
平成３1年度　協働推進員　

令和元年５月７日現在

所属名 職名 職員氏名 電話番号

1 政策企画局 政策企画監室 副政策企画監 門脇　和也 0852-22-6063

2 政策企画局 秘書課 企画員 本郷　美佐 0852-22-5005

3 政策企画局 統計調査課 グループリーダー 吉田　幸市 0852-22-5069

4 総務部 総務課 グループリーダー 石川　邦浩 0852-22-5916

5 総務部 人事課 グループリーダー 吾郷　裕子 0852-22-6005

6 総務部 財政課 課長代理 飯塚　修司 0852-22-6503

7 総務部 税務課 グループリーダー 加納　里香 0852-22-5616

8 総務部 管財課 グループリーダー 永瀬　一男 0852-22-5640

9 総務部 営繕課 グループリーダー 角森　浩一郎 0852-22-6596

10 総務部 総務事務センター グループリーダー 藤間　潤 0852-22-5986

11 総務部 隠岐県民局 課長 佐藤　富成 08512-2-9603

12 総務部 隠岐保健所 課長 宮原　竜二 08512-2-9702

13 総務部 隠岐農林局 部長 武田　昌司 08512-2-9639

14 総務部 隠岐水産局 課長 山根　三千弘 08512-2-9661

15 総務部 隠岐県土整備局 部長 山崎　雅則 08512-2-9721

16 総務部 東部県民センター 係長 畑　智子 0852-32-5605

17 総務部 雲南事務所 課長 熊谷　賢亨 0854-42-9509

18 総務部 出雲事務所 事務所長 岡本　健 0853-30-5505

19 総務部 西部県民センター 課長 岡本　宏明 0855-29-5514

20 総務部 県央事務所 事務所長 川島　靖将 0854-84-9570

21 総務部 県央事務所 課長 佃　浩憲 0854-84-9572

22 総務部 益田事務所 課長 中祖　直樹 0856-31-9504

23 総務部 益田事務所 課長 大野　智明 0856-31-9515

24 総務部 東京事務所 課長 笠松　真美 03-5212-9070

25 総務部 自治研修所 部長 角森　裕子 0852-22-5855

26 広報部 広報室 グループリーダー 佐々木　祥子 0852-22-6500

27 広報部 県民対話室 企画幹 佐々木　祥子 0852-22-6500

28 防災部 消防総務課 グループリーダー 内田　順子 0852-22-5884

29 防災部 防災危機管理課 グループリーダー 加本　純也 0852-22-6486

30 防災部 原子力安全対策課 グループリーダー 佐藤　淳 0852-22-6303

31 防災部 消防学校 副校長 宍道　靖 0852-22-0166

32 防災部 消防学校 企画員 松浦　香代子 0852-22-0166

33 地域振興部 地域政策課 調整監 岡﨑　國郎 0852-22-6759

34 地域振興部 しまね暮らし推進課 グループリーダー 荒木　淳宏 0852-22-6502

35 地域振興部 市町村課 グループリーダー 足立　弘 0852-22-5791

36 地域振興部 情報政策課 グループリーダー 田坂　裕嗣 0852-22-5582

37 地域振興部 交通対策課 企画幹 松平　真二 0852-22-6073

38 地域振興部 中山間地域研究センター 部長 渡邊　剛 0854-76-3807

39 環境生活部 環境生活総務課 グループリーダー 清水　明 0852-22-5233

40 環境生活部 環境生活総務課 企画員 山根　温美 0852-22-5233

41 環境生活部 環境生活総務課 企画幹 山本　直樹 0852-22-5096

42 環境生活部 環境生活総務課 主任 小村　宗裕 0852-22-5096

43 環境生活部 環境生活総務課 主任 上野　博史 0852-22-6099

44 環境生活部 人権同和対策課 グループリーダー 石倉　智之 0852-22-5900

45 環境生活部 文化国際課 グループリーダー 伊藤　泰隆 0852-22-6493

46 環境生活部 スポーツ振興課 グループリーダー 松本　守正 0852-22-6439

47 環境生活部 自然環境課 グループリーダー 奈良　麻子 0852-22-6517

48 環境生活部 自然環境課 グループリーダー 伊藤　発郎 0852-22-5347

49 環境生活部 環境政策課 グループリーダー 栗山　政和 0852-22-6379

50 環境生活部 廃棄物対策課 グループリーダー 神村　好信 0852-22-6421

51 環境生活部 美術館 課長 森本　留美子 0852-55-4702

