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２．人事異動 

（2020 年３月 31 日時点） 

２．１．本 省 

職名 氏名 

経済産業大臣 梶山 弘志 

副大臣 牧原 秀樹 

副大臣 松本 洋平 

大臣政務官 中野 洋昌 

大臣政務官 宮本 周司 

事務次官 安藤 久佳 

経済産業審議官 田中 繁広 

秘書官 木村 義人 

秘書官事務取扱 若林 伸佳 

総理秘書官 佐伯 耕三 

 

職名 氏名 

◎大臣官房  

官房長 糟谷 敏秀 

総括審議官 田中 茂明 

政策立案総括審議官 荒井 勝喜 

公文書監理官 (併)田中 茂明 

サイバーセキュリティ・情報化審議官 三角 育生 

地域経済産業審議官 須藤 治 

技術総括・保安審議官 小澤 典明 

審議官（政策総合調整担当） 桜町 道雄 

政策統括調整官（イノベーション担当） (併)太田 雄彦 

政策統括調整官（国際関係担当） (併)福永 哲郎 

秘書課長 片岡 宏一郎 

参事官（技術・高度人材戦略担当） 

(併)大臣官房総務課危機管理・災害対策室長 
茂木 正 

人事企画官 添田 隆秀 

人事審査官 佐竹 佳典 

企画官（労務担当） 込山 誠一郎 

総務課長 畠山 陽二郎 

国会業務室長 田岡 卓晃 

業務管理官 平松 克啓 

政策立案推進室長 (併)横島 直彦 

政策審議室長 (併)畠山 陽二郎 

首席経済安全保障政策統括調整官 (併)保坂 伸 
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職名 氏名 

経済安全保障政策統括調整官 (併)飯田 陽一 

経済安全保障室長 (併)香山 弘文 

首席アジア新産業共創政策統括調整官 (併)新原 浩朗 

アジア新産業共創政策統括調整官 (併)保坂 伸 

アジア新産業共創政策統括調整官 (併)広瀬 直 

アジア新産業共創政策室長 山室 芳剛 

グローバル産業室長 日暮 正毅 

グローバル産業室企画官 (併)山室 芳剛 

第四次産業革命政策室長 (併)金指 壽 

会計課長 飯田 健太 

政策評価広報課長 横島 直彦 

広報室長 野澤 泰志 

情報システム厚生課長 

(併)情報公開推進室長 

(併)個人情報保護室長 

(併)公文書監理室長 

田中 英治 

統括情報セキュリティ対策官 山下 毅 

厚生企画室長 佐野 俊 

 

職名 氏名 

○調査統計グループ  

調査統計グループ長 (併)太田 雄彦 

参事官（総合調整担当） 井上 学 

統計企画室長 吉田 敦子 

統計情報システム室長 笹川 丞也 

調査分析支援室長 田邉 敬一 

業務管理室長 砂岡 明己 

経済解析室長 桃井 謙祐 

構造統計室長 荒川 晋也 

鉱工業動態統計室長 間中 和彦 

サービス動態統計室長 倉田 裕子 

企業統計室長 沓澤 正道 

 

職名 氏名 

○福島復興推進グループ  

福島復興推進グループ長 (併)須藤 治 

業務管理室長 猿田 康男 

総合調整室長 萩原 崇弘 
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職名 氏名 

福島広報戦略・風評被害対応室長 (併)萩原 崇弘 

福島相双復興推進機構担当室長 (併)諸永 裕一 

福島新産業・雇用創出推進室長 諸永 裕一 

福島事業・なりわい再建支援室長 (併)諸永 裕一 

 

職名 氏名 

◎経済産業政策局  

経済産業政策局長 新原 浩朗 

審議官（経済産業政策局担当） 河西 康之 

審議官（経済社会政策担当） 中原 裕彦 

業務管理官室長 内藤 誠 

総務課長 山本 和徳 

政策企画官 金井 伸輔 

調査課長 青木 幹夫 

企業財務室長 中野渡 守 

産業構造課長 南部 友成 

経済社会政策室長 積田 北辰 

産業組織課長 坂本 里和 

競争環境整備室長 枡口 豊 

知的財産政策室長 渡邊 佳奈子 

産業創造課長 金指 壽 

新規事業創造推進室長 古谷 元 

産業資金課長 呉村 益生 

投資機構室長 (併)呉村 益生 

企業行動課長 小川 要 

企業会計室長 松本 加代 

産業人材政策室長 能村 幸輝 

 

職名 氏名 

○地域経済産業グループ  

地域経済産業グループ長 (併)前田 泰宏 

地域経済産業政策統括調整官 能登 靖 

地域経済産業政策統括調整官 木村 聡 

業務管理官室長 難波 豊 

地域経済産業政策課長 後藤 雄三 

産業政策分析官（地域競争力） 松本 直樹 

地域政策研究官 藤井 法夫 

地域経済産業調査室長 (併)関口 訓央 
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職名 氏名 

地方調整室長 萩原 好男 

地域企業高度化推進課長 前田 博貴 

地域未来投資促進室長 (併)前田 博貴 

地域産業基盤整備課長 

(併)沖縄振興室長 
塩手 能景 

統括地域活性化企画官（地域未来投資担当） 

(併)地域企業高度化戦略室長 
下世古 光可 

中心市街地活性化室長 (併)青木 朋人 

 

