令和元年１２月２６日
総
務
部
第６回 職員表彰について
【事績及び受賞者一覧】
※事績の組織順
【事 績】 県庁インターンシップの拡充
【受賞者】 総務部 人事課 人材確保担当リーダー 悉知 由紀子（しっち ゆきこ）
【事 績】 県庁舎２５階展望ロビーのリニューアルにより新しい県庁の魅力づくりを創出
【受賞者】 総務部 管財課 課長補佐 𠮷永 郁夫（よしなが いくお）
係長
後藤 綾子（ごとう あやこ）
主任
栗林 隆（くりばやし たかし）
主任
鈴木 達也（すずき たつや）
土木部 都市局 建築指導課 副参事 廣江 哲也（ひろえ てつや）
【事 績】 都市間高速バス（水戸―つくば等）の増便運行の開始（Ｒ１．１０．１～）
【受賞者】 政策企画部 交通局 交通政策課 課長補佐 岡崎 一裕（おかざき かずひろ）
係長
藤田 和洋（ふじた かずひろ）
【事 績】 茨城発文化プログラム「リボーン・アートボール」の創出・拡大
【受賞者】 県民生活環境部 生活文化課 係長 𠮷澤 知丈（よしざわ ともたけ）
主事 清水 恵理佳（しみず えりか）
【事 績】 フランス共和国エソンヌ県との友好交流の推進
【受賞者】 県民生活環境部 国際交流課 係長 小林 典子（こばやし のりこ）
【事 績】 住民の主体的な避難を支援するための避難対策を強化
【受賞者】 防災・危機管理部 防災・危機管理課 主査 池田 孝法（いけだ たかのり）
主任 桂木 智哉（かつらぎ ともや）
【事 績】 令和元年台風第１５号による千葉県の被災市町村を支援
【受賞者】 防災・危機管理部 防災・危機管理課 主任 島田 翔貴（しまだ しょうき）
主事 鈴木 尭真（すずき たかまさ）
消防安全課 技師 小林 宏史（こばやし ひろし）
原子力安全対策課 主事 君﨑 一将（きみざき かずまさ）
総務部 水戸県税事務所 課税第二課長 瀬尾 聡志（せお さとし）
行方県税事務所 課税第一課長 飯田 千秋（いいだ ちあき）
土浦県税事務所 係長 吉田 祥子（よしだ しょうこ）
筑西県税事務所 係長 関 勇（せき いさむ）
【事 績】 防災ヘリによるドクターヘリの補完的運航の開始
【受賞者】 防災・危機管理部 消防安全課 技師 神田 徹（かんだ とおる）
技師 大森 学（おおもり まなぶ）
保健福祉部 医療局 医療政策課 課長補佐 神永 隆行（かみなが たかゆき）
主事
浅川 瞭（あさかわ りょう）
【事 績】
【受賞者】
【事 績】
【受賞者】

県内全市町村における骨髄ドナー助成制度の導入
保健福祉部 医療局 薬務課 係長 津田 英美（つだ えみ）
都道府県で初となる「いばらきパートナーシップ宣誓制度」の創設
保健福祉部 福祉指導課 室長補佐（総括） 藤島 慶一（ふじしま けいいち）
係長
志塚 拓馬（しづか たくま）
主任
前野 浩邦（まえの ひろくに）

【事 績】 相談者に寄り添った丁寧な対応と根気強い調査に努め，旧優生保護法一時金請
求書の速やかな提出に貢献
【受賞者】 保健福祉部 子ども政策局 少子化対策課 主査 岩田 江里子（いわた えりこ）
主任 須貝 祐美子（すがい ゆみこ）
【事 績】 本県のフラッグシップとなるホテル等誘致の第一号の実現
【受賞者】 営業戦略部 観光物産課 課長補佐 菊池 克実（きくち かつみ）
係長
海老澤 学（えびさわ まなぶ）
【事 績】 都内高級果実専門店における梨「恵水」の販売実現
【受賞者】 営業戦略部 販売流通課 課長補佐
宮崎 康宏（みやざき やすひろ）
販売戦略推進員 今井 敦司（いまい あつし）
【事 績】 ＪＲ水戸駅及びＴＸつくば駅への「いばらき地酒バー」の開設
【受賞者】 産業戦略部 産業政策課 室長補佐 須藤 慎一（すどう しんいち）
主査
大野 裕樹（おおの ゆうき）
主事
池田 帆貴（いけだ ほだか）
【事 績】 全国に先駆けてＩＴプラットフォームを活用したＭ＆Ａの推進に取組み，県内
中小企業における事業承継の促進に貢献
【受賞者】 産業戦略部 中小企業課 主任 野内 慎一（やない しんいち）
【事 績】 つくばスマートシティ協議会の設立及び国のモデル事業採択
【受賞者】 産業戦略部 技術振興局 科学技術振課
課長補佐 若林 宣裕（わかばやし のぶひろ）
係長
荻沼 正寿（おぎぬま まさとし）
【事 績】 つくばサイエンスツアーバス夏季乗員数４割増し
【受賞者】 産業戦略部 技術振興局 科学技術振課 主事 長洲 英輔（ながす えいすけ）
【事 績】 公共工業団地への企業立地の加速化
【受賞者】 産業戦略部 立地推進局 産業基盤課 係長 高木 信彦（たかぎ のぶひこ）
主任 佐藤 優行（さとう まさゆき）
【事 績】 東関道水戸線の早期整備に向け用地取得困難事案を解決
【受賞者】 土木部 道路建設課 特定事業用地対策監 藤田 悟史（ふじた さとし）
高速道路対策室長
生田目 好美（なまため よしみ）
副参事
柴﨑 茂（しばさき しげる）
室長補佐
高橋 薫（たかはし かおる）
係長
大岡 茂雄（おおおか しげお）
主任
宮本 浩樹（みやもと ひろき）
【事 績】 ガーデンツーリズムによる情報発信
【受賞者】 土木部 都市局 都市整備課
課長補佐（技術総括） 大塚 秀二（おおつか しゅうじ）
係長
木村 宏幸（きむら ひろゆき）
主事
清水 豊（しみず ゆたか）

