
 
 

 

公 表 資 料 

 

平成 29 年９月 22 日 

内 閣 官 房 

 

 

国家公務員法第106条の25第２項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の

公表について 

 

 

 

  国家公務員のうち一般職の管理職職員であった者等の再就職の状況について

は、国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第 106 条の 25 第２項等の規定に

基づき、内閣が毎年度公表することとされています。 

  今般、平成 28 年度分（昨年４月１日から本年３月 31 日までの間における再

就職の状況）について取りまとめたので、本日の閣議において、これを公表す

ることとなりました。その内容は、別紙１及び別紙２のとおりです。 

 

 

〔概要〕 

   平成 28 年度分の合計は、1,775 件。再就職先の区分ごとにみると、多い順

に営利法人が 581 件（32.7％）、その他の非営利法人が 484 件（27.3％）、自

営業が 228 件（12.8％）等となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

内閣官房内閣人事局退職管理第二担当 座安、眞貝 



内閣官房 -       -       -       -       -         -       3       5       -       -       8             

内閣法制局 -       -       -       -       -         1       -       -       -       -       1             

人事院 -       -       -       -       3         -       5       1       1       -       10            

内閣府 -       -       1       -       -         1       3       4       -       -       9             

宮内庁 -       -       -       -       -         1       -       1       -       -       2             

公正取引委員会 -       -       -       -       1         1       1       2       -       1       6             

国家公安委員会 1       -       1       -       4         -       12     19     1       -       38            

金融庁 -       -       -       2       2         -       11     13     -       2       30            

消費者庁 1       -       -       -       -         -       -       -       -       -       1             

復興庁 -       -       -       -       -         -       -       1       -       -       1             

総務省 19     1       -       -       8         3       23     24     -       1       79            

法務省 20     -       2       -       9         9       15     10     53     -       118          

外務省 -       2       -       -       1         -       2       6       -       -       11            

財務省 15     2       3       -       9         15     41     158   154   20     417          

文部科学省 4       12     -       -       11        28     13     11     2       -       81            

厚生労働省 5       1       -       -       33        19     53     19     -       1       131          

農林水産省 5       -       1       -       25        2       65     33     1       9       141          

経済産業省 7       1       -       -       4         7       58     37     15     5       134          

国土交通省 4       3       3       -       42        5       128   134   1       2       322          

環境省 -       -       2       -       2         3       4       3       -       1       15            

防衛省 -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -             

会計検査院 4       1       1       -       -         1       -       7       -       -       14            

府省等計 85     23     14     2       154      96     437   488   228   42     1,569        

特定地方警務官（注３） 3       -       10     -       18        6       43     91     -       -       171          

国立公文書館 -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -             

統計センター -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -             

造幣局 1       -       -       -       -         -       -       1       -       -       2             

国立印刷局 -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -             

国立病院機構 2       7       -       -       1         16     4       1       -       -       31            
農林水産消費安全技術センター -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -             

製品評価技術基盤機構 -       -       -       -       2         -       -       -       -       -       2             
駐留軍等労働者労務管理機構 -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -             

行政執行法人計 3       7       -       -       3         16     4       2       -       -       35            

合　　　計 91     30     24     2       175      118   484   581   228   42     1,775        

国家公務員法第106条の25第２項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表（総括表）

【国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知並びに同法第106条の24第１項及び第２項の規定に基づく届出
（注１）（総計）】

（平成28年４月１日～平成29年３月31日分）

特殊
法人

その他
公益財団法
人又は公益
社団法人

【独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知並びに同
法第106条の24第１項及び第２項の規定に基づく届出等（注４）】

平 成 29 年 ９ 月

独立
行政
法人

学校法人
等（注2）

(注１）国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知とは、再就職の約束に係る管理職職員からの在職中の届出の通知をいい、同法第
106条の24第１項の規定に基づく届出とは、独立行政法人等の役員等に就く場合に係る管理職職員であった者からの離職後の事前届出をいい、
同条第２項の規定に基づく届出とは、当該場合以外に係る管理職職員であった者からの離職後の事後届出をいう。

（注３）特定地方警務官とは、警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官（以下「地方警務官」という。）のうち、その属する都道府県警察に
おいて巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者
をいう。

（注５）国立病院機構は行政執行法人として記載（当機構は平成27年４月１日から中期目標管理法人）

（注４）独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第66号。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法第54条
の２第１項において準用する国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知並びに同法第106条の24第１項及び第２項の規定に基づく届
出を含む。また、旧特定独立行政法人（改正法による改正前の独立行政法人通則法第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。）の役員
以外の職員に係る国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知並びに同法第106条の24第１項及び第２項の規定に基づく届出を含む。

合計

（注２）学校法人等には、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人を含む。

営利
法人

自営業
その他の
非営利法

人

国又は地
方公共団
体の機関

認可
法人

再就職先
区分

府省等名

別紙１

1



【１．国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知（注１）】

内閣官房 -       -       -       -       -          -       -       1       -       -       1              

内閣法制局 -       -       -       -       -          1       -       -       -       -       1              

人事院 -       -       -       -       -          -       -       1       -       -       1              

内閣府 -       -       -       -       -          -       1       1       -       -       2              

宮内庁 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

公正取引委員会 -       -       -       -       -          1       -       -       -       -       1              

国家公安委員会 -       -       -       -       1          -       -       -       -       -       1              

金融庁 -       -       -       1       1          -       6       2       -       -       10            

消費者庁 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

復興庁 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

総務省 -       -       -       -       -          -       -       1       -       -       1              

法務省 -       -       -       -       -          8       4       1       -       -       13            

外務省 -       1       -       -       -          -       1       -       -       -       2              

財務省 -       -       -       -       1          2       3       4       -       -       10            

文部科学省 -       1       -       -       -          3       3       1       1       -       9              

厚生労働省 -       -       -       -       -          5       5       -       -       -       10            

農林水産省 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

経済産業省 -       1       -       -       -          3       1       1       -       -       6              

国土交通省 -       1       -       -       1          2       4       1       -       1       10            

環境省 -       -       -       -       -          2       2       -       -       -       4              

防衛省 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

会計検査院 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

府省等計 -       4       -       1       4          27     30     14     1       1       82            

特定地方警務官（注３） -       -       10     -       15        5       29     72     -       -       131          

国立公文書館 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

統計センター -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

造幣局 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

国立印刷局 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

国立病院機構 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              
農林水産消費安全技術センター -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

製品評価技術基盤機構 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              
駐留軍等労働者労務管理機構 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

行政執行法人計 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

合　　　計　 -       4       10     1       19        32     59     86     1       1       213          

（注２）学校法人等には、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人を含む。

国又は地
方公共団
体の機関

公益財団法
人又は公益
社団法人

認可
法人

その他
営利
法人

自営業
その他の
非営利法

人

（注５）国立病院機構は行政執行法人として記載（当機構は平成27年４月１日から中期目標管理法人）

（注４）独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第66号。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法第54条の
２第１項において準用する国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知を含む。また、旧特定独立行政法人（改正法による改正前の独立
行政法人通則法第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。）の役員以外の職員に係る国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく
通知を含む。

（注３）特定地方警務官とは、警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官（以下「地方警務官」という。）のうち、その属する都道府県警察にお
いて巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者を
いう。

【独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知等（注４）】

独立
行政
法人

特殊
法人

（注１）国家公務員法第106条の23第３項の規定に基づく通知とは、再就職の約束に係る管理職職員からの在職中の届出の通知をいう。

合計
学校法人
等（注2）

国家公務員法第106条の25第２項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表（総括表）

（国家公務員法第106条の23第３項等の規定に基づく通知関連）

（平成28年４月１日～平成29年３月31日分）

再就職先
区分

府省等名

2



【２．国家公務員法第106条の24第１項の規定に基づく届出（注１）】

内閣官房 - - - - -

内閣法制局 - - - - -

人事院 - - - - -

内閣府 - 1 - - 1

宮内庁 - - - - -

公正取引委員会 - - - - -

国家公安委員会 - - - 1 1

金融庁 - - - - -

消費者庁 - - - - -

復興庁 - - - - -

総務省 - - - - -

法務省 - - - - -

外務省 - - - - -

財務省 - 2 - - 2

文部科学省 - - - 1 1

厚生労働省 - - - 1 1

農林水産省 - 1 - 1 2

経済産業省 - - - - -

国土交通省 - 1 - - 1

環境省 - - - - -

防衛省 - - - - -

会計検査院 - - - - -

府省等計 - 5 - 4 9

特定地方警務官（注２） - - - - -

国立公文書館 - - - - -

統計センター - - - - -

造幣局 - - - - -

国立印刷局 - - - - -

国立病院機構 - - - - -
農林水産消費安全技術センター - - - - -

製品評価技術基盤機構 - - - - -
駐留軍等労働者労務管理機構 - - - - -

行政執行法人計 - - - - -

合　　　計　 - 5 - 4 9

（平成28年４月１日～平成29年３月31日分）

国家公務員法第106条の25第２項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表（総括表）

（国家公務員法第106条の24第１項等の規定に基づく届出関連）

特殊法人 認可法人

（注５）国立病院機構は行政執行法人として記載（当機構は平成27年４月１日から中期目標管理法人）

【独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の24第１項の規定に基づく届出等（注３）】

（注３）独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第66号。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１
項において準用する国家公務員法第106条の24第１項の規定に基づく届出を含む。また、旧特定独立行政法人（改正法による改正前の独立行政法人通
則法第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。）の役員以外の職員に係る国家公務員法第106条の24第１項の規定に基づく届出を含む。

合計

(注１）国家公務員法第106条の24第１項の規定に基づく届出とは、独立行政法人等の役員等に就く場合に係る管理職職員であった者からの離職後の事
前届出をいう。

（注２）特定地方警務官とは、警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官（以下「地方警務官」という。）のうち、その属する都道府県警察において巡
査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。

公益財団法人又は公益
社団法人

独立行政法人

再就職先
区分

府省等名

3



【３．国家公務員法第106条の24第２項の規定に基づく届出（注１）】

内閣官房 -       -       -       -       -          -       3       4       -       -       7              

内閣法制局 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

人事院 -       -       -       -       3          -       5       -       1       -       9              

内閣府 -       -       -       -       -          1       2       3       -       -       6              

宮内庁 -       -       -       -       -          1       -       1       -       -       2              

公正取引委員会 -       -       -       -       1          -       1       2       -       1       5              

国家公安委員会 1       -       1       -       2          -       12     19     1       -       36            

金融庁 -       -       -       1       1          -       5       11     -       2       20            

消費者庁 1       -       -       -       -          -       -       -       -       -       1              

復興庁 -       -       -       -       -          -       -       1       -       -       1              

総務省 19     1       -       -       8          3       23     23     -       1       78            

法務省 20     -       2       -       9          1       11     9       53     -       105          

外務省 -       1       -       -       1          -       1       6       -       -       9              

財務省 15     2       1       -       8          13     38     154    154    20     405          

文部科学省 4       11     -       -       10        25     10     10     1       -       71            

厚生労働省 5       1       -       -       32        14     48     19     -       1       120          

農林水産省 5       -       -       -       24        2       65     33     1       9       139          

経済産業省 7       -       -       -       4          4       57     36     15     5       128          

国土交通省 4       2       2       -       41        3       124    133    1       1       311          

環境省 -       -       2       -       2          1       2       3       -       1       11            

防衛省 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

会計検査院 4       1       1       -       -          1       -       7       -       -       14            

府省等計 85     19     9       1       146      69     407    474    227    41     1,478        

特定地方警務官（注３） 3       -       -       -       3          1       14     19     -       -       40            

国立公文書館 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

統計センター -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

造幣局 1       -       -       -       -          -       -       1       -       -       2              

国立印刷局 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

国立病院機構 2       7       -       -       1          16     4       1       -       -       31            
農林水産消費安全技術センター -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

製品評価技術基盤機構 -       -       -       -       2          -       -       -       -       -       2              
駐留軍等労働者労務管理機構 -       -       -       -       -          -       -       -       -       -       -              

行政執行法人計 3       7       -       -       3          16     4       2       -       -       35            

合　　　計 91     26     9       1       152      86     425    495    227    41     1,553        

国家公務員法第106条の25第２項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表（総括表）

（国家公務員法第106条の24第２項等の規定に基づく届出関連）

（平成28年４月１日～平成29年３月31日分）

合計

（注５）国立病院機構は行政執行法人として記載（当機構は平成27年４月１日から中期目標管理法人）

【独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の24第２項の規定に基づく届出等（注４）】

（注４）独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第66号。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法第54条の
２第１項において準用する国家公務員法第106条の24第２項の規定に基づく届出を含む。また、旧特定独立行政法人（改正法による改正前の独立
行政法人通則法第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。）の役員以外の職員に係る国家公務員法第106条の24第２項の規定に基づく
届出を含む。

(注１）国家公務員法第106条の24第２項の規定に基づく届出とは、独立行政法人等の役員等に就く場合以外に係る管理職職員であった者からの
離職後の事後届出をいう。

特殊
法人

認可
法人

その他の
非営利法

人

営利
法人

自営業

（注２）学校法人等には、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人を含む。

（注３）特定地方警務官とは、警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官（以下「地方警務官」という。）のうち、その属する都道府県警察にお
いて巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者を
いう。

独立
行政
法人

学校法人
等（注2）

その他
公益財団法
人又は公益
社団法人

国又は地
方公共団
体の機関

再就職先
区分

府省等名
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

1 清水　剛 45
内閣参事官（内閣官房ＩＴ
総合戦略室参事官）

H29.3.31 H29.4.1
フューチャーアーキテク
ト株式会社

ITコンサルティング、情報
システム構築

執行役員 無 無

2 松永　邦男 60 内閣法制局第一部長 H29.3.31 H29.4.1 学校法人早稲田大学 教育・研究

早稲田大学
大学院法務
研究科客員
教授

無 無

3 齋藤　元宣 60
人事院職員福祉局審査課監
査室長

H29.3.31 H29.4.1 有限会社グッドラック 不動産の賃貸、管理業等 社員 無 無

4 華房　実保 51

内閣府官民人材交流セン
ター官民人材交流副セン
ター長 併任 大臣官房審議
官（男女共同参画局担当）
併任　男女共同参画局仕事
と生活の調和推進室次長

H28.9.30 H28.10.1 三菱化学株式会社 機能商品、素材等の提供等
グループマ
ネージャー

無 無

5 敦賀　貴之 44
内閣府経済社会総合研究所
主任研究官

H29.3.31 H29.4.1 国立大学法人京都大学 教育・研究 准教授 無 無

6 原　敏弘 59
公正取引委員会事務総局近
畿中国四国事務所長

H29.3.31 H29.4.1 学校法人日通学園 教育・研究
法学部教授
（特任）

無 無

7 松井　勲 60 警察大学校術科教養部長 H29.3.31 H29.4.1 公益財団法人講道館 教育及び研究
講道館審議
部次長

無 無

8 郡山　信 60

金融庁検査局総務課統括検
査官　兼　検査局総務課シ
ステムモニタリング長　兼
監督局総務課課付

H27.3.31 H27.4.1
公益財団法人金融情報シ
ステムセンター

金融情報システムに係る調
査研究

総務部特別
主任研究員
（嘱託）

無 無

平成 29 年９月

国家公務員法第106条の25第２項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表
（平成28年４月１日～平成29年３月31日分）

【１－１　国家公務員法第106条の23第３項等の規定に基づく通知関連（注１）】

内閣は、国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の25第２項等の規定に基づき以下の事項を公表する。

別紙２
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

9 梅谷　哲史 48
公認会計士・監査審査会事
務局主任公認会計士監査検
査官

H28.6.30 H28.7.1 有限責任あずさ監査法人 会計監査
アソシエイ
トパート
ナー

無 無

10 佐藤　健司 51

金融庁検査局総務課専門検
査官　兼　検査局総務課シ
ステムモニタリングチーム
兼　監督局総務課課付

H28.6.30 H28.7.1 株式会社日本総合研究所 情報サービス業
第一開発部
門次長

無 無

11 佐藤　高道 50

金融庁検査局総務課専門検
査官　兼　検査局総務課シ
ステムモニタリングチーム
兼　総務企画局総務課課付
兼　監督局総務課課付

H28.6.30 H28.7.1 有限責任あずさ監査法人 監査業務
マネー
ジャー

無 無

12 杉山　正樹 48
公認会計士・監査審査会事
務局主任公認会計士監査検
査官

H28.6.30 H28.7.1 有限責任あずさ監査法人 会計監査
アソシエイ
トパート
ナー

無 無

13 髙村　敏也 55 金融庁検査局総務課専門官 H28.6.30 H28.7.1 日本ユニシス株式会社 システム職
マネー
ジャー

無 無

14 田部　伸夫 54

金融庁検査局総務課主任統
括検査官　兼　検査局総務
課システムモニタリング長
兼　監督局総務課　兼　総
務企画局政策課サイバーセ
キュリティ対策企画調整室
管理官

H28.6.30 H28.9.1
有限責任監査法人トーマ
ツ

監査・コンサルティング
ディレク
ター

無 無

15 東葭　葉子 58
公認会計士・監査審査会事
務局主任公認会計士監査検
査官

H28.6.30 H28.7.1
有限責任監査法人トーマ
ツ

監査の品質管理 パートナー 無 無

16 矢野　博之 48
公認会計士・監査審査会事
務局公認会計士監査検査官

H28.6.30 H28.7.1 京都監査法人 監査 パートナー 無 無

17 浜野　隆 50
金融庁監督局総務課監督企
画官　兼　国際政策管理官

H28.11.30 H28.12.1 日本銀行 中央銀行
決済機構局
参事役

無 無

18 木下　千大 60 総務省統計研修所統括教授 H29.3.31 H29.4.1
株式会社イー・エス・
ティ

学習塾
アルバイト
講師

無 無

19 安東　美和子 59 高検察庁検事 H29.3.14 H29.4.1 学校法人法政大学 教育・研究

法政大学大
学院法務研
究科法務専
攻教授

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

20 石田　陽子 60 京都刑務所分類教育部長 H29.3.31 H29.4.1
更生保護法人西本願寺白
光荘

更生保護事業 施設長 無 無

21 香川　茂雄 68 高松刑務所医務部長 H29.3.31 H29.4.1
社会福祉法人かがわ総合
リハビリテーション事業
団

社会福祉事業

ロコモティ
ブシンド
ローム対策
室長

無 無

22 久保　貴 63
近畿地方更生保護委員会委
員長

H29.3.31 H29.4.1
学校法人茶屋四郎次郎記
念学園

教育・研究
東京福祉大
学心理学部
教授

無 無

23 熊谷　惠行 60 神戸刑務所長 H29.3.31 H29.4.1 学校法人天理大学 教育・研究
天理大学人
間学部非常
勤講師

無 無

24 菅沼　登志子 63
中部地方更生保護委員会委
員

H29.3.31 H29.9.18 学校法人同朋学園 教育・研究
同朋大学社
会福祉学部
非常勤講師

無 無

25 菅沼　登志子 63
中部地方更生保護委員会委
員

H29.3.31 H29.10.1 学校法人龍谷大学 教育・研究
龍谷大学特
別研修講座
講師

無 無

26 大利　文雄 60 富山保護観察所長 H29.3.31 H29.4.12 学校法人富山国際大学 教育・研究

富山国際大
学子ども育
成学部非常
勤講師

無 無

27 西村　穣 63
中部地方更生保護委員会委
員長

H29.3.31 H29.5.1
特定非営利活動法人全国
就労支援事業者機構

出所者等の就労支援助成事
業

事務局長 無 無

28 廣川　洋一 63
関東地方更生保護委員会委
員

H29.3.31 H29.5.1
特定非営利活動法人日本
ＢＢＳ連盟

ＢＢＳ運動の推進に関する
企画、支援、研修の実施等

事務局長 無 無

29 村上　宏行 60 近畿公安調査局長 H29.3.31 H29.4.3
社会福祉法人大和会 都
祁すずらん苑

高齢者総合福祉事業 事務局員 無 無

30 森　徹 63
関東地方更生保護委員会委
員

H29.3.31 H29.5.1
特定非営利活動法人ＳＯ
Ｓ子どもの村ＪＡＰＡＮ

被虐待児童等の家庭的養護
（児童相談所からの委託）

事務局長 無 無

31 山本　孝志 60 京都刑務所長 H29.3.31 H29.4.10 株式会社がん免疫研究所 細胞培養加工業
総務・法務
部長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

32 伊藤　実佐子 59
在シンガポール日本国大使
館参事官

H28.12.31 H29.1.1
独立行政法人国際交流基
金

国際文化交流の実施
日米文化教
育交流会議
事務局長

無 無

33 山下　哲生 62 外務省大臣官房外務事務官 H29.3.31 H29.4.1
公立大学法人福岡女子大
学

教育・研究 教授 無 無

34 金子　明彦 42 財務省大臣官房付 H28.6.28 H28.6.29
ＤＢＪ投資アドバイザ
リー株式会社

エクイティ投資業務
ヴァイスプ
レジデント

無 無

35 下鶴　毅 60
九州財務局鹿児島財務事務
所長

H28.6.30 H28.8.1 公益財団法人慈愛会 医療業務 事務局職員 無 無

36 髙山　昇 61 関東財務局管財第二部長 H28.6.30 H28.8.1
三井住友信託銀行株式会
社

金融業 参与 無 無

37 小柳　健 57 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.9.1 中央労働金庫 金融業
総合企画部
（金融調
査）審議役

無 無

38 志賀　真 58 九州財務局管財部長 H28.7.1 H28.8.15
一般社団法人南九州信用
金庫協会

南九州地区に在る信用金庫
の健全な発展を図ること

事務局長 無 無

39 三原　倫正 59 中国財務局総務部部付 H28.7.1 H28.7.21 株式会社青山キャピタル クレジット・金融業

顧問（個人
情報保護対
策室　兼
法務部）

無 無

40 關　精 60
国税庁東京国税局戸塚税務
署長

H28.7.9 H28.8.1
三井住友トラスト・ウェ
ルスパートナーズ株式会
社

相続財産の評価サービス 嘱託社員 無 無

41 中山　正幸 60
国税庁福岡国税局島原税務
署長

H28.7.9 H28.7.25 ＯＡＧ税理士法人 税理士業 事務員 無 無

42 上田　衛門 58 財務省大臣官房付 H28.7.18 H28.7.19 学校法人慶應義塾 教育・研究

慶應義塾大
学大学院商
学研究科教
授

無 無

43 坂元　弘一 58
国税庁長官官房付（国税庁
広島国税不服審判所長）

H29.3.31 H29.4.1 学校法人朝日大学 教育・研究
朝日大学法
学部教授

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

44 石塚　等 55
国立教育政策研究所総務部
長

H28.3.31 H28.4.1
国立大学法人横浜国立大
学

教育・研究

教育人間科
学部附属教
育デザイン
センター教
授

無 無

45 青柳　正規 71 文化庁長官 H28.4.1 H28.4.2 学校法人城西大学 教育・研究
理事長特別
顧問

無 無

46 岸本　康夫 57
文部科学省大臣官房審議官
(科学技術・学術政策局担
当）

H28.7.24 H28.7.25 ＪＦＥスチール株式会社 鉄鋼の製造、販売 研究技監 無 無

47 今関　豊一 61
国立教育政策研究所教育課
程研究センター基礎研究部
長

H29.3.31 H29.4.1 学校法人日本体育大学 教育・研究
専任教員、
教授

無 無

48 今関　豊一 61
国立教育政策研究所教育課
程研究センター基礎研究部
長

H29.3.31 H29.4.1 学校法人順天堂大学 教育・研究

大学院ス
ポーツ健康
科学研究科
客員教授

無 無

49 今関　豊一 61
国立教育政策研究所教育課
程研究センター基礎研究部
長

H29.3.31 H29.4.1 国立大学法人千葉大学 教育・研究 非常勤講師 無 無

50 大河原　遼平 34
文部科学省高等教育局私学
部参事官付専門官

H29.3.31 H29.4.1 ＴＭＩ総合法律事務所 法律事務 弁護士 無 無

51 大杉　昭英 61
国立教育政策研究所初等中
等教育研究部長

H29.3.31 H29.4.1
独立行政法人教員研修セ
ンター

教員研修 フェロー 無 無

52 川上　伸昭 60
文部科学省科学技術・学術
政策研究所長

H29.3.31 H29.4.1 公立大学法人宮城大学 教育・研究
理事長／学
長

無 無

53 原　德壽 62 成田空港検疫所長 H28.6.21 H28.6.22
医療法人社団静岡メディ
カルアライアンス

病院、診療所及び介護老人
保健施設の経営、医療等の
提供

医師 無 無

54 本田　達郎 54 厚生労働省大臣官房付 H28.8.5 H28.10.1 岡山県立大学 教育・研究
保健福祉学
部保健福祉
学科教授

無 無

55 今井　博久 57
国立保健医療科学院疫学統
計分野統括研究官

H28.12.31 H29.1.1 国立大学法人東京大学 教育・研究
東京大学医
学部教授

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

56 關野　祐子 60
国立医薬品食品衛生研究所
安全性生物試験研究セン
ター薬理部長

H29.1.15 H29.1.16 国立大学法人東京大学 教育・研究
東京大学薬
学部特任教
授

無 無

57 岩澤　和子 61 厚生労働省医政局看護課長 H29.3.31 H29.4.1 国立大学法人大阪大学 教育･研究

大阪大学男
女協働推進
センター特
任教授

無 無

58 緒方　裕光 60
国立保健医療科学院研究情
報支援研究センター長

H29.3.31 H29.4.1 学校法人香川栄養学園 教育・研究
女子栄養大
学栄養学部
教授

無 無

59 川越　雅弘 54
国立社会保障・人口問題研
究所社会保障基礎理論研究
部長

H29.3.31 H29.4.1
公立大学法人埼玉県立大
学

教育・研究 教授 無 無

60 栗原　正明 60
国立医薬品食品衛生研究所
有機化学部長

H29.3.31 H29.4.1
学校法人国際医療福祉大
学

教育・研究 薬学部教授 無 無

61 中島　八十一 65
国立障害者リハビリテー
ションセンター病院第一診
療部長

H29.3.31 H29.4.1 学校法人四徳学園 教育・研究
長野保健医
療大学専任
教授

無 無

62 森田　朗 65
国立社会保障・人口問題研
究所所長

H29.3.31 H29.4.1 学校法人津田塾大学 教育・研究 教授 無 無

63 根井　寿規 58

経済産業省大臣官房付（原
子力安全・保安院審議官
（原子力安全・核燃料サイ
クル担当））

H28.6.2 H28.6.3
国立大学法人政策研究大
学院大学

教育・研究
政策研究科
教授

無 無

64
諸岡　市郎左衛
門（旧名：秀
行）

57 特許庁審査業務部長 H28.6.17 H28.6.18
株式会社諸岡市郎左衛門
商店

成田山新勝寺箱札謹製・御
神酒上納、酒類販売等

従業員（社
長室長）

無 無

65 江藤　学 55
経済産業省大臣官房付（産
業技術環境局認証課長）

H28.7.14 H28.7.15 国立大学法人一橋大学 教育・研究 教授 無 無

66 長野　寿一 59
経済産業省産業技術環境局
国際標準化戦略分析官（大
臣官房総務課企画官）

H28.7.31 H28.8.1 国立大学法人名古屋大学 教育・研究
名古屋イノ
ベーション
戦略室教授

無 無

67 隅田　誠 60
中国経済産業局　資源エネ
ルギー環境部次長

H29.3.31 H29.4.1
国立研究開発法人科学技
術振興機構

科学技術の振興
任期制契約
職員

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

68 平野　豊 60
経済産業省大臣官房調査統
計グループ統計情報システ
ム室長

H29.3.31 H29.4.1
一般社団法人中区民活動
支援協会

区民利用施設の管理運営等

コミュニ
ティスタッ
フ（非常
勤）

無 無

69 福岡　幸二 59
運輸安全委員会事務局統括
地方事故調査官

H28.9.30 H28.10.1
公益財団法人大原記念労
働科学研究所

組織事故の調査研究活動の
支援

協力研究員 無 無

70 小田島　聖 56
国土交通省総合政策局国際
政策課国際戦略室長

H28.12.28 H29.1.1 参議院自由民主党事務局 政策審議
政策審議部
長

無 無

71 馬場　優 60
海上保安庁第二管区海上保
安本部宮城海上保安部巡視
船ざおう業務管理官

H29.3.25 H29.3.27
独立行政法人国際協力機
構

海外へのＪＩＣＡボラン
ティア派遣（防災・災害対
策）

シニア海外
ボランティ
ア

無 無

72 大島　広美 60 気象庁沖縄気象台長 H29.3.31 H29.5.1
一般財団法人気象業務支
援センター

気象情報の提供、気象予報
士試験の実施、気象測器の
検定等

嘱託(専任主
任技師)

無 無

73 北野　喜則 60 気象庁総務部総務課長 H29.3.31 H29.5.1
一般財団法人気象業務支
援センター

気象情報の提供、気象予報
士試験の実施、気象測器の
検定等

嘱託職員 無 無

74 倉賀野　連 60
気象庁気象研究所海洋・地
球化学研究部長

H29.3.31 H29.4.1 学校法人東京理科大学 教育・研究

東京理科大
学理学部応
用物理学科
非常勤講師

無 無

75 小林　亘 57 国土交通省大臣官房付 H29.3.31 H29.4.1 学校法人東京電機大学 教育・研究

東京電機大
学研究推進
社会連携セ
ンター教授
（任期付
き）

無 無

76 佐藤　清富 60 気象庁予報部情報通信課長 H29.3.31 H29.5.1
一般財団法人気象業務支
援センター

気象情報の提供、気象予報
士試験の実施、気象測器の
検定等

嘱託（専任
主任技師）

無 無

77 永沼　啓治 60 気象庁青森地方気象台長 H29.3.31 H29.5.1
一般財団法人気象業務支
援センター

気象情報の提供、気象予報
士試験の実施、気象測器の
検定等

嘱託（主任
技師）・検
定員

無 無

78 村瀬　克史 60
海上保安庁函館海上保安部
巡視船船長

H29.3.31 H29.4.1 函館どつく株式会社 ドックマスター 参事待遇 無 無

79 横山　公彦 59
環境省大臣官房付（環境省
大臣官房秘書課調査官）

H28.6.30 H28.7.1 福島県立医科大学 教育・研究
小児科学講
座特命教授

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

国家公務員法第
106条の３第２
項第４号の規定
に基づく承認
（以下「求職の
承認」とい
う。）の有無
（注３）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注４）

80 上河原　献二 56
環境省大臣官房付（自然環
境局総務課長）

H29.3.31 H29.4.1 滋賀県立大学 教育・研究

環境科学部
環境政策・
計画学科教
授

無 無

81 中島　慶二 58
環境省大臣官房付（環境省
自然環境局野生生物課長)

H29.3.31 H29.4.1 学校法人江戸川学園 教育・研究

江戸川大学
社会学部現
代社会学科
教授

無 無

82 柳橋　泰生 56
環境省大臣官房付（環境省
大臣官房総務課企画官）

H29.3.31 H29.4.1 学校法人福岡大学 教育・研究
福岡大学工
学部教授

無 無

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

「国家公務員法第106条の23第３項等の規定に基づく通知」には、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の23第３項（独立行政法人通則法
の一部を改正する法律（平成26年法律第66号。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく通知が含まれる。

「再就職日」には、「再就職予定日」が含まれる。

「求職の承認」には、独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の３第２項第４号（改正法による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合
を含む。）の規定に基づく承認が含まれる。

「官民人材交流センターの援助」とは、以下の①又は②をいう。
①該当する再就職に関して官民人材交流センターの職員がその職務として行った国家公務員法第106条の２第１項に規定する行為（独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第
18条の５第１項及び同法第18条の６第１項（改正法による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づいて官民人材交流センターの職員がその職務
として行った当該行為を含む。）
②官民人材交流センターが、国家公務員法第18条の５第１項及び第18条の６第１項の規定に基づき、早期退職募集制度（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第８条の２第５項）による認
定を受けた者又は受ける予定である者に対し、民間の再就職支援会社を活用して実施した再就職支援（該当する者は「有※」と記載）
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

1 池田　光夫 60 神奈川県大和警察署長 H28.9.5 H28.10.1 上野興産株式会社 不動産業 顧問 無

2 常盤　一夫 59 神奈川県警察本部総務部長 H28.9.5 H28.10.1 株式会社横浜銀行 金融業 主任調査役 無

3 德正　厚 59
神奈川県警察横浜市警察部
長

H28.9.5 H28.10.1 伊豆箱根鉄道株式会社 旅客鉄道事業 総務部部長 無

4 原田　仁 60 神奈川県相模原警察署長 H28.9.5 H28.10.1 日産自動車株式会社 自動車販売業 総務部長付 無

5 保坂　都彦 60
神奈川県警察本部生活安全
部長

H28.9.5 H28.10.1 第一生命保険株式会社 保険事業 調査役 無

6 岩本　俊行 60 大阪府警察第三方面本部長 H28.9.16 H28.10.1 西日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
近畿統括本
部大阪支社
調査役

無

7 南野　伸一 60 大阪府警察本部刑事部長 H28.9.16 H28.9.17 学校法人近畿大学 教育・研究 顧問 無

8 宮下　俊幸 60 大阪府警察第四方面本部長 H28.9.16 H28.10.1
一般社団法人大阪府ト
ラック協会

貨物自動車運送事業に関す
る指導・調査・研究等業務

参与 無

9 田中　登士 60
兵庫県警察本部生活安全部
長

H28.9.20 H28.10.1 学校法人仁川学院 教育・研究 事務局長 無

10 中村　茂樹 60 兵庫県兵庫警察署長 H28.9.20 H28.10.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
兵庫県支部
統括支部長

無

11 水野　憲一 60
兵庫県警察本部警務部参事
官兼第三方面本部長

H28.9.20 H28.10.1 株式会社大林組 総合建設業
神戸支店総
務部参与

無

12 小玉　尚一 60 愛知県南警察署長 H28.11.28 H29.1.1 株式会社ゆうちょ銀行 金融業 参事 無

13 関屋　英徳 60 愛知県一宮警察署長 H28.11.28 H28.12.12 株式会社大林組 建設業
名古屋支店
参与

無

【１－２　特定地方警務官（注）に係る通知関連】

9



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

14 渡辺　太計志 60 愛知県警察本部地域部長 H28.11.28 H29.1.1 自動車安全運転ｾﾝﾀｰ 安全運転研修業務等
愛知県事務
所長

無

15 山本　禎暢 60 富山県警察本部刑事部長 H29.2.20 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
参事・富山
事務所長

無

16 柏木　登美男 60 福岡県警察本部警備部長 H29.2.28 H29.4.1 三菱電機株式会社 電気機械器具製造販売
九州支社総
務部顧問

無

17 高山　勲 60 福岡県警察本部交通部長 H29.2.28 H29.4.1
トヨタ自動車九州株式会
社

自動車製造・販売業 総務部主査 無

18 牧野　伸剛 60 福岡県久留米警察署長 H29.2.28 H29.4.1
セキスイハイム九州株式
会社

住宅等の建築販売 顧問 無

19 北原　久弘 60 長野県警察本部交通部長 H29.3.8 H29.4.1 株式会社八十二銀行 金融業 総務部顧問 無

20 須江　和幸 60
長野県警察本部生活安全部
長

H29.3.8 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
長野県支部
統括支部長

無

21 齊藤　良隆 60 秋田県警察本部警備部長 H29.3.10 H29.4.1 東北電力株式会社 電気供給業
秋田支店調
査役

無

22 橋本　重彦 59 岡山県警察本部刑事部長 H29.3.10 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

岡山支店長 無

23 大垣　良英 60
栃木県警察本部生活安全部
長

H29.3.15 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
栃木県支部
長

無

24 小林　充 60 栃木県警察本部警備部長 H29.3.15 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
栃木県事務
所長

無

25 一ノ瀬　範秋 60 熊本県熊本北警察署長 H29.3.16 H29.4.1 九州電力株式会社 電力供給事業
熊本支社課
長

無

26 江口　民雄 60
佐賀県警察本部生活安全部
長

H29.3.16 H29.4.1 西日本電信電話株式会社 電信電話事業
佐賀支店相
談役

無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

27 奥脇　勝美 59 山梨県甲府警察署長 H29.3.16 H29.4.1 日本連合警備株式会社 警備業 参事 無

28 川崎　雅明 60 山梨県警察本部警備部長 H29.3.16 H29.4.1
一般社団法人山梨県安全
運転管理者協議会

安全運転管理者業務 専務理事 無

29 輿石　靖 60 山梨県警察本部刑事部長 H29.3.16 H29.4.1
一般財団法人交通安全協
会

交通安全事業 常務理事 無

30 輿水　雅彦 60 山梨県警察本部交通部長 H29.3.16 H29.4.1 国際建設株式会社 建設業
総務本部理
事

無

31 中島　恵一 60 熊本県警察本部警備部長 H29.3.16 H29.4.1 株式会社熊本銀行 金融業 顧問 無

32 山口　正芳 60 佐賀県警察本部警備部長 H29.3.16 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

佐賀支店支
店長

無

33 吉丸　卓伸 60 佐賀県警察本部刑事部長 H29.3.16 H29.4.1 セコム株式会社 警備業
佐賀統括支
社顧問

無

34 金田　貴 60
群馬県警察本部生活安全部
長

H29.3.17 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
群馬県事務
所長

無

35 高橋　千明 59 群馬県警察本部刑事部長 H29.3.17 H29.4.1
一般社団法人群馬県ト
ラック協会

貨物自動車運送事業に関す
る指導・調査・研究等業務

専務理事 無

36 阿地　勝之 60 徳島県徳島東警察署長 H29.3.21 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
徳島事務所
長

無

37 有馬　玄二　 60 山口県警察本部交通部長 H29.3.21 H29.4.1 警察職員生活共同組合
警察職員の生活向上支援業
務

山口支部主
幹

無

38 猪飼　勝之 60 京都府中京警察署長 H29.3.21 H29.4.1 村田機械株式会社
繊維機械、工作機械、情報
機器等の製造・販売

渉外担当部
長

無

39 一圓　裕二 60 京都府警察本部総務部長 H29.3.21 H29.4.1 西日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業 調査役 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

40 大塚　和久 60
神奈川県警察川崎市警察部
長

H29.3.21 H29.4.1 日本郵便株式会社 郵便事業 企画役 無

41 小田　重人 60 神奈川県警察本部交通部長 H29.3.21 H29.4.1
一般財団法人神奈川県警
友会けいゆう病院

医療事業 事務局長 無

42 柿本　秀陽 60 山形県警察本部刑事部長 H29.3.21 H29.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
仙台支社
総務部調査
役

無

43 金井　嘉郁 60 宮崎県警察本部交通部長 H29.3.21 H29.4.1 学校法人宮崎総合学院 教育・研究 参与 無

44 刈谷　斉 60 高知県高知警察署長 H29.3.21 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
高知県支部
支部長

無

45 小林　武彦 60 新潟県警察本部交通部長 H29.3.21 H29.4.1 大成建設株式会社 建設業
北信越支社
参与

無

46 佐伯　長俊 60 長崎県長崎警察署長 H29.3.21 H29.4.1 西日本電信電話株式会社 電信電話事業
長崎支店相
談役（常勤
嘱託）

無

47 齋藤　卓也 60
新潟県警察本部生活安全部
長

H29.3.21 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

新潟支店支
店長代理

無

48 坂田　英助 60 新潟県新潟東警察署長 H29.3.21 H29.4.1 日本郵便株式会社 郵便事業
信越支社企
画役

無

49 清水　伸一 60 神奈川県警察学校長 H29.3.21 H29.4.1 株式会社大林組 総合建設業 顧問 無

50 陶山　和美 60 神奈川県港北警察署長 H29.3.21 H29.4.1
京浜セーフティサービス
株式会社

ビルメンテナンス 顧問 無

51 鳥井　宏一 60 宮崎県宮崎北警察署長 H29.3.21 H29.4.1 日本中央競馬会 競馬の開催等 主幹 無

52 浪越　一郎 60 高知県警察本部刑事部長 H29.3.21 H29.4.1 四国電力株式会社 電力供給事業 常勤嘱託 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

53 西　福一 60 宮崎県警察本部刑事部長 H29.3.21 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
宮崎県支部
長

無

54 原田　伸也 60 山形県山形警察署長 H29.3.21 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
山形県事務
所長

無

55 平　新一郎 60 長崎県警察本部刑事部長 H29.3.21 H29.4.1
一般社団法人日本自動車
販売協会連合会

自動車の健全な普及、流
通・環境面等の諸課題の改
善整備

長崎県支部
専務理事

無

56 福原　利夫 60 山口県下関警察署長 H29.3.21 H29.6.1
一般社団法人山口県交通
安全協会

交通安全事業 専務理事 無

57 藤井　樹 60 神奈川県横須賀警察署長 H29.3.21 H29.4.1
一般社団法人神奈川県指
定自動車教習所協会

自動車教習所運営の合理化
に関する調査研究等

専務理事 無

58 古川　眞平 60 山口県警察本部刑事部長 H29.3.21 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
山口県事務
所長

無

59 松本　征司 60 香川県警察本部刑事部長 H29.3.21 H29.4.1 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業
四国支社調
査役

無

60 三留　秀樹 60
神奈川県警察相模原市警察
部長

H29.3.21 H29.4.1 株式会社ヤナセ 自動車販売業 顧問 無

61 皆川　宏人 60 新潟県長岡警察署長 H29.3.21 H29.4.1 株式会社第四銀行 金融業
保安担当顧
問

無

62 大和　武彦 60 新潟県警察本部刑事部長 H29.3.21 H29.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
新潟支社調
査役

無

63 奥村　繁樹 60 滋賀県大津警察署長 H29.3.22 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
滋賀県支部
支部長

無

64 川島　聡 60 滋賀県警察本部刑事部長 H29.3.22 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

滋賀支店支
店長

無

65 河村　英夫 60 島根県警察本部刑事部長 H29.3.22 H29.4.1
全国共済農業協同組合連
合会

ＪＡ共済事業
島根県支部
交通事故相
談所長

無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

66 台野　寿 60 愛媛県警察本部刑事部長 H29.3.23 H29.4.1 日本郵便株式会社 郵便事業
四国支社企
画役

無

67 広川　孝敏 60 愛媛県警察本部警備部長 H29.3.23 H29.4.1 四国電力株式会社 電力供給事業
松山支店総
務部嘱託

無

68 藤田　聡彦 60 愛媛県警察本部交通部長 H29.3.23 H29.4.1 伊予鉄道株式会社 旅客鉄道事業 参与 無

69 一戸　俊 60
青森県警察本部生活安全部
長

H29.3.24 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
青森県事務
所長

無

70 市村　公裕 60
石川県警察本部生活安全部
長

H29.3.24 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

石川支店長 無

71 今村　順二 60
鹿児島県鹿児島中央警察署
長

H29.3.24 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
鹿児島事務
所長

無

72 上原　眞佐樹 60 茨城県警察本部警備部長 H29.3.24 H29.4.1
茨城セキスイハイム株式
会社

住宅等の建築販売 顧問 無

73 江南　拓哉 60 和歌山県和歌山西警察署長 H29.3.24 H29.4.1 株式会社島精機製作所
コンピュータ横編機等の開
発、製造、販売

顧問 無

74 大河原　清光 60
埼玉県警察さいたま市警察
部長兼警務部参事官兼第一
方面本部長

H29.3.24 H29.4.1
一般財団法人埼玉県警察
職員福利厚生会

職員の福利厚生業務
生活相談専
門員

無

75 大澤　瑞穂 60 茨城県水戸警察署長 H29.3.24 H29.4.1 水戸信用金庫 金融業

リスク統括
部コンプラ
イアンス担
当室長兼営
業統括部担
当課長

無

76 岡崎　晃 60 宮城県警察本部総務部長 H29.3.24 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
宮城県支部
統括支部長

無

77 筧　一郎 60
和歌山県警察本部生活安全
部長

H29.3.24 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
和歌山県支
部支部長

無

78 仮屋　浩治 60 鹿児島県警察本部交通部長 H29.3.24 H29.4.1 京セラ株式会社 電子機器製造業
鹿児島川内
工場工場長
付渉外担当

無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

79 北澤　一浩 60 埼玉県警察本部総務部長 H29.3.24 H29.4.1 清水建設株式会社 総合建設業
関東支店総
務部参与

無

80 近藤　和秀 60 石川県警察本部交通部長 H29.3.24 H29.4.1 損害保険料率算出機構
自賠責保険金・共済金請求
事案に係る損害調査業務

中部本部長
付調査役

無

81 齋藤　昌彦 60 宮城県警察本部地域部長 H29.3.24 H29.4.1
一般社団法人宮城県交通
安全協会

交通安全事業 専務理事 無

82 佐々木　重喜 60 青森県八戸警察署長 H29.3.24 H29.4.1 電源開発株式会社 電気事業
大間現地本
部青森事務
所調査役

無

83 立石　英一 60 和歌山県警察本部交通部長 H29.3.24 H29.4.1
あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社

損害保険事業 顧問 無

84 寺門　祐児 60 茨城県警察本部刑事部長 H29.3.24 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

茨城支店長 無

85 寺田　謙一 60 青森県警察本部刑事部長 H29.3.24 H29.4.1 株式会社青森銀行 金融業 業務顧問 無

86 中村　尚樹 60 埼玉県警察本部地域部長 H29.3.24 H29.4.1 損害保険料率算出機構
自賠責保険金・共済金請求
事案に係る損害調査業務

関越本部長
付調査役

無

87 西澤　存 60 青森県警察本部交通部長 H29.3.24 H29.4.1 株式会社青森銀行 金融業 業務顧問 無

88 花田　純哉 60 鹿児島県警察本部刑事部長 H29.3.24 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

鹿児島支店
支店長

無

89 福士　晋一 60 青森県警察警備部長 H29.3.24 H29.4.1 日本中央競馬会 競馬の開催等

ウインズ津
軽准一般常
勤嘱託（主
幹）

無

90 福田　守秀 60 奈良県警察本部刑事部長 H29.3.24 H29.4.1
公益財団法人天理よろづ
相談所

医学に関する研究所の設置
等

危機管理室
室長

無

91 丸木　健嗣 60 和歌山県警察本部刑事部長 H29.3.24 H29.4.1 株式会社オークワ
チェーンストアの経営、食
料品等の販売

法務渉外部
長

無

15



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

92 宮谷　定雄 60
埼玉県警察本部生活安全部
長

H29.3.24 H29.4.1
一般社団法人埼玉県指定
自動車教習所協会

自動車教習所運営の合理化
に関する調査研究等

常務理事兼
講習所所長

無

93 森𦚰　祐三郎 60 奈良県警察本部交通部長 H29.3.24 H29.4.1 損害保険料率算出機構
自賠責保険金・共済金請求
事案に係る損害調査業務

近畿本部長
付調査役

無

94 安山　信弘 60 鹿児島県警察本部警備部長 H29.3.24 H29.4.1
公益社団法人鹿児島共済
会南風病院

医療事業 顧問 無

95 藪上　治吉 60 石川県警察本部警備部長 H29.3.24 H29.4.1 日本郵便株式会社 郵便事業
北陸支社総
務・人事部
企画役

無

96 吉川　隆二 60 埼玉県警察学校長 H29.3.24 H29.4.1
日新火災海上保険株式会
社

保険事業 事業部顧問 無

97 赤坂　正行 60 三重県警察本部交通部長 H29.3.27 H29.4.1 神宮司廳 伊勢神宮に関する事務 警衛部長 無

98 浅田　隆 60 福井県警察本部交通部長 H29.3.27 H29.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

福井支店長 無

99 穴井　克宣 60 大分県大分中央警察署長 H29.3.27 H29.4.1 株式会社トキハ 小売業 理事 無

100 板井　英明 60 大分県警察本部交通部長 H29.3.27 H29.4.1 株式会社豊和銀行 金融業 顧問 無

101 伊藤　彰久 60 愛知県警察本部交通部長 H29.3.27 H29.4.1 大成建設株式会社 建設業
名古屋支店
参与

無

102 伊藤　一男 59
福島県警察本部生活安全部
長

H29.3.27 H29.4.1
セキスイハイム東北株式
会社

住宅等の建築販売 顧問 無

103 上田　芳敬 60 兵庫県警察本部地域部長 H29.3.27 H29.4.1 株式会社アシックス
各種スポーツ用品等の製造
及び販売

顧問 無

104 小代　義之 60 大分県警察本部刑事部長 H29.3.27 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
大分県支部
支部長

無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

105 黒河内　豊 60 兵庫県警察本部総務部長 H29.3.27 H29.3.28
一般財団法人兵庫県交通
安全協会

交通安全事業 専務理事 無

106 小林　一夫 60 三重県警察本部刑事部長 H29.3.27 H29.4.1
ジャパンマテリアル株式
会社

エレクトロニクス関連事業
等

部長付 無

107 小林　正美 60
三重県警察本部生活安全部
長

H29.3.27 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
三重県支部
支部長

無

108 小南　一盛 60 北海道警察北見方面本部長 H29.3.27 H29.4.1 大成建設株式会社 建設業 参与 無

109 椎根　正之 60 福島県いわき中央警察署長 H29.3.27 H29.4.1 日東紡績株式会社 繊維工業品製造・販売 顧問 無

110 出口　弘也 60 兵庫県警察本部交通部長 H29.3.27 H29.4.1 株式会社神明 食料品の卸売並びに加工 監査役 無

111 中根　健 60 愛知県中警察署長 H29.3.27 H29.4.1 中部電力株式会社 電気供給事業 調査役 無

112 農木　寿郎 60 大分県警察本部警備部長 H29.3.27 H29.4.1 臼杵運送株式会社 運送業
業務推進対
策室長

無

113 平谷　貞樹 60 福井県警察本部刑事部長 H29.3.27 H29.4.1 株式会社オーイング 警備業等
求人対策本
部長

無

114 本田　敦彦 60
兵庫県警察本部警務部参事
官兼第二方面本部長

H29.3.27 H29.4.1
公益財団法人競馬保安協
会

競馬の公正確保に必要な調
査等

関西本部上
席調査監

無

115 水野　正樹 60 愛知県豊田警察署長 H29.3.27 H29.4.1
学校法人名鉄学園名鉄自
動車専門学校

自動車教習の運営等 理事校長 無

116 湊　博之 60 鳥取県警察本部警備部長 H29.3.27 H29.4.1 西日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
米子支社調
査役

無

117 元川　義秀 60 兵庫県明石警察署長 H29.3.27 H29.4.1 日本郵便株式会社 郵便事業
近畿支社企
画役

無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

118 伊藤　和博 60 岐阜県警察本部交通部長 H29.3.28 H29.4.1 西濃運輸株式会社 運送業
安全推進部
顧問

無

119 伊藤　徳博 60
岩手県警察本部生活安全部
長

H29.3.28 H29.4.1 イオンモール株式会社 販売業
イオンモー
ル盛岡渉外
部長

無

120 伊藤　正明 59 大阪府淀川警察署長 H29.3.28 H29.4.1
一般社団法人大阪府警備
業協会

犯罪抑止・治安維持に関す
る啓蒙活動・教育事業

専務理事 無

121 大仲 良典 60 大阪府警察学校長 H29.3.28 H29.4.1 大阪地下街株式会社 不動産賃貸業 渉外担当 無

122 川村　邦光 60 岩手県警察本部刑事部長 H29.3.28 H29.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
岩手県事務
所長

無

123 木山　繁 60 大阪府曽根崎警察署長 H29.3.28 H29.4.1
イオンディライト株式会
社

総合ファシリティマネジメ
ントサービス業

顧問 無

124 瀬﨑　勝記 60 大阪府警察第五方面本部長 H29.3.28 H29.4.1
株式会社パナソニック共
済会

福利厚生等 渉外担当 無

125 武田　聡 60
大阪府警察大阪市警察部長
兼犯罪抑止戦略本部長

H29.3.28 H29.4.1 日本生命保険相互会社 保険事業 顧問 無

126 吉岡　雅己 59 大阪府警察本部地域部長 H29.3.28 H29.4.1 野村證券株式会社 証券業 参与 無

127 渡壁　一次 59 大阪府警察本部総務部長 H29.3.28 H29.4.1 住友商事株式会社 総合商社 参事 無

128 杉本　辰己 60 静岡県警察本部地域部長 H29.3.29 H29.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
静岡県支部
統括支部長

無

129 鈴木　三千夫 60 静岡県警察学校長 H29.3.29 H29.4.1 スズキ株式会社 輸送機器等の製造、販売 総務部顧問 無

130 田中　和生 60 静岡県警察本部総務部長 H29.3.29 H29.4.1 鈴与株式会社 港湾運送業 顧問 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

131 前田　勝久 60 佐賀県佐賀警察署長 H29.3.31 H29.4.1
公益財団法人佐賀県ト
ラック協会

貨物自動車運送事業に関す
る指導・調査・研究等業務

専務理事 無

（注） 特定地方警務官（警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官（以下「地方警務官」という。）のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任
し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。）については、警察法（昭和29年法律第162号）第56条の２の規定に基づき、
国家公務員法第106条の２の規定に基づく再就職のあっせんの規制は適用しないこと等とされている。
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1 小河　俊夫 60
内閣府大臣官房公文書管理
課公文書管理分析官（総務
省九州管区行政評価局長）

H28.3.31 H29.4.1 沖縄振興開発金融公庫
沖縄の産業振興開発事業資
金の貸付等

監事 無 無

2 牛田　克己 60 警察庁長官官房技術審議官 H27.3.9 H28.6.29
公益財団法人核物質管理
センター

核物質管理に関する調査研
究、指導、保障措置検査等

理事 無 無

3 稲垣　光隆 56 国税庁長官 H26.7.4 H28.6.23
株式会社商工組合中央金
庫

金融業
代表取締役
副社長

無 無

4 林　信光 58 国税庁長官 H27.7.7 H28.6.23 株式会社国際協力銀行 国際金融等業務
代表取締役
専務

無 無

5 奈良　人司 60
文部科学省科学技術・学術
政策研究所長

H28.3.1 H28.6.16
公益社団法人日本技術士
会

技術士制度の普及・啓発等 専務理事 無 無

6 矢田　宏人 60
大臣官房付（社会・援護局
地域福祉課長）

H28.3.31 H28.6.20
公益財団法人社会福祉振
興・試験センター

社会福祉士等に係る国家試
験及び登録に関する事業、
社会福祉施設の経営に必要
な援助事業を行う法人運営
全般

常務理事 無 無

7 山下　正行 59 農林水産政策研究所長 H27.9.30 H28.10.1 日本中央競馬会 競馬の開催等 理事 無 無

8 今井　良伸 56 東北農政局付 H28.4.8 H28.6.21
公益財団法人中央果実協
会

果実の安定的な生産出荷及
び果樹農家の経営の支援に
関する事業等

常務理事 無 無

9 増田　優一 62 国土交通事務次官 H26.7.8 H28.6.24 中日本高速道路株式会社 高速道路の建設・管理
代表取締役
専務執行役
員

無 無

（注１）

（注２）

（注３）

【２　国家公務員法第106条の24第１項等の規定に基づく届出関連（注１）】

「国家公務員法第106条の24第１項等の規定に基づく届出」には、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の24第１項（独立行政法人通則法
の一部を改正する法律（平成26年法律第66号。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく届出が含まれる。

「求職の承認」には、独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の３第２項第４号（改正法による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合
を含む。）の規定に基づく承認が含まれる。
「官民人材交流センターの援助」とは、以下の①又は②をいう。
①該当する再就職に関して官民人材交流センターの職員がその職務として行った国家公務員法第106条の２第１項に規定する行為（独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第
18条の５第１項及び同法第18条の６第１項（改正法による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づいて官民人材交流センターの職員がその職務
として行った当該行為を含む。）
②官民人材交流センターが、国家公務員法第18条の５第１項及び第18条の６第１項の規定に基づき、早期退職募集制度（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第８条の２第５項）による認
定を受けた者又は受ける予定である者に対し、民間の再就職支援会社を活用して実施した再就職支援（該当する者は「有※」と記載）
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1 佐々木　豊成 62 内閣審議官 H28.1.12 H28.4.1
一般社団法人生命保険協
会

生命保険業に関する制度・
施策の推進、苦情対応、紛
争処理、会員会社職員の教
育等

顧問 無 無

2 佐々木　豊成 62 内閣官房内閣審議官 H28.1.12 H28.7.15
一般社団法人生命保険協
会

生命保険業に関する制度・
施策の推進、苦情対応、紛
争処理、会員会社職員の教
育等

副会長 無 無

3 下平 幸二 63 内閣衛星情報センター所長 H28.3.31 H28.7.1 川崎重工業株式会社
航空機等の製造、修理及び
販売

航空宇宙カ
ンパニー ス
トラテジッ
ク・アドバ
イザー

無 無

4 渡邊　一洋 59 内閣官房内閣審議官 H28.3.31 H28.7.1 西武鉄道株式会社
西武鉄道株式会社における
経営方針に沿った円滑・確
実な業務執行

常務執行役
員

無 無

5 佐村　知子 61
内閣官房まち・ひと・しご
と創生本部事務局地方創生
総括官補

H28.6.17 H28.10.1 日本生命保険相互会社 生命保険業 顧問 無 無

6 利根川　一 60 内閣審議官 H28.6.17 H28.10.1 株式会社ＷＯＷＯＷ 放送業 特別顧問 無 無

7 山崎　史郎 61
内閣官房まち・ひと・しご
と創生本部事務局地方創生
総括官

H28.6.21 H28.10.21
あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社

損害保険事業 顧問 無 無

8 武広　巌 60
人事院事務総局付（人事院
沖縄事務所長）

H27.3.31 H28.6.1
一般財団法人公務人材開
発協会

公共部門の職員に対する研
修等に関する事業

総務部長 無 無

9 渡辺　光明 59 人事院人材局試験審議官 H28.1.1 H28.4.1
公益財団法人日本人事試
験研究センター

人事試験に関する調査研究
及びその成果の普及

研究開発部
副本部長

無 無

10 川崎　功 60
人事院職員福祉局職員団体
審議官

H28.3.31 H28.6.16
一般財団法人公務人材開
発協会

公共部門の職員に対する研
修等に関する事業

業務執行理
事

無 無

11 川崎　功 60
人事院職員福祉局職員団体
審議官

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人日本人事試
験研究センター

人事試験に関する調査研究
及びその成果の普及

事業運営委
員

無 無

12 杉本　芳輝 60
人事院人材局研修推進課研
修開発分析官（人事院公務
員研修所主任教授）

H28.3.31 H28.5.10
自営（独立行政法人国際
協力機構との業務委託契
約）

ベトナム国ホーチミン政治
学院での研修企画支援

独立行政法
人国際協力
機構長期専
門家

無 無

【３－１　国家公務員法第106条の24第２項等の規定に基づく届出関連（注１）】
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

13 高橋　一郎 60
人事院事務総局付（人事院
沖縄事務所長）

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人行政書士試
験研究センター

行政書士試験制度の調査研
究及び行政書士試験実施

会計課長 無 無

14 中村　恒雄 60 人事院関東事務局総務課長 H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人公務人材開
発協会

公共部門の職員に対する研
修等に関する事業

研修部長 無 無

15 森谷　俊則 60
人事院事務総局付（人事院
四国事務局長）

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人港湾空港総
合技術センター

港湾空港の建設・維持管理
に関する調査研究・技術支
援

参与（嘱
託）

無 無

16 埓　昭一郎 60
人事院公平審査局職員相談
課長

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人日本人事試
験研究センター

人事試験に関する調査研究
及びその成果の普及

事務局参与 無 無

17 小林　秀明 65 内閣府迎賓館長 H23.3.31 H23.6.26 株式会社電算
情報処理サービス、情報シ
ステムの開発維持・管理

社外取締役 無 無

18 小林　秀明 65 内閣府迎賓館長 H23.3.31 H24.9.1 学校法人帝京大学 教育・研究
冲永総合研
究所教授

無 無

19 後藤　正之 58 内閣府大臣官房 H28.3.31 H28.4.1
公立大学法人長崎県立大
学

教育・研究

地域創造学
部実践経済
学科長・教
授

無 無

20 白坂　進一 60
内閣府沖縄総合事務局農林
水産部総務調整官

H28.3.31 H28.10.1 沖縄県農業協同組合

組合員の農業生産及び経営
改善に関する各種業務、貯
金・融資等地域金融機関と
しての各種業務他

参与 無 無

21 石原　一彦 59 内閣府審議官 H28.6.17 H28.10.1
三井住友海上保険株式会
社

損害保険業 公務部顧問 無 無

22 松山　健士 63 内閣府事務次官 H28.6.17 H28.11.1 株式会社日本総合研究所
シンクタンク、コンサル
ティング

顧問 無 無

23 川嶋　眞明 60 宮内庁京都事務所次長 H28.3.31 H28.11.1 宗教法人仁和寺
宗教法人（真言宗御室派総
本山）

宿坊　仁和
寺御室会館
フロント係

無 無

24 牧野　尊行 60 宮内庁管理部長 H28.3.31 H28.11.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業等 嘱託 無 無

25 野口　文雄 59
公正取引委員会事務総局審
査局長

H26.7.25 H28.6.29 日東富士製粉株式会社 製粉、食品、外食事業等 社外取締役 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

26 高橋　省三 58

公正取引委員会事務総局官
房付（公正取引委員会事務
総局近畿中国四国事務所
長）

H27.7.31 H28.4.1
パラマウントベッド株式
会社

医療用・介護用ベッドの製
造販売等

顧問 無 無

27 関尾　順市 59
公正取引委員会事務総局審
査局第五審査長

H28.3.31 H28.6.1
医療機器業公正取引協議
会

公正競争規約の管理運用 専務理事 無 無

28 長澤　文男 59
公正取引委員会事務総局取
引部企業取引課下請取引調
査室長

H28.3.31 H28.6.1
全国石油業共済協同組合
連合会

石油販売業者の経済的、社
会的地位の向上、石油製品
の安定供給などによる消費
者利益の保護のための事業
の実施

法律相談室
長

無 無

29 松尾　勝 60
公正取引委員会事務総局経
済取引局長

H28.6.17 H28.11.21
公益社団法人全国家庭電
気製品公正取引協議会事
務局

家庭電気製品製造業におけ
る表示に関する公正競争規
約等の普及・執行

嘱託 無 無

30 米田　壯 62 警察庁長官 H27.1.23 H28.6.15
一般社団法人ドローン操
縦士協会

ドローン操縦士の技能認
定、研修・教育等

理事（非常
勤）

無 無

31 竹内　直人 57 警察大学校長 H27.1.27 H28.10.1 東北電力株式会社 電力供給事業 顧問 無 無

32 河邉　有二 57
警察庁長官官房付(内閣官
房内閣情報調査室内閣衛星
情報センター次長)

H27.8.7 H28.5.18 イオンリテール株式会社 総合小売業 監査役 無 無

33 河邉　有二 57
警察庁長官官房付(内閣官
房内閣情報調査室内閣衛星
情報センター次長)

H27.8.7 H28.5.23 株式会社ダイエー 販売業 監査役 無 無

34 久我　英一 58 皇宮警察本部長 H27.8.7 H28.6.21 九州旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業 監査役 無 無

35 大平　修 57 関東管区警察局長 H28.1.14 H28.5.1
三井住友海上火災保険株
式会社

保険事業 顧問 無 無

36 小澤　眞介 59 四国管区警察局長 H28.1.14 H28.9.1 日本管財株式会社 ビルメンテナンス業務等 顧問 無 無

37 鈴木　基久 56 警察庁交通局長 H28.1.14 H28.4.5 総合警備保障株式会社 警備業
常務執行役
員

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

38 室城　信之 58
警察庁長官官房付(北海道
警察本部長)

H28.1.14 H28.6.15
一般財団法人道路交通情
報通信システムセンター

道路交通情報の収集及び放
送メディアによる提供等

常務理事 無 無

39 佐々木　真郎 58 近畿管区警察局長 H28.1.18 H28.4.1 表示灯株式会社 総合広告代理業 顧問 無 無

40 礒田　孝 60 北海道警察情報通信部長 H28.3.4 H28.6.1
一般財団法人保安通信協
会

保安電子通信技術に関する
業務

技術参与 無 無

41 伊藤　輝 62
警察庁長官官房付（九州管
区警察学校長）

H28.3.22 H28.7.1 前田建設工業株式会社 総合建設業 顧問 無 無

42 大庭　靖彦 57 中国管区警察局長 H28.3.25 H28.10.1
三井住友海上火災保険株
式会社

保険事業 顧問 無 無

43 笠間　伸一 60
警察庁長官官房付（滋賀県
警察本部長）

H28.3.25 H28.7.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

取締役 無 無

44 木岡　保雅 58 東北管区警察局長 H28.3.25 H28.6.1
一般財団法人全日本交通
安全協会

交通安全事業 審議役 無 無

45 清水　宜明 60
警察庁長官官房付（警察大
学校教官教養部長）

H28.3.25 H28.7.1 成田国際空港株式会社
成田国際空港の設置及び管
理等

部付参与 無 無

46 真家　悟 60 警察庁刑事局犯罪鑑識官 H28.3.25 H28.6.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
総務部調査
役

無 無

47 長嶋　良 60 警察庁交通局交通指導課長 H28.3.25 H28.6.1
一般財団法人全日本交通
安全協会

交通安全事業 参与 無 無

48 山嵜　正利 60
警察庁長官官房付（警察大
学校警備教養部長）

H28.3.25 H28.7.1 西日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
東京本部担
当部長

無 無

49 奥山　栄一 60 皇宮警察本部護衛部長 H28.3.31 H28.6.1 株式会社東日本銀行 金融業 主任調査役 無 無

50 黒田　昭憲 60
警察庁長官官房会計課監査
室長

H28.3.31 H28.6.1 警察職員生活協同組合
警察職員の生活向上支援業
務

主幹 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

51 繁田　誠 58
警察庁長官官房付（内閣官
房内閣審議官）

H28.3.31 H28.7.1 富国生命保険相互会社 保険事業 顧問 無 無

52 髙水　惠一 60
警察庁長官官房会計課工場
長

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人保安通信協
会

保安電子通信技術に関する
業務

主任調査役 無 無

53 野田　哲司 60
関東管区警察局群馬県情報
通信部長

H28.3.31 H28.6.1 警察職員生活協同組合
警察職員の生活向上支援業
務

主幹 無 無

54 前川　和則 60 警察庁長官官房技術審議官 H28.3.31 H28.6.1 日本電気株式会社
通信機器、コンピュータ等
の製造・販売等

顧問 無 無

55 松井　義憲 60
警察庁長官官房給与厚生課
厚生管理室長

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人日本交通管
理技術協会

交通管理に関する技術の研
究開発及び普及

総務課長 無 無

56 光本　武夫 60 皇宮警察本部吹上護衛署長 H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人交通事故総
合分析センター

交通事故に関する調査研究
等

総務課調査
役

無 無

57 元田　正弘 60 皇宮警察本部京都護衛署長 H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人全日本指定
射撃場協会

猟銃の射撃等の教習その他
の安全教育に関する調査研
究

専務理事 無 無

58 杵淵　智行 57 警察大学校長 H28.6.14 H28.10.1 日本証券業協会
金融商品取引業に関する自
主規制業務等

特別参与 無 無

59 金髙　雅仁 62 警察庁長官 H28.8.10 H28.12.1 警察共済組合
年金や福祉事業に関する業
務

理事長 無 無

60 樋口　眞人 59 大阪府警察本部長 H28.8.10 H28.10.18
樋口コンプライアンス法
律事務所

弁護士業 弁護士 無 無

61 多湖　令 58 中部管区警察局長 H28.8.22 H28.12.1 グリー株式会社
インターネットメディア事
業

特別顧問 無 無

62 黒木　慶英 58 関東管区警察局長 H28.9.5 H28.12.1 株式会社ローソン
小売業（ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等の
経営に関する事業等）

顧問 無 無

63 黒木　慶英 58 関東管区警察局長 H28.9.5 H29.3.1 株式会社大林組 建設業 非常勤顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

64 石川　威一郎 57 近畿管区警察局長 H28.9.20 H28.12.1 カドカワ株式会社
出版、ネット上のWebサー
ビス等

常勤顧問 無 無

65 髙橋　清孝 59 警視総監 H28.9.20 H28.9.23 内閣官房 国家公務
内閣危機管
理監

無 無

66 細溝　清史 59 金融庁長官 H27.7.7 H28.6.21 セーレン株式会社 総合繊維業 社外監査役 無 無

67 木村　行成 58

証券取引等監視委員会事務
局統括検査官　兼　証券取
引等監視委員会事務局証券
検査課（第三部門）　兼
証券取引等監視委員会事務
局証券検査課第三部門部門
長

H27.8.31 H28.12.1 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業 執行役員 無 無

68 石川　宗吉 58

金融庁検査局総務課主任統
括検査官　兼　検査局総務
課法令遵守等モニタリング
長　兼　監督局総務課

H28.3.31 H28.6.1 全国信用協同組合連合会
信用組合の系統中央金融機
関

全国信用組
合監査機構
考査役（監
査士）

無 無

69 浦　具成 60

証券取引等監視委員会事務
局統括検査官　兼　証券取
引等監視委員会事務局証券
検査課（第五部門）　兼
証券取引等監視委員会事務
局証券検査課第五部門部門
長

H28.3.31 H28.6.1
SBIホールディングス株
式会社

金融サービス事業、アセッ
トマネジメント事業及びバ
イオ関連事業等を営む持株
会社

契約社員 無 無

70 高原　洋太郎 60

証券取引等監視委員会事務
局証券検査課専門検査官
兼　証券取引等監視委員会
事務局市場分析審査課情報
分析専門官　兼　監督局証
券課課付

H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人投資信託協
会

投資信託委託会社等を会員
とする金融商品取引法上の
自主規制機関

常勤嘱託 無 無

71 中庭　時男 58
金融庁総務企画局付（財務
省北海道財務局釧路財務事
務所長）

H28.3.31 H28.6.1
アフラック（アメリカン
ファミリー生命保険会
社）

保険業

コンプライ
アンス統括
部審議役
（嘱託）

無 無

72 舩造　正孝 60
金融庁検査局総務課特別検
査官

H28.3.31 H28.8.8 オリックス銀行株式会社 金融業
監査部スペ
シャリスト
職

無 無

73 下畑　孝行 59

証券取引等監視委員会事務
局取引調査課長　兼　証券
取引等監視委員会事務局取
引調査課国際取引等調査室
長

H28.6.22 H28.10.1 岡三証券株式会社
金融商品取引業（業務監
査）

理事（業務
監査部担
当）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

74 小出　啓次 59
証券取引等監視委員会事務
局開示検査課長

H28.6.22 H28.8.22 ばんせい証券株式会社 金融商品取引業 顧問 無 無

75 﨑山　正夫 60
金融庁総務企画局政策課金
融サービス利用者相談室長

H28.6.22 H28.9.1
株式会社地域経済活性化
支援機構

中小企業者等の事業再生支
援及び地域の活性化支援

監査役室室
長

無 無

76 田口　良二 57

証券取引等監視委員会事務
局証券検査監理官　兼　証
券取引等監視委員会事務局
統括検査官

H28.6.22 H28.9.1 有限責任あずさ監査法人 監査証明業務等

リスクマネ
ジメント部
アソシエイ
ト・パート
ナー

無 無

77 三原　治 58

金融庁検査局検査監理官
兼　検査局総務課検査モニ
ター管理官　兼　検査局総
務課法令遵守等モニタリン
グ長

H28.6.22 H28.9.1
有限責任監査法人トーマ
ツ

アドバイザリー業務
ディレク
ター

無 無

78 高畑　宏 60
証券取引等監視委員会事務
局統括調査官

H28.6.30 H29.1.1
日本カーバイド工業株式
会社

機能樹脂等の製造 顧問 無 無

79 及川　春之 59 金融庁検査局付 H28.7.1 H28.9.1 SBI生命保険株式会社 金融業（生命保険業）
執行役員
（監査部担
当）

無 無

80 河野　正道 60
金融庁金融国際審議官　兼
総務企画局グローバル金融
連携センター長

H28.7.1 H28.9.1 有限責任あずさ監査法人 監査、アドバイザリー 顧問 無 無

81 河野　正道 60
金融庁金融国際審議官　兼
総務企画局グローバル金融
連携センター長

H28.7.1 H28.9.26
公益財団法人日本証券経
済研究所

金融・資本市場等に関する
調査研究

エグゼク
ティブフェ
ロー

無 無

82 河野　正道 60
金融庁金融国際審議官　兼
総務企画局グローバル金融
連携センター長

H28.7.1 H28.10.1 ＴＭＩ総合法律事務所 法律業務 顧問 無 無

83 河野　正道 60
金融庁金融国際審議官　兼
総務企画局グローバル金融
連携センター長

H28.7.1 H28.10.1 矢崎総業株式会社 自動車部品等製造 顧問 無 無

84 河野　正道 60
金融庁金融国際審議官　兼
総務企画局グローバル金融
連携センター長

H28.7.1 H28.11.28
コロンビア大学（国際公
共政策大学院（SIPA））

教育・研究

客員研究員
（Adjunct
Research
Scholar）

無 無

85 椋　正寛 57
金融庁検査局付（財務省関
東財務局理財部検査監理
官）

H28.7.1 H28.9.1
イオンフィナンシャル
サービス株式会社

金融業
経営企画部
所属

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

86 板東　久美子 62 消費者庁長官 H28.8.9 H28.9.1 宮内庁 国家公務 御用掛 無 無

87 岡本　全勝 61 復興庁事務次官 H28.6.21 H28.10.1
三井住友海上火災保険株
式会社

損害保険業 顧問 無 無

88 岩田　博 60

神奈川行政評価事務所長
併任　神奈川行政評価事務
所年金記録確認神奈川地方
第三者委員会事務室長

H25.3.31 H25.4.1
総務省千葉行政評価事務
所年金記録確認千葉地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

89 榎本　泰士 59

東京行政評価事務所長　併
任　東京行政評価事務所年
金記録確認東京地方第三者
委員会事務室長

H25.3.31 H25.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認埼玉地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

90 川口　平 60

千葉行政評価事務所長　併
任　千葉行政評価事務所年
金記録確認千葉地方第三者
委員会事務室長

H25.3.31 H25.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認埼玉地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

91 中川　正徳 60
総務省政策統括官(統計基
準担当）付統計審査官

H25.3.31 H25.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認埼玉地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

92 乳井　圭介 60

兵庫行政評価事務所長　併
任　兵庫行政評価事務所年
金記録確認兵庫地方第三者
委員会事務室長

H25.3.31 H25.4.1
総務省東京行政評価事務
所年金記録確認東京地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

93 山崎　久雄 60

長野行政評価事務所長 併
任　長野行政評価事務所年
金記録確認長野地方第三者
委員会事務室長

H25.3.31 H25.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認埼玉地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

94 原　正之 57 総務省大臣官房付 H25.4.12 H27.4.1 株式会社新生銀行 金融業 顧問 無 無

95 武居　丈二 57 総務省自治大学校長 H25.7.4 H27.4.1
公益財団法人日本消防協
会

消防団員等の福祉厚生、消
防諸施設の改善、充実、消
防知識技術の向上及び消防
活動の強化等

常務理事 無 無

96 梶原　正房 60

東京行政評価事務所長　併
任　東京行政評価事務所年
金記録確認関東地方第三者
委員会東京地方事務室長

H26.3.31 H26.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認関東地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

97 櫻井　豊 60
関東管区行政評価局第二部
長

H26.3.31 H26.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認関東地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

98 武田　敏彦 59

岡山行政評価事務所長　併
任　中国四国管区行政評価
局年金記録確認中国地方第
三者委員会事務室次長

H26.3.31 H26.4.1
総務省中国四国管区行政
評価局年金記録確認中国
地方第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

99 羽賀　満雄 60

栃木行政評価事務所長　併
任　関東管区行政評価局年
金記録確認関東地方第三者
委員会事務室次長

H26.3.31 H26.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認関東地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

100 和田　浩樹 60

千葉行政評価事務所長　併
任　千葉行政評価事務所年
金記録確認関東地方第三者
委員会千葉地方事務室長

H26.3.31 H26.4.1
総務省関東管区行政評価
局年金記録確認関東地方
第三者委員会事務室

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

101 大矢　浩 58
総務省情報通信国際戦略局
付

H26.7.22 H28.7.1
一般社団法人日本CATV技
術協会

CATV技術等に関する調査研
究、標準規格の策定等

副理事長 無 無

102 金谷　学 55 総務省近畿総合通信局長 H26.7.22 H28.7.1 ＫＤＤＩ株式会社 電気通信事業
技術企画本
部副本部長

無 無

103 吉崎　正弘 61 総務省総務審議官（国際） H26.7.22 H28.6.14
一般社団法人日本ケーブ
ルテレビ連盟

ケーブルテレビ事業に関す
る調査、研究等

理事長 無 無

104 吉田　靖 57
総務省政策統括官（情報通
信担当）

H26.7.22 H28.4.1 ＫＤＤＩ株式会社 電気通信事業 顧問 無 無

105 塚田　桂祐 58 総務省大臣官房付 H26.9.30 H28.4.1 学校法人日通学園 教育・研究
流通経済大
学教授

無 無

106 大ヶ島　照夫 60

沖縄行政評価事務所長　併
任　沖縄行政評価事務所年
金記録確認沖縄地方第三者
委員会事務室長

H27.3.31 H28.4.1
総務省行政評価局行政相
談課

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

107 白金　久生 60

総務省福島行政評価事務所
長　併任　東北管区行政評
価局年金記録確認東北地方
第三者委員会事務室次長

H27.3.31 H28.4.1
総務省神奈川行政評価事
務所

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

108 渡邉　洋己 60
消防庁消防大学校消防研究
センター所長

H27.3.31 H28.6.1
公益財団法人日本防炎協
会

防炎品に係る防炎性能確認
等のための試験及び審査等

嘱託 無 無

109 渡邉　洋己 60
消防庁消防大学校消防研究
センター所長

H27.3.31 H28.6.22
公益財団法人日本防炎協
会

防炎品に係る防炎性能確認
等のための試験及び審査等

常務理事 無 無

110 市橋　保彦 56 総務省大臣官房付 H27.7.31 H28.4.1
公益財団法人日本消防協
会

消防団員等の福祉厚生、消
防諸施設の改善、充実、消
防知識技術の向上及び消防
活動の強化等

常務理事 無 無

111 井波　哲尚 58 総務省統計局長 H27.7.31 H28.4.1
株式会社情報通信総合研
究所

情報通信に関する各種調
査・研究、コンサルティン
グ

嘱託職員 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

112 井波　哲尚 58 総務省統計局長 H27.7.31 H28.6.22
株式会社情報通信総合研
究所

情報通信に関する各種調
査・研究、コンサルティン
グ

監査役 無 無

113 上杉　耕二 56
総務省東北管区行政評価局
長

H27.7.31 H28.6.24
一般財団法人道路管理セ
ンター

道路地下埋設物件の管理業
務の支援

審議役 無 無

114 大石　利雄 62 総務事務次官 H27.7.31 H29.1.10 学校法人自治医科大学
医学及び看護学の教育及び
研究

理事長 無 無

115 戸塚　誠 61 総務審議官 H27.7.31 H28.4.1 総務省 国家公務
行政不服審
査会委員

無 無

116 渡辺　信一 57 総務省関東総合通信局長 H27.7.31 H28.7.1
公益財団法人電気通信普
及財団

電気通信に関する助成、援
助等

専務理事 無 無

117 吉田　敏治 56 総務省大臣官房付 H27.12.31 H28.4.1 富国生命保険相互会社 保険事業 顧問 無 無

118 岡村　信悟 46
総務省情報流通行政局郵政
行政部企画課企画官

H28.3.31 H28.4.22 株式会社横浜スタジアム 横浜スタジアムの運営
代表取締役
社長

無 無

119 岡村　信悟 46
総務省情報流通行政局郵政
行政部企画課企画官

H28.3.31 H28.10.16
株式会社横浜DeNAベイス
ターズ

プロ野球球団経営
代表取締役
社長

無 無

120 川浪　久則 60
総務省総合通信基盤局付
（北海道総合通信局電波監
理部長）

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人日本無線協
会

無線従事者資格の国家試験
業務及び養成課程等の業務

企画室担当
部長

無 無

121 菅　宜紀 60

総務省政策統括官付統計企
画管理官付統計制度研究官
（総務省近畿管区行政評価
局長）

H28.3.31 H28.4.1
長崎県公立大学法人長崎
県立大学

教育・研究
長崎県立大
学教授

無 無

122 澤田　邦彦 59
総務省大臣官房付（消防庁
国民保護・防災部防災課応
急対策室長）

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人消防試験研
究センター

消防に関する試験の実施、
調査研究

企画研究部
長

無 無

123 白川　幸雄 59
総務省情報通信政策研究所
研修部長

H28.3.31 H28.9.1
一般財団法人日本アマ
チュア無線振興協会

アマチュア無線の資格者養
成等

養成部担当
課長

無 無

124 須江　雅彦 60

総務省統計局統計調査部調
査企画課統計調査研究官
併任　大臣官房付（統計研
修所長）

H28.3.31 H28.4.1 国立大学法人滋賀大学 教育・研究
理事（副学
長）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

125 鈴木　克昌 59
総務省近畿総合通信局電波
監理部長

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人名古屋ケー
ブルビジョン

有線テレビジョン放送業 部長 無 無

126 林　雄作 60
総務省神奈川行政評価事務
所長

H28.3.31 H28.4.1
一般財団法人全国ＬＰガ
ス保安共済事業団

ＬＰガスによる災害防止に
関する調査、研究及び広報
等

調査部長 無 無

127 藤井　賢二 60
総務省群馬行政評価事務所
長

H28.3.31 H28.4.1
総務省関東管区行政評価
局

年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

128 古川　貴一 60 総務省大臣官房付 H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人全国危険物
安全協会

危険物等に関する知識の普
及、危険物取扱者等危険物
関係事業所等に対する安全
教育及び安全管理体制の整
備

事務局長 無 無

129 細見　邦雄 58
総務省自治財政局公営企業
課公営企業経営室長

H28.3.31 H28.7.1 全国町村会

町村を中心とした地方自治
の振興・発展に向けた施策
に関する各種の調査・研
究、政府・国会に対する要

財政部長 無 無

130 室山　喜昭 60
総務省総合通信基盤局付
（九州総合通信局情報通信
部長）

H28.3.31 H28.7.1
国立研究開発法人情報通
信研究機構

情報通信分野の研究開発及
び事業振興に関する業務

一般職員 無 無

131 山口　浩 60
総務省関東総合通信局情報
通信部長

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人日本無線協
会

無線従事者資格の国家試験
業務及び養成課程等の業務

第一審査部
担当部長

無 無

132 山田　昌二 60
総務省沖縄行政評価事務所
長

H28.3.31 H28.4.1 総務省四国行政評価支局
年金記録に係る専門的事項
の調査等

専門調査員 無 無

133 横田　通彦 58 総務省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.1
株式会社日本宝くじシス
テム

宝くじに関する調査・研究
の受託等

システム部
主幹

無 無

134 下瀬　謙 59 総務省大臣官房付 H28.4.16 H28.6.16
一般財団法人地方財務協
会

地方行税財政制度に関する
調査、研究及び啓もう普及
等

事務局次長 無 無

135 上村　進 57 総務省行政管理局長 H28.6.17 H28.10.1 日本大学法学部 教育・研究 教授 無 無

136 木村　順吾 56 総務省東海総合通信局長 H28.6.17 H28.10.11
一般財団法人電気通信端
末機器審査協会

電気通信端末機器に関する
技術基準適合認定等

専務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

137 阪本　泰男 61 総務省総務審議官（国際） H28.6.17 H28.9.1 株式会社野村総合研究所
コンサルティング、ＩＴソ
リューション事業等

顧問 無 無

138 桜井　俊 62 総務事務次官 H28.6.17 H28.9.15
三井住友信託銀行株式会
社

金融業 顧問 無 無

139 桜井　俊 62 総務事務次官 H28.6.17 H29.1.1
セガサミーホールディン
グス株式会社

総合エンタテインメント企
業グループの経営管理等

顧問 無 無

140 西藤　公司 57 総務省消防庁次長 H28.6.17 H28.10.1
損害保険ジャパン日本興
亜株式会社

保険事業 顧問 無 無

141 原田　淳志 56
総務省大臣官房地域力創造
審議官

H28.6.17 H28.10.1 みずほ信託銀行株式会社 金融業
特別業務ア
ドバイザー

無 無

142 原田　淳志 56
総務省大臣官房地域力創造
審議官

H28.6.17 H28.10.11
内閣官房「明治１５０
年」関連施策推進室

国家公務 室長 無 無

143 藤島　昇 55
総務省北海道管区行政評価
局長

H28.6.17 H28.9.16 第一生命保険株式会社 保険事業 顧問 無 無

144 渕上　俊則 59 総務省自治行政局長 H28.6.17 H28.9.16
ＳＭＢＣ日興証券株式会
社

金融商品取引業 顧問 無 無

145 安井　哲也 54 総務省北海道総合通信局長 H28.6.17 H28.9.1
株式会社横須賀テレコム
リサーチパーク

研究施設管理、研修、イベ
ント等の企画運営等

企画部長 無 無

146 山田　俊之 60 総務省関東総合通信局長 H28.6.17 H28.9.26 在パラオ日本国大使館 国家公務
特命全権大
使

無 無

147 丸山　淑夫 58 総務省大臣官房付 H28.6.19 H28.10.1 株式会社みずほ銀行 金融業 顧問 無 無

148 小川　英一 58
総務省関東総合通信局放送
部長

H28.6.30 H28.9.1
一般財団法人移動無線セ
ンター

陸上移動通信業
北陸事務所
次長

無 無

149 近藤　信行 58
総務省東海総合通信局総務
部長

H28.6.30 H28.9.1
一般財団法人日本アマ
チュア無線振興協会

アマチュア無線の資格者養
成等

保証事業セ
ンター長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

150 佐々木　敦朗 59 総務省消防庁長官 H28.6.30 H28.10.1
明治安田生命保険相互会
社

生命保険業 顧問 無 無

151 澤邊　正彦 54

総務省総合通信基盤局電波
部電波環境課電波利用環境
専門官（近畿総合通信局放
送部長）

H28.6.30 H29.1.1
日本アイ・ビー・エム株
式会社

情報システムに関わる製
品、サービスの提供

公共サービ
ス事業部官
公庁サービ
ス顧問

無 無

152 清水　良真 58
総務省東海総合通信局無線
通信部長

H28.6.30 H28.9.15 一般社団法人電波産業会
電波の利用に関する調査研
究及び研究開発

担当部長 無 無

153 関口　博久 54

総務省情報通信国際戦略局
技術政策課技術調査専門官
(情報通信国際戦略局宇宙
通信政策課宇宙通信調査室

H28.6.30 H28.9.1
一般財団法人テレコムエ
ンジニアリングセンター

無線機器等の証明、試験、
測定器等の較正等

企画調査部
長

無 無

154 苑田　洋史 59
総務省情報流通行政局付
（東海総合通信局無線通信
部長）

H28.6.30 H28.10.1
一般財団法人テレコムエ
ンジニアリングセンター

無線機器等の証明、試験、
測定器等の較正等

認証・試験
事業本部 技
適認証第一
部 担当部長

無 無

155 田向　忠雄 59
総務省北海道総合通信局無
線通信部長

H28.6.30 H28.10.24
一般財団法人電波技術協
会

電波利用に関する技術調
査、電波利用技術の知識の
普及

調査研究部
専門部長

無 無

156 成瀨　芳之 57
総務省四国総合通信局電波
監理部長

H28.6.30 H28.10.1
一般社団法人全国船舶無
線協会

無線局の申請手続・検査に
関する支援等

本部事務局
長

無 無

157 福山　嗣朗 58 総務省大臣官房付 H28.6.30 H28.9.15 株式会社新生銀行 金融業 顧問 無 無

158 星　克明 59
北陸総合通信局付（北陸総
合通信局長）

H28.6.30 H28.12.1 一般社団法人電波産業会
電波の利用に関する調査研
究及び研究開発

開発セン
ター長

無 無

159 満田　誉 55 総務省大臣官房付 H28.6.30 H28.10.1 日本電気株式会社 情報・通信機器製造業 顧問 無 無

160 倉橋　誠 58
総務省関東総合通信局総務
部長

H28.7.19 H28.9.26
一般財団法人日本データ
通信協会

情報セキュリティ対策の推
進と情報通信分野における
人材育成に関する業務

総務部長 無 無

161 平嶋　彰英 58 総務省自治大学校長 H28.7.20 H28.12.1 地方職員共済組合
道府県職員等に係る共済制
度の運営

理事長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

162 平嶋　彰英 58 総務省自治大学校長 H28.7.20 H29.3.14 アルプスカード株式会社
クレジットカード、損害保
険代理、生命保険募集その
他関連する業務

取締役 無 無

163 金谷　裕弘 58 総務省大臣官房付 H28.9.1 H28.9.2
参議院議員片山虎之助事
務所

国会業務 公設秘書 無 無

164 金谷　裕弘 58 総務省大臣官房付 H28.9.1 H28.12.12
コニカミノルタジャパン
株式会社

情報機器などの販売、関連
サービス

顧問 無 無

165 丹代　武 53 総務省九州総合通信局長 H28.9.30 H28.12.1 株式会社ラック
セキュリティソリューショ
ンサービスの提供等

CTO/CISO補
佐

無 無

166 勝丸　充啓 62 広島高等検察庁検事長 H26.7.18 H28.1.29 株式会社MoriX
生体認証システムの開発・
製造･販売等

取締役 無 無

167 内田　貴 60 法務省民事局参事官 H26.7.31 H26.9.1 自営業 弁護士業 弁護士 無 無

168 内田　貴 60 法務省民事局参事官 H26.7.31 H27.8.1 学校法人早稲田大学 教育・研究
特命教授
（非常勤）

無 無

169 内田　貴 60 法務省民事局参事官 H26.7.31 H28.7.7
一般財団法人民事法務協
会

登記、戸籍、供託及び成年
後見等民事法務に関する調
査・研究等

理事（会
長）

無 無

170 大城　秀明 62 さいたま区検察庁副検事 H26.11.7 H28.10.1 東京簡易裁判所 国家公務
民事調停委
員

無 無

171 田　博 60 法務省矯正局長 H26.12.31 H28.6.29 株式会社廣済堂
情報コミュニケーション・
ヒューマンコミュニケー
ション事業

社外取締役 無 無

172 青山　博史 60
名古屋地方検察庁首席捜査
官

H27.3.31 H28.10.1 名古屋家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

173 井上　隆 60 鹿児島区検察庁副検事 H27.3.31 H28.10.1
鹿児島地方裁判所、鹿児
島家庭裁判所、川内簡易
裁判所

国家公務
民事調停委
員，家事調
停委員

無 無

174 木村　勉 60 山形地方法務局長 H27.3.31 H28.10.1 札幌家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

175 佐藤　義晴 59 前橋地方法務局長 H27.3.31 H28.4.1 新潟家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

176 曵地　拓男 61 宇都宮区検察庁副検事 H27.3.31 H28.4.1 さいたま地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

177 村上　忠夫 60 大阪矯正管区長 H27.3.31 H28.5.1 公益財団法人矯正協会
矯正活動に関する調査研究
等

刑務作業協
力事業部調
査役

無 無

178 宮原　徹 62 鹿児島区検察庁副検事 H27.7.3 H29.2.1 鹿児島地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

179 萬燈　一平 62 岡山区検察庁副検事 H27.7.16 H28.4.1 岡山地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

180 中村　和彦 62 松山区検察庁副検事 H27.8.29 H28.4.1
松山地方裁判所、松山簡
易裁判所

国家公務
民事調停委
員

無 無

181 笠原　昌男 62 さいたま区検察庁副検事 H27.10.8 H28.4.1 さいたま家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

182 藤田　明久 62 松江区検察庁副検事 H27.10.17 H28.12.1 行政書士藤田明久事務所 行政書士業務 行政書士 無 無

183 藤田　明久 62 松江区検察庁副検事 H27.10.17 H28.4.1
松江地方裁判所、出雲簡
易裁判所

国家公務
民事調停委
員

無 無

184 尾﨑　道明 62 大阪高等検察庁検事長 H27.12.4 H28.5.10 瓜生・糸賀法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

185 尾﨑　道明 62 大阪高等検察庁検事長 H27.12.4 H28.6.23 東日本高速道路株式会社
道路管理運営事業、道路建
設事業

監査役（非
常勤）

無 無

186 渡辺　恵一　　 61 東京高等検察庁検事長 H27.12.10 H28.4.25
三菱自動車工業株式会社
特別調査委員会

問題点に関する事実関係の
調査等

委員長 無 無

187 窪田　守雄 59 名古屋地方検察庁検事正 H28.1.25 H28.5.1 丸の内公証役場 公証業務 公証人 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

188 髙谷　寛 62 大阪区検察庁副検事 H28.2.12 H28.7.1 御坊公証役場 公証業務 公証人 無 無

189 白井　玲子 60 東京高等検察庁検事 H28.3.30 H28.4.1
総務省情報公開・個人情
報保護審査会

国家公務 委員 無 無

190 戸谷　博子 59 東京高等検察庁検事 H28.3.30 H28.4.1 行政不服審査会 国家公務 委員 無 無

191 赤木　伸司 60 高検察庁事務局長 H28.3.31 H28.8.1 成田公証役場 公証業務 公証人 無 無

192 安部　啓三 60
法務省大臣官房司法法制部
企画調査官

H28.3.31 H28.5.1
明治安田生命保険相互会
社

生命保険業 顧問 無 無

193 泉本　良二 59 大阪法務局総務部長 H28.3.31 H28.7.1 丸亀公証役場 公証業務 公証人 無 無

194 板垣　和彦 61 大阪地方検察庁検事 H28.3.31 H28.4.1 岡山中央法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

195 伊　俊行 57 福岡地方検察庁検事 H28.3.31 H28.7.1 大分公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

196 井上　裕隆 60 東京入国管理局警備監理官 H28.3.31 H28.5.11
公益財団法人国際人材育
成機構

外国人技能実習生受入事業
等

担当部長 無 無

197 妹川　光敏 60 東京入国管理局長 H28.3.31 H28.10.1
公益財団法人国際研修協
力機構

外国人技能実習生・研修生
の受入支援

出入国部在
留支援課長

無 無

198 打越　準一 62
関東地方更生保護委員会委
員

H28.3.31 H28.6.1 更生保護法人清心寮 更生保護事業 補導員 無 無

199 内堀　和人 60 法務省大臣官房厚生管理官 H28.3.31 H28.7.1 住友生命保険相互会社 生命保険業 顧問 無 無

200 小沼　彦 59 福岡法務局長 H28.3.31 H28.7.1 いわき公証役場 公証業務 公証人 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

201 加藤　浩幸 54 横浜区検察庁副検事 H28.3.31 H28.9.28
アイワークシステムズ株
式会社

データ処理業務 派遣社員 無 有※

202 加藤　浩幸 54 横浜区検察庁副検事 H28.3.31 H29.3.14
ホームライフ管理株式会
社

マンション管理業 契約社員 無 無

203 木村 俊道 59 釧路地方法務局長 H28.3.31 H28.7.1 帯広公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

204 小峯　尚士 61 東京高等検察庁検事 H28.3.31 H28.8.1 小倉公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

205 坂本　順 59 奈良地方検察庁次席検事 H28.3.31 H28.12.1 金沢公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

206 佐々木　孝一 63
北海道地方更生保護委員会
委員

H28.3.31 H28.7.1 更生保護法人札幌大化院 更生保護事業 補導員 無 無

207 佐藤　政文 60
入国者収容所東日本入国管
理センター所長

H28.3.31 H28.5.1
公益財団法人国際研修協
力機構

外国人技能実習生・研修生
の受入支援

出入国部在
留支援課課
長

無 無

208 澤田　正史 58 広島高等検察庁岡山支部長 H28.3.31 H28.5.1 金沢公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

209 重松　弘 60 矯正研修所長 H28.3.31 H28.5.1 公益財団法人矯正協会
矯正活動に関する調査研究
等

矯正支援事
業部付兼調
査役

無 無

210 白石　武 58 前橋地方法務局長 H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人民事法務協
会

登記、戸籍、供託及び成年
後見等民事法務に関する調
査・研究等

成年後見部
千葉セン
ター長

無 無

211 白髭　博文 59 大阪高等検察庁検事 H28.3.31 H28.5.1 大津公証役場 公証業務 公証人 無 無

212 関谷　政俊 59 山形地方法務局長 H28.3.31 H28.7.20 舞鶴公証役場 公証業務 公証人 無 無

213 髙橋　哲治 59 仙台地方検察庁古川支部長 H28.3.31 H28.12.1 四日市公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

214 高橋　誠 60
さいたま地方検察庁交通部
長

H28.3.31 H28.5.1 山形公証役場 公証業務 公証人 無 無

215 瀧村　剛 59 東京法務局人権擁護部長 H28.3.31 H28.7.1 浜田公証役場 公証業務 公証人 無 無

216 田島　 裕翁 62
関東地方更生保護委員会委
員

H28.3.31 H28.6.1
更生保護法人埼玉県更生
保護観察協会

更生保護事業 事務局長 無 無

217 立石　英生 60
名古屋高等検察庁金沢支部
長

H28.3.31 H28.4.1 立石法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

218 田邉　豊 59 神戸地方法務局長 H28.3.31 H28.7.1 小松公証役場 公証業務 公証人 無 無

219 東藤　佐利 60 大分地方検察庁事務局長 H28.3.31 H28.10.1 福岡家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

220 当摩　敏広 63
東北地方更生保護委員会委
員

H28.3.31 H28.6.1
特定非営利活動法人宮城
県就労支援事業者機構

刑務所出所者等の就労支援
宮城県更生
保護就労支
援事業所長

無 無

221 中垣　治夫 59 札幌法務局長 H28.3.31 H28.7.1 大分公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

222 並木　浩一 59 新潟地方法務局長 H28.3.31 H28.6.1 桐生公証役場 公証業務 公証人 無 無

223 二宮　宏光 58 熊本地方法務局長 H28.3.31 H28.7.1 中津公証役場 公証業務 公証人 無 無

224 野崎　昌利 56 高松法務局長 H28.3.31 H28.6.20
株式会社証券保管振替機
構

株式等振替業務 監査委員長 無 無

225 早崎　裕子 42 福岡法務局訟務部付 H28.3.31 H28.4.1 明倫国際法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

226 春本　光行 62
近畿地方更生保護委員会委
員

H28.3.31 H28.6.1 兵庫県保護司会連合会
保護司会連合会における事
務全般

事務局長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

227 半野田　孝郎 64
近畿地方更生保護委員会委
員

H28.3.31 H28.7.1 更生保護法人愛正会
入所者に対する補導業務及
び福祉的支援

福祉職員 無 無

228 福田　仁史 60 福岡高等検察庁事務局長 H28.3.31 H28.4.3 近畿地方更生保護委員会 国家公務 委員 無 無

229 古門　由久 59 広島法務局長 H28.3.31 H28.8.1 下館公証役場 公証業務 公証人 無 無

230 保坂　栄治 58 仙台高等検察庁公安部長 H28.3.31 H28.5.1 福島公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

231 三浦　博文 60 長崎地方法務局長 H28.3.31 H28.7.11 株式会社サンセルモ 冠婚葬祭業 従業員 無 無

232 安田　清史 62 横浜区検察庁副検事 H28.3.31 H28.10.3 横浜家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

233 安田　錦治郎 58 札幌法務局民事行政部長 H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人日本監査役
協会

企業の監査役に対する研
修・広報活動及び監査制度
に関する調査・研究等

常勤理事 無 無

234 山岡　克巳 60 東京入国管理局次長 H28.3.31 H28.5.11
公益財団法人国際人材育
成機構

外国人技能実習生受入事業
等

担当部長 無 無

235 山﨑　秀幸 60 佐賀少年刑務所長 H28.3.31 H28.5.1 公益財団法人矯正協会
矯正活動に関する調査研究
等

刑務作業協
力事業部副
部長

無 無

236 山下　由紀夫 60 札幌入国管理局長 H28.3.31 H28.5.1
公益財団法人国際研修協
力機構

外国人技能実習生・研修生
の受入支援

出入国部副
部長

無 無

237 吉川　昌宏 60 長野保護観察所長 H28.3.31 H28.6.1
更生保護法人全国更生保
護法人連盟

更生保護事業（連絡助成事
業）

事務局次長 無 無

238 吉川　康司 60 横浜地方検察庁事務局長 H28.3.31 H28.5.1 三井生命保険株式会社 生命保険業 顧問 無 無

239 吉野　弦太 40 東京地方検察庁検事 H28.3.31 H28.4.1 のぞみ総合法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

240 脇本　正則 60 福井区検察庁副検事 H28.3.31 H28.10.1 大野簡易裁判所 国家公務
民事調停委
員

無 無

241 和田　正 62 東京区検察庁副検事 H28.3.31 H28.8.1 魚津公証役場 公証業務 公証人 無 無

242 渡邉　清 59 広島高等検察庁公安部長 H28.3.31 H28.4.1 清風法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

243 石田　一宏 58 広島地方検察庁検事正 H28.4.11 H28.5.1 八重洲公証人役場 公証業務 公証人 無 無

244 白濱　清貴 61 仙台地方検察庁検事正 H28.4.11 H28.5.1 霞ヶ関公証役場 公証業務 公証人 無 無

245 髙瀨　一嘉 59 大分地方検察庁検事正 H28.4.11 H28.6.1 大宮公証センター 公証業務 公証人 無 無

246 都甲　雅俊 58 高検察庁検事 H28.4.11 H28.7.25 姫路西公証役場 公証業務 公証人 無 無

247 中島　行博 60 金沢地方検察庁検事正 H28.4.11 H28.8.1 八王子公証役場 公証業務 公証人 無 無

248 水野谷　幸夫 61 高検察庁検事 H28.4.11 H28.7.31 札幌大通公証役場 公証業務 公証人 無 無

249 山下　輝年 59 高検察庁検事 H28.5.10 H28.6.8 渋谷公証役場 公証業務 公証人 無 無

250 田口　照子 62 横浜区検察庁副検事 H28.5.28 H28.6.1
横浜市立みなと赤十字病
院

一般事務 事務員 無 無

251 堤　正明 40
法務総合研究所国際協力部
教官

H28.6.1 H28.6.16 法律事務所アスコープ 弁護士業 弁護士 無 無

252 稲葉　一生 58 新潟地方検察庁検事正 H28.6.17 H28.8.1 神田公証役場 公証業務 公証人 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

253 渡邉　賢二 62 千葉区検察庁副検事 H28.7.1 H28.8.3 千葉地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

254 岡　康夫 58 神戸地方検察庁尼崎支部長 H28.7.4 H28.7.14 トア法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

255 名取　俊也 52 高検察庁検事 H28.7.4 H28.8.18
弁護士法人大江橋法律事
務所

弁護士業 弁護士 無 無

256 深山　美弥 44 東京地方検察庁検事 H28.7.5 H28.7.14 シティユーワ法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

257 鈴木　亨 59 東京高等検察庁検事 H28.7.15 H28.12.1 四日市公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

258 山田　昭 62 さいたま区検察庁副検事 H28.7.15 H29.3.13
日本年金機構東京広域事
務センター

公的年金に係る一般事務
特別業務契
約職員

無 無

259 小畑　勝義 60 宮崎地方検察庁検事正 H28.8.5 H28.9.1 阪神公証センター 公証業務 公証人 無 無

260 佐藤　方生 60 甲府地方検察庁検事正 H28.8.5 H28.9.1 小田原公証役場 公証業務 公証人 無 無

261 永村　俊朗 59 徳島地方検察庁検事正 H28.8.5 H28.9.1 川口公証役場 公証業務 公証人 無 無

262 伊丹　俊彦 62 大阪高等検察庁検事長 H28.9.1 H28.11.25
長島・大野・常松法律事
務所

弁護士業 弁護士 無 無

263 大野　恒太郎 64 検事総長 H28.9.5 H28.11.1 第一東京弁護士会 弁護士業 弁護士 無 無

264 長谷川　充弘 62 広島高等検察庁検事長 H28.9.5 H28.12.13 証券取引等監視委員会 国家公務 委員長 無 無

265 松井　巖 62 福岡高等検察庁検事長 H28.9.5 H28.11.15 八重洲総合法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

266 松井　巖 62 福岡高等検察庁検事長 H28.9.5 H29.2.28
株式会社電通労働環境改
革に関する独立監督委員
会

同社が推進する一連の労働
環境改革施策にかかる助言
及び監督等

委員長 無 無

267 熊谷　保 58 大阪高等検察庁検事 H28.12.5 H29.1.1 岸和田公証役場 公証業務 公証人 無 無

268 逸見　佳代 38 東京地方検察庁検事 H28.12.9 H28.12.15
弁護士法人大江橋法律事
務所

弁護士業 弁護士 無 無

269 小尾　仁 60 静岡地方検察庁検事正 H29.1.30 H29.2.13 八重洲公証役場 公証業務 公証人 無 無

270 口　勝男 59
横浜地方検察庁横須賀支部
検事

H29.2.10 H29.3.6 熱海公証役場 公証業務 公証人 無 無

271 藤井　昭彦 63
在チェンマイ日本国総領事
館総領事

H27.3.31 H27.8.1 株式会社日成 通関業 顧問 無 無

272 藤井　昭彦 63
在チェンマイ日本国総領事
館総領事

H27.3.31 H28.3.1 株式会社フレンド 調剤薬局・在宅介護事業 顧問 無 無

273 舩山　光一 63
在パース日本国総領事館総
領事

H27.3.31 H28.6.1 ランゲージワン株式会社
多言語対応のコールセン
ター運営と営業開拓

顧問 無 無

274 大内　晃 63
在カラチ日本国総領事館総
領事

H28.3.31 H28.11.23
独立行政法人国際協力機
構

開発途上国への国際協力 専門家 無 無

275 野村　　昇 63 在デンパサール総領事 H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人国際人材育
成機構

タイ、インドネシア、ベト
ナムからの実習生受入れ指
導

特別参与 無 無

276 齋木　昭隆 63 外務事務次官 H28.6.14 H28.8.1 株式会社伊藤園 飲料製品の製造・販売 顧問 無 無

277 齋木　昭隆 63 外務事務次官 H28.6.14 H28.9.1 三菱商事株式会社 総合商社 顧問 無 無

278 齋木　昭隆 63 外務事務次官 H28.6.14 H28.9.1 株式会社プリンスホテル ホテル業 顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

279 齋木　昭隆 63 外務事務次官 H28.6.14 H29.2.1 辻・本郷税理士法人 税理士業 社外理事 無 無

280 吉田　稔 60
国税庁長官官房付（国税庁
熊本国税不服審判所長）

H25.3.31 H26.4.1 学校法人東京国際大学 教育・研究 客員教授 無 無

281 青木　直幸 60 財務省大臣官房付 H26.6.21 H28.6.16
株式会社エヌ・ティ・
ティ・カードソリュー
ション

電子マネー決済サービスや
電子マネーギフトサービス
の発行・運営・商品開発・
提案営業等

監査役 無 無

282 秋山　和美 59 財務省大臣官房付 H26.6.26 H28.4.27 菱洋エレクトロ株式会社 半導体/デバイスの販売等
非常勤監査
役

無 無

283 工藤　均 59 財務省大臣官房付 H26.7.4 H28.4.1 岐阜県 地方公務
秘書政策審
議監

無 無

284 八田　斎 59 財務省大臣官房付 H26.7.4 H28.5.1
ライフネット生命保険株
式会社

保険事業 顧問 無 無

285 太田　克実 60
国税庁大阪国税局奈良税務
署長

H26.7.9 H28.6.23 株式会社デサント 製造販売業
非常勤監査
役

無 無

286 大本　卓志 61
国税庁広島国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.6.28 福山日産自動車株式会社
新車・中古車販売、自動車
整備等

監査役 無 無

287 大本　卓志 61
国税庁広島国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.6.28
株式会社新生サービスセ
ンター

自動車整備業 監査役 無 無

288 大本　卓志 61
国税庁広島国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.6.28 広島日産自動車株式会社
新車・中古車販売、自動車
整備等

監査役 無 無

289 大本　卓志 61
国税庁広島国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.6.28 広島交通株式会社
一般乗合旅客自動車運送事
業（路線バス）等

監査役 無 無

290 大本　卓志 61
国税庁広島国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.6.28 広交観光株式会社
旅客自動車運送事業（貸切
りバス・路線バス）、旅行
業

監査役 無 無

291 大本　卓志 61
国税庁広島国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.6.28 広交タクシー株式会社
一般乗用旅客自動車運送事
業等

監査役 無 無

43



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

292 大本　卓志 61
国税庁広島国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.6.28 株式会社広交本社

広交グループ各社の経営指
導管理を主として経理・人
事・総務・情報システムの
総括業務等

監査役 無 無

293 川地　道男 60
国税庁名古屋国税局多治見
税務署長

H26.7.9 H28.6.2
一般社団法人岐阜県法人
会連合会

税知識の普及、納税意識の
高揚に資する各種事業

専務理事 無 無

294 髙橋　宏 60
国税庁東京国税局東松山税
務署長

H26.7.9 H28.4.20 髙橋宏税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

295 唯木　誠 60
国税庁東京国税局麹町税務
署長

H26.7.9 H28.5.27 日生研株式会社
動物用ワクチン等の製造販
売

非常勤監査
役

無 無

296 伊達　善光 60
国税庁高松国税局調査査察
部長

H26.7.9 H28.7.1
一般財団法人大蔵財務協
会

財務行政の改良発達及びこ
れらに関する知識の啓もう
普及

参与 無 無

297 長谷川　精作 61
国税庁関東信越国税局長野
税務署長

H26.7.9 H28.6.16
埼玉県酒販協同組合連合
会

酒類業界の安定及び発展に
資する事業

員外監事 無 無

298 村上　光義 60
国税庁関東信越国税局川越
税務署長

H26.7.9 H28.4.1 川口市役所 地方公務 税務専門員 無 無

299 村上　光義 60
国税庁関東信越国税局川越
税務署長

H26.7.9 H28.4.1 越谷市役所 地方公務 徴税指導員 無 無

300 村松　高男　 60 国税庁高松国税局長 H26.7.10 H28.4.22
セレンディップ・コンサ
ルティング株式会社

コンサルティングサービス 監査役 無 無

301 村松　高男　 60 国税庁高松国税局長 H26.7.10 H28.5.17 イオンモール株式会社
ショッピングセンターの開
発・運営

監査役 無 無

302 村松　高男 60 国税庁高松国税局長 H26.7.10 H28.6.29 グローブライド株式会社 釣り用品等製造販売
取締役（監
査等委員）

無 無

303 尾形　朋輝 60 財務省主計局局付 H27.3.31 H28.7.1
株式会社日本オーエー研
究所

システム開発事業等 参与 無 無

304 畑中　誠二 59
神戸税関ポートアイランド
出張所長

H27.7.1 H28.8.1 神戸地区保税会
保税行政の調査及び会員の
意見、要望等の集約等

事務局長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

305 松口　吉行 59
東京税関成田航空貨物出張
所長

H27.7.1 H29.2.1
郵船京浜トランス株式会
社

通関業、国際運送取次事
業、貨物利用運送事業等

参与 無 無

306 大西　一清 58 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.6.24 高砂香料工業株式会社

フレーバー、フレグラン
ス、アロマイングリディエ
ンツ、ファインケミカルの
製造・販売

常勤監査役 無 無

307 濵田　敏彰 60 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.9.1
株式会社デジタルステー
ジ

パソコン用ソフトウェアの
企画・開発・販売

顧問 無 無

308 濵田　敏彰 60 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.11.1 株式会社山下設計 設計・監理等 顧問 無 無

309 濵田　敏彰 60 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.12.1 株式会社近藤紡績所
アパレル事業、紡績事業、
不動産事業等

顧問 無 無

310 濵田　敏彰 60 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.12.1 株式会社保育サポート
保育事業に関する企画及び
コンサルティング等

顧問 無 無

311 濵田　敏彰 60 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.12.1
株式会社サステナブル・
プランニング

販売事業、コンサルティン
グ事業等

顧問 無 無

312 濵田　敏彰 60 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.12.1 株式会社ぷらう 不動産開発事業等 顧問 無 無

313 濵田　敏彰 60 財務省大臣官房付 H27.7.7 H28.12.1 岡本硝子株式会社
光デバイス用ニューガラス
と多層膜蒸着製品等の
製造・販売

顧問 無 無

314 山崎　達雄 57 財務官 H27.7.7 H28.8.1
ＳＢＩリクイディティ・
マーケット株式会社

金融法人向け外国為替証拠
金取引に関わる市場機能及
びサービスの提供、これら
に附随するシステム開発及

非常勤顧問 無 無

315 赤坂　俊次 60
国税庁大阪国税局西税務署
長

H27.7.9 H28.8.25 赤坂俊次税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

316 石川　隆昭 60
国税庁名古屋国税局一宮税
務署長

H27.7.9 H28.4.1 税理士法人名南経営 税理士業 所属税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

317 伊藤　時光 60
国税庁名古屋国税局名古屋
中税務署長

H27.7.9 H28.4.1 学校法人葛谷学園 教育・研究
中和医療専
門学校監事

無 無

318 伊藤　時光 60
国税庁名古屋国税局名古屋
中税務署長

H27.7.9 H28.6.24 株式会社ウツノ 自動車部品等製造 監査役 無 無

319 伊藤　時光 60
国税庁名古屋国税局名古屋
中税務署長

H27.7.9 H28.6.30
株式会社バローホール
ディングス

チェーンストア関連会社の
事業活動の管理

取締役（監
査等委員）

無 無

320 伊藤　文夫 60
国税庁仙台国税局課税第二
部長

H27.7.9 H28.5.20
マックスバリュ東北株式
会社

各種商品小売業 社外取締役 無 無

321 大坪　亮太 60
国税庁東京国税局麻布税務
署長

H27.7.9 H28.8.25 大坪亮太税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

322 大坪　亮太 60
国税庁東京国税局麻布税務
署長

H27.7.9 H28.9.16
株式会社ジャニーズ事務
所

芸能プロダクション 監査役 無 無

323 大坪　亮太 60
国税庁東京国税局麻布税務
署長

H27.7.9 H28.9.16 株式会社ジャニーズ出版 著作権管理業 監査役 無 無

324 大坪　亮太 60
国税庁東京国税局麻布税務
署長

H27.7.9 H28.9.16 株式会社つづきスタジオ スタジオ管理業 監査役 無 無

325 大村　則夫 60
国税庁名古屋国税局静岡税
務署長

H27.7.9 H29.3.21 社会福祉法人紫水会
高齢者社会福祉施設等社会
福祉事業

監事 無 無

326 影山　孝之 60
国税庁名古屋国税局刈谷税
務署長

H27.7.9 H28.6.24 ヨシコン株式会社 建設事業等 社外監査役 無 無

327 影山　孝之 60
国税庁名古屋国税局刈谷税
務署長

H27.7.9 H28.9.21 株式会社デイトナ
自動二輪車用部品、用品の
企画・開発・販売

監査役 無 無

328 勝元　一樹 60
国税庁金沢国税局武生税務
署長

H27.7.9 H28.4.1 金沢青色申告会 青色事務全般 事務局長 無 無

329 川上　和夫 60
国税庁札幌国税局課税第二
部長

H27.7.9 H28.5.13
株式会社サッポロドラッ
グストアー

ドラッグストア 監査役 無 無

46



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

330 川原　雅治 60
国税庁名古屋国税局半田税
務署長

H27.7.9 H28.10.24 東海築炉株式会社 工業炉の設計施工 監査役 無 無

331 北沢　孝文 60
国税庁関東信越国税局松本
税務署長

H27.7.9 H28.6.22
税理士法人総合経営サー
ビス

税理士業 社員税理士 無 無

332 久保田　廣昭 60
国税庁名古屋国税局沼津税
務署長

H27.7.9 H28.4.11
株式会社共同会計セン
ター

会計帳簿等の記帳指導・代
行、計算業務の受託

取締役 無 無

333 桑原　義和 60
国税庁広島国税局課税第二
部長

H27.7.9 H29.3.22 今井産業株式会社 総合建設業
非常勤監査
役

無 無

334 小棹　ふみ子 61
国税庁東京国税局日本橋税
務署長

H27.7.9 H28.6.29 飛鳥建設株式会社 建設業 社外監査役 無 無

335 小棹　ふみ子 61
国税庁東京国税局日本橋税
務署長

H27.7.9 H29.3.24 株式会社建設技術研究所
土木建設事業に関する企
画・調査・計画

社外取締役 無 無

336 後藤　一誠 61
国税庁東京国税局千葉東税
務署長

H27.7.9 H28.4.20 後藤一誠税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

337 小林　秀一 61
国税庁東京国税局東京上野
税務署長

H27.7.9 H28.8.25 小林秀一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

338 小林　秀一 61
国税庁東京国税局東京上野
税務署長

H27.7.9 H28.9.15 行政書士小林秀一事務所 行政書士業
開業行政書
士

無 無

339 小林　秀一 61
国税庁東京国税局東京上野
税務署長

H27.7.9 H29.2.7
一般社団法人酒類ビジネ
ス推進協会

酒類事業者に対するコンサ
ルティング

理事 無 無

340 近藤　耕市 60
国税庁名古屋国税局小牧税
務署長

H27.7.9 H28.5.30 公益社団法人小牧法人会
税知識の普及、納税意識の
高揚に資する各種事業

理事 無 無

341 近藤　哲英 60
国税庁広島国税局福山税務
署長

H27.7.9 H29.2.3 社会福祉法人紅輝会
軽費老人ホーム及び老人デ
イサービス事業

監事 無 無

342 近藤　哲英 60
国税庁広島国税局福山税務
署長

H27.7.9 H29.2.23 社会福祉法人紅葉会 特別養護老人ホーム事業 監事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

343 近藤　哲英 60
国税庁広島国税局福山税務
署長

H27.7.9 H29.3.31 社会福祉法人専光会 特別養護老人ホーム事業 監事 無 無

344 坂本　英俊 60
国税庁仙台国税局仙台南税
務署長

H27.7.9 H28.5.24 坂本英俊税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

345 坂本　芳次郎 60
国税庁仙台国税局仙台中税
務署長

H27.7.9 H28.7.27 坂本芳次郎税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

346 佐藤　謙一 60
国税庁東京国税局鎌倉税務
署長

H27.7.9 H28.4.1 学校法人聖学院 教育・研究
聖学院大学
非常勤講師

無 無

347 佐藤　正弘 60
国税庁東京国税局本所税務
署長

H27.7.9 H28.9.1 佐藤正弘税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

348 島村　貴利 60
国税庁関東信越国税局課税
第一部長

H27.7.9 H28.8.12 株式会社セナミ学院 学習塾 監査役 無 無

349 菅原　亮一 60
国税庁東京国税局品川税務
署長

H27.7.9 H28.8.25 菅原亮一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

350 菅原　亮一 60
国税庁東京国税局品川税務
署長

H27.7.9 H29.3.27
一般社団法人南青山
フォーラム

投資全般（証券、不動産） 理事 無 無

351 鈴木　篤男 60
国税庁名古屋国税局岡崎税
務署長

H27.7.9 H28.7.21
株式会社不動産ＳＨＯＰ
ナカジツ

不動産仲介、中古再生、新
築分譲注文、不動産買取
り、住宅リフォーム事業等

監査役 無 無

352 田中　正一 61
国税庁関東信越国税局新潟
税務署長

H27.7.9 H28.9.30
バイオマス・フューエル
株式会社

バイオマス燃料の製造、売
買等

社外監査役 無 無

353 谷　真澄 61
国税庁高松国税局調査査察
部長

H27.7.9 H28.7.11 北村商事株式会社 建設資材卸及び建築業 監査役 無 無

354 土屋　信賢 60
国税庁沖縄国税事務所沖縄
税務署長

H27.7.9 H28.8.12 沖縄県酒造組合
酒類業の安定と健全な進
歩・発展

専務理事 無 無

355 土肥　暁宏 61
国税庁広島国税局広島北税
務署長

H27.7.9 H28.6.22
株式会社ジェイ・エム・
エス

医療機器の製造・販売 補欠監査役 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

356 中尾　守隆 61
国税庁金沢国税局富山税務
署長

H27.7.9 H29.3.18 株式会社柿本商会 電気・空調・設備工事 監査役 無 無

357 芳賀　清喜 61
国税庁東京国税局芝税務署
長

H27.7.9 H28.4.1 足立区役所 地方公務
特別区民税
等特別整理
専門員

無 無

358 長谷部　隆夫 60
国税庁東京国税局平塚税務
署長

H27.7.9 H28.9.1 長谷部隆夫税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

359 林　和俊 60
国税庁福岡国税局飯塚税務
署長

H27.7.9 H28.8.25 林和俊税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

360 林　善一 61
国税庁大阪国税局富田林税
務署長

H27.7.9 H28.6.25 みのり農業協同組合
金融、共済、営農、経済事
業等

員外監事 無 無

361 府川　一 60
国税庁高松国税局高知税務
署長

H27.7.9 H28.6.28 株式会社高知銀行 金融業
非常勤監査
役

無 無

362 府川　一 60
国税庁高松国税局高知税務
署長

H27.7.9 H28.8.1
税理士法人高知さくら会
計

税理士業 社員税理士 無 無

363 福井　清文 61
国税庁名古屋国税局名古屋
西税務署長

H27.7.9 H28.8.25 福井清文税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

364 福岡　敏夫 61
国税庁東京国税局川崎北税
務署長

H27.7.9 H28.6.21 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 電気設備工事
社外監査役
（非常勤）

無 無

365 福岡　敏夫 61
国税庁東京国税局川崎北税
務署長

H27.7.9 H28.6.23
公益社団法人被害者支援
都民センター

被害者に対する電話相談及
び面接相談事業

監事 無 無

366 福島　賢一 60
国税庁熊本国税局調査査察
部長

H27.7.9 H28.9.27 福島賢一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

367 堀腰　三知男 61
国税庁東京国税局本郷税務
署長

H27.7.9 H29.1.1
税理士法人ファミール会
計事務所

税理士業 社員税理士 無 無

368 松田　勉 60
国税庁東京国税局麹町税務
署長

H27.7.9 H28.6.29 株式会社六合 建築土木の設計・監理
非常勤監査
役

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

369 松村　克徳 61
国税庁大阪国税局上京税務
署長

H27.7.9 H28.8.1 京都市行財政局 地方公務 相談役 無 無

370 松村　克徳 61
国税庁大阪国税局上京税務
署長

H27.7.9 H28.10.26 松村克徳税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

371 三浦　博文 60
国税庁大阪国税局兵庫税務
署長

H27.7.9 H28.6.27 浜屋株式会社 製造販売業
非常勤監査
役

無 無

372 三浦　博文 60
国税庁大阪国税局兵庫税務
署長

H27.7.9 H28.6.29 株式会社日阪製作所 製造販売業
非常勤監査
役

無 無

373 南　浩一 60
国税庁福岡国税局香椎税務
署長

H27.7.9 H28.5.15
池野地区コミュニティ運
営協議会

宗像市池野地区における
「まちづくり」の取りまと
め

事務局長 無 無

374 岡本　忍 61 国税庁熊本国税局長 H27.7.10 H28.5.19
ユナイテッド・スーパー
マーケット・ホールディ
ングス株式会社

スーパーマーケット事業の
管理及び運営

社外監査役 無 無

375 岡本　忍 61 国税庁熊本国税局長 H27.7.10 H28.6.29 株式会社理研グリーン
緑化関連薬剤・資材事業、
産業用薬品事業、土木緑化
工事事業

社外取締役 無 無

376 岡本　忍 61 国税庁熊本国税局長 H27.7.10 H28.7.27 株式会社木万屋商会 印刷業 監査役 無 無

377 吉田　寿彦 60 国税庁高松国税局長 H27.7.10 H28.6.29 宝酒造株式会社
酒類、酒精、調味料等の製
造販売

社外取締役 無 無

378 吉田　寿彦 60 国税庁高松国税局長 H27.7.10 H28.6.29
宝ホールディングス株式
会社

純粋持株会社 社外取締役 無 無

379 道盛　大志郎 58 財務省大臣官房付 H27.7.31 H28.4.1 ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士業 顧問弁護士 無 無

380 道盛　大志郎 58 財務省大臣官房付 H27.7.31 H28.4.1
株式会社大和ネクスト銀
行

金融業
取締役（非
常勤）

無 無

381 道盛　大志郎 58 財務省大臣官房付 H27.7.31 H28.6.14 株式会社ワールド
婦人・紳士・子供服等の企
画販売

社外取締役 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

382 髙野　清隆 60 財務省主計局局付 H28.1.28 H28.4.1
一般社団法人環境技術普
及促進協会

環境保全や地球温暖化対策
等に資する技術普及の調査
研究等

管理部長 無 無

383 北原　貴志雄 60 財務省主計局局付 H28.1.31 H28.7.1
一般社団法人低炭素社会
創出促進協会

日本国内外の低炭素社会の
創出に資する調査研究等

総務部長 無 無

384 加藤　芳美 60 財務省主計局局付 H28.3.31 H28.6.1
株式会社シー・アイ・
シー

害虫・害獣駆除等
営業本部営
業二部担当
部長

無 無

385 工藤　哲史 60 財務省主計局局付 H28.3.31 H28.7.1
国家公務員共済組合連合
会

国家公務員の年金及び福祉
事業に関する業務

参事 無 無

386 髙倉　明 60
国税庁熊本国税不服審判所
長

H28.3.31 H28.6.29 髙倉明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

387 竹田　伸一 59 財務省大臣官房付 H28.3.31 H28.4.1 学校法人二戸学園 教育・研究 事務局長 無 無

388 中嶋　庄二 60
財務省理財局地方財務分析
官

H28.3.31 H28.7.1
独立行政法人大学改革支
援・学位授与機構

大学等の教育研究活動状況
について評価等を行う業務

調査役 無 無

389 永田　浩 55 四国財務局総務部部付 H28.3.31 H28.6.27 株式会社香川銀行 金融業
取締役監査
等委員

無 無

390 中村　俊 60 財務省主計局局付 H28.3.31 H29.3.1
独立行政法人情報処理推
進機構

プログラムの開発及び利用
の促進、情報処理に関する
安全性及び信頼性の確保等
に関する業務

常勤嘱託職
員

無 無

391 西山　巨章 60
財務省財務総合政策研究所
研修部長

H28.3.31 H28.4.1 美浜町 地方公務
地方創生統
括官

無 無

392 野田　敏幸 59
国税庁名古屋国税不服審判
所長

H28.3.31 H28.5.26
株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ
グループ

小売事業等の統括 取締役 無 無

393 幅崎　秀一 56
北海道財務局金融商品取引
所監理官

H28.3.31 H28.6.17 北門信用金庫 金融業 常勤監事 無 無

394 深井　剛良　 60
国税庁高松国税不服審判所
長

H28.3.31 H28.7.27 深井剛良税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

395 古田　隆好 60 財務省会計センター次長 H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人建設業振興
基金

建設産業のための債務保
証・助成等の金融支援事業
等

審議役 無 無

396 森泉　文人 60 財務省主計局局付 H28.3.31 H28.6.1
医療法人社団御代田中央
記念病院

医療事業 事務局長 無 無

397 山田　浩 55
四国財務局松山財務事務所
長

H28.3.31 H28.6.28 株式会社高知銀行 金融業 監査役 無 無

398 池田　篤彦 58 財務省大臣官房付 H28.6.17 H28.10.1
あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社

損害保険事業 顧問 無 無

399 伊藤　雅規 59 国税庁金沢国税局長 H28.6.17 H28.9.1
公益社団法人日本租税研
究協会

租税に関する理論的・実証
的研究の成果、意見の公表

事務総長 無 無

400 乙部　辰良 58 財務省大臣官房付 H28.6.17 H28.10.1
SBIファイナンシャル
サービシーズ株式会社

金融サービス事業 顧問 無 無

401 乙部　辰良 58
財務省大臣官房付（関東財
務局長）

H28.6.17 H29.3.31
SBIインシュアランスグ
ループ株式会社

保険子会社の経営管理 取締役会長 無 無

402 佐藤　秀明 58 財務省大臣官房付 H28.6.17 H28.10.1 京都中央信用金庫 金融業
総合リスク
管理部部長

無 無

403 田中　一穂 60 財務事務次官 H28.6.17 H28.10.1
東京海上日動火災保険株
式会社

損害保険事業等 顧問 無 無

404 棚橋　裕之 57 財務省大臣官房付 H28.6.17 H28.10.1
一般財団法人地域社会ラ
イフプラン協会

地方公務員等に係る生涯設
計の支援

常務理事 無 無

405 中原　広 57 国税庁長官 H28.6.17 H28.9.21 株式会社エポック社 玩具等の製造・販売 顧問 無 無

406 中原　広 57 国税庁長官 H28.6.17 H28.10.1 信金中央金庫 金融業 顧問 無 無

407 中原　広 57 国税庁長官 H28.6.17 H29.2.1 株式会社シグマクシス

企業価値創造を支援するビ
ジネス・コンサルティン
グ・サービスの提供及び事
業投資

顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

408 門間　大吉 58 財務省国際局長 H28.6.17 H28.10.1 日本生命保険相互会社 保険事業 特別顧問 無 無

409 菊川　正博 59 財務省大臣官房付 H28.6.18 H28.9.1
一般財団法人日本貿易関
係手続簡易化協会

貿易手続の簡易化に係る各
種事業（国際機関等との連
携・協力、調査・研究、啓
もう・普及等）

専務理事 無 無

410 富屋　誠一郎 58 財務省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.3 株式会社SBJ銀行 金融業 顧問 無 無

411 大川　浩 57 財務省大臣官房付 H28.6.24 H28.11.1
日本空港ビルデング株式
会社

空港ビル管理等 顧問 無 無

412 小西　昭 59 財務省大臣官房付 H28.6.25 H28.10.1 株式会社ANA Cargo 航空貨物事業 顧問 無 無

413 上野　博喜 60 長崎税関監視部長 H28.6.30 H28.9.1
公益財団法人日本関税協
会

貿易と関税に関する調査・
研究及び提言事業、普及・
啓発事業、教育・研修事業
等

長崎支部事
務局長

無 無

414 江原　正 60
関東財務局千葉財務事務所
長

H28.6.30 H28.12.1 茨城県信用組合 金融業 監事補 無 無

415 乙津　宏 60
北陸財務局福井財務事務所
長

H28.6.30 H28.8.1 富山信用金庫 金融業

嘱託（業務
推進課地方
創生アドバ
イザー）

無 無

416 児玉　清隆 60 東北財務局総務部長 H28.6.30 H28.11.9 学校法人二戸学園 教育・研究
理事長付審
議役

無 無

417 佐藤　暁彦 59 財務省主計局局付 H28.6.30 H28.9.1
一般社団法人グリーン
ファイナンス推進機構

低炭素社会の創出等のため
の金融に関する調査研究等

管理部長 無 無

418 玉川　雅之 58 財務省大臣官房付 H28.6.30 H28.9.5
税理士法人山田＆パート
ナーズ

税理士業及び事業・会計コ
ンサルティングサービス

顧問 無 無

419 玉川　雅之 58 財務省大臣官房付 H28.6.30 H28.10.1 学校法人工学院大学 教育・研究 特任教授 無 無

420 東谷　愛司 61
近畿財務局神戸財務事務所
次長

H28.6.30 H28.9.1 東予信用金庫 金融業
審査管理部
参与

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

421 村中　健一 57
財務省大臣官房付（横浜税
関長）

H28.6.30 H29.1.1
三菱日立パワーシステム
ズ株式会社

火力発電システム事業、地
熱発電システム事業、
環境装置事業、燃料電池事
業等

顧問 無 無

422 森　幸臣 60
北海道財務局釧路財務事務
所長

H28.6.30 H28.9.1
日本公認会計士協会北陸
会

所属会員（公認会計士）へ
の連絡・伝達、研修会及び
講習会の開催等

事務員 無 無

423 横江　宏文 56
財務省会計センター管理運
用部長

H28.6.30 H28.9.1 日本電算企画株式会社
情報システムの企画提案、
設計、開発、運用等

顧問 無 無

424 石川　一彦 59 横浜税関千葉税関支署長 H28.7.1 H28.9.1
京浜輸出入貨物取扱業協
同組合

組合員の取り扱う輸出入貨
物の上屋保管及び共同施設
の運営管理、貨物の梱包、
梱包資材の共同購入等

事務局長 無 無

425 石黒　好保 59 名古屋税関監視部次長 H28.7.1 H28.9.1 愛知海運株式会社
一般港湾運送事業、倉庫
業、通関業、船舶代理店業
等

通関保税担
当部長

無 無

426 稲垣　路生 57 東海財務局津財務事務所長 H28.7.1 H28.9.5 浜松信用金庫 金融業
リスク統括
部付顧問

無 無

427 井上　利裕 57 近畿財務局総務部部付 H28.7.1 H28.9.5 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業
コンプライ
アンス本部
顧問

無 無

428 今井　仙蔵 59 東京税関調査部次長 H28.7.1 H28.9.1
公益財団法人日本関税協
会

貿易と関税に関する調査・
研究及び提言事業、普及・
啓発事業、教育・研究事業
等

東京支部事
務局長

無 無

429 今川　秀敏 58 近畿財務局総務部部付 H28.7.1 H28.9.1 大阪信用金庫 金融業
執行役員総
務部部長

無 無

430 今川　博 59 横浜税関業務部長 H28.7.1 H28.9.1
一般財団法人日本貿易関
係手続簡易化協会

貿易手続の簡易化に係る各
種事業（国際機関等との連
携・協力、調査・研究、啓
もう・普及等）

業務部業務
二部長

無 無

431 梅田　誠 57 東海財務局総務部部付 H28.7.1 H28.9.1 中日信用金庫 金融業
業務統括部
上席考査役

無 無

432 大井　教夫 59 名古屋税関総務部部付 H28.7.1 H28.10.1
株式会社フジトランス
コーポレーション

港湾運送、各種倉庫に関す
る事業、通関に関する事業
等

参与 無 無

433 大場　猛有 59 横浜税関大黒埠頭出張所長 H28.7.1 H28.10.1 株式会社ヤマタネ
倉庫業、港湾運送業、通関
業等

顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

434 岡部　勝巳 58
関東財務局総務部部付（福
岡財務支局管財部長）

H28.7.1 H29.1.1 株式会社横浜スタジアム
野球その他スポーツ・各種
催し物のための施設の管理
運営及び賃貸等

監査役室参
事役

無 無

435 岡本　榮一 59 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.9.1 国際空港上屋株式会社
国際航空貨物取扱事業、貨
物運送取扱事業

顧問 無 無

436 岡本　榮一 59 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.9.20
株式会社アイ・シー・エ
ス

人材派遣業・通関業 取締役 無 無

437 岡本　榮一 59 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.9.23
スカイポートサービス株
式会社

グランドハンドリング事業 取締役 無 無

438 荻野　明人 60 大阪税関調査部長 H28.7.1 H28.9.1 大阪通関業会
通関業務等に関する調査、
研究、情報収集等

専務理事 無 無

439 荻野　明人 60 大阪税関調査部長 H28.7.1 H28.9.1 不二製油株式会社
油脂、製菓・製パン素材、
大豆たん白の事業に関する
食品の製造販売

嘱託 無 無

440 小椋　洋一 60 東京税関調査部次長 H28.7.1 H28.9.1 住友商事株式会社 総合商社 参事 無 無

441 小田　桂弘 60 東京税関東京外郵出張所長 H28.7.1 H28.9.1 日本航空株式会社
定期・不定期航空運送事
業、航空機使用事業等

支店長代理 無 無

442 小野寺　清慈 58 近畿財務局総務部部付 H28.7.1 H28.10.1 滋賀中央信用金庫 金融業 監査部長 無 無

443 金折　良一 59 中国財務局管財部次長 H28.7.1 H28.8.22 米子信用金庫 金融業

常勤参与
（人事総務
部総務担当
部長）

無 無

444 氣賀澤　昌利 59 東京税関総務部部付 H28.7.1 H28.9.1 安田倉庫株式会社
倉庫業、港湾運送業、通関
業等

業務役 無 無

445 菊地　正博 60 横浜税関総務部部付 H28.7.1 H28.9.1 富島運輸株式会社
港湾運送事業、通関業、倉
庫業等

横浜物流セ
ンター副セ
ンター長

無 無

446 北村　信男 58 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 佐原信用金庫 金融業
審議役経営
企画部長

無 無

55



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

447 栗原　藤富 60 財務省税関研修所副所長 H28.7.1 H28.11.16 株式会社日立物流 物流業等
ＡＥＯ・輸
出管理本部
本部長付

無 無

448 小池　保 58 財務省理財局管理課長 H28.7.1 H28.10.1 東急リバブル株式会社 不動産業

ソリュー
ション事業
本部審査部
担当部長

無 無

449 古賀　英明 57 福岡財務支局局付 H28.7.1 H28.9.1 福岡ひびき信用金庫 金融業
監査部審議
役

無 無

450 後藤　修 60 東京税関羽田税関支署次長 H28.7.1 H28.10.1
コクサイエアロマリン株
式会社

倉庫業、通関業、港湾運送
事業、海運・航空貨物代理
店業等

部長 無 無

451 齋藤　和久 59 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 日本通運株式会社 物流事業全般
航空事業支
店顧問

無 無

452 細藤　健一郎 60 東京税関総務部部付 H28.7.1 H28.10.1
東京港港湾運送事業協同
組合

貨物の輸出入に関する保税
業務、建物・駐車場の管理
等

参与 無 無

453 酒井　和之 58
財務省会計センター会計管
理部長

H28.7.1 H28.9.1 株式会社リコー ＯＡ機器販売等
日本販売事
業本部ＭＡ
事業部顧問

無 無

454 迫田　英明 59 神戸税関調査部長 H28.7.1 H28.9.1 山九株式会社
港湾運送事業、倉庫業、通
関業等

参与 無 無

455 杉林　雅史 58
近畿財務局和歌山財務事務
所長

H28.7.1 H28.10.1 エース証券株式会社 金融商品取引業
金融商品仲
介ビジネス
管理部長

無 無

456 鈴木　茂 56 東海財務局管財部次長 H28.7.1 H28.8.19
一般社団法人東海地区信
用金庫協会

東海地区に主たる事務所を
有する信用金庫の健全な発
展を図り、もって公共の利
益を増進する事業

事務局長 無 無

457 鈴村　春巳 60 名古屋税関監視部長 H28.7.1 H28.9.1 トヨタ自動車株式会社 自動車の生産・販売 主幹 無 無

458 高田　薫 59 函館税関総務部部付 H28.7.1 H28.10.1 日本通運株式会社
輸送、倉庫、通関等の物流
事業全般及び関連事業

札幌支店調
査役

無 無

459 田淵　晃 59
東京税関東京航空貨物出張
所長

H28.7.1 H28.10.1
三井倉庫エクスプレス株
式会社

第一・二種貨物及び特定貨
物利用運送事業、通関業等

特任顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

460 田村　和雄 59 門司税関田野浦出張所長 H28.7.1 H28.10.1 防府通運株式会社 通運事業 主査 無 無

461 土屋　孝文 60 東京税関総務部部付 H28.7.1 H28.9.1
東京国際エアカーゴター
ミナル株式会社

輸出入航空貨物の蔵置、保
管、荷役業務等

部長 無 無

462 鞆田　周一 59 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.9.1 飯能信用金庫 金融業
執行役員
（監査部
長）

無 無

463 友原　正人 59 名古屋税関業務部次長 H28.7.1 H28.10.1 トヨタ紡織株式会社
自動車用フィルター、その
他自動車関連部品の製造及
び販売等

嘱託 無 無

464 鳥居　克広 59 北海道財務局管財部次長 H28.7.1 H28.9.1 札幌証券取引所

有価証券の売買又は市場デ
リバティブ取引を行うため
の市場施設の提供、相場の
公表及び有価証券の売買等
の公正の確保その他の取引
所金融商品市場の開設に係
る業務

審議役 無 無

465 中川　直臣 59 神戸税関調査部次長 H28.7.1 H28.9.1
日鉄住金物流広畑株式会
社

港湾荷役、製品輸送、鉄道
輸送等

管理部担当
部長

無 無

466 西垣　修一 59
神戸税関ポートアイランド
出張所長

H28.7.1 H28.9.1 株式会社ＩＨＩ

船舶、ボイラ、航空機、宇
宙機器、運搬機械等の設
計、製造、販売等に関する
事業

調査役 無 無

467 長谷川　幸夫 59
横浜税関総務部首席税関考
査官

H28.7.1 H28.9.1 澁澤倉庫株式会社
倉庫業、港湾運送業、通関
業等

調査役 無 無

468 平山　隆 57
近畿財務局大津財務事務所
長

H28.7.1 H28.9.20 大和信用金庫 金融業 監査部長 無 無

469 福田　喜久雄 59 横浜税関川崎税関支署長 H28.7.1 H28.9.1 ケイヒン株式会社
港湾運送業、倉庫業、通関
業等

嘱託 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

470 三浦　達久 59 横浜税関本牧埠頭出張所長 H28.7.1 H28.9.1 丸全昭和運輸株式会社
港湾運送事業、倉庫業、通
関業等

顧問 無 無

471 湊　裕司 60 門司税関博多税関支署長 H28.7.1 H28.10.1 福岡給油施設株式会社
給油施設の運営並びに航空
燃料の保管・給油・販売

顧問 無 無

472 宮﨑　則昭 59 東京税関調査部長 H28.7.1 H28.10.1
一般財団法人日本貿易関
係手続簡易化協会

貿易関係手続の簡易化に係
る国際機関等との連携及び
協力、貿易関係手続の簡易
化に関する調査・研究及び
啓もう普及等

日本輸出入
者標準コー
ド管理セン
ター所長

無 無

473 宮園　次男 60 九州財務局理財部次長 H28.7.1 H28.9.1 日本貸金業協会

貸金業者の業務の適正な運
営を確保し、もって貸金業
の健全な発展と資金需要者
等の利益の保護を図ること

熊本県支部
事務長

無 無

474 武藤　久衛 59 大阪税関南港出張所長 H28.7.1 H28.9.1
公益財団法人日本関税協
会

貿易と関税に関する調査研
究・提言事業、普及・啓発
事業、教育・研修事業等

大阪支部事
務局長

無 無

475 武藤　久衛 59 大阪税関南港出張所長 H28.7.1 H28.9.1
株式会社朝日エアポート
サービス

航空機内食の調整並びに搭
載業務、免税品販売業務等

顧問 無 無

476 森　喜二 59 大阪税関堺税関支署長 H28.7.1 H28.9.1
郵船ロジスティクス株式
会社

各国航空船舶会社の代理店
業、貨物運送業、通関業、
倉庫業等

参与 無 無

477 森　喜二 59 大阪税関堺税関支署長 H28.7.1 H29.2.1
郵船京浜トランス株式会
社

通関業、国際運送取次事
業、貨物利用運送事業等

参与 無 無

478 安井　猛 59 財務省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 山九株式会社
港湾運送事業、倉庫業、通
関業等

ロジスティ
クス・ソ
リューショ
ン事業本部
本部長付参
与

無 無

479 山路　修 59 名古屋税関西部出張所長 H28.7.1 H28.10.1 三菱倉庫株式会社
倉庫事業、港湾運送事業、
国際輸送事業、通関業等

名古屋支店
長付

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

480 山田　修三 60 横浜税関調査部長 H28.7.1 H28.9.1
公益財団法人日本関税協
会

貿易と関税に関する調査・
研究及び提言事業、普及・
啓発事業、教育・研修事業
等

横浜支部事
務局長

無 無

481 吉田　英樹 59
東京税関成田航空貨物出張
所長

H28.7.1 H28.10.1
全日空商事デューティー
フリー株式会社

空港免税店における保税
品・免税品及びお土産品の
販売等

調査役 無 無

482 吉田　宏信 59 神戸税関業務部長 H28.7.1 H28.9.1 神戸通関業会
通関業の健全な発展を図る
ための調査、研究等

専務理事 無 無

483 吉田　宏信 59 神戸税関業務部長 H28.7.1 H28.9.1 小林製薬株式会社
医薬品、医薬部外品、芳香
剤等の製造販売

顧問 無 無

484 浅見　清美 60
国税庁関東信越国税局長野
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 浅見清美税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

485 畔上　定宣 60
国税庁関東信越国税局水戸
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 畔上定宣税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

486 荒井　智弘 61
国税庁金沢国税局金沢税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 荒井智弘税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

487 荒内　保裕 60
国税庁広島国税局倉敷税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 荒内保裕税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

488 荒内　保裕 60
国税庁広島国税局倉敷税務
署長

H28.7.9 H28.9.1
一般財団法人ひろぎん経
済研究所

経済・産業等に関する調査
研究、出版物の発行等

福山分室職
員

無 無

489 新垣　直哉 60
国税庁沖縄国税事務所那覇
税務署長

H28.7.9 H28.10.26 新垣直哉税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

490 井奥　清次 60 国税庁高松国税局徴収部長 H28.7.9 H28.9.1 高知県庁 地方公務
税務課専門
企画員

無 無

491 井口　眞孝 60
国税庁名古屋国税局浜松西
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 井口眞孝税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

492 池田　直行 60
国税庁東京国税局松戸税務
署長

H28.7.9 H28.8.1 足立区役所 地方公務

足立区特別
区民税等特
別整理専門
員

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

493 池田　永 60
国税庁名古屋国税局津税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 池田永税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

494 石橋　忠 60
国税庁大阪国税局上京税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 石橋忠税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

495 伊田　慶二 60
国税庁広島国税局岡山西税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 竹内誠税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

496 伊田　慶二 60
国税庁広島国税局岡山西税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 株式会社竹内会計 会計業務 社員 無 無

497 乾　渡 61
国税庁大阪国税局尼崎税務
署長

H28.7.9 H28.7.19 奈良市役所 地方公務 主査 無 無

498 岩﨑　忠孝 60
国税庁福岡国税局課税第一
部長

H28.7.9 H28.8.25 石橋一男税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

499 上田　幹男 60
国税庁名古屋国税局名古屋
西税務署長

H28.7.9 H28.8.25 上田幹男税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

500 植松　三文 61
国税庁東京国税局鰍沢税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 植松三文税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

501 宇野　憲之 61
国税庁東京国税局千葉南税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 宇野憲之税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

502 裏谷 重寿 61
国税庁金沢国税局福井税務
署長

H28.7.9 H28.8.1 石川県酒造組合連合会
酒類業の安定と健全な進
歩・発展

事務局長 無 無

503 大木　守 60
国税庁名古屋国税局富士税
務署長

H28.7.9 H28.9.27 大木守税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

504 大久保　勇 61
国税庁東京国税局日本橋税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 大久保勇税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

505 岡田　豊 60
国税庁関東信越国税局熊谷
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 岡田豊税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

506 岡部　耕治 60
国税庁東京国税局武蔵府中
税務署長

H28.7.9 H28.8.1 板橋区役所 地方公務
納税課指導
員

無 無

507 岡本　慎太郎 60
国税庁大阪国税局天王寺税
務署長

H28.7.9 H28.7.28
公益社団法人葛城納税協
会

税務知識の普及と納税意識
の高揚に資する各種事業等

専務理事 無 無

508 岡本　慎太郎 60
国税庁大阪国税局天王寺税
務署長

H28.7.9 H29.1.26 垣内吉弘税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

509 岡本　正信 60
国税庁東京国税局市川税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 岡本正信税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

510 尾﨑　信治 60
国税庁名古屋国税局豊橋税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 尾﨑信治税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

511 尾﨑　信治 60
国税庁名古屋国税局豊橋税
務署長

H28.7.9 H28.9.5 三甲株式会社
プラスチック製品の開発・
製造・販売

非常勤職員 無 無

512 尾﨑　信治 60
国税庁名古屋国税局豊橋税
務署長

H28.7.9 H29.1.1
株式会社ユー・エス・エ
ス

中古車オークション会場の
運営

本社内部監
査室顧問

無 無

513 越智　達彦 60
国税庁高松国税局調査査察
部長

H28.7.9 H28.8.9 トムズ財経合同会社 財務・会計サービス事業等 代表社員 無 無

514 越智　達彦 60
国税庁高松国税局調査査察
部長

H28.7.9 H28.8.25 越智達彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

515 小野　保 60
国税庁名古屋国税局中川税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 小野保税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

516 表　正良 60
国税庁大阪国税局豊能税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 表正良税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

517 角本　武 60
国税庁大阪国税局旭税務署
長

H28.7.9 H28.8.25 角本武税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

518 笠置　孝信 60
国税庁熊本国税局大分税務
署長

H28.7.9 H28.10.26 笠置孝信税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

519 梶巻　重幸 61
国税庁大阪国税局東住吉税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 梶巻重幸税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

520 加藤　昌司 61
国税庁東京国税局足立税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 加藤昌司税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

521 金森　勝 60
国税庁東京国税局渋谷税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 金森勝税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

522 神谷　寛 61
国税庁名古屋国税局小牧税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 神谷寛税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

523 川口　和典 61
国税庁東京国税局向島税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 川口和典税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

524 河田　誠夫 60
国税庁大阪国税局堺税務署
長

H28.7.9 H28.8.25 河田誠夫税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

525 川端　実 60
国税庁大阪国税局大阪福島
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 東正和税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

526 川邉　正実 60
国税庁東京国税局厚木税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 川邉正実税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

527 北井　好則 60
国税庁東京国税局大森税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 北井好則税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

528 北井　好則 60
国税庁東京国税局大森税務
署長

H28.7.9 H28.12.14 株式会社ぎょうせい
法令の普及と地方自治の振
興への寄与に関する事業

非常勤職員 無 無

529 北井　好則 60
国税庁東京国税局大森税務
署長

H28.7.9 H28.12.14
一般財団法人大蔵財務協
会

財務行政の改良発達及びこ
れらに関する知識の啓もう
普及

非常勤職員 無 無

530 北林　隆明 60
国税庁東京国税局板橋税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 北林隆明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

531 木下　雅弘 60
国税庁熊本国税局別府税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 木下雅弘税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

532 木下　雅弘 60
国税庁熊本国税局別府税務
署長

H28.7.9 H28.10.1 惠良寧税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

533 木村　恭一 60
国税庁東京国税局練馬西税
務署長

H28.7.9 H28.8.1 足立区役所 地方公務

足立区特別
区民税等特
別整理専門
員

無 無

534 九里　和男 60
国税庁東京国税局京橋税務
署長

H28.7.9 H28.9.1 九里和男税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

535 小谷　雅弘 60
国税庁名古屋国税局静岡税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 小谷雅弘税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

536 児玉　正己 60
国税庁大阪国税局神戸税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 児玉正己税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

537 小林　明夫 60
国税庁東京国税局本所税務
署長

H28.7.9 H28.9.1 小林明夫税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

538 小亦　斉 61
国税庁東京国税局麻布税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 小亦斉税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

539 惟村　浩志 60
国税庁名古屋国税局三島税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 惟村浩志税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

540 齋藤　文雄 60
国税庁東京国税局練馬東税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 齋藤文雄税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

541 齋藤　祐喜男 61
国税庁東京国税局新宿税務
署長

H28.7.9 H28.8.1 千葉市役所 地方公務 税務指導員 無 無

542 佐藤　栄記 61
国税庁東京国税局東村山税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 佐藤栄記税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

543 佐藤　春樹 60 国税庁札幌国税局徴収部長 H28.7.9 H28.8.25 佐藤春樹税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

544 佐山　博康 60
国税庁仙台国税局盛岡税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 佐山博康税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

545 澤田　和秀 60
国税庁札幌国税局札幌西税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 澤田和秀税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

546 品川　昭夫 60
国税庁広島国税局岡山東税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 品川昭夫税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

547 倭文　宣人 60
国税庁東京国税局浅草税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 倭文宣人税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

548 島田　文彦 61
国税庁大阪国税局東大阪税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 島田文彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

549 島宗　隆一 60
国税庁関東信越国税局調査
査察部長

H28.7.9 H28.8.25 島宗隆一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

550 城山　浩一 61
国税庁名古屋国税局千種税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 前田憲昭税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

551 須田　勝 61
国税庁東京国税局横浜中税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 須田勝税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

552 諏方　正良 60
国税庁東京国税局目黒税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 諏方正良税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

553 髙木　唯策 61
国税庁大阪国税局茨木税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 髙木唯策税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

554 髙田　隆継 60
国税庁東京国税局成田税務
署長

H28.7.9 H28.9.1 伊藤泰弘税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

555 髙田　具視 61
国税庁東京国税局四谷税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 髙田具視税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

556 高橋　明 60
国税庁仙台国税局秋田南税
務署長

H28.7.9 H28.9.27 高橋明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

557 高橋　淳子 60
国税庁東京国税局江東西税
務署長

H28.7.9 H28.8.15 江戸川区役所 地方公務

江戸川区男
女共同参画
推進区民会
議委員

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

558 高橋　淳子 60
国税庁東京国税局江東西税
務署長

H28.7.9 H29.2.23 株式会社ゾネシステムズ
電気通信・電気工事業、一
般労働者派遣業

監査役 無 無

559 髙橋　徹 61
国税庁札幌国税局札幌東税
務署長

H28.7.9 H28.9.1
税理士法人中野会計事務
所

税理士業 社員税理士 無 無

560 髙橋　俊和 60
国税庁東京国税局横浜南税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 髙橋俊和税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

561 髙橋　充宏 61
国税庁名古屋国税局昭和税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 髙橋充宏税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

562 髙橋　稔 61
国税庁高松国税局徳島税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 髙橋稔税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

563 髙橋　稔 61
国税庁高松国税局徳島税務
署長

H28.7.9 H28.11.21 香川県酒造組合
酒税の保全への協力及び共
同利益の増進

専務理事 無 無

564 髙橋　稔 61
国税庁高松国税局徳島税務
署長

H28.7.9 H28.11.21 香川県酒造協同組合
酒造用原料米、酒類容器の
購入、あっせん等事業

専務理事 無 無

565 髙橋　稔 61
国税庁高松国税局徳島税務
署長

H28.7.9 H28.11.21 有限会社香川県酒造会館
香川県酒造組合及び香川県
酒造協同組合が所在する建
物の管理

取締役 無 無

566 髙橋　雄一 61
国税庁仙台国税局課税第二
部長

H28.7.9 H28.9.27 髙橋雄一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

567 竹本　龍一 60
国税庁熊本国税局熊本東税
務署長

H28.7.9 H28.7.25 有限会社取引情報測定所 記帳代行業 顧問 無 無

568 竹本　龍一 60
国税庁熊本国税局熊本東税
務署長

H28.7.9 H28.9.27 竹本龍一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

569 辰巳　安治 60
国税庁名古屋国税局名古屋
中税務署長

H28.7.9 H28.8.25 辰巳安治税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

570 田中　洋二 61
国税庁東京国税局船橋税務
署長

H28.7.9 H28.8.29 田中洋二税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

571 釣  長人 61 国税庁金沢国税局徴収部長 H28.7.9 H28.8.25 釣長人税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

572 出戸端　敏彦 60
国税庁名古屋国税局課税第
一部長

H28.7.9 H28.8.25 出戸端敏彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

573 出戸端　敏彦 60
国税庁名古屋国税局課税第
一部長

H28.7.9 H29.1.5
税理士法人石原会計事務
所

税理士業
代表社員税
理士

無 無

574 照岡　郁雄 60
国税庁高松国税局高松税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 照岡郁雄税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

575 照岡　郁雄 60
国税庁高松国税局高松税務
署長

H28.7.9 H28.10.1 日本年金機構 公的年金に係る運営業務等

四国地域部
高度専門職
（徴収アド
バイザー）

無 無

576 豊島　務 61
国税庁東京国税局藤沢税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 豊島務税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

577 砥堀　英二 60
国税庁東京国税局立川税務
署長

H28.7.9 H28.9.1 砥堀英二税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

578 鳥海　謙一 60
国税庁札幌国税局札幌北税
務署長

H28.7.9 H28.8.1 伊東和範税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

579 内藤　宜彦 60
国税庁高松国税局高知税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 内藤宜彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

580 長尾　悟 61
国税庁名古屋国税局一宮税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 長尾悟税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

581 長尾　悟 61
国税庁名古屋国税局一宮税
務署長

H28.7.9 H28.9.5 三甲株式会社
プラスチック製品の開発・
製造・販売

非常勤職員 無 無

582 中岡　肇 60
国税庁広島国税局松江税務
署長

H28.7.9 H28.9.21
オタフクホールディング
ス株式会社

ソース等の調味料の製造・
販売を行うお多福グループ
の事業企画立案・各事業会
社の統括管理

財務部顧問 無 無

583 中嶋　克巳 60
国税庁広島国税局福山税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 中嶋克巳税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

584 永島　宏一 60
国税庁東京国税局神田税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 永島宏一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

585 長田　洋介 60
国税庁熊本国税局熊本西税
務署長

H28.7.9 H28.9.27 長田洋介税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

586 長田　洋介 60
国税庁熊本国税局熊本西税
務署長

H28.7.9 H28.10.3 伊佐市役所 地方公務
滞納整理等
指導員

無 無

587 中田　義直 61
国税庁関東信越国税局所沢
税務署長

H28.7.9 H28.7.25
株式会社中田ビジネスコ
ンサルティング

ビジネスコンサルティング
事業等

取締役 無 無

588 中田　義直 61
国税庁関東信越国税局所沢
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 中田義直税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

589 中田　義直 61
国税庁関東信越国税局所沢
税務署長

H28.7.9 H29.3.28 株式会社福田組 建設、土木等事業 社外取締役 無 無

590 中坪　敬治 60
国税庁関東信越国税局春日
部税務署長

H28.7.9 H28.10.1 中坪敬治税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

591 中坪　敬治 60
国税庁関東信越国税局春日
部税務署長

H28.7.9 H28.12.16 株式会社ヤマウラ 建設業
取締役（監
査等委員）

無 無

592 中西　哲 60
国税庁名古屋国税局岐阜北
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 中西哲税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

593 中西　哲 60
国税庁名古屋国税局岐阜北
税務署長

H28.7.9 H28.9.14 株式会社グッドマン
医療機器の輸入・開発・製
造・販売

監査役 無 無

594 中村　毅志 60
国税庁東京国税局八王子税
務署長

H28.7.9 H28.9.1 中村毅志税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

595 中山　基晴 60
国税庁大阪国税局東淀川税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 中山基晴税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

596 中山　吉明 60
国税庁東京国税局麹町税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 中山吉明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

597 成瀬　裕 60
国税庁大阪国税局西税務署
長

H28.7.9 H28.9.27 成瀬裕税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

598 西岡　運儀 60
国税庁大阪国税局岸和田税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 西岡運儀税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

599 野澤　佐吉 61
国税庁名古屋国税局磐田税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 野澤佐吉税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

600 長谷川　芳史 60
国税庁東京国税局芝税務署
長

H28.7.9 H28.9.27 長谷川芳史税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

601 濱崎　公俊 60
国税庁熊本国税局鹿児島税
務署長

H28.7.9 H28.9.27 濱崎公俊税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

602 林　一衛 60 国税庁熊本国税局課税部長 H28.7.9 H28.9.27 林一衛税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

603 林　進 60
国税庁大阪国税局八尾税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 林進税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

604 林田　文弘 60
国税庁広島国税局広島東税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 林田文弘税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

605 林田　文弘 60
国税庁広島国税局広島東税
務署長

H28.7.9 H29.1.1 西中国卸酒販組合 酒類業関係団体 事務局長 無 無

606 原　信介 60
国税庁広島国税局調査査察
部長

H28.7.9 H28.8.25 原信介税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

607 原　文彦 61
国税庁東京国税局千葉西税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 原文彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

608 平岡　利吉 60
国税庁福岡国税局香椎税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 平岡利吉税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

609 平野　潤一 61
国税庁大阪国税局姫路税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 平野潤一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

610 廣瀬　克己 60
国税庁名古屋国税局四日市
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 廣瀬克己税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

611 廣永　通雄 60 国税庁広島国税局徴収部長 H28.7.9 H28.8.25 廣永通雄税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

612 廣野　光 61
国税庁仙台国税局酒田税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 廣野光税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

613 福田　茂 61
国税庁仙台国税局仙台南税
務署長

H28.7.9 H28.9.5 福田茂税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

614 藤田　典明 60
国税庁大阪国税局北税務署
長

H28.7.9 H28.8.25 藤田典明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

615 藤林　豊 60
国税庁大阪国税局東税務署
長

H28.7.9 H28.8.25 藤林豊税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

616 古川　敬明 60 国税庁大阪国税局徴収部長 H28.7.9 H28.7.22 大和無線電器株式会社 卸売業
非常勤監査
役

無 無

617 古川　敬明 60 国税庁大阪国税局徴収部長 H28.7.9 H28.7.25
システム機器センター株
式会社

卸売業
非常勤監査
役

無 無

618 古川　敬明 60 国税庁大阪国税局徴収部長 H28.7.9 H28.7.25 リード株式会社 卸売業
非常勤監査
役

無 無

619 古川　敬明 60 国税庁大阪国税局徴収部長 H28.7.9 H28.8.25 古川敬明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

620 古田　照幸 60
国税庁大阪国税局西宮税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 古田照幸税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

621 星　一明 60
国税庁関東信越国税局宇都
宮税務署長

H28.7.9 H28.8.25 星一明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

622 本田　聡 61
国税庁福岡国税局博多税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 本田聡税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

623 本田　一喜 60
国税庁東京国税局鶴見税務
署長

H28.7.9 H28.7.29 成田山横浜別院延命院 寺業 非常勤職員 無 無

624 本田　一喜 60
国税庁東京国税局鶴見税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 本田一喜税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

625 毎床　正光 61
国税庁東京国税局蒲田税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 毎床正光税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

626 前橋　義明 60
国税庁大阪国税局下京税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 前橋義明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

627 松岡　啓二 60
国税庁東京国税局江戸川北
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 松岡啓二税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

628 松下　史生 60
国税庁大阪国税局枚方税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 松下史生税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

629 松下　史生 60
国税庁大阪国税局枚方税務
署長

H28.7.9 H28.11.17 枚方信用金庫 金融業 監事 無 無

630 松元　敏博 60
国税庁福岡国税局福岡税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 松元敏博税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

631 的場　秀彦 60
国税庁大阪国税局兵庫税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 的場秀彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

632 丸　秀輝 61
国税庁広島国税局下関税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 丸秀輝税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

633 丸尾　典由 60
国税庁札幌国税局札幌中税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 丸尾典由税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

634 丸山　澄高 60
国税庁大阪国税局課税第一
部長

H28.7.9 H28.8.25 丸山澄高税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

635 三河　春彦 61
国税庁仙台国税局山形税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 三河春彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

636 三河　春彦 61
国税庁仙台国税局山形税務
署長

H28.7.9 H29.1.1 吉田昭夫税理士事務所 税理士業 非常勤職員 無 無

637 水野　進一 60
国税庁名古屋国税局調査部
長

H28.7.9 H28.8.25 水野進一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

638 宮﨑　清幸 61
国税庁名古屋国税局半田税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 宮﨑清幸税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

639 宮本　武彦 60
国税庁仙台国税局青森税務
署長

H28.7.9 H28.9.1 菅原勝直税理士事務所 税理士業 副所長 無 無

640 宮脇　泰髙 60
国税庁大阪国税局住吉税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 宮脇泰髙税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

641 明珍　英一 60
国税庁札幌国税局函館税務
署長

H28.7.9 H28.9.1 税理士法人札幌北星会計 税理士業 社員税理士 無 無

642 身吉　英二 60
国税庁福岡国税局長崎税務
署長

H28.7.9 H29.1.26 身吉英二税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

643 向中野　秀彦 60
国税庁東京国税局荒川税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 向中野秀彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

644 村松　眞一 61
国税庁名古屋国税局浜松東
税務署長

H28.7.9 H28.9.1 村松眞一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

645 室屋　進一 60
国税庁東京国税局平塚税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 室屋進一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

646 森　治一 60
国税庁福岡国税局課税第二
部長

H28.7.9 H28.8.25 森治一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

647 森　正士 60
国税庁大阪国税局城東税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 森正士税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

648 栁　良一 61
国税庁福岡国税局久留米税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 栁良一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

71



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

649 山口　光 60
国税庁東京国税局東京上野
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 山口光税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

650 山口　芳彦 60
国税庁東京国税局小石川税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 山口芳彦税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

651 山崎　昇 60
国税庁東京国税局豊島税務
署長

H28.7.9 H28.9.1 山崎昇税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

652 山下　孝一 61
国税庁東京国税局調査第二
部長

H28.7.9 H28.8.25 山下孝一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

653 山田　一義 60 国税庁熊本国税局徴収部長 H28.7.9 H28.9.27 山田一義税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

654 山田　一義 60 国税庁熊本国税局徴収部長 H28.7.9 H28.10.1 臼井清也税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

655 山田　一義 60 国税庁熊本国税局徴収部長 H28.7.9 H28.11.1 東秀優税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

656 山田　一義 60 国税庁熊本国税局徴収部長 H28.7.9 H28.12.1 荒木勇二税理士事務所 税理士業 非常勤職員 無 無

657 山田　一義 60 国税庁熊本国税局徴収部長 H28.7.9 H28.12.1
荒木幸介公認会計士事務
所

税理士業 所属税理士 無 無

658 山田　一義 60 国税庁熊本国税局徴収部長 H28.7.9 H29.2.1 本田勝範税理士事務所 税理士業 所属税理士 無 無

659 山中　康夫 60
国税庁東京国税局川崎北税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 山中康夫税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

660 油布　寛 60
国税庁福岡国税局小倉税務
署長

H28.7.9 H28.8.30 油布税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

661 横井　勇二 60
国税庁名古屋国税局岡崎税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 横井勇二税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

662 横山　敏泰 60
国税庁高松国税局今治税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 横山敏泰税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

663 吉岡　雅美 60
国税庁大阪国税局奈良税務
署長

H28.7.9 H28.8.25 吉岡雅美税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

664 吉田　芳一 60
国税庁東京国税局調査第四
部長

H28.7.9 H28.8.25 吉田芳一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

665 与良　秀雄 60
国税庁関東信越国税局徴収
部長

H28.7.9 H28.9.1 与良秀雄税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

666 若山　佳介 61
国税庁名古屋国税局刈谷税
務署長

H28.7.9 H28.8.4 株式会社ＲＯＫＩ福岡 自動車部品製造業
非常勤監査
役

無 無

667 若山　佳介 61
国税庁名古屋国税局刈谷税
務署長

H28.7.9 H28.8.4 株式会社ＲＯＫＩ 自動車部品製造業
非常勤監査
役

無 無

668 若山　佳介 61
国税庁名古屋国税局刈谷税
務署長

H28.7.9 H28.8.4
株式会社ＲＯＫＩホール
ディングス

グループ経営管理事業
非常勤監査
役

無 無

669 若山　佳介 61
国税庁名古屋国税局刈谷税
務署長

H28.7.9 H28.8.25 若山佳介税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

670 和田　吉雄 61
国税庁札幌国税局課税第一
部長

H28.7.9 H28.8.25 和田吉雄税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

671 渡邉　澄雄 60
国税庁熊本国税局宮崎税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 渡邉澄雄税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

672 渡邉　澄雄 60
国税庁熊本国税局宮崎税務
署長

H28.7.9 H28.10.1 有限会社I・M・A
電算機による計算事務の受
託等

非常勤職員 無 無

673 渡辺　隆明 60
国税庁東京国税局江戸川南
税務署長

H28.7.9 H28.8.25 渡辺隆明税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

674 渡邉　希 60
国税庁東京国税局杉並税務
署長

H28.7.9 H28.8.1 足立区役所 地方公務

足立区特別
区民税等特
別整理専門
員

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

675 渡邉　希 60
国税庁東京国税局杉並税務
署長

H28.7.9 H28.9.27 渡邊希税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

676 池田　健康 59
国税庁仙台国税不服審判所
長

H28.7.10 H28.9.1 学校法人産業能率大学 教育・研究 教授 無 無

677 鳴島　安雄 60 国税庁高松国税局長 H28.7.10 H28.7.10 自営業 不動産賃貸業 個人事業者 無 無

678 鳴島　安雄 60 国税庁高松国税局長 H28.7.10 H28.9.27 ヒルトップ税理士法人 税理士業 社員税理士 無 無

679 渡邉　定義 60 国税庁熊本国税局長 H28.7.10 H28.8.26 渡邉定義税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

680 渡邉　定義 60 国税庁熊本国税局長 H28.7.10 H28.8.26
モバイルクリエイト株式
会社

情報・通信
取締役（監
査等委員）

無 無

681 水野　哲昭 57 財務省大臣官房付 H28.7.30 H28.10.1 三菱重工業株式会社

船舶、発電プラント、環境
装置、産業用機械、航空・
宇宙機器、エアコン等の製
造・販売・エンジニアリン
グ

グローバル
財務部顧問

無 無

682 水野　哲昭 57
財務省大臣官房付（九州財
務局長）

H28.7.30 H29.3.25 ミズノ産業有限会社 不動産賃貸
取締役（非
常勤）

無 無

683 菅　正広 59
財務省大臣官房付（財務省
大臣官房参事官）

H28.8.10 H29.1.5
モザンビーク新銀行準備
株式会社

モザンビークに銀行を新設
するための準備

会長 無 無

684 山本　三夫 59 財務省主計局局付 H28.9.16 H28.11.21
一般財団法人みなと総合
研究財団

港湾の利活用、沿岸域の環
境再生等の調査研究等

研究監 無 無

685 野村　知毅 40
文部科学省高等教育局高等
教育企画課専門官

H21.3.31 H21.4.1 学校法人早稲田大学 教育・研究
教務部調査
役

無 無

686 市橋　正生 60 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.4.11 東播産業株式会社 不動産賃貸 代表取締役 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

687 鮫島　浩人 49

文部科学省研究開発局宇宙
開発利用課宇宙利用推進室
専門官（併）内閣官房内閣
情報調査室内閣衛星情報セ
ンター副センター

H22.6.30 H22.7.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙航空分野における研究
開発

主任開発員 無 無

688 佐藤　寿晃 45
文部科学省研究開発局参事
官付専門官

H22.8.31 H22.9.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙航空分野における研究
開発

HIIBプロ
ジェクト
チームファ
ンクション

無 無

689 瀬下　隆 49
文部科学省研究開発局参事
官付参事官補佐

H23.6.30 H23.7.1 株式会社IHI
宇宙航空・エネルギー機
器、建機等総合重機製造業

航空宇宙事
業本部宇宙
開発事業推
進部主幹

無 無

690 早川　剛 49
文部科学省研究開発局開発
企画課核不拡散・保障措置
室査察官

H23.6.30 H23.7.1
独立行政法人日本原子力
研究開発機構

原子力に関する研究及び核
燃料サイクルを確立するた
めの技術開発等

核燃料サイ
クル工学研
究所再処理
技術開発セ

無 無

691 有田　誠 47

文部科学省研究開発局参事
官付専門官（併）内閣官房
宇宙開発戦略本部事務局企
画官

H24.3.31 H24.4.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙航空分野における研究
開発

産業連携セ
ンター参与

無 無

692 宮崎　活志 59
文部科学省初等中等教育局
視学官

H24.3.31 H24.11.1 武蔵野市 地方公務 教育長 無 無

693 脇坂　信夫 59 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.5.1 学校法人大阪成蹊学園 教育・研究
びわこ成蹊
スポーツ大
学事務局長

無 無

694 渡邊　良 63
国立教育政策研究所国際研
究・協力部長

H24.3.31 H24.4.1 国立教育政策研究所 国家公務
総括客員研
究員

無 無

695 工藤　文雄 53
文部科学省研究開発局宇宙
開発利用課宇宙利用推進室
専門官

H24.6.30 H24.7.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙航空分野における研究
開発

筑波宇宙セ
ンター主任
研究開発員

無 無

696 角屋　重樹 63
国立教育政策研究所教育課
程研究センター基礎研究部
長

H25.3.31 H25.4.1 学校法人日本体育大学 教育・研究
児童スポー
ツ教育学部
教授

無 無

697 工藤　文三 63
国立教育政策研究所初等中
等教育研究部長

H25.3.31 H25.4.1 学校法人帝塚山学院大学 教育・研究
教授（特
任）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

698 猿田　祐嗣 55
国立教育政策研究所教育課
程研究センター総合研究官

H25.3.31 H25.4.1 学校法人國學院大學 教育・研究
人間開発学
部教授

無 無

699 高尾　展明 60 文部科学省大臣官房付 H25.3.31 H26.11.1
公益社団法人日本PTA全
国協議会

会員に対する研究・研修活
動、調査研究事業、表彰事
業等を行う

専務理事・
事務局長

無 無

700 葉養　正明 63
国立教育政策研究所教育政
策・評価研究部長

H25.3.31 H25.4.1 学校法人埼玉学園大学 教育・研究
人間学部教
授

無 無

701 葉養　正明 63
国立教育政策研究所教育政
策・評価研究部長

H25.3.31 H26.4.1 学校法人文教大学学園 教育・研究
文教大学教
育学部教授

無 無

702 木谷　雅人 59 文部科学省大臣官房付 H25.4.30 H25.7.1
一般社団法人国立大学協
会

国立大学法人の教育・研
究・社会貢献活動推進の支
援等

理事・事務
局長

無 無

703 髙塩　至 60 文部科学省大臣官房付 H25.5.31 H25.8.1
公益財団法人文化財建造
物保存技術協会

文化財建造物の設計監理業
務等

常務理事 無 無

704 合田　隆史 58
文部科学省生涯学習政策局
長

H25.7.8 H25.9.1
ABEST21高等教育質保証
コンサルティング株式会
社

大学改革支援
アドバイ
ザー

無 無

705 合田　隆史 58
文部科学省生涯学習政策局
長

H25.7.8 H26.4.1 学校法人尚絅学院大学 教育・研究
学長・学校
法人理事

無 無

706 合田　隆史 58
文部科学省生涯学習政策局
長

H25.7.8 H27.4.1 大日本図書株式会社 教科書出版 顧問 無 無

707 氏原　基余司 59
文化庁文化部国語課主任国
語調査官

H26.3.31 H26.4.1 学校法人江戸川学園 教育・研究

江戸川大学
メディアコ
ミュニケー
ション学部

無 無

708 藤井　泰規 60 文部科学省大臣官房付 H26.3.31 H26.4.1
独立行政法人海洋研究開
発機構

調査・研究 監査室長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

709 野田　浩幸 47
文部科学省研究開発局宇宙
開発利用課専門官

H26.9.30 H26.10.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙航空分野における研究
開発

ユニット長
（主幹研究
開発員）

無 無

710 磯崎　雅文 60

文部科学省研究開発局宇宙
開発利用課宇宙利用推進室
専門官（併）内閣官房内閣
衛星調査室内閣衛星情報セ

H27.1.31 H27.2.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙航空分野における研究
開発

主任開発員 無 無

711 泉　紳一郎 60 文部科学省大臣官房付 H27.3.31 H28.5.1 学校法人西大和学園 教育・研究

大和大学特
任教授　理
工学部設置
準備室長

無 無

712 岩川　雅士 60 文部科学省大臣官房付 H27.3.31 H28.4.1 学校法人常翔学園 教育・研究 嘱託 無 無

713 川瀬　真 60 文化庁長官官房付 H27.3.31 H27.4.1
公益社団法人日本複製権
センター

セミナー、講習会の企画立
案等

理事 無 無

714 中村　英俊 60 文部科学省大臣官房付 H27.3.31 H28.6.27
公益財団法人科学技術広
報財団

科学技術の普及啓発事業 常務理事 無 無

715 久保　公人 58
文部科学省スポーツ・青少
年局長

H27.8.4 H28.4.1 学校法人尚美学園 研究・教育

尚美学園大
学法人理事
長・大学学
長

無 無

716 山中　伸一 61 文部科学事務次官 H27.8.4 H28.6.17
在ブルガリア日本国大使
館

国家公務
特命全権大
使

無 無

717 村田　直樹 60 文部科学省大臣官房付 H28.2.29 H28.6.21
公益財団法人新国立劇場
運営財団

施設運営 常務理事 無 無

718 奈良　人司 60
文部科学省科学技術・学術
政策研究所長

H28.3.1 H28.5.11
公益社団法人日本技術士
会

技術士制度の普及・啓発等
審議役（嘱
託）

無 無

719 太田　惠雄 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 学校法人中西学園 教育・研究
名古屋外国
語大学事務
局長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

720 小原　康伸 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.7.1
株式会社医療福祉運営機
構

医療福祉・教育施設の保守
管理や物品購入のサポート
等

主幹 無 無

721 勝山　浩司 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人教職員生涯
福祉財団

教職員の生涯生活設計の支
援業務等

事務局長 無 無

722 加藤　幹彦 59 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.4.1 学校法人名城大学 教育・研究 理事 無 無

723 川﨑　幸一 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 株式会社リコー 営業業務 顧問 無 無

724 黒川　丈朗 59 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 学校法人大阪成蹊学園 教育・研究 教務本部長 無 無

725 榊原 裕二 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.4.1
国立研究開発法人日本原
子力研究開発機構

原子力の研究開発
理事長首席
補佐

無 無

726 榊原　裕二 60
文部科学省大臣官房付(科
学技術・学術政策研究所
長)

H28.3.31 H28.6.29 株式会社島津製作所

計測機器、汎用機器、航空
機器、産業機器、その他の
各事業分野での研究開発、
製造、販売、保守サービス

顧問　研究
開発担当

無 無

727 笹井　宏益 60
文部科学省大臣官房付（国
立教育政策研究所生涯学習
政策研究部長）

H28.3.31 H28.4.1 国立教育政策研究所 国家公務
総括客員研
究員（非常
勤）

無 無

728 白石　薫二 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人日本私立歯
科大学協会

私立歯科大学の振興・歯学
教育の充実

事務局長 無 無

729 鈴木　英 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 学校法人中西学園 教育・研究
名古屋学芸
大学事務局
長

無 無

730 中西　章 60
文部科学省研究開発局開発
企画課研究開発分析官（文
部科学省大臣官房付）

H28.3.31 H28.6.1
国立研究開発法人日本原
子力研究開発機構

原子力の研究開発
国際室シニ
アアナリス
ト

無 無

731 馬場　剛 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 東京医療保健大学 教育・研究
事務局長
（兼）企画
部長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

732 平野　仁司 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.1
株式会社ジアース教育新
社

教育図書出版業 編集参与 無 無

733 細川　洋治 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.4.1
公立大学法人奈良県立医
科大学

教育・研究
産学官連携
センター准
教授

無 無

734 松ヶ迫　和峰 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1
一般財団法人短期大学基
準協会

短期大学認証評価事業 事務局次長 無 無

735 三村　洋史 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人私学経営研
究会

私学経営に関する調査研究
等

東京事務所
長

無 無

736 村田　貴司 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.4.1
公立大学法人横浜市立大
学

教育・研究 特任講師 無 無

737 両角　晶仁 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.4.1 学校法人四天王寺学園 教育・研究 主幹 無 無

738 両角　晶仁 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.9.1 学校法人四天王寺学園 教育・研究

四天王寺大
学・同短期
大学部事務
局次長

無 無

739 山﨑　裕史 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 学校法人学習院 教育・研究
総合企画
部・参事

無 無

740 山下　馨 59 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 学校法人京都薬科大学 教育・研究 事務局長 無 無

741 山根　徹夫 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.1 学校法人慶應義塾 教育・研究
慶應義塾大
学参事

無 無

742 和氣　太司 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人医学教育振
興財団

法人の管理・運営・事務 事務局長 無 無

743 渡邉　廉 60 文部科学省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 学校法人東京歯科大学 教育・研究
市川総合病
院参与

無 無

744 渡部　良和 59
スポーツ庁参事官（地域振
興担当）付企画官

H28.3.31 H28.5.1
公益財団法人日本国際教
育支援協会

日本人学生及び外国人留学
生の修学・生活支援等

部長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

745 青柳　正規 71 文化庁長官 H28.4.1 H28.5.1
国立大学法人東京藝術大
学

教育・研究
特定有期雇
用職員（特
任教授）

無 無

746 青柳　正規 71 文化庁長官 H28.4.1 H28.5.1 自営業
美術館運営のコンサルティ
ング

個人事業主 無 無

747 青柳　正規 71 文化庁長官 H28.4.1 H28.6.21
公益財団法人新国立劇場
運営財団

現代舞台芸術の制作及び公
演、劇場施設の管理運営

評議員 無 無

748 青柳　正規 71 文化庁長官 H28.4.1 H28.6.24
株式会社ＮＨＫエデュ
ケーショナル

放送番組の企画制作
取締役（非
常勤）

無 無

749 青柳　正規 71 文化庁長官 H28.4.1 H28.8.1
一般社団法人全国美術商
連合会

文化芸術の振興活動等 顧問 無 無

750 矢野　由美 59
文部科学省生涯学習政策局
社会教育課社会教育分析官
（文部科学省大臣官房付）

H28.5.31 H28.7.1 学校法人立教女学院 教育・研究
理事・法人
事務局長

無 無

751 土屋　定之 63 文部科学事務次官 H28.6.21 H28.9.1
国立研究開発法人宇宙航
空研究開発機構

宇宙航空分野における研究
開発

顧問（非常
勤）

無 無

752 土屋　定之 63 文部科学事務次官 H28.6.21 H28.9.15 国立大学法人広島大学 教育・研究
特別顧問
（非常勤）

無 無

753 土屋　定之 63 文部科学事務次官 H28.6.21 H28.12.1 国立大学法人山形大学 教育・研究 客員教授 無 無

754 土屋　定之 63 文部科学事務次官 H28.6.21 H28.12.1 日本電子株式会社
理科学計測機器等の製造・
販売・開発研究等

顧問（非常
勤）

無 無

755 笠井　俊秀 59 文部科学省大臣官房付 H28.12.31 H29.2.1 学校法人目白学園 教育・研究
目白大学庶
務部長

無 無

756 石塚　栄 56 厚生労働省大臣官房付 H25.3.31 H25.5.29
学校法人日本社会事業大
学

教育・研究 専務理事 無 無

757 杉浦　信平 57
厚生労働省職業能力開発局
長

H26.7.11 H28.7.1
一般財団法人ＳＫ総合住
宅サービス協会

住宅及び施設についての管
理運営の受託等

理事長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

758 椋野　美智子 58 厚生労働省大臣官房付 H27.2.17 H27.2.18 株式会社ひたのき 不動産賃貸業 代表取締役 無 無

759 石川　幹靖 60
福岡労働局福岡中央労働基
準監督署長

H27.3.31 H28.6.1
林業・木材製造業労働災
害防止協会

業界団体への安全教育・指
導業務

安全管理士 無 無

760 請井　孝全 60
愛知労働局名古屋中公共職
業安定所長

H27.3.31 H27.5.1
公益財団法人産業雇用安
定センター

企業間の出向・移籍の斡旋
愛知事務所
長

無 無

761 齋藤　明男 60 埼玉労働局職業安定部長 H27.3.31 H28.4.1
公益財団法人産業雇用安
定センター

出向・移籍による労働力の
移動に関し必要な情報の収
集、提供及び相談並びに
あっせん等

埼玉事務所
所長

無 無

762 島田　弘和 60
大阪労働局大阪中央労働基
準監督署長

H27.3.31 H27.5.1 日本生命保険相互会社 保険業 総務部顧問 無 無

763 菅谷　賢一 60
埼玉労働局さいたま労働基
準監督署長

H27.3.31 H28.8.1
一般社団法人埼玉労働基
準協会連合会

労働安全衛生及び労務管理
に関する教育・研修の実施

事務局長 無 無

764 田中　英夫 60
大阪労働局淀川労働基準監
督署長

H27.3.31 H27.5.11 大阪府社会保険労務士会 社会保険労務士関連事業 一般職員 無 無

765 中山　篤 60
東京労働局三田労働基準監
督署長

H27.3.31 H28.4.25 株式会社エム・テック
安全衛生対策に対する指
導・助言

顧問 無 無

766 橋本　篤弘 60
茨城労働局水戸労働基準監
督署長

H27.3.31 H28.5.9
一般社団法人茨城労働基
準協会連合会

労働災害防止団体及び技能
講習等実施団体の業務

企画部長 無 無

767 堀口　茂俊 60
東京労働局品川公共職業安
定所長

H27.3.31 H28.4.1
立川市産業文化スポーツ
部産業観光課商工振興係

立川市内の起業、就業支援
業務

立川市非常
勤職員（地
域経済活性
化推進員）

無 無

768 村田　泰昌 60
東京労働局中央労働基準監
督署長

H27.3.31 H28.4.1
公益社団法人東京労働基
準協会連合会

労働基準関係法令の普及、
法定技能講習・教育等の事
業

事務局次長 無 無

769 山田　靖子 60
国立感染症研究所動物管理
室長

H27.3.31 H28.4.1
東京大学大学院農学生命
科学研究科食の安全研究
センター

食の安全・安心に関わる問
題の研究・教育

特任教授 無 無

770 及川　桂 59
厚生労働省大臣官房付（神
奈川労働局長）

H27.9.1 H28.4.1
公益財団法人産業医学振
興財団

産業医学の振興に関する事
業の実施

事務局長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

771 里見　隆治 47 厚生労働省大臣官房付 H27.9.11 H28.7.26 参議院 国会議員 参議院議員 無 無

772 今別府　敏雄 59 厚生労働省政策統括官 H27.10.1 H28.4.1 辻・本郷税理士法人 税務相談等
特別顧問
（非常勤）

無 無

773 今別府　敏雄 59 厚生労働省政策統括官 H27.10.1 H28.6.1
SOMPOリスケアマネジメ
ント株式会社

リスクマネジメント、メン
タルヘルスケア、健康指
導・相談

顧問（常
勤）

無 無

774 今別府　敏雄 59 厚生労働省政策統括官 H27.10.1 H28.7.1
一般社団法人日本看護学
校協議会共済会

学生・教職員補償事業等
顧問（非常
勤）

無 無

775 原　勝則 60 厚生労働審議官 H27.10.1 H28.6.30
公益社団法人国民健康保
険中央会

国保診療報酬の審査支払等
に関する指導及び支援等

理事長 無 無

776 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.4.1 国立大学法人高知大学 教育・研究 客員教授 無 無

777 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.4.1
国立大学法人大阪大学男
女協働推進センター

大阪大学における男女共同
参画の推進

招へい教員 無 無

778 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.4.26
一般財団法人重い病気を
持つ子どもと家族のため
の財団

重い病気を持つ子どもと家
族に対する支援活動

評議員 無 無

779 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.6.1 コニカミノルタ株式会社 情報機器製造・販売等
アドバイ
ザー

無 無

780 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.6.1 学校法人大妻学院 教育 理事 無 無

781 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.6.10
一般社団法人障害者雇用
企業支援協会

障害者雇用に関する相談事
業

顧問 無 無

782 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.6.10
公益財団法人三菱UFJ信
託芸術文化財団

音楽芸術活動への助成等 評議員 無 無

783 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.6.24
公益財団法人産業雇用安
定センター

事業主等に対する出向・移
籍による労働力の移動支援

評議員 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

784 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.6.24 伊藤忠商事株式会社 総合商社 社外取締役 無 無

785 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.7.1
公益社団法人日本フィラ
ンソロピー協会

企業の社会貢献活動、ＣＳ
Ｒの推進

理事 無 無

786 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H28.10.1 日本司法支援センター
法による紛争の解決に必要
な情報やサービスの提供

顧問 無 無

787 村木　厚子 59 厚生労働事務次官 H27.10.1 H29.2.20
NPO法人モバイル・コ
ミュニケーション・ファ
ンド

市民活動団体に対する経済
的支援を行う助成事業

「ドコモ市
民活動団体
助成事業」
選考委員

無 無

788 朝浦　幸男 59 厚生労働省大臣官房付 H28.1.1 H28.4.1
公益社団法人日本看護協
会

看護の質の向上その他公益
的な事業等

参与 無 無

789 安食　正明 60
神奈川労働局横浜南労働基
準監督署長

H28.3.31 H28.7.1 鹿島建設株式会社 建設工事業
本社安全環
境部担当部
長

無 無

790 安食　正明 60
神奈川労働局横浜南労働基
準監督署長

H28.3.31 H28.10.1
ＪＦＥエンジニアリング
株式会社

建設業
本社安全環
境部顧問

無 無

791 東　均 60
東京労働局木場公共職業安
定所長

H28.3.31 H28.5.1
一般財団法人港湾労働安
定協会

港湾労働者の職業能力の開
発向上、雇用及び生活の安
定事業

東京支部業
務課長

無 無

792 伊津野　信之 60
厚生労働省大臣官房付（高
知労働局長）

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人産業医学振
興財団

労働衛生水準の向上を図る
ため、産業医学の振興及び
実践に関する事業を行うこ
と

調査役（企
画課長兼
務）

無 無

793 伊東　明彦 60
厚生労働省大臣官房参事官
（地方担当）

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人全国生活衛
生営業指導センター

生活衛生関係営業の運営の
適正化及び振興

事務局長 無 無

794 井上　俊美 60
厚生労働省大臣官房付（鹿
児島労働局長）

H28.3.31 H28.5.1
 一般財団法人港湾労働
安定協会

港湾労働者の職業能力の開
発向上、雇用及び生活の安
定事業

横浜支部長 無 無

795 井上　秀美 60
厚生労働省社会・援護局援
護企画課中国残留邦人等支
援室長

H28.3.31 H28.7.1 一般財団法人日本遺族会 昭和館の運営事業等
昭和館総務
部長

無 無

796 岩野　正史 60
厚生労働省大臣官房付（四
国厚生支局長）

H28.3.31 H28.4.1 教職員共済生活協同組合
教職員から成る組合員の生
活の共済を図る事業

理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

797 内野　淳子 59
厚生労働省大臣官房付（中
央労働委員会事務局次長）

H28.3.31 H28.4.1
国立大学法人横浜国立大
学

教育・研究 監事 無 無

798 海野　直人 60 横浜検疫所次長 H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人健康・体力
づくり事業財団

健康・体力づくり知識の普
及啓発、健康運動指導士の
養成等

参事 無 無

799 江藤　宏嗣 60
福岡労働局福岡中央労働基
準監督署長

H28.3.31 H28.7.1 建設業労働災害防止協会
建設業の労働災害防止に関
する事業

安全管理士 無 無

800 及川　康夫 57 北海道厚生局総務管理官 H28.3.31 H28.6.1 日本医療保険事務協会
診療報酬請求事務能力認定
試験の実施等

参与 無 無

801 大江　雅弘 57 厚生労働省大臣官房付 H28.3.31 H28.8.1
三井住友海上火災保険株
式会社

保険業 顧問 無 無

802 大崎　眞一郎 60
厚生労働省大臣官房付（新
潟労働局長）

H28.3.31 H28.5.9
公益社団法人全国労働基
準関係団体連合会

労働関係法令の普及啓発や
受託事業の実施を通じて労
働条件の改善向上や労働福
祉の向上のための事業

研修事業本
部長

無 無

803 太田　和男 57
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
秩父学園長

H28.3.31 H28.6.9
公益財団法人日本知的障
害者福祉協会

知的障害者の支援及び福祉
の増進を目的とした業務

常任理事 無 無

804 大槻　芳弘 58
厚生労働省年金局事業企画
課会計室長

H28.3.31 H28.7.1 電通健康保険組合 健康保険組合の事務 嘱託職員 無 無

805 大橋　正芳 60 東京検疫所次長 H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人理容師美容
師試験研修センター

理容師・美容師の試験及び
登録事務、並びに管理理容
師・管理美容師の養成講習
会の実施事務

総務部長 無 無

806 岡森　晴喜 60
厚生労働省大臣官房会計課
福利厚生室長

H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人日本臨床工
学技士会

臨床工学技士の職業倫理高
揚、学術技能の研さん及び
資質の向上に関すること等

事務局長 無 無

807 落合　正典 60
広島労働局広島中央労働基
準監督署長

H28.3.31 H28.7.1 建設業労働災害防止協会
建設企業の自主的な安全衛
生管理課活動の支援

安全管理士 無 無

808 小山田　淳二 60
横浜検疫所輸入食品・検疫
検査センター長

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人理容師美容
師試験研修センター

理容師・美容師の試験及び
登録事務、並びに管理理容
師・管理美容師の養成講習
会の実施事務

九州ブロッ
ク事務所職
員

無 無

809 角元　利彦 60
厚生労働省大臣官房付（山
形労働局長）

H28.3.31 H28.7.25
公益社団法人日本作業環
境測定協会

作業環境測定技術の普及、
改善

事務局長兼
精度管理セ
ンター所長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

810 片岡　伝七 60 大阪労働局職業安定部長 H28.3.31 H28.4.1 富田林市 地方公務 就労支援員 無 無

811 川島　孝德 60

厚生労働省労働基準局安全
衛生部安全課安全対策指導
業務分析官（同部計画課国
際室長）

H28.3.31 H28.6.1 中央労働災害防止協会
企業における安全衛生活動
の支援

技術支援部
国際セン
ター常勤嘱
託

無 無

812 君島　淳二 59
国立障害者リハビリテー
ションセンター管理部長

H28.3.31 H28.6.1 社会福祉法人浴風会
第一種社会福祉事業養護老
人ホームの経営全般に関す
ること

園長 無 無

813 黒沢　正俊 59
厚生労働省大臣官房付（北
海道厚生局健康福祉部長）

H28.3.31 H28.5.1
社会福祉法人全国社会福
祉協議会

各社会福祉協議会との連
絡・調整、福祉に関する調
査・研究、研修等

中央福祉人
材センター
所長

無 無

814 小松　敏和 60
大阪労働局大阪中央労働基
準監督署長

H28.3.31 H28.7.1 パナソニック株式会社 電気機械器具製造業
嘱託契約社
員

無 無

815 酒井　健治 59
国立障害者リハビリテー
ションセンター企画・情報
部長

H28.3.31 H28.5.1
社会福祉法人全国社会福
祉協議会

各社会福祉協議会との連
絡・調整、福祉に関する調
査・研究、研修等

中央福祉学
院事務長

無 無

816 佐藤　秀一 60

厚生労働省職業安定局総務
課副主任中央職業安定監察
官（中央労働委員会事務局
東北地方事務所長）

H28.3.31 H28.5.16
公益財団法人介護労働安
定センター

介護労働者の雇用管理改善
等の向上等に係る業務

雇用管理課
長

無 無

817 佐藤　潤 57
厚生労働省社会・援護局地
域福祉課消費生活協同組合
業務室長

H28.3.31 H28.5.1
公益財団法人社会福祉振
興・試験センター

社会福祉士等に係る国家試
験及び登録に関する事業、
社会福祉施設の経営に必要
な援助事業を行う法人運営

試験室登録
部長

無 無

818 佐藤　珠己 60

厚生労働省大臣官房付（職
業安定局雇用開発部障害者
雇用対策課主任障害者雇用
専門官）

H28.3.31 H28.5.1
公益社団法人全国民営職
業紹介事業協会

職業紹介事業者の業務運営
の改善を図るための相談、
指導・援助等の事業

事務局次長
（兼）総務
課長

無 無

819 澤田　真也 60
愛知労働局名古屋東労働基
準監督署長

H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人半田労働基
準協会

労働基準関係法令の普及推
進、適正な労働条件の確
保・改善、労働災害防止等
の事業の実施

事務局員 無 無

820 清水　信広 59

厚生労働省年金局企業年金
国民年金基金課企業年金財
政分析官（同局総務課首席
年金数理官）

H28.3.31 H28.6.22 全国生活協同組合連合会 共済事業 常勤監事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

821 清水　信広 59

厚生労働省年金局企業年金
国民年金基金課企業年金財
政分析官(同局総務課首席
年金数理官）

H28.3.31 H28.6.30
株式会社ＦＪＣＣ衣料品
サービス

衣料製造・卸 監査役 無 無

822 清水　良友 56 厚生労働省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1
日本ジェネリック製薬協
会

ジェネリック医薬品の普及
やジェネリック医薬品産業
の健全な発展を通じた、国
民の健康と福祉の向上をは

常務理事 無 無

823 竹森　進治 60

厚生労働省職業安定局総務
課副主任中央職業安定監察
官（福島労働局職業安定部
長）

H28.3.31 H28.5.1
公益財団法人産業雇用安
定センター

出向・移籍による労働力の
移動に関し必要な情報の収
集、提供及び相談並びに
あっせん等

経理課長 無 無

824 徳力　信二 60
東京労働局新宿労働基準監
督署長

H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人三田労働基
準協会

労働基準法その他関係労働
法令の普及・指導、労働保
険事務組合の普及・事務取
扱い

正職員 無 無

825 鳥山　佳則 56
厚生労働省医政局歯科保健
課長

H28.3.31 H28.6.1 学校法人東京歯科大学 教育・研究 教授 無 無

826 鳥山　佳則 56
厚生労働省医政局歯科保健
課長

H28.3.31 H28.10.1
社会保険診療報酬支払基
金

診療報酬明細書の審査
歯科専門役
（非常勤）

無 無

827 長尾　修治 60
東京労働局飯田橋公共職業
安定所長

H28.3.31 H28.5.1 東京都社会保険労務士会

会員の指導、国家試験の実
施、社労士会労働紛争解決
センター東京の運営及び事
務局職員の管理指導など

事務局調査
役

無 無

828 永島　靖己 60
厚生労働省労働基準局労災
管理課中央労災補償監察官
(長野労働局総務部長）

H28.3.31 H28.5.1
一般財団法人労災サポー
トセンター

労災年金受給者に対する施
設介護の運営等

事業部調査
役

無 無

829 長島　由幸 60
厚生労働省職業安定局雇用
保険課主任中央雇用保険監
察官

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人国際研修協
力機構

外国人技能実習制度・研修
制度の適正かつ円滑な推進

能力開発部
副長（兼）
移行業務課
長

無 無

830 永田　昭彦 58
厚生労働省大臣官房付（九
州厚生局健康福祉部長）

H28.3.31 H28.5.11
公益社団法人全国柔道整
復学校協会

柔道整復師の学校及び養成
施設における教育水準の向
上及び運営の改善等

事務局長 無 無

831 永田　和博 60

厚生労働省大臣官房付（厚
生労働省労働基準局安全衛
生部労働衛生課主任中央労
働衛生専門官）

H28.3.31 H28.6.2
一般社団法人日本クレー
ン協会

クレーン等に関する調査研
究、講習、検査等の事業

事業普及部
次長

無 無

832 西田　重之 59 厚生労働省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.1
全国国民健康保険組合協
会

国民健康保険組合の業務運
営に関する助言等

事務局次長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

833 野田　律 60
厚生労働省大臣官房地方課
個別労働関係紛争分析官
(滋賀労働局長）

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人建設業福祉
共済団

特定保険業

企画調整担
当審議役
（兼）総務
部長

無 無

834 野本　宏 59 厚生労働省大臣官房付 H28.3.31 H28.5.1 社会福祉法人善仁会 特別養護老人ホーム
法人本部事
務局次長

無 無

835 濵田　京子 60
北海道労働局函館労働基準
監督署長

H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人建設荷役車
両安全技術協会

建設荷役車両の性能の保持
向上、定期自主検査の推進

北海道支部
事務局長

無 無

836 早川　保子 60
大阪労働局北大阪労働基準
監督署長

H28.3.31 H28.7.1
独立行政法人労働者健康
安全機構

小規模事業場で働く労働者
に対する産業保健サービス
の充実

大阪産業保
健総合支援
センター茨
木地域産業

無 無

837 樋野　浩平 60
厚生労働省雇用均等・児童
家庭局短時間・在宅労働課
均等待遇推進室長

H28.3.31 H28.7.1
林業・木材製造業労働災
害防止協会

林業・木材製造業事業主に
対する労災防止のための技
術支援

調査役 無 無

838 樋渡　徹 60
厚生労働省大臣官房付（近
畿厚生局総務管理官）

H28.3.31 H28.7.1
東日本電線工業健康保険
組合

健康保険組合の事務 事務所長 無 無

839 福丸　裕久 60
兵庫労働局神戸西労働基準
監督署長

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人安全衛生技
術試験協会

労働安全衛生法に基づく免
許試験等の実施に関する管
理監督業務

一般職（試
験事務）

無 無

840 星　直幸 59
厚生労働省大臣官房付（広
島労働局長）

H28.3.31 H28.5.31
一般社団法人全国建設業
協会

建設業の経済的、社会的及
び技術的向上・発展を目的
とする事業

業務執行理
事

無 無

841 本城　信善 60
東京労働局中央労働基準監
督署長

H28.3.31 H28.7.1 株式会社ＮＩＰＰＯ 建設業
安全担当部
長

無 無

842 三尾谷　和夫 57
国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
研究所企画調整官

H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人シルバー
サービス振興会

シルバーサービスの質の向
上とその健全な発展を図る
ことを目的とする事業

審査部長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

843 武藤　一雄 60
東京労働局三田労働基準監
督署長

H28.3.31 H28.6.1 高砂熱学工業株式会社 建設業 顧問 無 無

844 毛利　均 60
東京労働局大田労働基準監
督署長

H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人新宿労働基
準協会

労働基準関係法令の履行確
保、労働者の安全、健康の
確保等をはじめ人事、労
務、安全衛生等に係る情報

専務理事 無 無

845 森田　啓司 60
厚生労働省大臣官房付（山
形労働局長）

H28.3.31 H28.5.16
公益財団法人介護労働安
定センター

介護労働者の雇用管理改善
等の向上等に係る業務

業務部長 無 無

846 柳川　行雄 60

厚生労働省労働基準局安全
衛生部化学物質対策課化学
物質国際動向分析官（厚生
労働省労働基準局安全衛生

H28.3.31 H28.5.16
一般社団法人全国登録教
習機関協会

技能講習、実技講習等の制
度・知識の普及・啓発等

事務局次長 無 無

847 山崎　伸正 59
厚生労働省年金局事業管理
課システム室長

H28.3.31 H28.8.21 出版健康保険組合 健康保険組合の事務 嘱託職員 無 無

848 山崎　伸正 59
厚生労働省年金局事業管理
課システム室長

H28.3.31 H29.1.4
公益社団法人国民健康保
険中央会

国民健康保険事業の運営等
システム統
括本部部長

無 無

849 山本　靖彦 60
厚生労働省労働基準局労働
保険徴収課長

H28.3.31 H28.7.1
港湾貨物運送事業労働災
害防止協会

港湾貨物運送事業における
労働災害防止、健康確保等

総括審議役 無 無

850 横尾　雅良 60
中央労働委員会事務局審査
総括官

H28.3.31 H28.7.1
陸上貨物運送事業労働災
害防止協会

労働災害防止団体法に基づ
く陸上貨物運送事業におけ
る労働災害防止に係る諸活
動

事務局長兼
総務部長

無 無

851 吉田　洋子 60
東京労働局労働保険徴収部
長

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人労災保険情
報センター

労災診療被災労働者の援護
業務、補償保険業務

上席調査役 無 無

852 吉村　直起 60
北海道労働局札幌中央労働
基準監督署長

H28.3.31 H28.6.1 中央労働災害防止協会
企業における安全衛生活動
の支援

安全管理
士・衛生管
理士

無 無

853 若生　正之 60
厚生労働省大臣官房付（神
奈川労働局長）

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人労災サポー
トセンター

労災年金受給者等に対する
相談、在宅・施設介護の実
施

審議役
（併）総務
部長

無 無

88



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

854 小澤　真一 59
厚生労働省大臣官房付（千
葉労働局長）

H28.4.1 H28.6.10
公益社団法人建設荷役車
両安全技術協会

労働災害防止に寄与するた
め、建設荷役車両の性能の
保持向上を図る活動を行う

常務理事・
事務局長

無 無

855 藤木　則夫 59 厚生労働省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1 佐渡市 地方公務 副市長 無 無

856 森岡　雅人 58
厚生労働省大臣官房付（大
阪労働局長）

H28.4.1 H28.6.1 株式会社ビックカメラ 家電等販売 顧問 無 無

857 森岡　雅人 58
厚生労働省大臣官房付（大
阪労働局長）

H28.4.1 H28.9.1 株式会社ビックカメラ 家電等販売
執行役員
（地位変
更）

無 無

858 池永　敏康 55 厚生労働省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
セントケア・ホールディ
ングス株式会社

介護事業 嘱託職員 無 無

859 亀井　美登里 56 厚生労働省大臣官房付 H28.6.21 H28.8.1 学校法人埼玉医科大学 教育・研究
医学部社会
医学教授

無 無

860 熊谷　毅 57 中央労働委員会事務局長 H28.6.21 H28.10.1
東京海上日動火災保険株
式会社

損害保険業 顧問 無 無

861 中沖　剛 58
厚生労働省大臣官房付（大
阪労働局長）

H28.6.21 H28.9.1
三井住友海上火災保険株
式会社

損害保険業務
公務開発部
営業第一課
開発顧問

無 無

862 中沖　剛 58
厚生労働省大臣官房付（大
阪労働局長）

H28.6.21 H28.9.1 住友生命保険相互会社 生命保険業務 顧問 無 無

863 中垣　英明 58
厚生労働省医薬・生活衛生
局長

H28.6.21 H28.9.1
国立大学法人東京医科歯
科大学

教育・研究 特任教授 無 無

864 中垣　英明 58
厚生労働省医薬・生活衛生
局長

H28.6.21 H28.10.1
明治安田生命保険相互会
社

生命保険 顧問 無 無

865 野田　広 58 厚生労働省大臣官房付 H28.6.21 H28.8.1 佐賀県 保健医療行政
健康福祉部
理事

無 無

866 藤井　康弘 55
厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部長

H28.6.21 H28.11.1 全国健康保険協会 健康保険事業
参与（非常
勤）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

867 松岡　正樹 56 厚生労働省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
公益社団法人国民健康保
険中央会

国民健康保険事業 審議役 無 無

868 三浦　公嗣 58 厚生労働省老健局長 H28.6.21 H28.9.1
株式会社シー・アイ・
シー

清掃業 顧問 無 無

869 三浦　公嗣 58 厚生労働省老健局長 H28.6.21 H28.9.1 学校法人埼玉医科大学 教育・研究
顧問・社会
医学特任教
授

無 無

870 三浦　公嗣 58 厚生労働省老健局長 H28.6.21 H28.9.1 学校法人藤田学園 教育・研究
顧問・教授
（社会医学
担当）

無 無

871 三浦　公嗣 58 厚生労働省老健局長 H28.6.21 H28.10.1 学校法人慶應義塾 教育・研究
慶應義塾大
学医学部教
授

無 無

872 三浦　公嗣 58 厚生労働省老健局長 H28.6.21 H28.12.1 株式会社第一興商
音響、映像機器の製造、販
売、賃貸及びリース

顧問 無 無

873 伊藤　昭彦 60

厚生労働省政策統括官付労
使関係担当参事官（併）政
策統括官付労使関係担当参
事官室長

H28.6.30 H28.10.1
一般財団法人全国勤労者
福祉・共済振興協会

調査研究事業、認可特定保
険業、損害保険代理店業

常務理事 無 無

874 三澤　馨 54

厚生労働省医薬・生活衛生
局総務課国際医薬審査情報
分析官（近畿厚生局麻薬取
締部長）

H28.8.5 H28.10.1
ポリオレフィン等衛生協
議会

合成樹脂製食品用容器包装
の衛生管理

事務局長 無 無

875 岡本　浩二 58 厚生労働省大臣官房付 H28.9.2 H28.12.1 学校法人横浜商科大学 教育・研究
地域産業研
究所特任教
授

無 無

876 河﨑　厚夫 58

農林水産省大臣官房政策課
国際食料情報分析官　兼
農林水産政策研究所（関東
農政局次長）

H26.3.31 H26.6.12
公益社団法人米穀安定供
給確保支援機構

米穀の安定供給の確保支援
等

常務理事 無 無

877 境　政人 60
農林水産省消費・安全局消
費・安全政策課長

H26.3.31 H27.6.22
公益財団法人日本獣医師
会

獣医師道の高揚、獣医事の
向上、獣医学術の振興・調
査研究、獣医学教育の充
実、獣医師等の人材育成等

専務理事 無 無

878 佐藤　憲雄 60 農林水産省大臣官房付 H26.6.20 H28.5.13
一般社団法人日本フード
サービス協会

フードサービス産業及び食
生活の向上に関する情報の
収集提供及び広報等

専務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

879 石島　一郎 58 農林水産省大臣官房付 H26.8.7 H28.5.30 株式会社精糖工業会館 ビル管理等 取締役 無 無

880 稲田　幸三　 60

農林水産省農村振興局整備
部農村整備官付農村整備情
報分析官（復興庁宮城復興
局次長）

H27.3.31 H28.8.1 佐藤工業株式会社
建設工事の請負、企画、測
量、設計等

顧問 無 無

881 奧刕屋　忠法 60
東北森林管理局米代西部森
林管理署長

H27.3.31 H28.4.1 東北電力株式会社
電気事業、エネルギー関連
事業、環境事業、情報通信
事業等

秋田支店電
力ネット
ワーク本部
用地セン

無 無

882 大庭　宗一 60
九州農政局筑後川下流農業
水利事務所次長

H27.3.31 H28.7.1
公益社団法人宮城県建設
センター

宮城県内の建設技術に関す
る研修、相談支援、公共事
業等に関する技術支援等

臨時技術補
助員

無 無

883 阪村　基 60 神戸植物防疫所長 H27.3.31 H28.5.1
一般社団法人神戸植物検
疫協会

植物検疫に関する啓もう及
び検査業務の補助

常務理事 無 無

884 宍戸　裕一 60
農林水産省経営局総務課調
整室長

H27.3.31 H28.7.1
一般社団法人全国農業会
議所

農地に関する情報の収集、
整理及び提供等

新規就農相
談事業専門
員

無 無

885 瀨田　文治 60

農林水産省農村振興局整備
部防災課災害情報分析官
（北陸農政局土地改良技術
事務所長）

H27.3.31 H28.6.1 若築建設株式会社
公共事業等の土木工事にか
かる技術指導

常任顧問 無 無

886 立石　正人 60
水産庁漁政部漁政課付（水
産庁漁政部水産経営課指導
室長）

H27.3.31 H28.4.1
全国漁業調査取締船事業
協同組合

組合員の事業に必要な物品
の共同購入、経営の改善向
上のための情報の提供等

参事 無 無

887 中村　成幸 60
動物医薬品検査所検査第一
部長

H27.3.31 H28.8.1 酪農学園大学 教育・研究

動物薬開発
研究セン
ター設立準
備室長

無 無

888 廣瀬　伸 60
関東農政局土地改良技術事
務所長

H27.3.31 H28.6.27 株式会社農業土木会館
農業土木会館の管理及び運
営等

監査役 無 無

889 山崎　鉄則 60 九州農政局総務部次長 H27.3.31 H28.11.14 公益社団法人阿蘇法人会
税知識の普及、納税意識の
高揚を目的とした事業

非常勤職員 無 無

890 渡辺　樹 60
農林水産省大臣官房評価改
善課会計監査室長

H27.3.31 H28.4.1 北陸土地改良建設協会
土地改良事業の施工技術に
関する調査研究等

事務局長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

891 釘田　博文 59 農林水産省消費・安全局付 H27.4.6 H27.4.7 国際獣疫事務局

世界で発生している動物疾
病に関する情報を提供及び
獣医学的科学情報の収集、
分析及び普及など

アジア太平
洋地域代表

無 無

892 進藤　金日子 51
農林水産省農村振興局農村
政策部中山間地域振興課長

H27.6.1 H28.7.26 参議院 国会議員 議員 無 無

893 馬籠　剛一 60
東北農政局赤川農業水利事
業所長

H27.8.1 H28.7.26
参議院議員進藤金日子事
務所

国会業務 公設秘書 無 無

894 小林　祐一 57 農林水産省農村振興局次長 H27.8.7 H28.10.24
一般社団法人農業農村整
備情報総合センター

農業農村整備事業の情報化
及び技術支援

統括技術顧
問

無 無

895 皆川 嗣 61 農林水産事務次官 H27.8.7 H28.4.1
株式会社農林中金総合研
究所

調査研究 顧問 無 無

896 皆川 嗣 61 農林水産事務次官 H27.8.7 H28.6.24 住友林業株式会社
資源環境事業、木材建材事
業、住宅事業等

社外監査役
(非常勤)

無 無

897 月山　光夫 59 中国四国農政局次長 H27.9.30 H28.6.14
新農業機械実用化促進株
式会社

新規に開発された農業機械
の実用化促進など

専務取締役 無 無

898 中島　久宜 60
九州農政局土地改良技術事
務所長

H27.9.30 H28.7.12 インフラテック株式会社

インフラパーツ（土木・建
築用コンクリート二次製
品、ガラス繊維強化セメン
ト製品）の製造販売等

技術顧問 無 無

899 石井　晴雄 59
林野庁林政部林政課林業・
木材産業情報分析官（近畿
中国森林管理局次長）

H27.12.31 H28.4.1
公益財団法人ニッセイ緑
の財団

公益機能の増進に資する森
林づくりほか

企画事業担
当部長

無 無

900 福田　光雄 59
農林水産省大臣官房政策課
調整官（関東農政局大田原
地域センター長）

H28.1.31 H28.4.1
公益財団法人日本特産農
産物協会

特産農産物の生産振興等並
びに地域農業の体質強化の
ために必要な事業を行う

業務第２部
長

無 無

901 志田　孝一 58 農林水産省大臣官房付 H28.2.1 H28.4.1
ＪＲＡシステムサービス
株式会社

情報処理システムの運用、
保守その他整備等

取締役 無 無

902 井戸　將悟 60
農林水産省大臣官房政策課
調査官

H28.3.30 H28.4.1 米沢市 地方公務 副市長 無 無

903 青木　勉 60
農林水産省東北農政局消
費・安全部長

H28.3.31 H28.4.2
新潟県西蒲原郡弥彦村役
場

地方公務 副村長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

904 天野　雅猛 58
農林水産省生産局農産部技
術普及課付

H28.3.31 H28.6.1 全国農業協同組合連合会
生産資材・生活用品の供
給、農畜産物の加工・販売
等

肥料農薬部
技術対策課
技術主管

無 無

905 安樂　勝彦 58
林野庁森林整備部付（北海
道森林管理局総務企画部
長）

H28.3.31 H28.5.27
全国山林種苗協同組合連
合会

会員及び組合員のための山
林種苗に必要な資材の共同
販売、共同購入等

専務理事 無 無

906 飯塚　充由 58
関東森林管理局下越森林管
理署長

H28.3.31 H28.7.1
公益社団法人国土緑化推
進機構

緑の募金による森林の整
備、緑化の推進及びそれら
に関する国際協力

経理部調査
役

無 無

907 石上　和夫 60 農林水産省大臣官房参事官 H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人日本施設園
芸協会

施設園芸の振興活動
非常勤職員
審議役

無 無

908 石澤　尚史 58
北海道森林管理局計画保全
部調査官

H28.3.31 H28.7.1 全国森林組合連合会
森林組合員のために行う森
林経営の指導等

林政担当部
長（嘱託
員）

無 無

909 石田　道一 60
近畿農政局消費・安全部消
費・安全調整官（近畿農政
局和歌山地域センター長）

H28.3.31 H28.5.9 全国米菓工業組合
米菓類の共同購入事業、福
利厚生事業等

事務局長 無 無

910 石田　祐二 58 林野庁森林整備部付 H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人日本森林林
業振興会

林業・森林の調査、森林の
評価、森林の利活用関連業
務、森林林業用資材等の販
売

参事 無 無

911 石原　清史 60
農林水産政策研究所企画広
報室長

H28.3.31 H28.5.20
一般社団法人アグロメ
ディカルフーズ研究機構

アグロメディカルフーズに
関する調査研究、情報の収
集、提供等

理事（非常
勤）

無 無

912 石原　清史 60
農林水産政策研究所企画広
報室長

H28.3.31 H28.6.21
一般財団法人日本穀物検
定協会

農産物、飼料及び食品等の
受渡し等の際の公正な検
定、食品衛生に関する検査
等

業務執行理
事

無 無

913 石山　靖幸 60 水産庁漁政部漁政課管理官 H28.3.31 H28.5.1
一般財団法人漁港漁場漁
村総合研究所

漁港、漁場及び漁村の調査
研究に関する業務等

事務職員
（総務部
長）

無 無

914 井上　明 57 九州農政局長 H28.3.31 H28.6.19 日本商品先物取引協会

会員又は商品先物取引仲介
業者の行う商品先物取引業
務に関し、顧客の保護を図
るために必要な会員に対す

専務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

915 井上　康 58
関東森林管理局日光森林管
理署長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人日本森林技
術協会

国内・海外での森林・動植
物の調査等の事業

長野事務所
長

無 無

916 今井　英策 60
林野庁国有林野部業務課企
画官

H28.3.31 H28.7.1 高山林業株式会社 林業、土木事業
森林バイオ
マス部長

無 無

917 岩片　弘信 60

農林水産省大臣官房政策課
政策情報分析官　兼　検
査・監察部調整・監察課付
（中国四国農政局次長）

H28.3.31 H28.5.20
一般社団法人日本コーン
グリッツ協会

トウモロコシ製粉業界の振
興等

常務理事 無 無

918 岩片　弘信 60

農林水産省大臣官房政策課
政策情報分析官　兼　検
査・監察部調整・監察課付
（中国四国農政局次長）

H28.3.31 H28.6.20
日本スナック・シリアル
フーズ協会

スナック菓子及びシリアル
食品業界の振興等

専務理事 無 無

919 鵜戸口　昭彦 60

農林水産省大臣官房国際部
国際政策課国際情報分析官
（農林水産省大臣官房国際
部国際経済課国際交渉官）

H28.3.31 H28.5.1
公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会

農林水産・食品分野におけ
る技術開発の支援業務

イノベー
ション事業
部技術主幹

無 無

920 浦田　高宣 59 東海農政局生産部長 H28.3.31 H28.4.9 宗教法人観音寺 宗教法人観音寺の管理業務 事務員 無 無

921 浦田　高宣 59 東海農政局生産部長 H28.3.31 H28.6.1 製粉協会
製粉業の経営に関する情報
連絡及び製粉技術の研究

嘱託 無 無

922 江上　博司 60
東海農政局土地改良技術事
務所長

H28.3.31 H28.8.1
若鈴コンサルタンツ株式
会社

建設コンサルタント
業務企画本
部長

無 無

923 及川　和彦 60
東北農政局土地改良技術事
務所長

H28.3.31 H28.7.1
東北エンジニアリング株
式会社

測量業、建設コンサルタン
ト業、用地調査、補償に関
するコンサルタント業等

技術本部長 無 無

924 大澤　賢修 60
九州農政局沖永良部農業水
利事業所長

H28.3.31 H28.8.1 株式会社栗本鐵工所

鋼鉄・鋳鋼製品、鋼製構造
物・機械製品、建築関連製
品、その他の製品等の製造
販売

業務顧問 無 無

925 大澤　慶幸 59
東海農政局経営・事業支援
部長

H28.3.31 H28.5.23
公益財団法人中央果実協
会

果実の安定的な生産出荷及
び果樹農家の経営の支援に
関する業務

審議役 無 無

926 大竹　基喜 60
農林水産省大臣官房秘書課
付

H28.3.31 H28.5.1
公益財団法人農村更生協
会

農業の担い手及び農村の指
導者の養成に関する事業等

非常勤嘱託 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

927 大羽　泉 60
北陸農政局庄川左岸農地防
災事業所長

H28.3.31 H28.7.1
株式会社日本水工コンサ
ルタント

農業土木及び一般土木の設
計コンサルタント

常務執行役 無 無

928 大平　正三 60
東北農政局津軽土地改良建
設事務所長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人海外農業開
発コンサルタンツ協会

海外農業開発に関する技術
調査、参加するコンサルタ
ンツ企業等への指導助言及
び情報提供等

企画部長 無 無

929 小澤　與宏 60
北陸農政局九頭竜川下流農
業水利事業所長

H28.3.31 H28.8.1 積水化学工業株式会社
住宅事業、環境・ライフラ
イン事業、高機能プラス
チック事業等

環境・ライ
フラインカ
ンパニー官
需企画開発
室農業担当
部長

無 無

930 小原　正人 60
近畿中国森林管理局総務企
画部付(九州森林管理局大
分森林管理署長）

H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人森林計画セ
ンター

森林・林業に関する技術開
発及び調査・研究、森林の
資源調査・計画・測量・設
計、森林整備・山地保全に
関する一切の業務

近畿中国支
部長

無 無

931 角谷　德道 59

農林水産省生産局農産部農
業環境対策課農業環境情報
分析官（農林水産省経営局
人材育成課長）

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人日本豆類協
会

豆類の生産、流通及び消費
に関する調査研究等

企画調査部
長

無 無

932 上倉　健司 60

農林水産省大臣官房統計部
統計管理官（関東農政局宇
都宮統計・情報センター
長）

H28.3.31 H28.6.1
株式会社国際開発ソ
リューションズ

国際協力業務
開発コンサ
ルタント

無 無

933 菊池　清 60
農林水産省大臣官房秘書課
付

H28.3.31 H28.4.18
一般財団法人大日本蚕糸
会

蚕糸及び絹に関する研究開
発等

臨時雇用職
員

無 無

934 北口　健司 59
農林水産省大臣官房統計部
情報企画官（中国四国農政
局鳥取地域センター長）

H28.3.31 H28.6.15 北口健司行政書士事務所 行政書士業務 行政書士 無 有※

935 北口　健司 59
農林水産省大臣官房統計部
情報企画官（中国四国農政
局鳥取地域センター長）

H28.3.31 H28.9.21 株式会社コーワ 施設管理・運営 正社員 無 無

936 木村　治和 60
農林水産省経営局保険監理
官

H28.3.31 H28.6.9
公益社団法人米穀安定供
給確保支援機構

米穀の安定供給の確保支援
等

常務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

937 工藤　穂 59
北海道森林管理局網走西部
森林管理署長

H28.3.31 H28.7.1 道央森林整備事業協議会

札幌地域における森林整備
事業運営上の諸問題改善の
推進、森林整備技術等の教
育の実施・普及

職員 無 無

938 工藤　穂 59
北海道森林管理局網走西部
森林管理署長

H28.3.31 H28.7.14
北海道森林整備事業連合
協議会

道内における事業の労働安
全・諸問題改善の推進、林
業に関する技術等の調査及
び情報提供

事務局長 無 無

939 工藤　穂 59
北海道森林管理局網走西部
森林管理署長

H28.3.31 H28.7.14
札幌地方素材生産事業協
同組合

札幌地域における素材生産
事業に関する技術等の改善
向上並びに知識の普及を図
るための教育及び情報の提
供

専務理事 無 無

940 工藤　穂 59
北海道森林管理局網走西部
森林管理署長

H28.3.31 H28.7.14
北海道素材生産業協同組
合連合会

道内における素材生産事業
に関する技術等の改善向上
並びに知識の普及を図るた
めの教育及び情報の提供

専務理事 無 無

941 熊木　明廣 60 関東農政局地方参事官 H28.3.31 H28.5.16
一般社団法人日本パン工
業会

製パン技術の改善及びパン
工業の経営合理化等に関す
る調査研究等

参与（事務
局長）

無 無

942 剣持　美喜男 59 中国四国農政局地方参事官 H28.3.31 H28.7.5 全国麦茶工業協同組合
麦茶用玄麦の協同購買、麦
茶の需要拡大事業等

アルバイト 無 有※

943 剣持　美喜男 59 中国四国農政局地方参事官 H28.3.31 H29.1.31 シンテイ警備株式会社 総合警備業務 準社員 無 無

944 國立　典計 60 近畿農政局地方参事官 H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人全国食糧保
管協会

米麦の保管技術の調査研
究、債務保証等

一般職員 無 無

945 佐伯　弘一 60
農林水産省大臣官房政策課
調査官　兼　農林水産政策
研究所付

H28.3.31 H28.5.16
公益社団法人日本給食
サービス協会

給食サービス産業に必要な
事項に関する調査、研究、
指導等

職員 無 無

946 佐伯　博史 60
北海道農政事務所地方参事
官

H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人全日本コ
メ・コメ関連食品輸出促
進協議会

国産米を中心とした農産
物・食品の輸出促進に係る
市場開拓調査等

事務局員 無 無

947 佐藤　稔 58
北海道森林管理局根釧西部
森林管理署長

H28.3.31 H28.7.4 株式会社旭友興林

土木・建築工事及び造園の
設計・施工、造材・造林
業、山林・立木・緑化木の
売買・あっせん・仲介及び

一般職員 無 無
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再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

948 志間　俊弘 60
林野庁国有林野部業務課企
画官

H28.3.31 H28.6.1 日本特用林産振興会 特用林産物の普及宣伝等 専務理事 無 無

949 島﨑　渉 60 水産庁開洋丸機関長 H28.3.31 H28.4.25
サンエイ・マリン株式会
社

船舶運航業
機関長・一
等機関士

無 無

950 白淵　弘 60 林野庁林政部林政課管理官 H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人大阪林業土
木協会

林業土木事業に関する技術
の向上及び経営基盤の強化
等に関する事業

事務局長 無 無

951 杉野　恵宣 60
近畿中国森林管理局岡山森
林管理署長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人日本森林技
術協会

国内・海外での森林・動植
物の調査等の事業

九州事務所
主任調査員

無 無

952 鈴木　千賀雄 60
中国四国農政局経営・事業
支援部長

H28.3.31 H28.6.7
全国主食集荷協同組合連
合会

主要食糧の生産、出荷、販
売に関する業務

常務理事 無 無

953 関下　俊則 60

関東森林管理局森林整備部
上席自然再生指導官（関東
森林管理局茨城森林管理署
長）

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人日本森林技
術協会

国内・海外での森林・動植
物の調査等の事業

前橋事務所
主任調査員

無 無

954 高信　好彦 58
中部森林管理局総務企画部
長

H28.3.31 H28.7.1 朝日航洋株式会社
航空運送事業及び空間情報
業務

理事（嘱
託）

無 無

955 武田　真甲子 58 農林水産省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.1 日本生命保険相互会社 生命保険業 顧問 無 無

956 竹花　祐治 59
林野庁国有林野部管理課福
利厚生室長

H28.3.31 H28.7.1 日本林道協会
協会会員に対する技術指導
及び助言等

経理部長 無 無

957 田尻　明彦 60
中部森林管理局飛騨森林管
理署長

H28.3.31 H28.9.1
一般財団法人日本森林林
業振興会

林業・森林の調査、森林の
評価、森林の利活用関連業
務、森林林業用資材等の販
売

名古屋支部
総務部長

無 無

958 立川　隆雄 61
農林水産省大臣官房検査・
監察部検査課長

H28.3.31 H28.10.1
岡山県農業協同組合中央
会

岡山県農業の振興・営農指
導体制の整備指導等

嘱託 無 無

959 巽　重夫 60 水産庁東光丸船長 H28.3.31 H28.5.1
ニッスイマリン工業株式
会社

海洋土木事業、船舶運航管
理業、船員派遣事業等

船長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

960 棚倉　英樹 60
水産庁漁政部水産経営課指
導室長

H28.3.31 H28.5.9
一般社団法人大日本水産
会

水産業の振興
嘱託職員
（調査役）

無 無

961 塚本　和男 59

農林水産省消費・安全局食
品安全政策課食品安全情報
分析官　兼　農林水産政策
研究所付（国土交通省土

H28.3.31 H28.6.2 食品産業中央協議会
食品産業における各部門の
連携及び重要な問題につい
ての意見取りまとめ

常任理事 無 無

962 傳村　充喜 59
東北森林管理局米代東部森
林管理署長

H28.3.31 H28.7.1 関西電力株式会社 電気事業、熱供給事業等 嘱託 無 無

963 津元　賴光 59
林野庁林政部林政課林業・
木材産業情報分析官（北海
道森林管理局長）

H28.3.31 H28.8.1
一般社団法人日本治山治
水協会

治山治水に関する普及・啓
もう等

事務局長 無 無

964 津元　賴光 59
林野庁林政部林政課林業・
木材産業情報分析官（北海
道森林管理局長）

H28.3.31 H28.12.1 日本林道協会
協会会員に対する技術指導
及び助言等

専務理事 無 無

965 土井　清禎 60 関東農政局地方参事官 H28.3.31 H28.5.1
公益社団法人米穀安定供
給確保支援機構

米穀の安定供給の確保支援
等

契約職員 無 無

966 遠山　和治 60 関東農政局地方参事官 H28.3.31 H28.6.1 全国農業協同組合連合会
生産資材・生活用品の供
給、農畜産物の加工・販売
等

嘱託技術主
管

無 無

967 冨樫　治幸 60

関東農政局消費・安全部消
費・安全調整官（中国四国
農政局高松地域センター
長）

H28.3.31 H28.5.1 輸入食糧協議会
主要食糧の生産・需要動向
等に関する調査・研究、関
係機関及び団体との連絡

事務局参与 無 無

968 渡久地　章男 60 那覇植物防疫事務所長 H28.3.31 H28.6.1 沖縄植物検疫協会

植物検疫に関する知識普
及、情報資料の収集頒布、
受検等の立会い・指導、調
査研究等

理事・参与 無 無

969 冨田　幸一 60
近畿中国森林管理局広島森
林管理署長

H28.3.31 H28.7.1 日本林業土木株式会社
森林・林業土木関係資材の
販売等

大阪出張所
長

無 無

970 豊田　育郎 56 東北農政局長 H28.3.31 H28.6.9
公益社団法人米穀安定供
給確保支援機構

米穀の安定供給の確保支援
等

専務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

971 中井　正 60 東北農政局地方参事官 H28.3.31 H28.5.1
全国主食集荷協同組合連
合会

主要食糧の生産、出荷、販
売に関する業務等

嘱託職員 無 無

972 永杉　伸彦 58

農林水産省消費・安全局食
品安全政策課食品安全情報
分析官 兼 農林水産政策研
究所付（国土交通省北海道

H28.3.31 H28.6.17
一般社団法人全国米麦改
良協会

米麦の優良品種の普及、米
麦改良に関する調査研究等

副会長 無 無

973 仲家　修一 58 中国四国農政局長 H28.3.31 H28.5.26
一般社団法人地域環境資
源センター

水と土の循環維持、水質保
全、農村環境等に関する調
査研究、普及啓発等

専務理事 無 無

974 名和　規夫 60

農林水産省農村振興局整備
部設計課付（東北農政局阿
武隈土地改良調査管理事務
所長）

H28.3.31 H28.6.23
一般社団法人畑地農業振
興会

畑地農業振興に関する技術
の進歩並びに普及

専務理事 無 無

975 菱山　正孝 60 中国四国農政局統計部長 H28.3.31 H28.5.10
一般社団法人日本植物油
協会

植物油の製造及び加工の改
善に関する業務等

事務局長 無 無

976 渕上　誠 58
農林水産省動物検疫所関西
空港支所長

H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人日本家畜輸
出入協議会

家畜輸出入に係る受検計画
策定・調整事業、家畜伝染
性疾病に関する調査・知識
普及啓発事業

専務理事 無 無

977 古久保　英嗣 59
農林水産省大臣官房政策課
政策情報分析官（北海道森
林管理局長）

H28.3.31 H28.6.24
公益財団法人日本住宅・
木材技術センター

木材利用技術の開発・普及
と関連産業の活性化

理事長 無 無

978 堀　正彦 60
農林水産省大臣官房政策課
調査官　兼　林野庁森林整
備部計画課

H28.3.31 H28.6.14
公益財団法人国際緑化推
進センター

国際森林・林業協力の推進
等

専務理事 兼
事務局長

無 無

979 本郷　秀毅 56 東海農政局次長 H28.3.31 H28.5.13
一般社団法人日本乳業協
会

乳業事業の改善並びに牛乳
乳製品の衛生及び品質の向
上

常務理事 無 無

980 本間　泰造 60
中国四国農政局四国東部農
地防災事務所長

H28.3.31 H28.6.21
公益社団法人土地改良測
量設計技術協会

土地改良事業の測量・設計
に係る技術の向上と技術者
の養成を図る

専務理事 無 無

981 前川　泰一郎 58

農林水産省大臣官房政策課
国際食料情報分析官　兼
農林水産政策研究所付（近
畿中国森林管理局長）

H28.3.31 H28.8.30
公益社団法人国土緑化推
進機構

緑の募金による森林の整
備、緑化の推進及びそれら
に関する国際協力

常務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

982 松井　俊英 60

農林水産省大臣官房政策課
政策情報分析官　兼　農村
振興局整備部水資源課（関
東農政局大井川用水農業水

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人日本水土総
合研究所

国内外における農村の水土
に関する調査、試験及び研
究等

主席研究員 無 無

983 松﨑　俊昭 60 北陸農政局地方参事官 H28.3.31 H28.6.1
鹿児島きもつき農業協同
組合

信用（ＪＡバンク）、共
済、購買、園芸農産・畜産
事業等

嘱託職員 無 無

984 水間　史人 57 農林水産省大臣官房付 H28.3.31 H28.6.24
一般財団法人畜産環境整
備機構

畜産経営、食肉・生乳流通
等の環境整備のために必要
な施設等の貸付け等に係る
事業

理事(非常
勤)

無 無

985 宮尾　徹 59
農林水産省大臣官房政策課
政策情報分析官(関東農政
局次長)

H28.3.31 H28.6.1 海外貨物検査株式会社
貨物・商品の品質、数量、
安全性等の検査等

食糧部長兼
技術部技術
担当部長

無 無

986 三好　英幸 60

農林水産省農村振興局整備
部設計課土地改良情報分析
官（北陸農政局佐渡農業水
利事業所長）

H28.3.31 H28.5.19
一般社団法人農業土木機
械化協会

農業土木の機械化に係る調
査研究・開発普及等

常務理事 無 無

987 森　高志 59 九州漁業調整事務所長 H28.3.31 H28.5.1
一般社団法人大日本水産
会

水産業の振興
嘱託職員
（調査役）

無 無

988 森川　誠道 59
中部森林管理局岐阜森林管
理署長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人日本森林技
術協会

国内・海外での森林・動植
物の調査等の事業

森林認証室
主任研究員

無 無

989 森本　義春 60
九州森林管理局熊本森林管
理署長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人熊本林業土
木協会

林業土木技術者の養成及び
研修、林業土木事業に関す
る災害防止の促進及び指導
等

事務局長 無 無

990 山田　敏彦 60
農林水産省生産局農産部技
術普及課付（九州農政局生
産経営流通部次長）

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人日本農林漁
業振興会

農林水産祭の実施事業 事業部次長 無 無

991 渡邉　敬治 58
北海道森林管理局上川北部
森林管理署長

H28.3.31 H28.7.1 全国森林組合連合会
森林組合員のために行う森
林経営の指導等

研修担当課
長

無 無

992 篠原　宏 59 林野庁森林整備部計画課付 H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人日本林業協
会

森林、林業・木材産業の健
全な発展に資するための林
政上の諸問題についての調
査・検討、提言や普及・啓

事務局長 無 無

993 鈴木　信哉 58 林野庁付 H28.4.1 H28.7.1
ノースジャパン素材流通
協同組合

素材の共同販売と計画的・
安定的供給に関する情報・
物流システムの構築等

理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

994 波川　鎭男　 59
農林水産省生産局農産部技
術普及課付（農林水産研修
所副所長）

H28.4.1 H28.5.1
公益財団法人日本特産農
産物協会

特産農産物の需給の安定確
保等

調査指導部
長

無 無

995 藤本　潔 59 農林水産省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1 井関農機株式会社 農業機械等の製造及び販売 顧問 無 無

996 内海　和彦 59 水産庁漁政部参事官 H28.5.9 H28.6.24 全国漁業共済組合連合会
漁業共済事業における再共
済事業等の実施

常務理事 無 無

997 小風　茂 59 農林水産省消費・安全局長 H28.6.17 H28.9.1 三菱商事株式会社 総合商社 顧問 無 無

998 坂井　眞樹 60 農林水産省大臣官房付 H28.6.17 H28.8.1
損害保険ジャパン日本興
亜株式会社

保険事業 顧問 無 無

999 櫻庭　英悦 60 農林水産省食料産業局長 H28.6.17 H28.9.1
一般社団法人ヤマトグ
ループ総合研究所

政治・経済・産業等の領域
横断的な調査分析、研究開
発等

エグゼク
ティブアナ
リスト

無 無

1000 櫻庭　英悦 60 農林水産省食料産業局長 H28.6.17 H28.10.1 株式会社秋田銀行 金融業
顧問(非常
勤）

無 無

1001 櫻庭　英悦 60 農林水産省食料産業局長 H28.6.17 H28.11.1 キユーピー株式会社
マヨネーズソース、その他
一般ソース類の製造販売等

顧問（非常
勤）

無 無

1002 姫田　尚 61 農林水産省生産局付 H28.6.17 H28.9.1 公益社団法人中央畜産会
畜産経営の改善、安全な畜
産物の生産、家畜衛生の向
上

参与 無 無

1003 堀尾　保之 59
水産庁漁政部漁業保険管理
官

H28.6.17 H28.7.25
一般社団法人全国いか釣
り漁業協会

いか釣り漁業に関する調査
研究及び技術の向上等

事務局長 無 有※

1004 飯田　裕一 59
近畿中国森林管理局福井森
林管理署長

H28.7.31 H28.11.1 全国森林組合連合会
森林組合員のために行う森
林経営の指導等

担い手担当
課長（嘱託
員）

無 無

1005 井上　達也 59

林野庁森林整備部計画課海
外森林資源情報分析官（林
野庁国有林野部職員・厚生
課長）

H28.7.31 H28.11.1
公益社団法人国土緑化推
進機構

緑の募金による森林の整
備、緑化の推進及びそれら
に関する国際協力

調査役 無 無

1006 川端　省三 59 林野庁国有林野部長 H28.7.31 H28.11.1
全国国有林造林生産業連
絡協議会

造林業及び素材生産業に係
る要望活動、会員に対する
技術研修会の開催等

顧問（非常
勤）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1007 村上　堅治 56 近畿農政局長 H28.7.31 H28.10.1
公益財団法人競馬保安協
会

競馬の公正確保のために必
要な調査、保安活動並びに
情報及び資料の収集

理事 無 無

1008 永田　明 59 農林水産省生産局付 H28.8.1 H28.8.2
国際連合大学サステイナ
ビリティ高等研究所

研究教育

シニア･プロ
グラム･コー
ディネー
ター

無 無

1009 小林　厚司 60 北陸農政局長 H28.9.30 H29.1.1
内外エンジニアリング株
式会社

建設コンサルタント 特別顧問 無 無

1010 管谷　晋 60
関東農政局土地改良技術事
務所長

H28.9.30 H28.12.16
一般財団法人日本水土総
合研究所

国内外における農村の水土
に関する調査、試験及び研
究等

主席研究員 無 無

1011 武井　篤 59 水産庁資源管理部参事官 H28.9.30 H28.12.13
一般社団法人全国まき網
漁業協会

漁獲管理、効率的漁業経営
等の促進

専務理事 無 無

1012 津田　澄男 57
農林水産省農村振興局総務
課管理官

H28.9.30 H28.11.1
参議院議員進藤金日子事
務所

国会業務 公設秘書 無 無

1013 廣田　真人 57
林野庁国有林野部業務課企
画官(北海道森林管理局総
務企画部長)

H28.9.30 H29.2.24
全国素材生産業協同組合
連合会

会員の取り扱う立木の協同
購買、協同販売、事業に必
要な機械器具類の協同購買
に関しての情報の提供、指

参事 無 無

1014 梶島　達也 59
農林水産省大臣官房参事官
（環境・国際）

H29.1.11 H29.2.19 シンテイ警備株式会社 総合警備業務 アルバイト 無 無

1015 岩野　宏 50
経済産業省大臣官房付（製
造産業局非鉄金属課長）

H24.1.31 H24.4.1 住友電気工業株式会社

自動車関連事業、情報通信
関連事業、エレクトロニク
ス関連事業、環境エネル
ギー関連事業、産業素材関

ＮＥＸＴセ
ンター（主
幹）

無 無

1016 後藤　芳一 56
経済産業省大臣官房付（経
済産業省大臣官房審議官
（製造産業局担当））

H24.6.30 H24.10.1 国立大学法人東京大学 教育・研究 特任教授 無 無

1017 中西　穂高 55
経済産業省大臣官房付（内
閣官房内閣参事官（内閣官
房副長官補付））

H24.7.24 H24.9.1 学校法人帝京大学 研究・教育 教授 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1018 岡部　忠久 52
経済産業省商務情報政策局
製品安全課長

H26.6.30 H28.4.1
秋田ジンクリサイクリン
グ株式会社

亜鉛のリサイクル原料処理 代表取締役 無 無

1019 村﨑　勉 54
経済産業省貿易経済協力局
戦略輸出交渉官

H26.6.30 H28.6.1 学校法人芝浦工業大学 教育・研究 客員教授 無 無

1020 中川　純一 49

経済産業省大臣官房付（独
立行政法人製品評価技術基
盤機構バイオテクノロジー
センター所長）

H26.7.4 H28.4.18
東燃ゼネラル石油株式会
社

電力事業 本部長補佐 無 無

1021 羽藤　秀雄 56 特許庁長官 H26.7.4 H28.6.1 住友電気工業株式会社 非鉄金属製造業 顧問 無 無

1022 黒岩　理 54
経済産業省大臣官房付（内
閣官房地域活性化統合事務
局次長）

H26.7.22 H28.4.1
一般財団法人日本立地セ
ンター

産業立地、地域振興に関す
る調査研究事業等

専務理事 無 無

1023 寺光　幸子 59
特許庁審判部審判長（第36
部門）

H27.1.1 H28.4.1 特許庁 国家公務 調査員 無 無

1024 乾　雅浩 60
特許庁審判部審判長（第27
部門）

H27.3.31 H28.10.3 特許庁 国家公務 調査員 無 無

1025 藤澤　清隆 60 四国経済産業局産業部長 H27.3.31 H28.12.5 有限会社トビカンパニー 飲食業 取締役 無 無

1026 石黒　憲彦 58 経済産業審議官 H27.7.31 H28.8.1
株式会社国際社会経済研
究所

経済、社会、文化の発展に
関する調査研究

理事長 無 無

1027 石黒　憲彦 58 経済産業審議官 H27.7.31 H28.8.1 日本電気株式会社
電子機械器具の製造販売、
情報通信サービスの提供等

顧問 無 無

1028 河津　司 57
経済産業省大臣官房付（消
費者庁審議官）

H27.7.31 H28.6.1 一般社団法人日本貿易会
貿易に関する政策提言、調
査研究、普及啓発等

専務理事 無 無

1029 立岡　恒良 57 経済産業事務次官 H27.7.31 H28.5.13
株式会社ニトリホール
ディングス

小売業
監査等委員
（社外取締
役）

無 無

1030 立岡　恒良 57 経済産業事務次官 H27.7.31 H28.6.28 旭化成株式会社 化学等工業 社外取締役 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1031 立岡　恒良 57 経済産業事務次官 H27.7.31 H28.9.1 日本生命保険相互会社 生命保険業 特別顧問 無 無

1032 寺嶋　充 59 四国経済産業局長 H27.7.31 H28.4.1
一般社団法人日本クレ
ジット協会

クレジット産業の健全な発
展に資する業務

調査役 無 無

1033 渡邊　宏 55
経済産業省大臣官房技術総
括審議官

H27.7.31 H28.5.26
一般社団法人日本化学工
業協会

化学工業に関する生産、流
通、消費等の調査・研究等

専務理事 無 無

1034 倉田　健児 56
経済産業省大臣官房付（製
造産業局生物化学産業課
長）

H27.10.1 H28.4.1
一般社団法人日本自動車
タイヤ協会

自動車タイヤに関する調査
研究及び関連施策の実施

参与 無 無

1035 佐藤　公一 58
経済産業省大臣官房付（中
国四国産業保安監督部長）

H27.12.31 H28.4.1 三菱マテリアル株式会社
非鉄金属の製錬、金属加工
等

上席技術主
幹

無 無

1036 内山　進 58
特許庁審判部審判長（第38
部門長）

H28.1.1 H28.4.1
一般財団法人日本特許情
報機構

工業所有権情報に関する調
査等

主幹 無 無

1037 遠藤　三男 58
特許庁審査第一部意匠課知
的財産情報分析官（特許庁
審査業務部国際出願室長）

H28.1.1 H28.4.1
一般財団法人工業所有権
電子情報化センター

工業所有権に関する書面手
続等に係る情報処理業務

主査 無 無

1038 小林　龍雄 58
特許庁審査業務部審査業務
課長

H28.1.1 H28.4.1 株式会社プロリンク 知的財産権に関する業務 調査役 無 無

1039 古谷　毅 57
経済産業省大臣官房付（文
部科学省大臣官房審議官
(研究開発局担当)）

H28.1.1 H28.6.10
一般財団法人電気安全環
境研究所

電気用品等に関する試験、
検査、認証等業務

常務理事 無 無

1040 星野　紹英 57
特許庁審判部審判長（上
席・第20部門長）

H28.1.1 H28.4.1
一般財団法人工業所有権
協力センター

工業所有権に関する調査

調査業務セ
ンター化学
部門医療グ
ループ主幹

無 無

1041 赤堀　幸子 61

経済産業省貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管
理課安全保障貿易管理分析
官（資源エネルギー庁長官

H28.1.31 H28.4.1
株式会社テクノフレック
ス

フレキシブルホース、伸縮
管継ぎ手等の製造、販売、
配管・据付け工事等

顧問 無 無

1042 村越　正毅 59

経済産業省大臣官房付（独
立行政法人製品評価技術基
盤機構化学物質管理セン
ター所長）

H28.2.29 H28.5.16
一般社団法人日本塗料工
業会

塗料工業の経営、技術、環
境、安全及び需要に関する
調査研究等

常務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1043 市田　達也 58
経済産業省大臣官房付（関
東東北産業保安監督部産業
保安監督管理官）

H28.3.11 H28.9.1
一般財団法人国際経済交
流財団

経済分野における国際交流
事業等

総務部長 無 無

1044 坪田　一郎 59
経済産業省大臣官房付（近
畿経済産業局産業部長）

H28.3.11 H28.5.23
一般社団法人日本冷凍空
調工業会

冷凍空調機器の生産体制の
高度化や標準化、機器の検
定等

一般職員 無 無

1045 赤繁　博規 60
北海道経済産業局資源エネ
ルギー環境部次長

H28.3.31 H28.8.1 高圧ガス保安協会

高圧ガスの保安に関する調
査、研究及び検査等の業
務。講習、研修会及び資格
試験等の業務

北海道支部
審議役

無 無

1046 荒井　弘人 60

経済産業省電力取引監視等
委員会事務局ネットワーク
事業監視課統括ネットワー
ク事業管理官

H28.3.31 H28.6.1
公益財団法人原子力環境
整備促進・資金管理セン
ター

放射性廃棄物の処理、処分
のための調査研究及び地層
処分等の実施に係る資金管
理

総務部調査
役

無 無

1047 江口　知之 60
中国経済産業局地域経済部
長

H28.3.31 H28.9.8 有限会社木下組 建築土木工事業 非常勤職員 無 無

1048 江口　知之 60
中国経済産業局地域経済部
長

H28.3.31 H28.9.13 学校法人近畿大学 教育・研究 非常勤講師 無 無

1049 大下　政司 59
経済産業省大臣官房付（人
事院人材局長）

H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人日本自動車
部品工業会

自動車部品の生産、流通及
び輸出入に関する調査研究
等

嘱託 無 無

1050 岡　博士 60

九州経済産業局資源エネル
ギー環境部付（九州経済産
業局資源エネルギー環境部
次長）

H28.3.31 H29.3.16
公益財団法人特定鉱害復
旧事業センター

福岡県内の特定鉱害の復旧
事業に関すること

理事長 無 無

1051 小川　潔 57
経済産業省大臣官房付（内
閣官房知的財産戦略推進事
務局参事官）

H28.3.31 H28.6.4 日本商品委託者保護基金
商品取引に係る委託者債権
の保全等

専務理事 無 無

1052 小川　潔 57
経済産業省大臣官房付（内
閣官房知的財産戦略推進事
務局参事官）

H28.3.31 H28.6.19 日本商品先物取引協会
商品先物取引業者の取引適
正化に係る事業

副会長 無 無

1053 小野田　誠 60
特許庁審判部審判長（第29
部門）

H28.3.31 H28.4.1 特許庁 国家公務 調査員 無 無

1054 片桐　清 60
経済産業省大臣官房付（貿
易経済協力局業務管理官室
長）

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人石油開発情
報センター

石油等の探鉱・開発に関す
る情報の収集、分析、提
供、調査、研究及び産油国
への支援等

参事 無 無

1055 金子　実 54
経済産業省大臣官房付（総
務省公害等調整委員会事務
局審査官）

H28.3.31 H28.7.1 株式会社大和総研
調査・研究、提言及びコン
サルティング等

調査本部
経済調査部
主席研究員

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1056 川原　修司 60

経済産業省商務情報政策局
電力安全課電力安全分析官
（公害等調整委員会事務局
総務課調査官）

H28.3.31 H28.6.20 川崎地質株式会社 地質調査業 嘱託 無 無

1057 栗林　敏彦 60
特許庁審判部審判長（第14
部門）

H28.3.31 H28.4.1 特許庁 国家公務 調査員 無 無

1058 笹岡　賢二郎 55
経済産業省大臣官房付（九
州経済産業局地域経済部
長）

H28.3.31 H28.6.8
一般社団法人コンピュー
タソフトウェア協会

コンピュータソフトウェア
に関する認証事業等の同協
会会員のビジネスを支援す
る各種事業

専務理事 無 無

1059 塩津　進 60
四国経済産業局資源エネル
ギー環境部電源開発調整官

H28.3.31 H28.4.1 高松市役所 地方公務
児童支援員
（非常勤嘱
託職員）

無 無

1060 柴田　俊一 60
九州経済産業局 国際部 国
際化調整企画官

H28.3.31 H28.4.1 福岡県古賀市 地方公務 副市長 無 無

1061 島　昌英 59
経済産業省大臣官房付(中
部経済産業局電力・ガス事
業北陸支局長)

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人省エネル
ギーセンター

エネルギー管理技術を活用
した産業省エネの支援等

常務理事 無 無

1062 志村　勝也 52
経済産業省大臣官房付（内
閣官房内閣参事官（内閣情
報調査室））

H28.3.31 H28.7.8 石油化学工業協会

石油化学工業の調査研究、
統計の作成、情報の収集等
石油化学工業に関する知識
の啓発、意見の発表等

専務理事 無 無

1063 鈴木　恵理子 60
特許庁審判部審判長（第25
部門）

H28.3.31 H28.4.6 鈴木恵理子特許事務所 弁理士業務 所長 無 無

1064 薗　利彦 60
近畿経済産業局資源エネル
ギー環境部電源開発調整官

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人日本産業機
械工業会関西支部

産業機械の生産の増進や改
善、流通等に関する施策の
推進等

事務局長代
理

無 無

1065 反町　明宏 58
関東経済産業局総務企画部
次長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人日本ガス協
会

一般ガス事業等に関する調
査研究、企画、知識の普及
及び啓発等

関東中央部
会事務局長

無 無

1066 立石　譲二 57
経済産業省大臣官房付（大
臣官房参事官(調査統計グ
ループ・総合調整担当)）

H28.3.31 H28.6.28
一般財団法人海外産業人
材育成協会

主に開発途上国の産業人材
を対象とする研修及び専門
家派遣の実施

専務理事 無 無

1067 玉野　直毅 60
近畿経済産業局地域経済部
次長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人関西電気管
理技術者協会

電気技術者の技術の向上、
電気保安に関する研修事業
等

専務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1068 田村　通 60
中部経済産業局電力・ガス
事業北陸支局電源開発調整
官

H28.3.31 H28.7.5
一般社団法人北陸電気管
理技術者協会

電気保安管理業務
嘱託・事務
局長

無 無

1069 檀　孝司 60
九州経済産業局資源エネル
ギー環境部次長

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人特定鉱害復
旧事業センター

福岡県内の特定鉱害の復旧
事業に関すること

専務理事 無 無

1070 戸田　美和 60 近畿経済産業局産業部長 H28.3.31 H28.4.1 大分市 地方公務
商工労働観
光部長

無 無

1071 中野 節 57
経済産業省大臣官房付（内
閣府大臣官房審議官(科学
技術政策担当)）

H28.3.31 H28.6.14
一般財団法人日本自動車
研究所

自動車及び関連分野の調
査、研究及び技術開発等

理事 無 無

1072 西本　光徳 60
経済産業省大臣官房付（中
国経済産業局資源エネル
ギー環境部長）

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人全国コンク
リート製品協会

コンクリート製品の品質向
上・普及等

事務局長 無 無

1073 浜野　敏夫 56

経済産業省産業技術環境局
研究開発課研究開発調整官
（経済産業省経済産業政策
局産業施設課工業用水道計
画官）

H28.3.31 H28.7.1 ミライフ株式会社
エネルギー卸売・小売及び
周辺事業

顧問 無 無

1074 林　克寛 60 四国経済産業局産業部長 H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人四国産業・
技術振興センター

技術の振興及び産業の活性
化に関する諸事業

執行役 無 無

1075 正木　朗 60 中部経済産業局産業部長 H28.3.31 H28.7.1 国立大学法人名古屋大学 教育・研究 特任教授 無 無

1076 三浦　敏 60
東北経済産業局資源エネル
ギー環境部電源開発調整官

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人東北電気保
安協会

企業・家庭向け電気設備の
点検・保安業務

事業本部長 無 無

1077 森本　興 60
経済産業省大臣官房付（公
害等調整委員会事務局総務
課調査官）

H28.3.31 H28.6.15
一般社団法人アルミニウ
ム合金協会

アルミニウム第二次製錬・
精製業に係る生産、消費、
貿易に関する調査、公害の
防止に関する研究及び指導

総務部長 無 無

1078 守屋　猛 60
経済産業省大臣官房付（九
州産業保安監督部長）

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人日本規格協
会

標準化及び管理技術の普
及・推進

執行役員 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1079 安岡　研也 60
北海道経済産業局資源エネ
ルギー環境部電源開発調整
官

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人北海道電気
保安協会

電気の安全確保のための保
安管理業務、電気設備に関
する調査業務、電気の安全
な使用のための広報業務等

広報部長 無 無

1080 山城　宗久 54
経済産業省大臣官房付（独
立行政法人製品評価技術基
盤機構企画管理部長）

H28.3.31 H28.6.13 公益財団法人ＪＫＡ
競輪、オートレースの実施
及び振興事業等

参与 無 無

1081 吉田　功 60

資源エネルギー庁電力・ガ
ス事業部原子力政策課国際
原子力情報分析官（東北経
済産業局資源エネルギー環

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人電気技術者
試験センター

電気主任技術者の試験に関
する業務

主任技術者
試験部技術
参与

無 無

1082 内田　淳子 57
特許庁審判部審判長（上
席・第22部門長）

H28.4.1 H28.5.9
特許業務法人谷・阿部特
許事務所

弁理士業務 弁理士 無 無

1083 海老名　友子 59
特許庁審査業務部上席総括
審査官（機械）

H28.4.1 H28.6.1 自営業 商標関係の資料作成 個人事業主 無 無

1084 髙木　宏雄 57 特許庁審査業務部出願課長 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人工業所有権
協力センター

産業財産権に関する先行技
術調査

総務部次長 無 無

1085 田口　昌浩 56
特許庁審判部審判長（第19
部門長）

H28.4.1 H28.5.9
特許業務法人大谷特許事
務所

弁理士業務 弁理士 無 無

1086 田口　昌浩 56
特許庁審判部審判長（第19
部門長）

H28.4.1 H28.11.11 ダイヤ特許事務所 弁理士業務 弁理士 無 無

1087 林　栄二 57
特許庁審判部審判長（上
席・第35部門長）

H28.4.1 H28.5.9 正林国際特許商標事務所 弁理士業務 弁理士 無 無

1088 前山　るり子 58
特許庁審判部上級審判官
（第37部門）

H28.4.1 H28.4.4 自営業 商標関係の資料作成 個人事業主 無 無

1089 白川　一雄 58
経済産業省大臣官房付（中
小企業庁長官官房企画官）

H28.5.15 H28.9.1 全国肉牛事業協同組合
肉用牛の組合員への預託及
び共同生産

参与 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1090 伊藤　仁 57 特許庁長官 H28.6.17 H28.10.1
東京海上日動火災保険株
式会社

保険事業 顧問 無 無

1091 井上　幹邦 50
経済産業省製造産業局非鉄
金属課長

H28.6.17 H28.11.1 伊藤忠商事株式会社 総合商社

特別職（伊
藤忠鉱物資
源開発株式
会社　主席

無 無

1092 上田　之 59 経済産業審議官 H28.6.17 H28.8.26
seven dreamers
laboratories 株式会社

医療機器、家電等の開発・
製造・販売

社外監査役 無 無

1093 岡田　俊郎 54

資源エネルギー庁長官官房
国際課国際エネルギー情報
調査官（産業技術環境局リ
サイクル推進課長）

H28.6.17 H28.10.1 株式会社小松製作所
建設・土木・鉱山・産業用
機械の製造・販売

コマツ経済
戦略研究
所・所長付

無 無

1094 小林　明 55 特許庁審査第一部長 H28.6.17 H28.7.20 明（あかり）特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

1095 小林　明 55 特許庁審査第一部長 H28.6.17 H28.9.21
一般財団法人日本特許情
報機構

産業財産権情報に関する調
査、研究等

特許情報研
究所長

無 無

1096 土井　良治 55 中小企業庁経営支援部長 H28.6.17 H28.10.1
住友大阪セメント株式会
社

セメント製造販売、石灰石
の採掘等

執行役員生
産技術部担
当兼生産技
術部部長

無 無

1097 豊永　厚志 59 中小企業庁長官 H28.6.17 H28.11.1 株式会社みずほ銀行 金融業 顧問 無 無

1098 中村　宏 58
経済産業省大臣官房情報シ
ステム厚生課文書情報管理
官

H28.6.17 H28.9.20
一般社団法人日本商事仲
裁協会

商事紛争に係る仲裁、カル
ネ（一時輸入のための通関
手帳）の発給

事務局長心
得

無 無

1099 成瀬　茂夫 53
経済産業省大臣官房付（四
国経済産業局長）

H28.6.17 H28.9.20
一般財団法人高度技術社
会推進協会

高度技術に関する調査研
究・普及啓発等

常務理事 無 無

1100 丸山　進 53
経済産業省大臣官房政策評
価審議官

H28.6.17 H28.10.1
株式会社国際社会経済研
究所

情報社会に関する調査研
究・提言

特別研究主
幹

無 無

1101 横尾　英博 57
経済産業省大臣官房付（内
閣府知的財産戦略推進事務
局長）

H28.6.17 H28.10.1
株式会社NTTデータ経営
研究所

コンサルティング・サービ
ス

顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1102 吉田　栄 57
経済産業省大臣官房付（内
閣官房総合海洋政策本部事
務局参事官）

H28.6.17 H28.9.21 日本ＬＰガス協会
ＬＰガスの安定供給・保安
確保等

専務理事 無 無

1103 和田　修一 58
経済産業省大臣官房付（北
海道経済産業局長）

H28.6.18 H28.10.20
一般社団法人全国信用保
証協会連合会

信用保証業務改革のための
調査・研究、関係省庁への
建議、信用保証協会に対す
る貸付け及び出捐等

専務理事 無 無

1104 熊谷　敬 57
経済産業省大臣官房付（復
興庁統括官）

H28.6.29 H28.10.4 綜合警備保障株式会社 警備の請負及びその保障等 執行役員 無 無

1105 小野　正 59
経済産業省大臣官房付（中
国経済産業局産業部長）

H28.6.30 H28.10.1
一般財団法人宇宙システ
ム開発利用推進機構

宇宙システムに関する研究
開発、調査研究及び利用の
推進等

事務管理本
部経理部長

無 無

1106 坂本　敏幸 54
経済産業省通商政策局通商
交渉官

H28.6.30 H28.10.1
フジミコンサルタント株
式会社

総合建設コンサルタント事
業

常務理事 無 無

1107 戸島　正浩 44
経済産業省経済産業政策局
産業人材政策担当参事官室
長補佐

H28.6.30 H28.7.1 西村あさひ法律事務所 総合法律事務所 弁護士 無 無

1108 宮下　義則 58
経済産業省貿易経済協力局
業務管理官室長

H28.6.30 H28.10.1
一般財団法人対日貿易投
資交流促進協会

製品輸入及び対日投資に関
する情報の収集・提供等

対日ビジネ
ス交流支援
部長

無 無

1109 木村　孔一 58
特許庁審判部審判長（第18
部門長）

H28.7.1 H28.7.14 木村孔一特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

1110 小曳　満昭 57
特許庁審判部審判長（第27
部門長）

H28.7.1 H28.8.1 創英国際特許法律事務所 弁理士業務 弁理士 無 無

1111 西塔　雅彦 58
経済産業省大臣官房付（外
務省大臣官房審議官（経済
局））

H28.7.1 H28.10.1 大同特殊鋼株式会社
特殊鋼等の製造、加工及び
販売

顧問 無 無

1112 佐藤　達夫 55
経済産業省大臣官房付（外
務省大臣官房審議官（経済
局））

H28.7.1 H28.12.1
損害保険ジャパン日本興
亜株式会社

保険業 顧問 無 無

1113 塩田　誠 56
経済産業省大臣官房付（大
臣官房審議官（国際地域政
策担当）)

H28.7.1 H28.10.1 川崎重工業株式会社 製造業

全社ストラ
テジック・
アドバイ
ザー

無 無

1114 新海　岳 58
特許庁審判部審判長（第９
部門長）

H28.7.1 H28.7.2 にいのみ特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1115 新海　岳 58
特許庁審判部審判長（第９
部門長）

H28.7.1 H28.10.1
一般財団法人工業所有権
協力センター

工業所有権に関する調査 主幹 無 無

1116 長谷川　直之 58

経済産業省大臣官房付（内
閣府参事官（産業・雇用担
当）（政策統括官（経済財
政運営担当）付））

H28.7.1 H28.7.4 株式会社紫苑商会 不動産賃貸 代表取締役 無 無

1117 福田　泰和 53
経済産業省産業技術環境局
国際標準課長

H28.7.1 H28.10.1
一般財団法人日本規格協
会

規格開発・出版・関連サー
ビス

執行役員 無 無

1118 松浦　新司 57
特許庁審判部審判長（第24
部門長）

H28.7.1 H28.7.15 松浦新司特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

1119 松浦　新司 57
特許庁審判部審判長（第24
部門長）

H28.7.1 H28.10.1
株式会社先進知財総合研
究所

特許調査業務
特許調査部
指導者

無 無

1120 真々田　忠博 58
特許庁審判部審判長（第17
部門）

H28.7.1 H28.8.1
特許業務法人もえぎ特許
事務所

弁理士業務 弁理士 無 無

1121 市原　秋男 57
経済産業省大臣官房付（近
畿経済産業局資源エネル
ギー環境部長）

H28.7.11 H28.10.12
一般財団法人日本エネル
ギー経済研究所

エネルギーと環境及び中東
の政治経済に関する総合的
シンクタンク

石油情報セ
ンター事務
局長

無 無

1122 小野　裕章 52
経済産業省大臣官房付（経
済産業省大臣官房参事官
（地域新産業創出担当）)

H28.7.15 H28.11.1 信越化学工業株式会社 化学製造業
本社技術部
主席技術員

無 無

1123 中西　宏典　 56

経済産業省大臣官房付（内
閣府大臣官房審議官（科学
技術・イノベーション担
当））

H28.7.15 H28.10.1
一般財団法人発電設備技
術検査協会

発電設備の安全管理審査、
検査支援業務等

専務理事 無 無

1124 関　総一郎 55
経済産業省大臣官房付（近
畿経済産業局長）

H28.7.19 H28.11.1 住友電気工業株式会社 非鉄金属製品製造業 顧問 無 無

1125 保住　正保　 54

経済産業省大臣官房付 (内
閣官房原子力発電所事故に
よる経済被害対応室参事
官)

H28.7.19 H28.11.15
一般財団法人日本品質保
証機構

製品、システム及び環境等
に関する品質保証等

顧問 無 無

1126 横田　俊之 56
経済産業省大臣官房付（中
小企業庁次長）

H28.7.22 H28.11.1 沖電気工業株式会社 情報通信機器製造業 顧問 無 無

1127 大久　幸昭 59
経済産業省大臣官房付（九
州経済産業局国際部長）

H28.7.23 H28.10.11
一般財団法人高度技術社
会推進協会

高度技術の普及・啓もうに
関する事業企画・運営

事業部長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1128 宮岡　邦生 34
経済産業省通商政策局通商
機構部参事官補佐（国際法
規担当）

H28.7.24 H28.8.8 森・濱田松本法律事務所 弁護士業
アソシエイ
ト

無 無

1129 土屋　光邦 42
経済産業省経済産業政策局
産業組織課長補佐

H28.7.31 H28.8.1
有限責任監査法人トーマ
ツ

会計監査 マネジャー 無 無

1130 船矢　祐二 53

経済産業省大臣官房付（内
閣府政策統括官（経済社会
システム担当）付参事官
（市場システム担当））

H28.8.1 H28.11.1 北海電気工事株式会社
電気工事等総合的な設備の
工事保守サービス

顧問 無 無

1131 北谷　孝和 57
経済産業省大臣官房付（中
部経済産業局電力・ガス事
業北陸支局長）

H28.9.30 H29.1.1
学校法人新潟総合学園新
潟医療福祉大学

教育・研究
産官学連携
推進セン
ター教授

無 無

1132 本多　誠一 59
特許庁審判部審判長（第34
部門長）

H28.10.1 H28.10.26 本多特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

1133 本多　誠一 59
特許庁審判部審判長（上
席・第34部門長）

H28.10.1 H28.11.1 正林国際特許商標事務所 弁理士の業務全般 弁理士 無 無

1134 森川　元嗣 56
特許庁審判部審判長（第12
部門長）

H28.10.1 H28.11.1 森川元嗣特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

1135 森川　元嗣 56
特許庁審判部審判長（上
席・第12部門長）

H28.10.1 H29.1.1 鈴滎特許綜合事務所 弁理士業務 弁理士 無 無

1136 塩野入　克彦 59
経済産業省大臣官房総務課
企画官（労務担当）

H28.10.7 H28.10.8 自営業 不動産賃貸 　－ 無 無

1137 塩野入　克彦 59
経済産業省大臣官房総務課
企画官（労務担当）

H28.10.7 H29.2.1 一般社団法人ＣＲＤ協会

会員から提供された中小企
業の財務データから構築さ
れた経営評価情報の還元・
各種経営指標等の提供

総務部部長 無 無

1138 塩野入　克彦 59
経済産業省大臣官房総務課
企画官（労務担当）

H28.10.7 H29.2.1
ＣＲＤビジネスサポート
株式会社

中小企業等への資金供給の
円滑化のための中小企業等
に関する経営・財務情報の
分析、提供サービス事業等

取締役 無 無

1139 土井　敬子 59
特許庁審判部審判長(第35
部門)

H29.1.1 H29.2.1 土井敬子特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

1140 藤原　敬士 58
特許庁審判部審判長（上
席・第5部門長）

H29.1.1 H29.1.13 和敬特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1141 大角　博章 42
経済産業省商務情報政策局
情報通信機器課長補佐

H29.2.15 H29.2.16 新日本有限責任監査法人 会計監査

第Ⅰ監査事
業部シニア
マネー
ジャー

無 無

1142 島田　雄介 32
経済産業省電力・ガス取引
監視等委員会事務局取引監
視課上席小売取引検査官

H29.2.28 H29.3.1 シティユーワ法律事務所 弁護士業
アソシエイ
ト弁護士

無 無

1143 難波　喬司 57
国土交通省大臣官房技術総
括審議官

H26.4.1 H27.4.1 学校法人慶應義塾 教育・研究
慶應義塾大
学特任教授

無 無

1144 伊藤　松博 57 国土交通省大臣官房付 H26.7.8 H28.6.16
公益財団法人日本海事広
報協会

海事思想の普及宣伝等 理事長 無 無

1145 内田　俊彦 57 国土交通省大臣官房付 H26.7.8 H28.5.16
一般社団法人日本電設工
業協会

電気工事業に関する調査研
究、雑誌等の出版

理事 無 無

1146 小山内　智 59 国土交通省大臣官房付 H26.7.8 H28.7.1
一般社団法人海外鉄道技
術協力協会

外国への鉄道技術支援と人
材育成等

理事長 無 無

1147 幾度　明 59 国土交通省政策統括官 H26.7.8 H28.6.27
一般財団法人国土計画協
会

国土計画、地域間交流等に
関する調査研究等

常務理事 無 無

1148 野中　治彦 57 国土交通省大臣官房付 H26.7.8 H28.6.27
一般財団法人海技振興セ
ンター

水先人の養成支援事業 常務理事 無 無

1149 市川　良文 60
中部運輸局海上安全環境部
海事保安・事故対策調整官

H27.3.31 H28.4.1
公益社団法人中部海事広
報協会

海事思想の普及宣伝等 事務局長 無 無

1150 小林　篤 60
北海道運輸局室蘭運輸支局
長

H27.3.31 H28.4.1
北海道乗用自動車交通共
済協同組合

タクシー事業に関する組合
員の交通共済事業等

事務長 無 無

1151 佐々木　徹 60
気象庁地球環境・海洋部気
候情報課長

H27.3.31 H29.1.1
国立研究開発法人国立環
境研究所

環境研究業務
高度技能専
門員

無 無

1152 高瀬　邦夫 60 気象庁仙台管区気象台長 H27.3.31 H28.4.1
一般財団法人日本気象協
会

気象に関する観測、予報、
調査及び研究並びにその受
託

事業本部情
報サービス
部参与

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1153 仲江　肇 55 国土交通省大臣官房付 H27.3.31 H28.11.1
成和コンサルタント株式
会社

土木設計、開発設計、施工
管理

理事 無 無

1154 西村　敏和 65 海難審判所長 H27.3.31 H28.6.13
公益財団法人海難審判・
船舶事故調査協会

海難審判等に関する調査研
究事業、海難審判関係人等
の権利擁護事業、海難審判
及び船舶事故調査に関する

理事長 無 無

1155 深津　安郎 60 近畿運輸局総務部長 H27.3.31 H28.5.30 株式会社キリック 損害保険代理店
非常勤取締
役（社外）

無 無

1156 三原　利明 60 中国運輸局海事振興部長 H27.3.31 H28.6.17 中国地方港運協会
会員相互の親睦と業務の相
互連絡等

専務理事 無 無

1157 伊藤　亘 54 国土交通省大臣官房付 H27.4.1 H28.6.28
株式会社フジテレビジョ
ン

放送事業 専任局長 無 無

1158 門井　正則 58
関東運輸局東京運輸支局次
長

H27.4.1 H28.5.6
一般社団法人東京ハイ
ヤー・タクシー協会

一般乗用旅客自動車運送事
業の適正な運営及び健全な
発展に資するための調査、
研究事業等

専務理事 無 無

1159 春木　芳男 59
北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長

H27.4.1 H27.7.1
株式会社開発技術コンサ
ルタント

コンサルタント業務 技術顧問 無 無

1160 別宮　邦紀 59
北海道開発局札幌開発建設
部岩見沢道路事務所長

H27.4.1 H28.7.1 株式会社横河ブリッジ
橋りょう、鉄骨等の鋼構造
物の設計・製作・施工・補
修

技術本部
部長

無 無

1161 宮地　豊 57 国土交通省港湾局付 H27.4.1 H28.10.1 株式会社ソニック

流量計、魚群探知機、風速
計、海象計などの計測器の
製造・販売及びシステム提
案・設置・保守サービス

理事 無 無

1162 油谷　俊治 59
国土交通省航空局安全部運
航安全課首席運航審査官

H27.7.1 H28.4.1 学校法人東海大学 教育・研究 専任教授 無 無

1163 笠原　勤 57 国土交通省大臣官房付 H27.7.1 H28.5.1 日本都市技術株式会社 建設コンサルタント業 特別顧問 無 無

1164 梶原　康之 57 国土交通省港湾局付 H27.7.31 H27.11.1 株式会社ブルーエポック 建設資材の卸販売 顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1165 勝寺　潔 58 国土交通省大臣官房付 H27.7.31 H27.10.20
一般財団法人港湾近代化
促進協議会

