
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

 人事異動について 

 

 

 群馬労働局の平成２９年３月３１日付け及び同年４月１日付け人事異動（主たる

官職）を別紙のとおり発表します。 

 また、職業安定部「地方訓練受講者支援室」につきましては、平成２９年４月１

日から「訓練室」に名称変更しますので、併せて、ご案内します。 

厚生労働省群馬労働局発表 

平成２９年３月２８日 

【照会先】 

群馬労働局総務部総務課 

課    長   武井 秀人 

総務企画官   城詰 美智晴 

（電   話） ０２７（８９６）４７３２ 
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群馬労働局人事異動一覧 

 

平成２９年３月３１日付け 

＜ 退職者 ＞             氏  名     旧 官 職 

定年退職             宮村 雅江    群馬労働局雇用環境・均等室長 

定年退職             齊藤 仲二    群馬労働局総務部労働保険徴収室長 

定年退職             齋田 一行    群馬労働局労働基準部健康安全課長 

定年退職             長谷川隆雄    群馬労働局労働基準部健康安全課主任地方産業安全専門官 

定年退職             池田 弘一    群馬労働局労働基準部賃金室長 

定年退職             星野 兆平    群馬労働局労働基準部労災補償課長 

定年退職             寺村 裕司    前橋労働基準監督署長 

定年退職             高倉 潔     太田労働基準監督署長 

定年退職             松本 真     前橋公共職業安定所長 

定年退職             丸茂 清     高崎公共職業安定所長 

定年退職             新井 保敬    桐生公共職業安定所長 

定年退職             広木 隆     館林公共職業安定所長 

定年退職             栗原 光男    館林公共職業安定所職業相談部門統括職業指導官 

定年退職             三輪 賢治    藤岡公共職業安定所長 

          

 

＜ 辞職出向者 ＞  

出向先             氏  名     旧 官 職 

（独）労働者健康安全機構      瀬下 満     前橋労働基準監督署安全衛生課長（併）産業安全専門官 

群馬産業保健総合支援センター 

 副所長 

 

平成２９年４月１日付け 

 

新 官 職             氏  名     旧 官 職 

群馬労働局総務部 

 総務部長                堀江 章     労働基準部長 

総務課長                堀池 岳     厚生労働省労働基準局総務課総務係長 

総務企画官               生方 保光    太田公共職業安定所長 

 総務課長補佐              中島 弘司    （独）労働者健康安全機構群馬産業保健総合支援センター 

                                 副所長 

 

労働保険徴収室長            小林 晃     総務課長補佐 

労働保険徴収室長補佐          加藤 敏行    高崎公共職業安定所安中出張所長 

労働保険徴収室地方雇用保険監察官    高橋 千秋    労働保険徴収室長補佐 

 

群馬労働局労働基準部 

 労働基準部長              藤中 基之    滋賀労働局労働基準部長 

健康安全課長              佐藤 寿     桐生労働基準監督署長 

 健康安全課長補佐            大友 隆     雇用環境・均等室労働紛争調整官 

 

賃金室長                松村 光代    労災補償課労働者災害補償保険審査官 

 

労災補償課長              井上 剛     厚生労働省労働基準局補償課医事係長 

労災補償課労働者災害補償保険審査官   島田 千尋    労災補償課地方労災補償監察官 

  

群馬労働局職業安定部 

職業安定課地方職業安定監察官      山岸 久高    総務部労働保険徴収室地方雇用保険監察官 



職業安定課地方雇用保険監察官      六本木 恒男   渋川公共職業安定所中之条出張所長 

職業安定課長補佐            金井 秀俊    前橋公共職業安定所職業相談第一部門統括職業指導官 

職業対策課長補佐            平沢 綾子    職業対策課地方障害者雇用担当官 

訓練室長                久保田 政夫   地方訓練受講者支援室長 

訓練室長補佐              橋本 浩一    高崎公共職業安定所庶務課長 

 

群馬労働局雇用環境・均等室 

 群馬労働局雇用環境・均等室長      千葉 裕子    厚生労働省雇用均等・児童家庭局書記 

雇用環境改善・均等推進監理官      吉澤 伸彦    前橋労働基準監督署副署長 

  

前橋労働基準監督署 

署長                  木村 英俊    高崎労働基準監督署長 

副署長                 黒澤 繁雄    労働基準部労災補償課地方労災医療指導監査官 

 第一方面主任監督官           萩原 秀樹    雇用環境・均等室上席雇用環境改善・均等推進指導官 

 業務課長                石原 邦弘    高崎労働基準監督署労災課長 

安全衛生課長（併）産業安全専門官    木村 正義    太田労働基準監督署安全衛生課長（併）産業安全専門官 

労災第一課長              松井 隆     太田労働基準監督署労災課長 

労災第二課長              桜井 裕     藤岡労働基準監督署労災・安衛課長 

 