職名 氏名 

◎通商政策局  

通商政策局長 

(併)英国欧州連合離脱対策室長 
広瀬 直 

審議官（通商政策局担当） 渡辺 哲也 

審議官（通商戦略担当） 柴田 裕憲 

通商交渉官 赤星 康 

通商交渉官 田村 暁彦 

通商交渉官 小野寺 修 

特別通商交渉官 柏原 恭子 

通商法務官 米谷 三以 

参事官 

(併)サイバー国際経済政策統括調整官 

(併)通商戦略統括調整官 

福永 哲郎 

業務管理官室長 千嶌 浩 

総務課長 木原 晋一 

企画官 飯田 大介 

通商戦略室長 宮下 正己 

通商戦略室企画官 大西 敏 

デジタル通商ルール室長 (併)内田 了司 

企画調査室長 田代 毅 

国際経済課長 寺本 恒昌 

アジア太平洋地域協力推進室長 太田 三音子 

経済連携課長 山口 仁 

経済連携交渉官 田村 英康 

経済連携交渉官 宮坂 智芳 

米州課長 浦上 健一朗 

中南米室長 三浦 聡 

欧州課長 靏田 将範 
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職名 氏名 

ロシア・中央アジア・コーカサス室長 松本 泉 

中東アフリカ課長 田村 亮平 

アフリカ室長 蓮沼 佳和 

通商政策企画調整官 (併)蓮沼 佳和 

アジア大洋州課長 藤澤 秀昭 

通商企画調整官 清水 正雄 

東アジア経済統合推進室長 (併)飛矢崎 峰夫 

南西アジア室長 三宅 保次郎 

北東アジア課長 小林 浩史 

韓国室長 伊集院 健夫 

○通商機構部  

通商機構部長 黒田 淳一郎 

参事官（総括） 上野 麻子 

参事官 

(併)デジタル通商交渉官 
内田 了司 

通商交渉調整官 飛矢崎 峰夫 

国際経済紛争対策室長 木村 拓也 

国際法務室長 (併)米谷 三以 

 

職名 氏名 

◎貿易経済協力局  

貿易経済協力局長 保坂 伸 

審議官（貿易経済協力局担当） 岡田 江平 

審議官（貿易経済協力局・農林水産品輸出担当） 渡邉 洋一 

審議官（貿易経済協力局・国際技術戦略担当） 今給黎 学 

業務管理官室長 田束 博 

総務課長 田中 一成 

通商金融国際交渉官 中村 正大 

戦略輸出交渉官 平塚 敦之 

参事官 野添 剛司 

参事官（国際担当） 熊野 有文 

貿易振興課長 福永 佳史 

企画調整官 (併)飯見 有花 

通商金融課長 藤井 亮輔 

資金協力室長 飯見 有花 

国際金融交渉室長 生田目 尚美 

技術・人材協力課長 紺野 貴史 



618 

職名 氏名 

投資促進課長 

(併)市場開放対策室長 

(併)対日投資総合相談室長 

木尾 修文 

○貿易管理部  

貿易管理部長 飯田 陽一 

貿易管理課長 猪狩 克朗 

電子化・効率化推進室長 永山 純弘 

原産地証明室長 村瀬 庸祐 

貿易審査課長 

(併)野生動植物貿易審査室長 
大條 成太 

農水産室長 

(併)野生動植物貿易審査企画調整官 
小野寺 慎司 

特殊関税等調査室長 平林 孝之 

安全保障貿易管理政策課長 香山 弘文 

技術調査室長 田中 伸彦 

情報調査室長 末森 洋紀 

国際投資管理室長 府川 秀樹 

安全保障貿易管理課長 淺井 洋介 

安全保障貿易国際室長 小池 穰治 

安全保障貿易検査官室長 大澤 活司 

安全保障貿易審査課長 和爾 俊樹 

 

職名 氏名 

◎産業技術環境局  

産業技術環境局長 飯田 祐二 

審議官（産業技術環境局担当） 渡邊 昇治 

審議官（環境問題担当） 矢作 友良 

産業技術環境政策統括調整官 表 尚志 

業務管理官室長 斉藤 和則 

総務課長 湯本 啓市 

産業技術政策上席企画調整官 岡田 武 

成果普及・連携推進室長 新川 元康 

技術政策企画室長 長谷 弘道 

国際室長 伊藤 隆庸 

技術振興・大学連携推進課長 今里 和之 

大学連携推進室長 川上 悟史 

研究開発課長 遠山 毅 

エネルギー・環境イノベーション戦略室長 梅原 徹也 
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職名 氏名 

産業技術プロジェクト推進室長 鷲見 昭英 

産業技術総合研究所室長 (併)湯本 啓市 

新エネルギー・産業技術総合開発機構室長 (併)大本 治康 

技術評価室長 大本 治康 

基準認証政策課長 

(併)基準認証戦略室長 
宮﨑 貴哉 

国際戦略情報分析官（国際標準化担当） 松本 満男 

標準情報分析官 坊田 佳紀 

基準認証広報室長 

(併)工業標準調査室長 

(併)認証企画室長 

齋藤 充 

基準認証経済連携室長 (併)中野 宏和 

製品評価技術基盤機構室長 黒田 俊久 

計量行政室長 阿部 一貴 

国際標準課長 

(併)サービス標準化推進室長 
黒田 浩司 

国際電気標準課長 中野 宏和 

環境政策課長 若月 一泰 

国際戦略情報分析官（環境戦略担当） 田口 左信 

地球環境対策室長 川口 征洋 

地球環境連携室長 長田 稔秋 

環境経済室長 梶川 文博 

資源循環経済課長 横手 広樹 

環境管理推進室長 上條 剛 

 

職名 氏名 

◎製造産業局  

製造産業局長 髙田 修三 

審議官（製造産業局担当） 

(併)大臣官房首席通商政策統括調整官 
春日原 大樹 

審議官（製造産業局担当） 上田 洋二 

審議官（製造産業局担当） 大内 聡 

業務管理官室長 木下 利明 

総務課長 藤本 武士 

参事官（デジタルトランスフォーメーション・イノベーション担当） 

(併)ものづくり政策審議室長 
中野 剛志 

参事官（自動車・産業競争力担当） 

(併)自動車戦略企画室長 
吉村 直泰 
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職名 氏名 

(併)モビリティ戦略上席企画調整官 

製造産業技術戦略室長 (併)藤本 武士 

通商室長 (併)笠井 康広 

国際プラント・インフラシステム･水ビジネス推進室長 笠井 康広 

模倣品対策室長 坂野 聡 

金属課長 蓮井 智哉 

金属技術室長 木原 栄治 

金属課企画官（国際担当） 宮崎 拓夫 

化学物質管理課長 徳増 伸二 

化学物質安全室長 飛騨 俊秀 

化学兵器・麻薬原料等規制対策室長 金柿 正志 

オゾン層保護等推進室長 刀禰 正樹 

化学物質リスク評価室長 (併)徳増 伸二 

素材産業課長 吉村 一元 

企画調査官 村山 勝彦 

革新素材室長 沼舘 建 

生活製品課長 杉浦 宏美 

住宅産業室長 

(併)企画官（技術・国際担当） 
縄田 俊之 

伝統的工芸品産業室長 

(併)企画官（地場産品担当） 
亀山 渉 

産業機械課長 玉井 優子 

ロボット政策室長 石井 孝裕 

素形材産業室長 松本 真太郎 

自動車課長 

(併)自動車部品・ソフトウェア産業室長 
河野 太志 

企画調査官（自動車通商政策担当） 潮崎 雄治 

企画調査官 宮越 朗 

ＩＴＳ・自動走行推進室長 植木 健司 

車両室長 山村 直弘 

航空機武器宇宙産業課長 畑田 浩之 

企画官（防衛産業担当） 中島 義人 

航空機部品・素材産業室長 新倉 崇之 

宇宙産業室長 (併)淺井 洋介 

 

職名 氏名 

◎商務情報政策局  

商務情報政策局長 西山 圭太 
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職名 氏名 

審議官（商務情報政策局担当） 野原 諭 

審議官（ＩＴ戦略担当） 小笠原 陽一 

業務管理官室長 折橋 正敬 

総務課長 山影 雅良 

企画官（デジタル戦略担当） 髙木 重孝 

情報プロジェクト室長 中野 美夏 

国際室長 田村 修司 

情報経済課長 松田 洋平 

サイバーセキュリティ課長 奥家 敏和 

サイバーセキュリティ技術戦略企画調査官 鴨田 浩明 

情報技術利用促進課長 瀧島 勇樹 

地域情報化人材育成推進室長 大崎 美洋 

情報産業課長 菊川 人吾 

参事官（情報産業戦略・ヘルスケア産業総括担当） 西川 和見 

デバイス・情報家電戦略室長 有馬 伸明 

環境リサイクル室長 (併)有馬 伸明 

ソフトウェア・情報サービス戦略室長 田辺 雄史 

コンテンツ産業課長 髙木 美香 

 

職名 氏名 

○商務・サービスグループ  

商務・サービス審議官 藤木 俊光 

審議官（商務・サービス担当） 島田 勘資 

商務・サービス政策統括調整官 江崎 禎英 

2025 年国際博覧会統括調整官 岩田 泰 

消費者政策研究官 谷 みどり 

業務管理官室長 冨田 秀俊 

参事官（商務・サービスグループ担当） 佐々木 啓介 

参事官（商務・サービス政策企画担当） 西野 健 

博覧会国際企画調整官 東 哲也 

消費・流通政策課長 

(併)大規模小売店舗立地法相談室長 
伊藤 政道 

消費経済企画室長 内田 隆 

物流企画室長 (併)内田 隆 

キャッシュレス推進室長 津脇 慈子 

参事官（商品市場整備担当） 戸邉 千広 

商品先物市場整備監視室長 水野 良彦 

商取引監督課長 正田 聡 
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職名 氏名 

商取引検査室長 中嶋 誠 

サービス政策課長 浅野 大介 

サービス産業室長 宮下 洋 

教育産業室長 (併)浅野 大介 

海外展開支援室長 (併)浅野 大介 

クールジャパン政策課長 

(併)ファッション政策室長 

(併)デザイン政策室長 

三牧 純一郎 

博覧会推進室長 武田 家明 

クールジャパン海外戦略室長 橋本 文子 

ヘルスケア産業課長 (併)西野 健 

ヘルスケア産業研究官 仁賀 建夫 

企画官（ヘルスケア産業担当） 川口 俊徳 

医療・福祉機器産業室長 富原 早夏 

国際展開推進室長 (併)西野 健 

生物化学産業課長 田中 哲也 

生物多様性・生物兵器対策室長 小出 純 

 

職名 氏名 

○産業保安グループ  

産業保安グループ長 (併)小澤 典明 

審議官（産業保安担当） 河本 健一 

業務管理室長 溝田 健志 

保安課長 田尻 貴裕 

高圧ガス保安室長 伊藤 浩 

ガス安全室長 月舘 実 

電力安全課長 田上 博道 

電気保安室長 橘 幹広 

鉱山・火薬類監理官 大橋 良輔 

石炭保安室長 磯部 隆 

製品安全課長 原 伸幸 

製品事故対策室長 (併)原 伸幸 

 

職名 氏名 

○電力・ガス取引監視等委員会事務局  

事務局長 佐藤 悦緒 

業務管理室長 (併)溝田 健志 

総務課長 恒藤 晃 
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職名 氏名 

総括企画調整官 

(併)ネットワーク事業制度企画室長 
日置 純子 

取引監視課長 遠藤 光 

小売取引検査管理官 伊藤 春樹 

取引制度企画室長 黒田 嘉彰 

ネットワーク事業監視課長 田中 勇己 

統括ネットワーク事業管理官 野沢 直樹 
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２．２．外 局 

職名 氏名 

◎資源エネルギー庁  

資源エネルギー庁長官 髙橋 泰三 

次長 平井 裕秀 

原子力事故災害対処審議官 新川 達也 

資源エネルギー政策統括調整官 覺道 崇文 

資源エネルギー政策統括調整官 佐々木 雅人 

廃炉・汚染水特別対策監 (併)須藤 治 

○長官官房  

総務課長 龍崎 孝嗣 

国際資源エネルギー戦略統括調整官 金子 知裕 

国際資源エネルギー戦略統括調整官 (併)表 尚志 

国際原子力技術特別研究官 

(併)国際資源エネルギー技術戦略調整官 
舟木 健太郎 

エネルギー制度改革推進総合調整官 池谷 巌 

戦略企画室長 田中 将吾 

国際室長 (併)長谷川 洋 

需給政策室長 

(併)調査広報室長 
長谷川 洋 

業務管理官室長 太田 匠 

会計室長 前田 健司 

国際課長 (併)金子 知裕 

海外エネルギーインフラ室長 小山 雅臣 

○省エネルギー・新エネルギー部  

省エネルギー ・新エネルギー部長 松山 泰浩 

政策課長 山崎 琢矢 

再生可能エネルギー主力電源化戦略調整官 (併)稲邑 拓馬 

国際室長 (併)小山 雅臣 

新エネルギーシステム課長 白井 俊行 

熱電併給推進室長（コジェネ推進室） (併)山崎 琢矢 

省エネルギー課長 江澤 正名 

省エネルギー対策業務室長 (併)江澤 正名 

新エネルギー課長 清水 淳太郎 

再生可能エネルギー推進室長 杉浦 孝志 

水素・燃料電池戦略室長 (併)白井 俊行 

○資源・燃料部  

資源・燃料部長 

(併)長官官房カーボンリサイクル室長 
南 亮 
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職名 氏名 

政策課長 西山 英将 

企画官（石油政策担当） 横田 純一 

海洋資源開発交渉官 沖嶌 弘芳 

資源戦略企画調査官 猪口 相 

燃料政策企画室長 斎藤 賢介 

海洋政策企画室長 (併)西山 英将 

石油・天然ガス課長 早田 豪 

石油精製備蓄課長 小泉 秀親 

石油流通課長 松浦 哲哉 

石炭課長 竹廣 克 

鉱物資源課長 大東 道郎 

○電力・ガス事業部  

電力・ガス事業部長 村瀬 佳史 

原子力損害対応総合調整官 服部 桂治 

原子力発電所事故収束対応調整官 生越 晴茂 

政策課長 吉野 栄洋 

企画官（立地総合調整担当） 

(併)電源地域整備室長 
森 大輔 

電力産業・市場室長 下村 貴裕 

ガス市場整備室長 下堀 友数 

電力基盤整備課長 曳野 潔 

電力需給・流通政策室長 稲邑 拓馬 

電力供給室長 森本 将史 

電力流通室長 (併)曳野 潔 

原子力政策課長 松野 大輔 

企画官（原子力政策担当） 岡本 正樹 

原子力国際協力推進室長 

(併)原子力産業室長 

(併)原子力技術室長 

(併)廃炉産業室長 

永澤 剛 

原子力基盤室長 皆川 重治 

原子力発電所事故収束対応室長 土屋 博史 

原子力立地・核燃料サイクル産業課長 久米 孝 

核燃料サイクル産業立地対策室長 髙野 史広 

原子力立地政策室長 

(併)原子力広報室長 
遠藤 量太 

原子力政策企画調査官 志村 和俊 
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職名 氏名 

原子力損害対応室長 (併)服部 桂治 

東京電力福島第一原子力発電所事故廃炉・汚染水対策官 奥田 修司 

放射性廃棄物対策課長 那須 良 

放射性廃棄物対策技術室長 (併)那須 良 

放射性廃棄物対策広報室長 (併)那須 良 

 
職名 氏名 

◎特許庁   

長官 松永 明 

特許技監 嶋野 邦彦 

○総務部   

部長 佐藤 朋哉 

秘書課長 石川 靖 

総務課長 佐藤 朋哉 

会計課長 鈴木 謙次郎 

企画調査課長  小松 竜一 

普及支援課長 佐野 元次 

国際政策課長 北村 弘樹 

国際協力課長 根本 恭志 

○審査業務部  

部長 西垣 淳子 

審査業務課長 平尾 正樹 

出願課長 渡邉 治 

商標課長 高野 和行 

商標審査長（化学・食品） 森山 啓 

商標審査長（機械） 旦 克昌 

商標審査長（雑貨繊維） 矢澤 一幸 

商標上席審査長（産業役務・一般役務） 齋藤 貴博 

○審査第一部  

部長 谷山 稔男 

調整課長 安田 太 

意匠課長 油科 壮一 

首席審査長（計測・応用物理） 大森 伸一 

上席審査長（応用光学・光デバイス） 岡田 吉美 

審査長（分析診断） 加々美 一恵 

審査長（事務機器）  笹野 秀生 

上席審査長（自然資源・アミューズメント） 南 宏輔 

審査長（住環境） 渋谷 知子 
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職名 氏名 

意匠上席審査長（情報・交通意匠） 上島 靖範 

意匠審査長（生活・流通意匠） 前畑 さおり 

○審査第二部  

部長 桂 正憲 

首席審査長（自動制御・動力機械） 森藤 淳志 

審査長（運輸） 今村 亘 

上席審査長（生産機械・一般機械） 本庄 亮太郎 

審査長（搬送） 遠藤 秀明 

審査長（繊維包装機械） 佐々木 一浩 

上席審査長（生活機器・熱機器） 岩谷 一臣 

審査長（医療機器） 神山 茂樹 

○審査第三部   

部長 岩崎 晋 

首席審査長（無機化学・環境化学） 天野 斉 

審査長（素材加工・金属電気化学） 森井 隆信 

上席審査長（医療） 松波 由美子 

上席審査長（有機化学・生命工学） 諸岡 健一 

審査長（化学応用） 五十棲 毅 

審査長（高分子） 細井 龍史 

審査長（プラスチック工学） 松田 成正 

○審査第四部   

部長 髙原 愼太郎 

首席審査長（電子商取引） 野仲 松男 

審査長（情報処理） 中野 裕二 

上席審査長（伝送システム） 齋藤 哲 

審査長（電力システム） 角田 慎治 

審査長（デジタル通信） 廣川 浩 

上席審査長（映像システム・インターフェイス） 髙橋 宣博 

審査長（電子デバイス・電気機器） 石丸 昌平 

○審判部   

部長 山下 崇 

首席審判長 和田 雄二 

第１部門上席部門長 小林 紀史 

第１部門審判長 中塚 直樹 

同 藤井 昇 

第２部門部門長 森 竜介 

第２部審判長 柿崎 拓 

同 三崎 仁 
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職名 氏名 

第３部門部門長 伊藤 昌哉 

第３部門審判長 瀬津 太朗 

同 長﨑 洋一 

同 平城 俊雅 

第４部門部門長 安久 司郎 

第４部門審判長 秋田 将行 

同 石井 哲 

同 鉄 豊郎 

第５部門部門長 森次 顕 

同 川端 修 

同 小林 俊久 

第６部門首席部門長 和田 雄二 

第６部門審判長 里村 利光 

同 樋口 信宏 

第７部門上席部門長 尾崎 淳史 

第７部門審判長 藤本 義仁 

同 𠮷村 尚 

第８部門部門長 瀬川 勝久 

第８部門審判長 井上 博之 

同 小松 徹三 

第９部門上席部門長 久保 竜一 

第９部門審判長 中川 眞一 

同 堀川 一郎 

第 10 部門部門長 渋谷 善弘 

第 10 部門審判長 金澤 俊郎 

同 佐々木 芳枝 

同 11 部門上席部門長 氏原 康宏 

同 島田 信一 

同 𠮷川 康史 

第 12 部門部門長 大町 真義 

第 12 部門審判長 田村 嘉章 

同 平田 信勝 

第 13 部門部門長 栗田 雅弘 

第 13 部門審判長 亀ヶ谷 明久 

同 刈間 宏信 

同 見目 省二 

第 14 部門部門長 高山 芳之 

第 14 部門審判長 石井 孝明 
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職名 氏名 

同 久保 克彦 

同 渡邊 豊英 

第 15 部門上席部門長 千壽 哲郎 

第 15 部門審判長 髙木 彰 

同 内藤 真德 

同 水野 治彦 

第 16 部門審判長 紀本 孝 

同 松下 聡 

同 山崎 勝司 

第 17 部門部門長 服部 智 

第 17 部門審判長 菊地 則義 

同 豊永 茂弘 

第 18 部門部門長 平塚 政宏 

第 18 部門審判長 粟野 正明 

同 池渕 立 

第 19 部門部門長 佐藤 健史 

第 19 部門審判長 大熊 幸治 

同  近野 光知 

第 20 部門部門長 須藤 康洋 

第 20 部門審判長  大島 祥吾 

同 加藤 友也 

第 21 部門上席部門長 冨士 良宏 

第 21 部門審判長 藏野 雅昭 

同 日比野 隆治 

第 22 部門部門長 佐々木 秀次 

第 22 部門審判長 瀬良 聡機 

同 中澤 登 

同 村上 騎見高 

第 23 部門部門長 滝口 尚良 

第 23 部門審判長 井上 典之 

同 林 茂樹 

同 藤原 浩子 

第 24 部門上席部門長 關 政立 

第 24 部門審判長 岡崎 美穂 

同 光本 美奈子 

同 門前 浩一 

第 25 部門部門長 田村 聖子 

第 25 部門審判長 中島 庸子 
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職名 氏名 

同 長井 啓子 

同 藤原 直欣 

第 26 部門部門長 佐藤 聡史 

第 26 部門審判長 石井 茂和 

同 井上 茂夫 

同 渡邊 聡 

第 27 部門部門長 吉田 耕一 

第 27 部門審判長 芦原 康裕 

同 稲葉 和生 

同 清水 稔 

第 28 部門上席部門長 仲間 晃 

第 28 部門審判長 北村 英隆 

同 田中 秀人 

第 29 部門上席部門長 辻本 泰隆 

第 29 部門審判長 恩田 春香 

同 加藤 浩一 

同 藤田 年彦 

第 30 部門上席部門長 鳥居 稔 

第 30 部門審判長 五十嵐 努 

同 清水 正一 

同 千葉 輝久 

第 31 部門部門長 菅原 道晴 

第 31 部門審判長 岩間 直純 

同 中木 努 

同 福島 浩司 

第 32 部門部門長 酒井 朋広 

第 32 部門審判長 井上 信一 

同 國分 直樹 

同 関根 裕 

第 33 部門部門長 北岡 浩 

第 33 部門審判長 佐藤 智康 

同 吉田 隆之 

第 34 部門上席部門長 木村 恭子 

第 34 部門審判長 北代 真一 

同 小林 裕和 

同 内藤 弘樹 

第 35 部門上席部門長 金子 尚人 

第 35 部門審判長 岩崎 安子 
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職名 氏名 

同 田中 敬規 

第 36 部門部門長 半田 正人 

第 36 部門審判長 薩摩 純一 

同 榎本 政実 

第 37 部門部門長 木村 一弘 

第 37 部門審判長 中束 としえ 

第 38 部門部門長 小出 浩子 

第 38 部門審判長 冨澤 美加 

同 山田 正樹 

審判課長 前田 仁志 

 
職名 氏名 

◎中小企業庁  

中小企業庁長官 前田 泰宏 

次長 鎌田 篤 

○長官官房  

中小企業政策統括調整官 (併)木村 聡 

総務課長 髙倉 秀和 

生産性革命推進室長 (併)吉野 潤 

中小企業金融検査室長 松本 浩 

デジタル・トランスフォーメーション企画調整官 西谷 香織 

業務管理官室長 髙橋 一也 

広報相談室長 勝本 光久 

○事業環境部  

事業環境部長 奈須野 太 

企画課長 神﨑 忠彦 

調査室長 関口 訓央 

経営安定対策室長 佐藤 二三男 

国際協力室長 藤原 晋一 

金融課長 貴田 仁郎 

財務課長 松井 拓郎 

取引課長 亀井 明紀 

消費税転嫁対策室長 仁科 孝幸 

○経営支援部  

経営支援部長 渡邉 政嘉 

経営支援課長 殿木 文明 

小規模企業振興課長 岡田 智裕 

創業・新事業促進課長 林 揚哲 
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職名 氏名 

海外展開支援室長 西野 友浩 

技術・経営革新課長 吉野 潤 

商業課長 青木 朋人 
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２．３．施設等機関 

職名 氏名 

◎経済産業研修所  

所長 太田 雄彦 

次長 (併)片岡 宏一郎 
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２．４．地方支分部局等 

職名 氏名 

◎北海道経済産業局  

局長 安藤 保彦 

○総務企画部  

部長 小栁津 直哉 

総務課長 林 健善 

広報室長兼情報システム室長 天池 毅裕 

企画調査課長 辻 純朗 

会計課長 安部 桂司 

国際課長 藤田 真理子 

電力・ガス取引監視室長 藤岡 達也 

○地域経済部  

部長 岡出 直人 

次長 小貫 秀治 

地域経済課長兼産業人材政策室長兼競争環境整備室長 渡辺 泰弘 

産業技術課長兼産学官連携推進室長 後藤 博樹 

知的財産室長 坂野 真 

製造・情報産業課長 近江 栄治 

参事官 小塚 隆 

食・観光産業課長 西村 かおり 

参事官 高橋 司 

健康・サービス産業課長 伊藤 譲 

参事官 直江 健二 

○産業部  

部長 三木 一弘 

次長 佐藤 正幸 

産業振興課長兼大規模小売店舗立地法相談室長兼アルコール室長兼

中小企業金融検査室長 

赤坂 修司 

消費経済課長兼消費者相談室長兼製品安全室長 中野 敦 

中小企業課長 酒井 哲也 

消費税転嫁対策室長 渋江 新司 

経営支援課長兼商業振興室長 菅原 裕幸 

○資源エネルギー環境部  

部長 安藤 保彦 

電源開発調整官 菅原 知彦 

資源エネルギー環境課長兼ガス事業室長兼総合エネルギー広報室長 佐藤 憲明 

環境・リサイクル課長 田口 晴彦 

エネルギー対策課長 柳沼 勝利 
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職名 氏名 

電力事業課長 立野 雅樹 

資源・燃料課長 清野 正樹 

 
職名 氏名 

◎東北経済産業局  

局長 相樂 希美 

○総務企画部  

部長 北村 敦司 

総務課長 藤本 隆 

参事官（総務企画部 広報・情報システム室長） 工藤 竜也 

