
人　　　事　　　異　　　動 令和２年１０月１日付

気　　 　象　 　　庁

発　　　令　　　事　　　項 氏　　　　名 現　　　　　　職

気象庁気象防災監 長谷川　直　之 気象庁予報部長

気象庁情報基盤部長 倉　内　利　浩 気象庁観測部長

気象庁大気海洋部長 大　林　正　典 気象庁地球環境・海洋部長

気象研究所気候・環境研究部長 須　田　一　人 気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
長

気象庁総務部国際・航空気象管理官 八　木　勝　昌 気象庁総務部航空気象管理官

気象庁情報基盤部情報政策課長 室　井　ちあし 気象庁予報部業務課長

気象庁情報基盤部情報利用推進課長 榊　原　茂　記 気象庁総務部情報利用推進課長

気象庁情報基盤部数値予報課長 藤　田　　　司 気象庁予報部数値予報課長

気象庁情報基盤部情報通信基盤課長 西　尾　利　一 気象庁予報部情報通信課長

気象庁情報基盤部気象衛星課長 横　田　寛　伸 気象庁観測部気象衛星課長

気象庁大気海洋部業務課長 千　葉　剛　輝 気象庁観測部計画課長

気象庁大気海洋部気象リスク対策課長 黒　良　龍　太 気象庁予報部予報課気象防災推進室長

気象庁大気海洋部予報課長 中　本　能　久 気象庁予報部予報課長

気象庁大気海洋部観測整備計画課長 太　原　芳　彦 気象庁観測部観測課長

気象庁大気海洋部気候情報課長 藤　川　典　久 気象庁地球環境・海洋部気候情報課長

気象庁大気海洋部環境・海洋気象課長 小　出　　　寛 気象庁地球環境・海洋部海洋気象課長

気象庁地震火山部火山監視課長 中　村　浩　二 気象庁地震火山部火山課長

気象庁地震火山部地震火山技術・調査課
長

中　村　雅　基 気象庁地震火山部地震予知情報課長
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気象庁総務部企画課地域防災企画室長 佐　藤　　　豊 気象庁予報部業務課気象防災情報調整室
長

気象庁総務部企画課技術開発推進室長 本　田　有　機 気象庁総務部企画課技術開発調整官

気象庁総務部企画課航空気象管理室長 濱　田　　　修 気象庁観測部観測課航空気象観測整備運
用室長

気象庁総務部企画課国際航空気象企画調
整官

龍　崎　　　淳 気象庁総務部航空気象管理官付国際航空
気象企画調整官

気象庁総務部企画課航空気象業務推進官 佐々木　健　次 気象庁総務部航空気象管理官付航空気象
業務監督官

気象庁情報基盤部情報政策課情報技術推
進室長

細　見　卓　也 気象庁観測部計画課情報管理室長

気象庁情報基盤部情報政策課情報通信シ
ステム企画官

豊　田　英　司 気象庁予報部業務課情報通信システム企
画官

気象庁情報基盤部情報政策課情報セキュ
リティ対策企画官

杉　浦　伊　織 気象庁総務部企画課情報セキュリティ対
策企画官

気象庁情報基盤部情報利用推進課気象ビ
ジネス支援企画室長

海老田　綾　貴 気象庁総務部情報利用推進課気象ビジネ
ス支援企画室長

気象庁情報基盤部情報利用推進課民間予
報業務監理官

酒　井　亮　太 気象庁総務部情報利用推進課民間予報業
務監理官

気象庁情報基盤部数値予報課数値予報モ
デル基盤技術開発室長

石　田　純　一 気象庁予報部付

気象庁情報基盤部数値予報課数値予報モ
デル技術開発室長

佐　藤　芳　昭 気象庁予報部数値予報課数値予報モデル
開発推進官

気象庁情報基盤部数値予報課地球システ
ムモデル技術開発室長

徳　廣　貴　之 気象庁地球環境・海洋部気候情報課気候
モデル開発推進官

気象庁情報基盤部数値予報課データ同化
技術開発推進官

門　脇　隆　志 気象庁予報部数値予報課データ同化技術
開発推進官

気象庁情報基盤部情報通信基盤課システ
ム運用室長

立　川　英　二 気象庁予報部情報通信課システム運用室
長

気象庁情報基盤部情報通信基盤課データ
ネットワーク管理室長

西　嶋　　　信 気象庁予報部情報通信課データネット
ワーク管理室長

気象庁情報基盤部情報通信基盤課国際通
信調整官

菅　野　能　明 気象庁予報部情報通信課データネット
ワーク管理室主任技術専門官

気象庁情報基盤部気象衛星課衛星整備計
画官

別　所　康太郎 気象庁観測部気象衛星課衛星整備計画官

気象庁情報基盤部気象衛星課衛星運用事
業管理官

長谷川　昌　樹 気象庁観測部気象衛星課衛星運用事業管
理官

気象庁大気海洋部業務課気象技術開発室
長

宮　城　仁　史 気象庁観測部計画課気象技術開発室長
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気象庁大気海洋部業務課気象情報企画官 竹　田　康　生 気象庁予報部予報課開発管理予報官