高崎労働基準監督署 

署長                  三澤 弘     労働基準部健康安全課主任地方労働衛生専門官 

第一方面主任監督官           髙井 亨子    桐生労働基準監督署監督課長 

業務課長                吉澤 みゆき   労働基準部労災補償課労災保険給付調査官 

労災課長                石田 和夫    前橋労働基準監督署労災第二課長 

 

桐生労働基準監督署 

署長                  大村 悦男    沼田労働基準監督署長 

監督課長                光平 憲史    所沢労働基準監督署第三方面主任監督官 

 

太田労働基準監督署 

 署長                  城詰 美智晴   総務部総務課総務企画官 

安全衛生課長              荒井 教隆    沼田労働基準監督署監督課長 

 労災課長                藤井 章     中之条労働基準監督署労災・安衛課長 

 

沼田労働基準監督署 

 署長                  芳賀 裕     労働基準部健康安全課長補佐 

監督課長                木島 徹     前橋労働基準監督署第三方面主任監督官 

  

藤岡労働基準監督署 

 監督課長                橋口 佑一    広島中央労働基準監督署労災第一課労災認定調査官 

労災・安衛課長             田代 喜紀    前橋労働基準監督署労災第一課労災保険給付調査官 

   

中之条労働基準監督署 

 労災・安衛課長             竹内 義之    藤岡労働基準監督署労災・安衛課労災保険給付調査官 

 

 

前橋公共職業安定所 

所長                  武井 秀人    総務部総務課長 

次長                  時田 明     高崎公共職業安定所次長 

雇用保険課長              本多 升一    高崎公共職業安定所雇用保険課長 

職業相談第一部門統括職業指導官     富所 健一    前橋公共職業安定所雇用保険課長 

専門援助部門統括職業指導官       小見 茂久    総務部総務課会計第三係長 

  



高崎公共職業安定所 

所長                  原 勝美     職業安定部職業安定課地方職業安定監察官 

次長                  金嶋 倫典    職業安定部職業安定課地方雇用保険監察官（併）職業紹介係長 

庶務課長                丸茂 久美子   藤岡公共職業安定所管理課長 

雇用保険課長              竹内 進二    職業相談部門統括職業指導官 

職業相談部門統括職業指導官       後閑 美智子   求人部門統括職業指導官 

専門援助部門主任就職促進指導官     小笠原 俊樹   前橋公共職業安定所専門援助部門統括職業指導官 

求人部門統括職業指導官         中山 義明    上田公共職業安定所庶務課長 

  

桐生公共職業安定所 

 所長                  須田 弘之    雇用環境・均等室雇用環境改善・均等推進監理官 

 管理課長                笠原 浩     館林公共職業安定所管理課長 

 

伊勢崎公共職業安定所 

職業相談部門統括職業指導官       坂井 郁夫    高崎公共職業安定所専門援助部門主任就職促進指導官 

 

太田公共職業安定所 

所長                  篠田 幸一    職業安定部職業安定課地方雇用保険監察官 

職業相談部門統括職業指導官       今泉 章     求人・専門援助部門統括職業指導官 

求人・専門援助部門統括職業指導官    千明 益夫    群馬富岡公共職業安定所管理課長 

 

館林公共職業安定所 

所長                  永井 亨     沼田公共職業安定所長 

管理課長                加藤 明彦    太田公共職業安定所管理課給付調査官 

職業相談部門統括職業指導官       荒井 節雄    伊勢崎公共職業安定所職業相談部門統括職業指導官 

 

沼田公共職業安定所 

所長                  吉田 修一郎   職業安定部職業安定課長補佐 

職業紹介部門統括職業指導官       岡田 雅則    総務部労働保険徴収室労働保険適用指導官 

 

群馬富岡公共職業安定所 

管理課長                鈴木 乃伍    沼田公共職業安定所職業紹介部門統括職業指導官 

 

藤岡公共職業安定所 

所長                  小林 悟     前橋公共職業安定所次長 

管理課長                土屋 大安    桐生公共職業安定所管理課長 

 

高崎公共職業安定所安中出張所 

出張所長                関口 智子    職業安定部職業安定課地方雇用保険監察官（併）給付係長 

就職促進指導官（併）統括職業指導官   橋本 浩二    前橋公共職業安定所専門援助部門介護労働専門官 

 

渋川公共職業安定所中之条出張所 

出張所長                塩原 洋児    職業安定部地方訓練受講者支援室長補佐 

就職促進指導官（併）統括職業指導官   橋爪 紀明    伊勢崎公共職業安定所職業相談部門産業雇用情報官 

 

（参考）            厚生労働省人事異動一覧 

 

平成２９年４月１日付け 

新 官 職               氏  名     旧 官 職 

厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室長補佐   小島 悟司    群馬労働局総務部長 

厚生労働省労働基準局労災保険業務課企画調整係長    松田 恵太郎   藤岡労働基準監督署監督課長 

 


