井　寧 ﾌｼﾞｲ ﾔｽｼ 熊本港湾・空港整備事務所長 宮本　由郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾛｳ
住宅調整官 河合　麦 ｶﾜｲ ﾊﾞｸ 営繕部長 西尾　達司 ﾆｼｵ ﾀﾂｼﾞ 別府港湾・空港整備事務所長 溝江　孝雄 ﾐｿﾞｴ ﾀｶｵ

計画管理課長 箕口　陽子 ﾐｸﾞﾁ ﾖｳｺ 営繕調査官 野﨑　明宏 ﾉｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 宮崎港湾・空港整備事務所長 樋口　晃 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ
建設産業課長 井田　悟志 ｲﾀﾞ ｻﾄｼ 営繕品質管理官 中原　照之 ﾅｶﾊﾗ ﾃﾙﾕｷ 鹿児島港湾・空港整備事務所長 三好　一喜 ﾐﾖｼ ｶｽﾞｷ
都市整備課長 石黒　敏規 ｲｼｸﾞﾛ ﾄｼｷ 設備技術対策官 長谷部　武志 ﾊｾﾍﾞ ﾀｹｼ 西之表港湾事務所長 細見　暁彦 ﾎｿﾐ ｱｷﾋｺ
住宅整備課長 真鍋　健也 ﾏﾅﾍﾞ ｹﾝﾔ 官庁施設管理官 浅野　智 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 志布志港湾事務所長 渡邉　佑輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

関門航路事務所長 鴫原　茂 ｼｷﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾙ
下関港湾空港技術調査事務所長 兒島　正明 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ


