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職員の所属及び専門分野
平成１３年４月１日

所 属 担 当 名 職 氏 名 専 門 分 野
所 長 上川二三雄 繊維材料・繊維物性
事 務 次 長 別院 和男
技 術 次 長 久保田静男 ２） 機能材料・繊維高分子材料
課 長 尾崎 実
主 査 西林 育代

総 務 課 主 査 岩阪 拓哉
副 主 査 巽 正子
用 務 員 片山 貴子
営繕業務員 中村 浩規
部 長 中岡 元信 ２） 排水処理・分析化学

（研究調整担当） 主任研究員 （総括）池本 重明 １） 応用微生物・生物工学
（企画管理担当） 主 査 松崎 育子

企画調整部 副主査研究員 中本 知伸 ４） 応用物理・ゲル物性
（ﾃｸﾉ振興財団派遣） 主任研究員 北口 功 デザイン
（ﾃｸﾉ振興財団派遣） 主 任 中野チカ子

部 長 谷 正博 染色加工・繊維製品評価
（繊維染色担当） 主任研究員 大萩 成男 ２） 色彩応用技術・染色加工

主任研究員 角谷 秀昭 織物技術・繊維製品評価
主査研究員 山本 芳也 編成技術・繊維評価

生活産業部 副主査研究員 解野 誠司 ２） 染色加工・繊維製品評価
研 究 員 鳥飼 仁 繊維機械・繊維物性評価

（食品工学担当） 主任研究員 （総括）中内 道世 食品分析・食品加工
主査研究員 山西妃早子 食品分析・栄養学
副主査研究員 尾﨑 嘉彦 ３） 食品化学・応用微生物
研 究 員 木村美和子 食品分析
部 長 林 健太郎 精密測定・精密加工

（高分子材料担当） 主任研究員 （総括）山口 和三 ４） 高分子物性・高分子加工技術
主査研究員 伊藤 修 ４） 高分子化学・複合材料
副主査研究員 前田 拓也 天然高分子・高分子物性
副主査研究員 森 一 １） 有機合成

材料技術部 （金属無機材料担当） 主任研究員 永坂 博文 金属材料・金属分析
主任研究員 新山 茂利 金属材料・金属分析
副主査研究員 今西 敏人 セラミックス・無機材料
副主査研究員（兼務）中本 知伸 ４） 応用物理・ゲル物性

（木質材料担当） 主任研究員 播摩 重俊 木材加工
副主査研究員 梶本 武志 木材工学・木質環境技術
部 長 谷口 久次 ２） 有機合成・有機化学

（精密化学担当） 主査研究員 野村 英作 ２） 有機合成・有機化学
副主査研究員 細田 朝夫 ４） 有機合成・有機化学

（分析化学担当） 主査研究員 （総括）小畑 俊嗣 分析化学・無機化学
化学技術部 副主査研究員 下林 則夫 ４） 分析化学・有機化学

副主査研究員 高垣 昌史 分析化学・有機化学
副主査研究員 松本 明弘 分析化学
研 究 員 三宅 靖仁 ２) 有機合成・分子認識

（環境技術担当） 主査研究員 高辻 渉 生物化学工学
副主査研究員 阪井 幸宏 ４） 遺伝子工学・分子生物学
部 長 中村 嵩 機械工学・溶接工学

（機械システム担当） 主査研究員 古田 茂 メカトロニクス
主査研究員 坂下 勝則 生産機械・自動化システム
副主査研究員 伊東 隆喜 ２） レーザー工学・半導体工学
研究補助業務員 花坂 寿章 機械技術・金属加工

システム技術部 （電子システム担当） 主任研究員 （総括）前田 裕司 ２） 電子工学・数理工学
副主査研究員 上野 吉史 電子工学・ＥＭＣ
副主査研究員 井口 信和 ５） 情報工学
副主査研究員 中田 宏 ４） 変復調・ディジタル信号処理
室 長 酒井 宏直 有機化学

漆器研究開発室 主任研究員 岩橋 巧 挽物加工
主査研究員 沖見 龍二 漆工技術
副主査研究員（兼務）旅田 健史 板物加工
分 場 長 石原 矩武 皮革化学

皮革分場 主任研究員(副分場長) 吉 治雄 ５） 皮革化学・タンパク質化学元
主任研究員 由良 好史 分析化学・繊維製品評価
主査研究員 田口 義章 金属材料
センター長 岡本 良作 ４） 画像処理・自動化システム
副センター長 木山 寛治 デザイン

デザインセンター 主 査 池田 義雄
副主査研究員 由井 徹 工業デザイン
副主査研究員 旅田 健史 造形・デザイン

１）理学博士 ２）工学博士 ３）農学博士 ４）工学修士 ５）農学修士

和工技 TECNORIDGE 247(2001)4
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 和歌山県使用料及び手数料条例（昭和２２年和歌山県条例第２８号）工業関係各種手数料の改正にともない,
４月１日より試験分析等の項目及び手数料が変更されました． 
詳細につきましては，試験分析担当者もしくは企画調整部までお問い合わせ下さい． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
氏 名           新                     旧 

 （転入,異動） 
上川二三雄  所長             技術次長（工業技術センター） 

  久保田静男   技術次長           材料技術部長（工業技術センター） 
  林 健太郎  材料技術部長          企画調整部長（工業技術センター） 
  谷口 久次  化学技術部長              化学技術部主任研究員（工業技術センター） 
  中岡 元信  企画調整部長             企画調整部主任研究員（工業技術センター） 
  岡本 良作  デザインセンター長        主任研究員(テクノ振興財団 ) 
  野村 英作   化学技術部主査研究員       商工労働総務課主査（県中小企業振興公社） 
  松崎 育子   企画調整部主査         統計課副主査 
 
  （転出） 
 竹中 啓恭  経済産業省産業技術環境局         所長 

評価企画調査官                      
  堂本 秀明  出納室主任                主任（テクノ振興財団） 
  前田 育克  商工労働総務課主査         材料技術部主査研究員（工業技術センター） 
  瀬藤 芳美  和歌山高等技術専門校主査  企画調整部主査（工業技術センター） 
 
  （退職） 
  前田 龍一  定年退職（平成１３年３月３１日付）    化学技術部長 
 
  （新規採用） 
  三宅 靖仁  化学技術部研究員（平成１３年４月１日付）  
  木村美和子  生活産業部研究員（平成１３年４月１日付） 

お知らせ 

〒649-6261 
和歌山市小倉６０ 
和歌山県工業技術センター 企画調整部 
TEL:073-477-1271 FAX 073-477-2880 
E_Mail:wintec@wakayama-kg.go.jp 
手数料 
http://www.wakayama-kg.go.jp/gyoumu/charge.html 
 

平成１３年４月１日付人事異動
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