同（地域経済部 東日本大震災復興推進室長） 油川 一義 

同（地域経済部 情報政策室長） 五十嵐 圭介 

同（地域経済部 自動車・航空機産業室長） 的場 透 

同（資源エネルギー環境部 電源地域振興室長） 玉上 由紀子 

企画調査課長 高橋 治 

会計課長 鈴木 光弘 

国際課長 小林 豊治 

○地域経済部  

部長 蘆田 和也 

地域経済課長 遠藤 憲子 

産業支援課長 三瓶 綾子 

産業技術課長 渡邉 守章 

製造産業課長 高坂 英利 

○産業部  

部長 渡邉 善夫 

産業振興課長 遠藤 司 

商業・流通サービス産業課長 村田 久明 

消費経済課長 渡辺 正明 

中小企業課長 有路 正浩 

経営支援課長 佐藤 和男 

地域ブランド連携推進課長 菅原 隆平 

○資源エネルギー環境部  

部長 奥村 浩信 

次長 柏 芳郎 

電源開発調整官 黒瀬 芳紀 

資源エネルギー環境課長 松田 吉紀 

環境・リサイクル課長 今野 昭男 

エネルギー対策課長 成田 眞 
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職名 氏名 

資源・燃料課長 田中 祐正 

電力・ガス事業課長 佐藤 賀一 

 
職名 氏名 

◎関東経済産業局  

局長 濱野 幸一 

○総務企画部  

部長 向野 陽一郎 

次長 五十嵐 悟 

参事官 堀江 繁 

同 麻生 浩司 

同 西山 正 

同 白戸 恒彦 

同 坂口 伸 

同 坪井 誠 

同 小松 超 

同 三枝 徳行 

総務課長 小澤 元樹 

会計課長 伊藤 克己 

企画調査課長 濱田 豊 

国際課長 高見沢 慶子 

○地域経済部  

部長 中嶋 重光 

次長 工藤 浩一 

地域経済課長 北原 明 

企業立地支援課長 今野 順子 

社会・人材政策課長 戸川 哲宏 

産業技術革新課長 門田 靖 

地域振興課長 竹村 勝 

次世代産業課長  室住 敬寛 

デジタル経済課長 杉山 晴治 

○産業部  

部長 勝本 光久 

次長 久世 尚史 

産業振興課長 久保田 浩 

消費経済課長 江口 正剛 

商務・取引信用課長 若井 直樹 

製造産業課長 猪俣 智子 
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職名 氏名 

 流通・サービス産業課長 志村 典彦 

 中小企業課長 田中 政弘 

 適正取引推進課長 山川 弘二 

 中小企業金融課長 堀内 雄介 

 経営支援課長 大熊 奈津子 

○資源エネルギー環境部  

部長 田村 厚推 

電源開発調整官 一倉 正仁 

地域エネルギー振興企画官 近藤 かおる 

資源エネルギー環境課長 今井 輝推 

環境・リサイクル課長 瀧澤 剛 

省エネルギー対策課長 忍田 千鶴子 

新エネルギー対策課長 斎藤 雅昭 

電力事業課長 小林 眞一 

資源・燃料課長 新田 祐治 

ガス事業課長 芳賀 潤一 

○東京通商事務所  

所長 高橋 多佳美 

総務課長 中村 明宏 

業務課長 岩門 快和 

○横浜通商事務所  

所長 渡辺 理香 

総務課長 阿部 実 

輸出課長 (併)阿部 実 

業務課長 (併)阿部 実 

 
職名 氏名 

◎中部経済産業局  

局長 髙𣘺 淳 

○総務企画部  

部長 小濱 昭浩 

参事官  （電力・ガス取引監視担当） 中井 基之 

同  （地域振興担当） 末吉 敏弘 

同  （ヘルスケア産業担当） 大橋 康史 

同  （地域人材政策担当） 青山 美代子 

同  （消費税転嫁対策・取引適正化推進担当） 金森 撤次 

同  （新事業支援担当） 今野 直明 
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職名 氏名 

総務課長 彦坂 謙二 

企画課長 亀井 敏之 

会計課長 中島 真一郎 

調査課長 薗部 真理人 

○地域経済部  

部長 閑念 麿聡 

次長 新藤 公人 

地域経済課長 豊島 賢治 

産業技術課長 篠田 顕一 

航空宇宙産業課長 淺井 敬介 

国際課長 鳴瀬 陽 

次世代産業課長 吉岡 和彦 

○産業部  

部長 岡本 正弘 

次長 瀬賀 和也 

産業振興課長 中川 浩之 

消費経済課長 出村 嘉朗 

製造産業課長 浅野 俊明 

流通・サービス産業課長 中窪 浩美 

中小企業課長 鶴巻 正美 

経営支援課長 加藤 久喜 

○資源エネルギー環境部  

部長 岩田 則子 

電源開発調整官 林 正実 

資源エネルギー環境課長 長谷川 貴弘 

環境・リサイクル課長 片桐 泰明 

エネルギー対策課長 柳原 和男 

電力・ガス事業課長 稲垣 香代子 

燃料課長 松宮 正宏 

鉱業課長 山崎 敏彦 

○電力・ガス事業北陸支局  

支局長 小島 暢夫 

電源開発調整官 伊藤 周広 

参事官 米口 敬浩 

総務課長 山田 容功 

地域経済課長 原 幸彦 

産業課長 坂 直樹 

電力・ガス事業課長 藤木 明 
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職名 氏名 

◎近畿経済産業局  

局長 米村 猛 

○総務企画部  

部長 桑原 靖雄 

参事官 河上 康裕 

同 山根 理 

同 谷原 秀昭 

同 奥田 泰光 

同 濱崎 浩 

同 前原 誠 

同 大平 昌幸 

同 横井 昌弘 

同 山田 真司 

総務課長 原田 敏行 

企画調査課長 山本 敏明 

会計課長 橋本 俊次 

中小企業政策調査課長 足立 光晴 

2025NEXT 関西企画室長 (併)石原 康行 

○地域経済部  

部長 矢島 秀浩 

次長 内海 美保 

地域経済課長 細川 洋一 

産業技術課長 坂本 和英 

バイオ・医療機器技術振興課長 日村 健二 

次世代産業・情報政策課長 大塚 公彦 

○産業部  

部長 西野 聡 

次長 藤下 康 

産業課長 山本 哲弘 

消費経済課長 (併)山本 哲弘 

製造産業課長 小橋 厚司 

流通・サービス産業課長 八田 明洋 

中小企業課長 前田 浩文 

創業・経営支援課長 黒木 啓良 

○通商部  

部長 村上 樹人 

国際化調整企画官 高瀬 幸子 

国際課長 森下 剛志 