気象庁大気海洋部業務課気象観測ビッグ
データ連携調整官

熊　谷　幸　浩 気象庁観測部計画課気象観測ビッグデー
タ連携推進官

気象庁大気海洋部業務課観測船運用管理
官

直　井　利　明 気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
観測船運用管理官

気象庁大気海洋部気象リスク対策課気候
変動対策推進室長

平　野　礼　朗 気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
地球温暖化対策調整官

気象庁大気海洋部気象リスク対策課アジ
ア太平洋気象防災センター所長

田　中　信　行 気象庁予報部予報課アジア太平洋気象防
災センター所長

気象庁大気海洋部気象リスク対策課地域
気象防災推進官

松　尾　　　篤 気象庁予報部予報課地域気象防災推進官

気象庁大気海洋部気象リスク対策課沿岸
防災情報調整官

白　石　昇　司 気象庁地球環境・海洋部海洋気象課沿岸
防災情報調整官

気象庁大気海洋部予報課航空予報室長 植　田　　　亨 気象庁予報部予報課航空予報室長

気象庁大気海洋部予報課気象監視・警報
センター所長

瀧　下　洋　一 気象庁観測部観測課観測システム運用室
長

気象庁大気海洋部予報課主任予報官 杉　本　悟　史 気象庁予報部予報課主任予報官

気象庁大気海洋部予報課航空予報技術開
発推進官

伊　藤　　　肇 気象庁予報部予報課航空予報技術開発推
進官

気象庁大気海洋部観測整備計画課遠隔観
測技術管理調整官

梶　原　佑　介 気象庁観測部計画課航空気象観測高度化
企画調整官

気象庁大気海洋部気候情報課異常気象情
報センター所長

中　三　川　浩 気象庁地球環境・海洋部気候情報課異常
気象情報センター所長

気象庁大気海洋部気候情報課気候情報調
整官

後　藤　敦　史 気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
地球環境観測ネットワーク企画調整官

気象庁大気海洋部環境・海洋気象課海洋
気象情報室長

野　崎　　　太 気象庁地球環境・海洋部海洋気象課海洋
気象情報室長

気象庁大気海洋部環境・海洋気象課全球
大気監視調整官

澤　　　庸　介 気象庁地球環境・海洋部環境気象管理官
付全球大気監視調整官

気象庁地震火山部管理課火山対策官 長谷川　嘉　彦 気象庁地震火山部火山課火山対策官

気象庁地震火山部地震津波監視課地震津
波防災推進室長

下　山　利　浩 気象庁地震火山部管理課地震津波防災対
策室長

気象庁地震火山部地震津波監視課地震津
波監視・警報センター所長

立　津　秀　樹 気象庁地震火山部地震津波監視課津波予
測モデル開発推進官

気象庁地震火山部火山監視課火山防災推
進室長

長谷川　安　秀 気象庁地震火山部火山課火山防災情報調
整室長

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・
警報センター所長

新　出　祥　文 気象庁地震火山部火山課火山監視・警報
センター所長
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気象庁地震火山部火山監視課火山機動観
測管理官

重　野　伸　昭 気象庁地震火山部火山課火山機動観測管
理官

気象庁地震火山部火山監視課火山活動評
価解析官

高　木　朗　充 気象庁地震火山部火山課火山活動評価解
析官

気象庁地震火山部地震火山技術・調査課
大規模地震調査室長

宮　岡　一　樹 気象庁地震火山部地震予知情報課評価解
析官

気象庁地震火山部地震火山技術・調査課
地震動・津波予測モデル開発推進官

岡　本　國　徳 気象庁地震火山部地震津波監視課地震動
予測モデル開発推進官

気象庁地震火山部地震火山技術・調査課
地震火山観測企画調整官

五十嵐　洋　輔 気象庁地震火山部管理課地震津波監視シ
ステム企画調整官

気象庁地震火山部地震火山技術・調査課
地震火山解析技術開発推進官

竹　中　　　潤 気象庁地震火山部地震予知情報課地殻活
動監視技術開発推進官
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