
平成３１年４月　１日 

信 越 総 合 通 信 局 

総務省信越総合通信局人事異動 

平成３１年４月１日付け 

（転入・転出） 

新所属 旧所属 
ふりがな 

氏 名 

信越総合通信局総括調整官 併任 

信越総合通信局総合通信相談所長 

併任 信越総合通信局防災対策推

進室長 

情報流通行政局郵政行政部企画課課

長補佐 

たけなか けいいち 

竹中 恵一

信越総合通信局総務部総務課財務

室長 

関東総合通信局無線通信部陸上第三

課上席企画監理官 

まつもと たつろう 

松本 達朗

信越総合通信局無線通信部電波利

用企画課長 併任 信越総合通信

局防災対策推進室室長補佐 

北陸総合通信局情報通信部放送課課

長補佐 併任 北陸総合通信局サイ

バーセキュリティ室 

うえかわ まさひろ 

上川 政宏

信越総合通信局無線通信部航空海

上課長 

東海総合通信局無線通信部航空海上

課長 併任 東海総合通信局防災対

策推進室室長補佐 

はやし けんじ 

林 賢二

信越総合通信局無線通信部監視調

査課長 

東海総合通信局電波監理部監視課 

上席電波監視官 

とりの まこと 

鳥野 真 

東海総合通信局総務部財務課長 

併任 東海総合通信局防災対策推

進室室長補佐 

信越総合通信局総務部総務課財務室

長 

たにはら ゆういち 

谷原 祐一 

東海総合通信局無線通信部陸上課

長 併任 東海総合通信局防災対

策推進室室長補佐 

信越総合通信局無線通信部企画調整

課長 併任 信越総合通信局防災対

策推進室室長補佐 

やすだ たかし 

安田 隆 



新所属 旧所属 
ふりがな 

氏 名 

九州総合通信局無線通信部航空海

上課長 

信越総合通信局無線通信部航空海上

課長 

こうし はるひこ 

合志 治彦 

関東総合通信局無線通信部陸上第

二課長 併任 関東総合通信局防

災対策推進室室長補佐 

信越総合通信局無線通信部監視調査

課長 

おきた ひとし 

沖田 仁 

東北総合通信局電波監理部調査課

長 

信越総合通信局情報通信部電気通信

事業課情報通信振興室情報通信連携

推進官 併任 情報通信部電気通信

事業課情報通信振興室上席コンテン

ツ流通促進官 併任 防災対策推進

室 

うえだ かずひさ 

上田 和久 

（局内異動） 

新所属 旧所属 
ふりがな 

氏 名 

総務部総務課財務室課長補佐 

併任 総務部総務課財務室上席企

画監理官 

総務部総務課財務室上席企画監理官 
併任 総務部総務課財務室課長補佐 

にしざわ まさのぶ 

西澤 昌信 

情報通信部電気通信事業課課長補
佐 併任 サイバーセキュリティ
室室長補佐 

総務部総務課財務室課長補佐 
こいで さとし 

小出 諭 

情報通信部電気通信事業課情報通

信振興室情報通信連携推進官 併

任 情報通信部電気通信事業課情

報通信振興室上席コンテンツ流通

促進官 併任 防災対策推進室 

情報通信部電気通信事業課課長補佐 
併任 サイバーセキュリティ室室長
補佐 

ほり ひろと 

堀 浩人 

情報通信部電気通信事業課情報通
信振興室企画監理官（利用促進担
当チーフ） 

（経験者採用） 
たかみざわ かずひこ 

高見澤 和彦 

情報通信部放送課受信障害対策官 
無線通信部企画調整課課長補佐 併
任 防災対策推進室 

もちづき ひでき 

望月 英樹 

情報通信部放送課企画監理官（放

送ネットワーク強靭化担当チー

フ） 

（再任用） 
やなぎさわ やすなが 

柳澤 安永 

無線通信部電波利用企画課課長補

佐 併任 防災対策推進室 

無線通信部企画調整課上席企画監理
官 併任 無線通信部監視調査課上
席電波監視官 

しまだ あきら 

島田 彰 



新所属 旧所属 
ふりがな 

氏 名 

無線通信部電波利用企画課上席企

画監理官 

無線通信部監視調査課上席電波監視
官 

いしだ なおき 

石田 直樹 

無線通信部監視調査課上席電波監

視官 
情報通信部放送課上席電波検査官 

はやし たかお 

林 隆夫 

無線通信部監視調査課電波監視官 

（第一監視担当チーフ） 

無線通信部監視調査課電波監視官 

（第二調査担当チーフ） 

はら 

原 

さちこ 

幸子 

無線通信部監視調査課電波監視官 

（第二調査担当チーフ） 

無線通信部監視調査課電波監視官 

（第一監視担当チーフ） 

かねだ こうじ 

金田 耕知 

情報通信部電気通信事業課情報通

信振興室企画監理官（連携推進担

当チーフ） 併任 情報通信部電

気通信事業課情報通信振興室コン

テンツ流通促進官 

情報通信部電気通信事業課情報通信
振興室企画監理官（連携推進担当チ
ーフ 兼 利用促進担当チーフ） 
併任 情報通信部電気通信事業課情
報通信振興室コンテンツ流通促進官 

わかい やすゆき 

若井 靖之 

情報通信部放送課電波検査官 併

任 無線通信部監視調査課電波監

視官 

（放送担当チーフ） 

情報通信部放送課電波検査官（放送

担当チーフ 兼 放送ネットワーク

強靱化担当チーフ） 併任 無線通

信部監視調査課電波監視官 

わたらい まさてる 

渡會 昌輝 

 

 

 

 

連絡先 信 越 総 合 通 信 局 
総 務 部  総 務 課 

電 話 ０２６－２３４－９９３１ 