52 環境生活部 芸術文化センター 主任 北浦　克成 0856-31-1867

53 健康福祉部 健康福祉総務課 グループリーダー 齋藤　浩美 0852-22-5249

54 健康福祉部 地域福祉課 グループリーダー 伊藤　修 0852-22-6822

55 健康福祉部 医療政策課 グループリーダー 和田　久史 0852-22-6698

56 健康福祉部 健康推進課 グループリーダー 青山　徳子 0852-22-6523

57 健康福祉部 高齢者福祉課 グループリーダー 吉川　雄二 0852-22-5204

58 健康福祉部 青少年家庭課 企画員 松田　英治 0852-22-6268



所属名 職名 職員氏名 電話番号

59 健康福祉部 子ども・子育て支援課 グループリーダー 内田　誉文 0852-22-5302

60 健康福祉部 障がい福祉課 主任 原　美紀子 0852-22-6526

61 健康福祉部 薬事衛生課 グループリーダー 児玉　俊夫 0852-22-6180

62 健康福祉部 松江保健所 課長 小澤　憲一 0852-23-1313

63 健康福祉部 雲南保健所 企画幹 高橋　慎治 0854-42-9622

64 健康福祉部 出雲保健所 課長 来間　律夫 0853-21-1190

65 健康福祉部 県央保健所 企画幹 花田　達也 0854-84-9801

66 健康福祉部 県央保健所 企画員 嘉藤　幸介 0854-84-9813

67 健康福祉部 浜田保健所 企画幹 無津呂　美保 0855-29-5537

68 健康福祉部 益田保健所 企画幹 小原　哲朗 0856-31-9533

69 健康福祉部 保健環境科学研究所 課長 小濱　隆志 0852-36-8181

70 健康福祉部 島根あさひ社会復帰促進センター診療所 副所長 船山　隆 0855-45-8171

71 健康福祉部 中央児童相談所 調整監 渡邊　紀子 0852-21-3168

72 健康福祉部 出雲児童相談所 副所長 長谷川　美穂 0853-21-0007

73 健康福祉部 浜田児童相談所 副所長 永島　正治 0855-28-3560

74 健康福祉部 益田児童相談所 副所長 平田　誠 0856-22-0083

75 健康福祉部 わかたけ学園 副園長／課長 戸山　裕一 0852-66-0053

76 健康福祉部 女性相談センター 課長 椿　陽子 0852-25-8161

77 健康福祉部 心と体の相談センター 副所長 原　史行 0852-32-5905

78 健康福祉部 食肉衛生検査所 課長 佐々木　真紀子 0854-85-8011

79 農林水産部 農林水産総務課 グループリーダー 米原　陽介 0852-22-5393

80 農林水産部 農業経営課 グループリーダー 永瀬　勝 0852-22-6712

81 農林水産部 農産園芸課 グループリーダー 藤田　和子 0852-22-5131

82 農林水産部 畜産課 調整監 加地　紀之 0852-22-6022

83 農林水産部 農村整備課 グループリーダー 綿貫　純也 0852-22-6081

84 農林水産部 農地整備課 グループリーダー 嘉本　浩之 0852-22-6536

85 農林水産部 林業課 企画員 山本　剛 0852-22-5166

86 農林水産部 森林整備課 グループリーダー 渡邊　満 0852-22-6544

87 農林水産部 水産課 グループリーダー 原田　雅章 0852-22-6015

88 農林水産部 漁港漁場整備課 グループリーダー 角　俊秀 0852-22-5317

89 農林水産部 東部農林振興センター 主任農業普及員 三上　哲壯 0854-22-2341

90 農林水産部 東部農林振興センター 課長／係長 坂越　浩一 0852-32-5665

91 農林水産部 東部農林振興センター　雲南事務所 課長 長岡　義治 0854-42-9572

92 農林水産部 東部農林振興センター　出雲事務所 課長 吉野　克仁 0853-30-5605

93 農林水産部 西部農林振興センター 課長 岡田　祐子 0855-29-5588

94 農林水産部 西部農林振興センター　県央事務所 課長 内田　芳朋 0854-84-9706

95 農林水産部 西部農林振興センター　県央事務所 課長 甲佐　秀司 0855-72-9567

96 農林水産部 西部農林振興センター　益田事務所 部長 杉原　雅彦 0856-31-9605

97 農林水産部 農業技術センター 部長 森脇　寿治 0853-22-6705

98 農林水産部 農林大学校 局長 吾郷　哲男 0854-85-7011

99 農林水産部 松江家畜保健衛生所 課長 濱村　圭一郎 0852-52-5230

100 農林水産部 出雲家畜保健衛生所 課長 船木　博史 0853-43-7900

101 農林水産部 川本家畜保健衛生所 課長 合津　幸江 0855-72-9805

102 農林水産部 益田家畜保健衛生所 課長 前原　智 0856-31-9730

103 農林水産部 畜産技術センター 企画幹 湯淺　英子 0853-21-2631

104 農林水産部 松江水産事務所 課長 藤原　和彦 0852-32-5695

105 農林水産部 浜田水産事務所 課長 伊藤　誠 0855-29-5629

106 農林水産部 浜田水産事務所 課長 石橋　茂人 0855-29-5632

107 農林水産部 水産技術センター 部長／所長 安部　克也 0855-22-1720

108 農林水産部 水産技術センター 科長 福井　克也 0853-63-5101

109 商工労働部 商工政策課 企画員 梅林　英教 0852-22-5595

110 商工労働部 観光振興課 グループリーダー 斎藤　卓男 0852-22-5625

111 商工労働部 しまねブランド推進課 グループリーダー 岸野　篤史 0852-22-5128

112 商工労働部 産業振興課 グループリーダー 青砥　貴司 0852-22-6019

113 商工労働部 企業立地課 グループリーダー 門脇　範明 0852-22-5295

114 商工労働部 中小企業課 グループリーダー 青山　貴彦 0852-22-6243

115 商工労働部 雇用政策課 グループリーダー 狩野　通 0852-22-5617

116 商工労働部 大阪事務所 副所長 門脇　孝 06-6364-3605

117 商工労働部 広島事務所 課長 志田原　崇 082-541-2410

118 商工労働部 産業技術センター 課長 石橋　聡 0852-60-5140



所属名 職名 職員氏名 電話番号

119 商工労働部 浜田技術センター 科長／科長／主席研究員 田畑　光正 0855-28-1308

120 商工労働部 東部高等技術校 教頭 村上　真吾 0853-28-2738

121 商工労働部 西部高等技術校 濱崎　俊一 0856-22-2450

122 土木部 土木総務課 課長代理 細田　智子 0852-22-6829

123 土木部 土木総務課 グループリーダー 江川　千恵子 0852-22-5183

124 土木部 技術管理課 グループリーダー 桐原　仁 0852-22-5652

125 土木部 用地対策課 グループリーダー 舟木　仁志 0852-22-5186

126 土木部 道路維持課 グループリーダー 福田　清明 0852-22-6564

127 土木部 道路建設課 グループリーダー 有木　誠 0852-22-6272

128 土木部 高速道路推進課 グループリーダー 公田　陽一 0852-22-6570

129 土木部 河川課 グループリーダー 北川　一義 0852-22-6746

130 土木部 河川課 勝部　友紀 0852-22-5196

131 土木部 斐伊川神戸川対策課 企画幹 佐々田　大樹 0852-22-6307

132 土木部 港湾空港課 グループリーダー 森田　敏弘 0852-22-6572

133 土木部 砂防課 グループリーダー 日高　陽生 0852-22-6573

134 土木部 都市計画課 グループリーダー 稲田　圭一 0852-22-6793

135 土木部 下水道推進課 グループリーダー 佐々木　潤一 0852-22-6580

136 土木部 建築住宅課 グループリーダー 山本　豪 0852-22-5222

137 土木部 松江県土整備事務所 課長 河内　博 0852-32-5824

138 土木部 広瀬土木事業所 課長 長谷川　正俊 0854-32-4134

139 土木部 雲南県土整備事務所 課長 明本　一志 0854-42-9586

140 土木部 雲南県土整備事務所 課長 山部　実 0854-42-9681

141 土木部 仁多土木事業所 課長 原　健治 0854-54-1251

142 土木部 出雲県土整備事務所 課長 竹内　孝之 0853-30-5615

143 土木部 出雲県土整備事務所 課長 藤井　光男 0853-30-5631

144 土木部 県央県土整備事務所 課長 渡邊　光春 0855-72-9602

145 土木部 県央県土整備事務所 課長 米村　武夫 0855-72-9616

146 土木部 大田事業所 課長 中村　浩士 0854-84-9721

147 土木部 浜田県土整備事務所 企画幹 家迫　隆士 0855-29-5677

148 土木部 浜田県土整備事務所 課長 内部　博志 0855-29-5653

149 土木部 浜田県土整備事務所 課長 三島　卓己 0855-29-5681

150 土木部 益田県土整備事務所 課長 森川　政広 0856-31-9633