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職名 氏名 

国際事業課長 前田 淳 

投資交流促進課長 村上 圭子 

通商課長 箕浦 由里 

○資源エネルギー環境部  

部長 杉山 佳弘 

次長 石原 康行 

電源開発調整官 大西 宏志 

資源エネルギー環境課長 田口 一江 

環境・リサイクル課長 原口 朋明 

エネルギー対策課長 西山 文広 

資源・燃料課長 大西 逸朗 

電力・ガス事業課長 勝谷 透 

○神戸通商事務所  

所長 牟田 和弘 

総務課長 薗 浩江 

 
職名 氏名 

◎中国経済産業局  

局長 渕上 善弘 

○総務企画部  

部長 栗田 豊滋 

総務課長 近村 淳 

参事官（広報担当） 藤村 真琴 

企画調査課長  井上 正人 

参事官（調査担当） 泉 幹夫 

会計課長  森下 秀樹 

参事官（電力・ガス取引監視担当） 宅見 幸一 

○地域経済部  

部長 中内 重則 

次長 藤本 茂文 

地域経済課長 森分 幸雄 

参事官（ものづくり産業担当） 神田 恭秀 

同（自動車・航空機・産業機械担当） 閑田 英敬 

同（情報・ヘルスケア産業担当） 大倉 司郎 

産業人材政策課長 岡本 広文 

産業技術連携課長 平岡 信吾 

産業技術調査官 三島 康史 

○産業部  
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職名 氏名 

部長 中山 光治 

産業振興課長 松本 正 

国際課長  中村 崇 

流通・サービス産業課長 小川 恭宏 

消費経済課長 東岡 晋二 

中小企業課長 難波 貢司 

参事官（下請取引適正化・消費税転嫁対策担当）  腰本 和輝 

経営支援課長 稲原 宏昭 

○資源エネルギー環境部  

部長 斎藤 秀幸 

電源開発調整官 植野 雅博 

資源エネルギー環境課長 増本 勲 

環境・リサイクル課長 長谷川 健二 

エネルギー対策課長 竹廣 智治 

資源・燃料課長 中村 実 

電力・ガス事業課長 田原 誠一郎  

 
職名 氏名 

◎四国経済産業局  

局長 土橋 秀義 

○総務企画部  

部長 永見 靖 

参事官（総合調整・防災担当） 田中 伸彦 

参事官（地域未来投資促進担当） 渡部 修治 

参事官（復興推進担当） 芳谷 展生 

参事官（消費税転嫁対策担当） 大西 尊治 

参事官（資源エネルギー企画担当） 冨田 豊隆 

総務課長 岸本 哲郎 

企画課長 山田 和昌 

会計課長 岡上 真一郎 

調査課長 河瀬 融年 

○地域経済部  

部長 吉岡 勝彦 

次長 千谷 敦則 

地域経済課長 岡本 昭義 

次世代産業課長 三好 正彦 

産業技術課長 惟高 哲也 

製造産業課長 植田 幸利 
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職名 氏名 

○産業部  

部長 山本 秀欧 

産業振興課長 松本 一博 

国際課長 熊野 哲也 

商業・流通・サービス産業課長 三好 一弘 

消費経済課長 藤澤 恵子 

中小企業課長 保積 賢勇 

○資源エネルギー環境部  

部長 松原 浩司 

電源開発調整官 和仁 秀幸 

資源エネルギー環境課長 大山 賢治 

エネルギー対策課長 大山 賢治 

資源・燃料課長 範国 正則 

 
職名 氏名 

◎九州経済産業局  

局長 米田 健三  

○総務企画部  

部長 田久保 憲彦 

参事官 松林 義和 

同 河田 光昭 

同 黒木 肇 

同 武田 裕子 

同 西下 尚樹 

総務課長 中牟田 晃 

広報・情報システム室長 友枝 芳久 

企画課長 秋吉 英治 

会計課長 芳賀 洋志 

調査課長 荒木 久男 

電力・ガス取引監視室長 大石 和良 

○国際部  

部長  渡部 伸仁 

国際化調整企画官 篠原 修一 

国際課長 下津浦 一博 

国際企画調査課長 兵頭 達也 

国際事業課長 福成 嘉和 

投資交流促進課長 北島 貴子 

○地域経済部  
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職名 氏名 

部長 松下 達也 

地域経済課長 福島 裕幸 

競争環境整備室長 (併)福島 裕幸 

新産業戦略課長 黒木 肇 

企業支援課長 永野 誠 

産業技術課長 竹内 一雄 

知的財産室 坂田 智弘 

情報政策課長 平川 伸子 

製造産業課長 平田 実 

○産業部  

部長 名垣 眞一 

次長 原 正 

産業課長 城 哲士 

 中小企業金融検査室長 (併)田口 賀徳 

農林水産業成長産業化支援室長 松本 孝之 

消費経済課長 廣重 晋司 

消費者相談室長 (併)廣重 晋司 

製品安全室長 (併)廣重 晋司 

流通・サービス産業課長 福田 浩二 

商業振興室長 (併)福田 浩二 

大規模小売店舗立地法相談室長 (併)福田 浩二 

サービス産業室長 (併)武田 裕子 

コンテンツ産業支援室長 (併)武田 裕子 

 中小企業課長 池部 素子 

 消費税転嫁対策室長 山北 哲矢 

中小企業金融室長 田口 賀徳 

 経営支援課長 (併)城 哲士 

 農林水産業成長産業化支援室長 松本 孝之 

復興推進室長 (併)池部 素子 

○資源エネルギー環境部  

部長 柳生 勇 

次長 石丸 晃 

電源開発調整官 小野 基海 

資源エネルギー環境課長 森永 峰次 

エネルギー環境広報室長 (併)松林 義和 

環境・リサイクル課長 池内 元 

エネルギー対策課長 砂入 成章 

電力・ガス事業課長 野尻 純一郎 
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職名 氏名 

石油課長 坂口 慶輔 

鉱業課長 山田 美佐子 

鉱害課長 山下 義光 

 
職名 氏名 

◎沖縄総合事務局  

経済産業部長 本道 和樹 

政策課長 福田 一博 

企画振興課長 大城 弘文 

地域経済課長 大田 定 

商務通商課長 長嶺 さおり 

中小企業課長 太田 浩一 

環境資源課長 知念 修 

エネルギー対策課長 濱川 均 

石油・ガス課長 (併)濱川 均 
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