
       デジタル庁幹部名簿（2023年３月 10日時点） 

役職 氏名 ふりがな 
デジタル大臣 河野 太郎 こうの たろう 
デジタル副大臣 大串 正樹 おおぐし まさき 
デジタル大臣政務官 尾﨑 正直 おざき まさなお 
デジタル監  浅沼 尚 あさぬま たかし 
デジタル審議官 赤石 浩一 あかいし こういち 
顧問 村井 純 むらい じゅん 
参与 遠藤 紘一 えんどう こういち 
参与 向井 治紀 むかい はるき 
参与 伊藤 伸 いとう しん 
Chief Architect 本丸 達也 ほんまる たつや 
Chief Corporate Officer 唐澤 俊輔 からさわ しゅんすけ 
Chief Information Security Officer 坂 明 さか あきら 
Chief Product Officer 水島 壮太 みずしま そうた 
Chief Technology Officer 藤本 真樹 ふじもと まさき 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（アーキテクチャ） 江崎 浩 えさき ひろし 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（カスタマーサクセス戦略） 住田 智子 すみだ ともこ 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（クラウドコンピューティング） 山本 教仁 やまもと のりひと 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（経営企画戦略） 岩澤 俊典 いわさわ としのり 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（国際戦略） 座間 敏如 ざんま としゆき 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（シビックテック） 関 治之 せき はるゆき 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（人材採用） 齋藤 正樹 さいとう まさき 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（デジタルエデュケーション） 中室 牧子 なかむろ まきこ 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（デジタルヘルスケア） 矢作 尚久 やはぎ なおひさ 
ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ（データ戦略） 平本 健二 ひらもと けんじ 
戦略・組織グループ グループ長 冨安 泰一郎 とみやす たいいちろう 
戦略・組織グループ 次長 平塚 敦之 ひらつか のぶゆき 
戦略・組織グループ 次長 山本 和徳 やまもと かずのり 
戦略・組織グループ 特命担当次長 湯本 博信 ゆもと ひろのぶ 
デジタル社会共通機能グループ グループ長 楠 正憲 くすのき まさのり 
デジタル社会共通機能グループ 次長 阿部 知明 あべ ともあき 
国民向けサービスグループ グループ長 村上 敬亮 むらかみ けいすけ 
国民向けサービスグループ 次長 犬童 周作 いんどう しゅうさく 
国民向けサービスグループ 次長 内山 博之 うちやま ひろゆき 
省庁業務サービスグループ グループ長 二宮 清治 にのみや せいじ 
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省庁業務サービスグループ 次長 菅原 希 すがわら のぞむ 
省庁業務サービスグループ 次長 早瀬 千善 はやせ かずよし 
統括官付 上村 昌博 うえむら まさひろ 
統括官付 辻 貴博 つじ たかひろ 
統括官付 鳥井 陽一 とりい よういち 
統括官付 中島 朗洋 なかしま あきひろ 
統括官付 西辻 浩 にしつじ ゆたか 
統括官付 福永 哲郎 ふくなが てつろう 
統括官付 藤田 清太郎 ふじた せいたろう 
統括官付参事官 淺岡 孝充 あさおか たかみつ 
統括官付参事官 浅野 大介 あさの だいすけ 
統括官付参事官 阿部 文彦 あべ ふみひこ 
統括官付参事官 上仮屋 尚 うえかりや たかし 
統括官付参事官 上田 尚弘 うえだ なおひろ 
統括官付参事官 大澤 健 おおさわ けん 
統括官付参事官 奥田 直彦 おくだ なおひこ 
統括官付参事官 菊川 人吾 きくかわ じんご 
統括官付参事官 北間 俊秀 きたま としひで 
統括官付参事官 木村 公一 きむら こういち 
統括官付参事官 佐藤 敬 さとう たかし 
統括官付参事官 志田 太郎 しだ たろう 
統括官付参事官 渋谷 闘志彦 しぶや としひこ 
統括官付参事官 須賀 千鶴 すが ちづる 
統括官付参事官 瀧島 勇樹 たきしま ゆうき 
統括官付参事官 名越 一郎 なごし いちろう 
統括官付参事官 野崎 彰 のざき あきら 
統括官付参事官 古川 易史 ふるかわ やすし 
統括官付参事官 帆足 雅史 ほあし まさふみ 
統括官付参事官 松田 洋平 まつだ ようへい 
統括官付参事官 三島 由佳 みしま ゆか 
統括官付参事官 宮西 健至 みやにし けんじ 
統括官付参事官 村上 貴将 むらかみ たかまさ 
統括官付参事官 門馬 圭一 もんま けいいち 
統括官付参事官 矢崎 剛吉 やざき ごうきち 
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統括官付参事官 柳沢 信高 やなぎさわ のぶたか 
統括官付参事官 山口 真矢 やまぐち しんや 
統括官付参事官 山野 哲也 やまの てつや 
統括官付参事官 山本 寛繁 やまもと ひろしげ 
統括官付参事官 田 恭子 よしだ きょうこ 
統括官付参事官 田 宏平 よしだ こうへい 
統括官付参事官 吉中 孝 よしなか たかし 
統括官付参事官 渡邉 繁樹 わたなべ しげき 
統括官付参事官 渡辺 琢也 わたなべ たくや 
統括官付参事官 渡邉 洋平 わたなべ ようへい 
統括官付参事官付企画官 五十棲 浩二 いそずみ こうじ 
統括官付参事官付企画官 占部 祥 うらべ しょう 
統括官付参事官付企画官 大平 利幸 おおだいら としゆき 
統括官付参事官付企画官 岡部 弘 おかべ ひろし 
統括官付参事官付企画官 小川 力也 おがわ りきや 
統括官付参事官付企画官 小田 裕也 おだ ひろや 
統括官付参事官付企画官 折田 裕幸 おりた ひろゆき 
統括官付参事官付企画官 梶山 百合枝 かじやま ゆりえ 
統括官付参事官付企画官 加藤 博之 かとう ひろゆき 
統括官付参事官付企画官 城戸 格 きど いたる 
統括官付参事官付企画官 楠目 聖 くすめ あきら 
統括官付参事官付企画官 黑籔 誠 くろやぶ まこと 
統括官付参事官付企画官 佐々木 淳一 ささき じゅんいち 
統括官付参事官付企画官 須﨑 和馬 すざき かずま 
統括官付参事官付企画官 鈴木 崇弘 すずき たかひろ 
統括官付参事官付企画官 関 直樹 せき なおき 
統括官付参事官付企画官 外山 雅暁 とやま まさとき 
統括官付参事官付企画官 中川 尚志 なかがわ たかし 
統括官付参事官付企画官 根本 学 ねもと まなぶ 
統括官付参事官付企画官 能城 均 のうじょう ひとし 
統括官付参事官付企画官 濵口 信彦 はまぐち のぶひこ 
統括官付参事官付企画官 三田 哲也 みた てつや 
統括官付参事官付企画官 三好 哲也 みよし てつや 
統括官付参事官付企画官 安田 英司 やすだ えいじ 
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統括官付参事官付企画官 吉田 泰己 よしだ ひろき 
統括官付参事官付企画官 吉田 楼蘭 よしだ ろうらん 

 