151 土木部 津和野土木事業所 課長 齋藤　信久 0856-72-0519

152 土木部 浜田河川総合開発事務所 部長 坂本　健 0855-29-5763

153 土木部 出雲空港管理事務所 課長／係長 加藤　靖 0853-72-0224

154 土木部 宍道湖流域下水道管理事務所 課長 伊原　桂三 0852-37-0216

155 土木部 浜田港湾振興センター 課長 山下　敦 0855-25-5601

156 出納局 会計課 グループリーダー 長岡　謙二 0852-22-5754

157 出納局 審査指導課 グループリーダー 佐野　光昭 0852-22-6420

158 企業局 施設課 グループリーダー 安部　雅彦 0852-22-6646

159 企業局 東部事務所 課長 松本　一雄 0854-22-2748

160 企業局 西部事務所 課長／係長 森山　研司 0855-57-0221

161 病院局 県立病院課 企画幹 山﨑　裕子 0853-30-6420

162 病院局 こころの医療センター 課長 柘植　日出夫 0853-30-0556

163 教育庁・教育機関 総務課 グループリーダー 岡本　浩美 0852-22-5356

164 教育庁・教育機関 総務課 上席調整監 小村　淳二 0852-22-6250

165 教育庁・教育機関 教育施設課 グループリーダー 谷口　恵子 0852-22-6601

166 教育庁・教育機関 学校企画課 グループリーダー 村尾　剛志 0852-22-5410

167 教育庁・教育機関 教育指導課 課長代理 村上　かおる 0852-22-6609

168 教育庁・教育機関 特別支援教育課 グループリーダー 原　孝子 0852-22-5989

169 教育庁・教育機関 保健体育課 グループリーダー 吉田　健一 0852-22-5423

170 教育庁・教育機関 社会教育課 グループリーダー 岩崎　健児 0852-22-5427

171 教育庁・教育機関 人権同和教育課 グループリーダー 石倉　智之 0852-22-5900

172 教育庁・教育機関 文化財課 文化財保護主任 渡部　麻生 0852-22-5880

173 教育庁・教育機関 福利課 グループリーダー 村川　紅実 0852-22-5413

174 教育庁・教育機関 松江教育事務所 課長 大津　邦子 0852-32-5777

175 教育庁・教育機関 出雲教育事務所 課長 遠藤　陽子 0853-30-5724

176 教育庁・教育機関 浜田教育事務所 課長 伊藤　知数 0855-29-5703

177 教育庁・教育機関 益田教育事務所 課長 猪俣　ゆき子 0856-31-9671

178 教育庁・教育機関 隠岐教育事務所 課長 菅澤　志美子 08512-2-9774



所属名 職名 職員氏名 電話番号

179 教育庁・教育機関 教育センター 課長 落部　加苗 0852-22-5860

180 教育庁・教育機関 浜田教育センター 部長 齋藤　照平 0855-23-6782

181 教育庁・教育機関 東部社会教育研修センター 課長 難波　淳 0853-67-9060

182 教育庁・教育機関 西部社会教育研修センター 所長 舟木　志郎 0855-24-9343

183 教育庁・教育機関 図書館 館長／所長 新谷　伊子 0852-22-5726

184 教育庁・教育機関 図書館 課長／係長／副所長 三田　憲昭 0852-22-5729

185 教育庁・教育機関 青少年の家 課長 坂根　祐二 0853-69-1316

186 教育庁・教育機関 少年自然の家 所長 西田　明弘 0855-52-0716

187 教育庁・教育機関 埋蔵文化財調査センター 課長 和田　諭 0852-36-8608

188 教育庁・教育機関 古代出雲歴史博物館 部長 藤原　照久 0853-53-8603

189 各委員会事務局 人事委員会事務局 グループリーダー 石田　強 0852-22-5438

190 各委員会事務局 監査委員事務局 監査監 遠藤　強 0852-22-6651

191 各委員会事務局 労働委員会事務局 企画員 長岡　智子 0852-22-5450

192 警察本部 警務課企画室 室長補佐 花岡　隆 0852-26-0110（内線2621）

193 警察本部 広報県民課犯罪被害者支援室 室長補佐 山根　三郎 0852-26-0110（内線2515）

194 警察本部 生活安全企画課 課長補佐 山本　達也 0852-26-0110（内線3051）

195 警察本部 少年女性対策課 課長補佐 吾郷　利隆 0852-26-0110（内線3071）

196 警察本部 交通企画課 課長補佐 水　誠治 0852-26-0110（内線5021）