港湾運送事業 理事 無 無

1166 澤田　和宏 58 国土交通省北海道局長 H27.7.31 H28.6.23 東日本高速道路株式会社 建設事業
常務執行役
員

無 無

1167 髙橋　俊晴 59
国土交通省大臣官房技術審
議官

H27.7.31 H27.10.23
一般社団法人日本民営鉄
道協会

鉄道事業の安全・安定輸送
向上推進

常務理事技
術部長

無 無

1168 瀧口　敬二 60 国土交通省総合政策局長 H27.7.31 H28.5.30
外務省在クロアチア日本
国大使館

国家公務 大使 無 無

1169 橋本　公博 57 国土交通省住宅局長 H27.7.31 H28.6.13
一般財団法人日本建築セ
ンター

建築に関する認証・検査・
確認に関する業務

理事長 無 無

1170 舟引　敏明 58
国土交通省大臣官房審議官
（都市生活環境担当）

H27.7.31 H28.4.1 公立大学法人宮城大学 教育・研究
事業構想学
部教授

無 無

1171 本田　勝 62 国土交通事務次官 H27.7.31 H29.1.5
一般社団法人ドローン操
縦士協会

ドローン操縦士の技術認定
ライセンスの発行等

非常勤理事 無 無

1172 森　雅人 59
国土交通省大臣官房技術総
括審議官

H27.7.31 H29.1.28 日本小型船舶検査機構 小型船舶の検査・登録測度 理事長 無 無

1173 吉崎　収 58 国土交通省大臣官房付 H27.7.31 H28.5.20
一般社団法人日本橋梁建
設協会

橋りょう建設に係る資料の
編さん・刊行、啓発、意見
具申　等

副会長　兼
専務理事

無 無

1174 久保　成人 61 観光庁長官 H27.9.11 H28.6.9
公益社団法人日本観光振
興協会

観光振興に関する団体事務 理事長 無 無

1175 久保　成人 61 観光庁長官 H27.9.11 H28.7.1 学校法人五島育英会 東京都市大学等の設置運営 顧問 無 無

1176 山口　由美 54 観光庁次長 H27.9.15 H28.4.1
株式会社三井物産戦略研
究所

調査・研究事業、新ビジネ
ス開発及び事業化支援事
業、各種連携コーディネー
ト事業

代表取締役
社長

無 無

1177 稲本　隆文 55
国土交通省総合政策局情報
政策課交通経済統計調査室
長

H28.1.1 H28.4.1
一般財団法人運輸政策研
究機構

情報の収集・提供業務
情報資料室
長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1178 鈴木　和人 59
東京航空局新千歳空港事務
所長

H28.1.1 H28.4.1 全日本空輸株式会社 空運業 参与 無 無

1179 鳥井　良平 60
大阪航空局長崎空港事務所
長

H28.1.1 H28.4.1
一般財団法人航空機安全
運航支援センター

空港における航空保安業務
の支援

管理役 無 無

1180 中村　浩一 60 札幌航空交通管制部長 H28.1.1 H28.7.1 四国航空株式会社 運航管理及び安全推進 運航部部長 無 無

1181 村山　伊知郎 57 国土交通省港湾局付 H28.1.1 H28.4.1 横浜港埠頭株式会社 外貿ふ頭事業 理事 無 無

1182 添田　慎二 57 国土交通省大臣官房付 H28.1.31 H28.4.1 日本貨物航空株式会社 航空運送事業 執行役員 無 無

1183 村越　潤 53 国土交通省大臣官房付 H28.3.30 H28.4.1
公立大学法人首都大学東
京

教育・研究 教授 無 無

1184 吉谷　純一 55 国土交通省大臣官房付 H28.3.30 H28.4.1 国立大学法人信州大学 教育・研究 教授 無 無

1185 阿南　秀昭 60
東京航空局東京空港事務所
施設部長

H28.3.31 H28.7.1 鹿島道路株式会社
舗装工事、土木・建築工
事、建設用資材の製造及び
販売

技師長 無 無

1186 荒川　隆司 60 福岡航空交通管制部次長 H28.3.31 H28.7.1 株式会社セノン 警備業務
本社担当部
長

無 無

1187 安藤　昇 60 神戸運輸監理部長 H28.3.31 H28.6.17
一般社団法人日本舶用工
業会

舶用工業の振興 常務理事 無 無

1188 池田　陽彦 60 国土交通省海事局付 H28.3.31 H28.7.1 墨田川造船株式会社 船舶製造業
品質管理部
長

無 無

1189 池田　敏郎　　 60 国土交通省海事局付 H28.3.31 H28.6.16
日本コンピュータ・アー
ツ株式会社

Webサイトの企画及び製作
等

常勤監査役 無 無

1190 石田　哲生 60
海上保安庁交通部安全課交
通管理室長

H28.3.31 H28.6.1 公益社団法人燈光会
航路標識業務の周知啓もう
等

第一事業部
長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1191 石橋　通 60 四国運輸局海事振興部長 H28.3.31 H28.6.1 四国倉庫連合会
倉庫業に関する調査研究・
情報の頒布等

事務局職員 無 無

1192 石橋　通 60 四国運輸局海事振興部長 H28.3.31 H28.6.1 香川県倉庫協会
倉庫業に関する調査研究・
情報の頒布等

事務局職員 無 無

1193 伊藤　賢吉 60
北陸地方整備局総務部総括
調整官

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人北陸地域づ
くり協会

建設コンサルタント
管理部副部
長

無 無

1194 伊藤　吉勝 60
東北地方整備局企画部技術
調整管理官（東北地方整備
局南三陸国道事務所長）

H28.3.31 H28.7.1
株式会社ダイヤコンサル
タント

建設コンサルタント
東北支社技
師長

無 無

1195 岩田　豊彦 60
東京航空局新千歳空港事務
所次長

H28.3.31 H28.7.1 川北電気工業株式会社 電気工事業
本社電設事
業本部電設
部部長

無 無

1196 宇和川　淳 60
海上保安庁海洋情報部測量
船昭洋船長

H28.3.31 H28.6.1 田渕海運株式会社 海運業
新居浜支所
安全監督

無 無

1197 榎波　孝之 60
大阪航空局神戸航空衛星セ
ンター所長

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人航空機安全
運航支援センター

飛行場における航空保安業
務の支援

業務第一部
長

無 無

1198 近江　典男 60 国土交通省大臣官房付 H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人建設業適正
取引推進機構

建設業法等についての講習
会の実施等

啓発指導部
長

無 無

1199 大内　幸則 60 北海道開発局付 H28.3.31 H28.7.1 新谷建設株式会社 土木建設事業 顧問 無 無

1200 大江　良彦 60
北海道開発局事業振興部建
設産業課長

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人北海道道路
管理技術センター

道路情報の提供、道路維持
に関する調査・研究

経理部参事 無 無

1201 大木　健一 60 国土交通省大臣官房付 H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人日本開発構
想研究所

調査研究、コンサルティン
グ

研究主幹 無 無

1202 大塚　啓次 60
神戸運輸監理部兵庫陸運部
長

H28.3.31 H28.7.6
一般社団法人日本自動車
販売協会連合会

自動車の健全な普及と流通
等の改善、整備

大阪府支部
事務員

無 無

1203 大坪　守 60 大阪航空局次長 H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人航空保安施
設信頼性センター

航空交通管制に用いる機器
の保守点検

専務理事 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1204 大西　克義 60
中部地方整備局総務部総括
調整官

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人愛知県建設
業協会

建設業に関する技術及び経
営の改善のための調査及び
研究等

事務局長 無 無

1205 大橋　功 60
海上保安庁関西空港海上保
安航空基地長

H28.3.31 H28.6.1
東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式
会社福島第一廃炉推進ｶﾝ
ﾊﾟﾆｰ

電気、ガス供給事業等 嘱託 無 無

1206 大平 美紀夫 60
中国地方整備局総務部総括
調整官

H28.3.31 H28.5.1
株式会社シーエム・エン
ジニアリング

建設コンサルタント業
本社事業部
総務部長

無 無

1207 鬼塚　悟 60 北海道運輸局総務部長 H28.3.31 H29.2.1
一般財団法人北海道陸運
協会

自動車関係者の利便の増
進、自動車関連事業の振
興、運輸行政の円滑な遂行
への協力

事務局長 無 無

1208 鏡　弘義 60 航空保安大学校長 H28.3.31 H28.8.25 富士興業株式会社 電気設備工事設計施工
取締役企画
部長

無 無

1209 垣阪　紀之 60
大阪航空局福岡空港事務所
長

H28.3.31 H28.7.16 三菱電機株式会社
重電システム・産業メカト
ロニクス・情報通信システ
ム等の製造・販売業

非常勤嘱託
（顧問）

無 無

1210 春日　茂 60 海上保安庁海洋情報部長 H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌の複製・頒布事
業、水路参考図誌刊行事業

常務理事 無 無

1211 加藤　信行 60
東北地方整備局東北技術事
務所長

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人東北地域づ
くり協会

公益事業等
技師長兼技
術事業部長

無 無

1212 川名　茂 60
国土交通省大臣官房福利厚
生課長

H28.3.31 H28.6.6
一般財団法人運輸振興協
会

運輸に係る知識の啓もう、
広報、周知活動業務

専務理事 無 無

1213 河村　武男 61
海上保安庁神戸海上保安部
巡視船せっつ業務管理官

H28.3.31 H28.6.1
中電環境テクノス株式会
社

船舶の安全確保、港湾設備
の保全、海上防災等

嘱託 無 無

1214 木我　茂 60
東北地方整備局道路部道路
情報管理官

H28.3.31 H28.7.1
株式会社復建技術コンサ
ルタント

建設コンサルティング業務
事業企画本
部副本部長

無 無

1215 北村　章 60
東北地方整備局地方事業評
価管理官

H28.3.31 H28.7.1 国際航業株式会社 建設コンサルタント
東北支社技
師長

無 無

1216 楠田　長一郎 61
海上保安庁和歌山海上保安
部巡視船船長

H28.3.31 H28.7.1
公益社団法人神戸海難防
止研究会

海上交通状況の把握（監
視）、航行情報の収集･整
理･提供

航行安全情
報管理室室
長心得

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1217 久保田　秀夫 60 九州運輸局次長 H28.3.31 H28.6.15
公益財団法人東京エムオ
ウユウ事務局

アジア太平洋地域における
船舶の寄港国監督に関する
調和、協力

専務理事 無 無

1218 高下　尚史 60
国土交通省航空局交通管制
部運用課航空情報・飛行検
査高度化企画室長

H28.3.31 H28.7.1 株式会社アクテス 情報サービス業 顧問 無 無

1219 神﨑　正郁 60
九州運輸局海上安全環境部
海事保安・事故対策調整官

H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人九州海事広
報協会

海事思想の普及宣伝・海事
知識の啓発

常務理事
兼　事務局
長

無 無

1220 小柴　一博 60
関東運輸局自動車技術安全
部次長

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人関東陸運振
興センター

自動車番号標板の交付代
行、封印の取付け代行　等

埼玉支部次
長

無 無

1221 小島　定美 60 九州運輸局宮崎運輸支局長 H28.3.31 H28.4.28
一般社団法人北九州タク
シー協会

タクシー事業関係事務 専務理事 無 無

1222 小林　茂 60
九州地方整備局総務部総括
調整官

H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人九州地域づ
くり協会

社会資本整備に関する広報
活動を始めとする公益事業
及び定款に基づく諸収益事
業

上席参事 無 無

1223 小町谷　信彦 60
国土交通省北海道局参事官
付開発政策分析官

H28.3.31 H28.6.1
早苗コンサルタント株式
会社

コンサルタント業 技術顧問 無 無

1224 小松　宏禎 60
大阪航空局那覇空港事務所
施設部長

H28.3.31 H28.6.1 空港施設株式会社

上下水道施設、汚水処理等
の水処理、その他空港に関
連する施設の運営、管理、
賃貸に関する事業

調査役 無 無

1225 齊藤　克明 60
北陸信越運輸局自動車交通
部長

H28.3.31 H28.5.20
公益社団法人新潟県ト
ラック協会

貨物自動車運送事業の適正
運営・公正競争等に関する
事業

嘱託職員 無 無

1226 阪部　光雄 60 近畿運輸局観光部長 H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人大阪バス協
会

バス事業に関する業務 事務局長 無 無

1227 里道　久二 60 中国運輸局海事振興部長 H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人中国港湾福
利厚生協会

港湾労働者の福利厚生施設
の整備運営、福利厚生事業

常務理事 無 無

1228 芝田　厚 60
海上保安庁海洋情報部海洋
調査課大陸棚調査室長

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌の複製・頒布事
業、水路参考図誌刊行事業

総務部長 無 無

1229 白井　精一 60 中国運輸局次長 H28.3.31 H28.6.20
一般財団法人日本造船技
術センター

船舶の船型試験、設計・建
造管理、調査研究、海外へ
の技術協力等

総務部長兼
審議役

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1230 須貝　英基 59 福岡航空交通管制部長 H28.3.31 H28.7.1 日本工営株式会社 建設コンサルタント業 嘱託 無 無

1231 杉﨑　光義 60
関東地方整備局横浜国道事
務所長

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人日本みち研
究所

道路環境、道路空間に係る
調査研究、技術開発等

常任参与兼
調査部長

無 無

1232 杉山　敏彦 60
海上保安庁海洋情報部測量
船船長

H28.3.31 H28.7.1
公益社団法人東京湾海難
防止協会

海難防止に関する調査研
究、周知宣伝等の事業

航行安全情
報管理本部
付

無 無

1233 高橋　信夫 60
国土交通省鉄道局安全監理
官付首席鉄道安全監査官

H28.3.31 H28.7.1 東京急行電鉄株式会社 鉄道業
鉄道事業本
部担当部長

無 無

1234 髙橋　正信 60
東北地方整備局総務部総括
調整官

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人東北地域づ
くり協会

公益事業等 管理部長 無 無

1235 滝口　敬介 60 近畿運輸局大阪運輸支局長 H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人大阪府ト
ラック協会

貨物自動車運送安全性評価
事業、交通安全対策等

参事 無 無

1236 田部　武志 60
中国運輸局海上安全環境部
海事保安・事故対策調整官

H28.3.31 H28.6.1
広島西部流通倉庫団地協
同組合

組合員のための共同購買事
業

事務局長 無 無

1237 田村　義正 60 国土交通省海事局付 H28.3.31 H28.6.1
ダイハツディーゼル株式
会社

ディーゼルエンジンの製造
販売

舶用統括事
業部参事

無 無

1238 寺﨑　英一 60
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人沿岸技術研
究センタ－

沿岸域及び海洋の開発、利
用、保全及び防災に関する
調査研究等

調査役 無 無

1239 當重　弘 60
海上保安庁海洋情報部環境
調査課海洋汚染調査室長

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌の複製・頒布事
業、水路参考図誌刊行事業

水路図誌事
業本部担当
審議役

無 無

1240 戸倉　健司 60
関東地方整備局道路部道路
情報管理官（宇都宮国道事
務所長）

H28.3.31 H28.7.1
一般社団法人関東地域づ
くり協会

発注者支援業務の指導・調
整

技術部次長 無 無

1241 戸田　宏 60
海上保安庁総務部職員相談
室長

H28.3.31 H28.6.2
公益社団法人日本水難救
済会

海難救助事業、洋上救急事
業、水難救済事業の普及等

第二事業部
長

無 無

1242 中園　浩吉 60
国土交通省航空局安全部空
港安全・保安対策課空港安
全監督室長

H28.3.31 H28.7.1
パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社

建設コンサルタント 技術顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1243 中村　行宏 60
北海道運輸局釧路運輸支局
長

H28.3.31 H28.5.1
公益社団法人北海道海事
広報協会

海事思想の普及活動 事務局長 無 無

1244 沼田　一博 61
海上保安庁横浜海上保安部
巡視船業務管理官

H28.3.31 H28.7.1
公益社団法人東京湾海難
防止協会

海難防止に関する調査研
究、周知宣伝等の事業

参事 無 無

1245 林　芳彦 60

国土交通省航空局交通管制
部交通管制企画課システム
開発評価・危機管理セン
ター所長

H28.3.31 H28.7.1
株式会社航空システム
サービス

航空管制保安システムに関
する調査、基本設計、工事
実施設計及び保守管理等の
業務

担当部長 無 無

1246 樋口　道雄 60 北海道運輸局海事振興部長 H28.3.31 H28.6.1
新日本海フェリー株式会
社

海上運送業務（旅客・貨
物）

小樽本店
調査役

無 無

1247 平出　昭夫 60
海上保安庁第五管区海上保
安本部海洋情報部長

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌の複製・頒布事
業、水路参考図誌刊行事業

水路図誌事
業本部海図
改補部長

無 無

1248 平野　隆 60
海上保安庁那覇海上保安部
巡視船うるま業務管理官

H28.3.31 H28.6.1 株式会社京葉興業
廃棄物収集運搬、一般廃棄
物及び産業廃棄物の処分業

航行安全情
報室長

無 無

1249 廣瀬　康男 60 中部運輸局観光部次長 H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人日本観光振
興協会

観光振興
中部支部広
域事務局長

無 無

1250 福原　良一 60
海上保安庁第二管区海上保
安本部経理補給部長

H28.3.31 H28.7.1
公益財団法人海上保安協
会

海上保安活動に係る普及啓
発に関する事業

海上保安
グッズ事業
部長

無 無

1251 藤田　義朝 60
海上保安庁若松海上保安部
長

H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人伊勢湾海難
防止協会

海難防止に関する調査研
究、周知宣伝等の事業

事務局長 無 無

1252 藤原　博之 60 東北運輸局岩手運輸支局長 H28.3.31 H28.5.1
公益社団法人秋田県ﾄﾗｯｸ
協会

貨物自動車運送事業に関す
る指導・調査、研究

業務部長 無 無

1253 細萱　泉 60
海上保安庁第八管区海上保
安本部海洋情報部長

H28.3.31 H28.6.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌の複製・頒布事
業、水路参考図誌刊行事業

海外技術研
修室長

無 無

1254 細川　俊章 60

海上保安庁警備救難部管理
課航空安全総合研究官（海
上保安庁第三管区海上保安
本部羽田航空基地長）

H28.3.31 H28.6.1 冨永物産株式会社
船舶用エンジン等の輸入販
売、アフターサービス事業
等

顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1255 本田　邦彦 60
近畿運輸局自動車監査指導
部長

H28.3.31 H28.6.1 近畿交通共済協同組合
自動車事故による損害賠償
業務

参与 無 無

1256 前川　一郎 60 近畿運輸局海事振興部長 H28.3.31 H28.6.1
日本クルーズ客船株式会
社

旅客船業 調査役 無 無

1257 前村　伸二 60
海上保安庁大分海上保安部
巡視船やまくに船長

H28.3.31 H28.6.1 田渕海運株式会社 海運業

環境安全管
理本部 環境
安全管理部
安全監督

無 無

1258 牧野　和宏 49
運輸安全委員会事務局鉄道
事故調査官

H28.3.31 H28.4.1
株式会社日立製作所交通
システム社笠戸事業所

鉄道・新幹線車両の開発・
製造

笠戸交通シ
ステム本部
車両システ
ム設計部主

無 無

1259 増田　茂樹 60
東京航空局常陸太田航空衛
星センター所長

H28.3.31 H28.5.19
独立行政法人国際協力機
構

インドネシア国に対する技
術協力

JICA専門家 無 無

1260 三浦　守夫 60
航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人航空保安協
会

空港における警備消防及び
有害鳥類防除等の業務

空港事業部
長

無 無

1261 宮川　忠也 62
海上保安庁徳山海上保安部
巡視船くろかみ船長

H28.3.31 H28.5.18 株式会社カーボーイ 車両回送事業 業務委託員 無 無

1262 宮田　忠明 60
東北地方整備局仙台河川国
道事務所長

H28.3.31 H28.7.1
みちのくコンサルタント
株式会社

公物管理業務ほか 技術顧問 無 無

1263 村上　滋俊 60
近畿運輸局和歌山運輸支局
長

H28.3.31 H28.5.26
一般財団法人和歌山県自
動車標板協会

自動車標板交付代行、甲種
封印受託

理事長 無 無

1264 村田　和人 60 気象庁佐賀地方気象台長 H28.3.31 H28.10.16
株式会社イズミゆめタウ
ンサンピアン

小売業
アルバイト
社員

無 無

1265 森　博史 60
海上保安庁第七管区海上保
安本部経理補給部長

H28.3.31 H28.6.2
公益社団法人日本水難救
済会

海難救助事業、洋上救急事
業、水難救済事業の普及等

経理部長 無 無

1266 安田　修三 60
四国地方整備局総務部総括
調整官

H28.3.31 H28.7.1
日本海洋コンサルタント
株式会社

港湾総合技術コンサルタン
ト業務

調査役 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1267 八木　裕人 60
関東地方整備局地方事業評
価管理官

H28.3.31 H28.7.1 公益財団法人河川財団

河川管理に関わる調査研究
の実施にあたり、全体のマ
ネージメント及び個別業務
の指導

河川総合研
究所副所長

無 無

1268 山内　博 60
中部地方整備局　中部技術
事務所長

H28.3.31 H28.7.1 公益財団法人河川財団
河川に関する調査研究等、
河川への理解を深める助成
活動等を行う

名古屋事務
所長

無 無

1269 山岡　仁 60
海上保安庁宮城海上保安部
巡視船まつしま船長

H28.3.31 H28.6.1 サノヤス造船株式会社 造船業 副船渠長 無 無

1270 山岡　敏彦 60
北海道開発局 網走開発建
設部長

H28.3.31 H28.7.11
サンスイコンサルタント
株式会社

土木コンサル 顧問 無 無

1271 山口　勝彦 60 近畿運輸局鉄道部長 H28.3.31 H28.6.1
公益社団法人奈良県バス
協会

旅客自動車運送事業の調
査、研究、統計及び知識の
普及に関する事業等

事務員 無 無

1272 山口　智 60
国土交通省航空局安全部空
港安全・保安対策課空港保
安防災企画官

H28.3.31 H28.7.1
一般財団法人空港環境整
備協会

空港環境整備、航空環境調
査研究及び駐車場事業

環境整備部
整備課長

無 無

1273 山根　修司 60 中国運輸局自動車交通部長 H28.3.31 H28.6.1
中国トラック交通共済協
同組合

自動車共済事業、自動車損
害賠償責任共済事業

参与 無 無

1274 山本　末晴 60
海上保安庁那覇海上保安部
巡視船業務管理官

H28.3.31 H28.7.1 日本無線株式会社 情報通信機械器具製造業 顧問 無 無

1275 横峯　正二 60
九州地方整備局福岡国道事
務所長

H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人九州建設技
術管理協会

建設技術の向上発展に寄与
するための公益活動事業、
及び社会資本に関わる建設
技術サービス収益事業

審議役 無 無

1276 吉田　英人 60
北海道開発局農業水産部農
業計画課長

H28.3.31 H28.7.1 株式会社農土コンサル
農業農村整備に関するコン
サルタント業務

技術顧問 無 無

1277 若林　省吾 60
中国運輸局自動車技術安全
部長

H28.3.31 H28.6.1
一般社団法人全国軽自動
車協会連合会

軽自動車の届出、検査申
請、流通改善等に関する業
務

山口事務所
事務局長

無 無

1278 渡邊　幸夫 60
海上保安庁海上保安学校宮
城分校長

H28.3.31 H28.6.1 東北発電工業株式会社
発変電施設、原子燃料サイ
クル関連設備、電気通信設
備等の検査、運転及び保守

原子力部
部長補佐

無 無

1279 赤塚　祐一 57 国土地理院総務部総務課長 H28.4.1 H28.6.1
公益社団法人日本測量協
会

測量及び地理空間情報の分
野に関する調査研究、普及
発達等

関東支部事
務局調査役

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1280 赤星　貞夫 55 国土交通省海事局付 H28.4.1 H28.6.1
一般財団法人日本海事協
会

再生可能エネルギー利用設
備の認証業務、関連研究開
発業務

再生可能エ
ネルギー部
次長

無 無

1281 浅井　文威 59
国土交通省港湾局総務課職
員管理室長

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人港湾空港総
合技術センター

港湾空港関係技術及びシス
テムに関する調査研究

経営企画部
次長

無 無

1282 朝倉　健 58 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人全国建設研
修センター

建設技術等に関する研修、
講習、試験等

事業推進室
次長兼講習
部長

無 無

1283 阿部　浩二 59
北海道開発局開発監理部用
地課長

H28.4.1 H28.6.1
北海道道路エンジニアリ
ング株式会社

建設コンサルタント業 取締役 無 無

1284 安藤　尚一 58 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
公益財団法人住宅リ
フォーム・紛争処理支援
センター

住宅の紛争処理支援・リ
フォームに関する情報提供
等

住宅リ
フォーム・
紛争処理研
究所研究第

無 無

1285 池嵜　哲朗 58
海上保安庁那覇海上保安部
巡視船うるま船長

H28.4.1 H28.6.15
公益社団法人日本海難防
止協会

海難防止、海洋汚染に関す
る調査研究など

企画国際部
長

無 無

1286 池田　憲二 57 北海道開発局付 H28.4.1 H28.6.1
株式会社構研エンジニア
リング

土木関係の企画、調査、計
画、設計及び管理等

技術顧問 無 無

1287 池田　晃康 58 海上保安庁首席監察官 H28.4.1 H28.7.1 大成建設株式会社 建設工事全般に関する事業 理事 無 無

1288 池田　秀文 57 国土交通省港湾局付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人みなと総合
研究財団

港湾の利用促進に関する調
査研究等

首席研究員 無 無

1289 磯崎　道利 59 国土交通省海事局付 H28.4.1 H28.7.1
公益財団法人 海技資格
協力センター

海技資格に関する講習、知
識の普及等

業務執行理
事

無 無

1290 井上　雅英 58
海上保安庁鹿児島海上保安
部長

H28.4.1 H28.7.1
北九州エル・エヌ・ジー
株式会社

液化天然ガスの受入れ、貯
蔵、気化及び送出事業

海事嘱託
（製造部付
部長）

無 無

1291 井山　聡 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人水源地環境
センター

水源地域の環境に関する調
査研究及び技術開発ほか

技術参与 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1292 雅楽川　昌則 59 国土交通省港湾局付 H28.4.1 H28.8.1
一般財団法人沿岸技術研
究センター

沿岸域及び海洋の開発、利
用、保全及び防災に関する
調査研究等

試験資格登
録室調査役

無 無

1293 梅田　和男 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
中電技術コンサルタント
株式会社

土木の調査、測量、計画、
設計及び工事監理ほか

河川本部上
席常任顧問

無 無

1294 浦田　啓充 58 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人日本緑化セ
ンター

緑化に関する普及啓発、調
査研究等

専務理事 無 無

1295 大久保　安広 59
海上保安庁第三管区海上保
安本部長

H28.4.1 H28.6.21
公益社団法人日本海難防
止協会

海難防止、海洋汚染に関す
る調査研究など

専務理事 無 無

1296 大田　隆太郎 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
株式会社エスケークリー
ド

建物の増改築・改修に関す
る請負並びに調査・診断・
企画・設計・施工・管理及
びコンサルティング業務

リニューア
ル事業本部
技術部長

無 無

1297 大野　元 58
北海道開発局小樽開発建設
部次長

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人港湾空港総
合技術センター

港湾、海岸及び空港整備の
調査研究、技術支援

北海道支部
事業第一部
長

無 無

1298 大谷　昌彦 57
国土交通省大臣官房官庁営
繕部設備･環境課長

H28.4.1 H28.7.1 朝日機器株式会社
冷暖房空調機器、建築関係
諸材料の販売等

嘱託 無 無

1299 岡本　和宣 59
四国地方整備局吉野川ダム
統合管理事務所長

H28.4.1 H28.6.1
株式会社建設マネジメン
ト四国

社会資本整備にかかる発注
者支援業務を通じて、四国
の豊かな未来づくりに寄与
する

徳島営業所
次長

無 無

1300 鎌田　隆弘 59
国土交通省大臣官房広報課
情報公開室長

H28.4.1 H28.7.11 ＵＣＣ上島珈琲株式会社
コーヒー、紅茶、ココアの
輸入並びに加工、販売等

担当部長 無 無

1301 嘉見　誠一 59
北海道開発局釧路開発建設
部次長

H28.4.1 H28.6.1 道興技研株式会社 建設工事用資材の販売等 技術顧問 無 無

1302 菊井　大蔵 59
海上保安庁海上保安大学校
長

H28.4.1 H28.6.1
公益社団法人日本水難救
済会

海難救助事業、洋上救急事
業、水難救済事業の普及等

常務理事 無 無

1303 清川　喜博 59
四国地方整備局香川河川国
道事務所長

H28.4.1 H28.7.1 株式会社ピーエスケー
土木・建築工事用の機材・
資材の賃貸・販売

四国営業所
技術顧問

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1304 久保　朝雄 59
九州地方整備局九州技術事
務所長

H28.4.1 H28.7.1 株式会社建設技術研究所 建設コンサルタント
顧問、技師
長

無 無

1305 黒田　光彦 59
国土交通省航空局安全部運
航安全課外国航空機安全対
策官

H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人千歳観光連
盟

観光振興事業、旅行業、駐
車場業等

経営企画本
部空港管理
グループマ
ネージャー

無 無

1306 黒谷　努 59
近畿地方整備局地方事業評
価管理官

H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人近畿建設協
会

国土の利用、整備又は保全
事業の業務の受託等

経営企画部
長

無 無

1307 桑田　俊一 58 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.6.22
一般社団法人不動産流通
経営協会

不動産流通に係る業界団体
の事務局運営業務

専務理事 無 無

1308 小池　英雄 56 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人公共用地補
償機構

損失補償制度の調査研究等 総務部長 無 無

1309 小泉　悦次郎 59
海上保安庁横浜海上保安部
巡視船業務管理官

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人日本海事協
会

船舶及び海洋構造物の船級
登録並びに検査等

検査員 無 無

1310 戀塚　貴 57 国土交通省港湾局付 H28.4.1 H28.8.1 株式会社ポルテック
建設工事に関する施工管理
業務、船舶運航管理業務

参与 無 無

1311 後藤　洋志 56 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.6.30
成田高速鉄道アクセス株
式会社

鉄道事業 専務取締役 無 無

1312 小松　正明 57
北海道開発局稚内開発建設
部長

H28.4.1 H28.6.1
一般社団法人北海道舗装
事業協会

舗装事業に関する調査、研
究、試験及び研修

専務理事 無 無

1313 小柳　吉彦 58
海上保安庁名古屋海上保安
部巡視船船長

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人日本海洋レ
ジャー安全・振興協会

海洋レジャー情報の整備･
提供、沿岸レジャーの安全
活動等

安全事業部
長

無 無

1314 近藤　秀樹 59
四国地方整備局地方事業評
価管理官

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人河川情報セ
ンター

河川・流域情報提供、河
川・流域情報普及支援

高松セン
ター次長

無 無

1315 今野　和則 58
北陸地方整備局地方事業評
価管理官

H28.4.1 H28.7.1 株式会社福田組 建設業 本社理事 無 無

1316 酒谷　幸彦 58

国土交通省水管理・国土保
全局砂防部保全課砂防施設
評価分析官（北陸地方整備
局立山砂防事務所長）

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人砂防フロン
ティア整備推進機構

砂防指定地、砂防施設等の
管理に関する調査、研究

上席研究員 無 無

126



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1317 佐久間　正男 57
国土交通省海事局内航課旅
客航路活性化推進室長

H28.4.1 H28.7.1
マルエーフェリー株式会
社

内航海運業 参与 無 無

1318 佐藤　清隆 59
海上保安庁那覇海上保安部
巡視船船長

H28.4.1 H28.7.1 三菱化学物流株式会社
貨物自動車運送事業、内航
海運業等

鹿島支社
社長付

無 無

1319 沢田　道彦 59
近畿地方整備局広報広聴対
策官

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人日本建設情
報総合センター

建設情報の共有環境整備の
推進

近畿地方セ
ンター長

無 無

1320 志村　格 59 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.6.20
一般社団法人日本旅行業
協会

旅行業 理事長 無 無

1321 鈴木　篤 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1 公益財団法人河川財団
河川に関する調査・研究並
びに諸活動への助成と実施

子供の水辺
サポートセ
ンター長

無 無

1322 鈴木　寿一 56 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人全国建設研
修センター

建設技術等に関する研修、
講習及び試験等

試験業務局
次長　兼
管工事試験
部長

無 無

1323 數土　勉 57 国土交通省北海道局付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人港湾空港総
合技術センター

港湾、海岸及び空港整備の
調査研究、技術支援

北海道支部
企画部長

無 無

1324 関沢　元治 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人建設業技術
者センター

監理技術者資格者証の交
付、公共調達担当部局に対
する技術者資格情報、関連
情報等の整理、提供等

業務部長 無 無

1325 高橋　哲哉 58 関東運輸局東京運輸支局長 H28.4.1 H28.9.1
一般社団法人日本自動車
販売協会連合会

健全かつ安心・安全な車社
会の形成、環境問題対策等
を含む流通の改善等

東京都支部
参与

無 無

1326 高橋　広幸 56 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.6.24 東京建物株式会社 総合不動産業 顧問 無 無

1327 高橋　洋一 59
中部地方整備局地方事業評
価管理官

H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人中部地域づ
くり協会

国土の利用、整備及び保全
に係る業務の受託並びに支
援に関する事業

企画技術部
長

無 無

1328 高橋　渡 58
北海道開発局小樽開発建設
部長

H28.4.1 H28.6.1
北海道ロード運輸株式会
社

建設、運輸事業 技術顧問 無 無

1329 椿本　和幸 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
全国治水期成同盟会連合
会

治水及び利水事業の緊急性
の普及徹底並びに事業の推
進

事務局長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1330 德永　裕之 59
海上保安庁神戸海上保安部
長

H28.4.1 H28.6.1
一般財団法人海上災害防
止センター

海上防災業務 嘱託 無 無

1331 戸谷　有一 59
国土交通省道路局国道・防
災課道路技術分析官（東北
地方整備局企画部長）

H28.4.1 H28.7.1
株式会社マネジメントシ
ステム評価センター

マネジメントシステムの認
証機関

顧問 無 無

1332 中川　家一 56 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
公益財団法人建築技術教
育普及センター

建築設計等に関する業務 総務部長 無 無

1333 中島　英一郎 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.6.1
公益社団法人日本推進技
術協会

推進工事に関する調査研究 技術顧問 無 無

1334 中西　良次 59
海上保安庁舞鶴海上保安部
長

H28.4.1 H28.7.1 電気興業株式会社 電波塔営業
中央営業部
専任部長

無 無

1335 中野　文雄 59
四国地方整備局総務部総括
調整官

H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人四国クリエ
イト協会

公益事業の実施等 専任部長 無 無

1336 中森　正己 58 近畿運輸局総務部次長 H28.4.1 H28.6.1 滋賀県倉庫協会 倉庫業に関する調査・研究 事務局長 無 無

1337 中森　正己 58 近畿運輸局総務部次長 H28.4.1 H28.6.1 滋賀県食料保管協会 保管管理に関する調査研究 事務局長 無 無

1338 西出　則武 61 気象庁長官 H28.4.1 H28.5.1 株式会社テレビ朝日 放送事業

防災アドバ
イザー兼コ
メンテー
ター

無 無

1339 西出　則武 61 気象庁長官 H28.4.1 H28.6.16 長野県 地方公務

防災総合ア
ドバイザー
（非常勤職
員）

無 無

1340 西出　則武 61 気象庁長官 H28.4.1 H28.8.22 株式会社富士通研究所 研究開発事業 顧問 無 無

1341 西出　則武 61 気象庁長官 H28.4.1 H28.11.1 国立大学法人東北大学 教育・研究 非常勤講師 無 無

1342 長谷川　義明 59
海上保安庁第十一管区海上
保安本部長

H28.4.1 H28.7.1 中部電力株式会社 電力供給事業

本店発電カ
ンパニー火
力発電事業
部調査役

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1343 原田　薫 59
中国地方整備局総務部総括
調整官

H28.4.1 H28.7.1
日本海洋コンサルタント
株式会社

建設コンサルタント業務 顧問 無 無

1344 檜垣　幸策 58
海上保安庁第八管区海上保
安本部長

H28.4.1 H28.7.1 コスモ石油株式会社
石油･石油製品の輸出入･精
製･貯蔵･販売等

常勤嘱託 無 無

1345 廣田　三成 58
国土地理院基本図情報部管
理課長

H28.4.1 H28.6.1
公益社団法人日本測量協
会

測量及び地理空間情報の分
野に関する調査研究、普及
発達等

測量技術セ
ンター調査
役

無 無

1346 深津　貴由 58 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人全国治水砂
防協会

砂防関係事業の周知・促進
等

事務局次長
兼総務部長

無 無

1347 深堀　英夫 57
国土交通省海事局総務課調
整官

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人日本舶用品
検定協会

型式承認に係る船舶若しく
は船舶用物件の検定等

総務部長 無 無

1348 藤原　要 56 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人セメント協
会

セメントの生産・流通等の
調査･研究、対策の企画･推
進

常務理事 無 無

1349 船越　良行 58
海上保安庁第七管区海上保
安本部長

H28.4.1 H28.6.1 中国電力株式会社 電力供給事業 嘱託 無 無

1350 古田　勝 59 中部運輸局付 H28.4.1 H28.6.1
一般社団法人岐阜県自動
車会議所

自動車関連の総合的事業 一般職員 無 無

1351 真下　英人 57 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人日本建設機
械施工協会

建設機械施工に関する調
査、研究、普及等

施工技術総
合研究所
所長

無 無

1352 増田　正人 59
海上保安庁門司海上保安部
長

H28.4.1 H28.7.1 西部石油株式会社 石油精製事業 海事顧問 無 無

1353 松浦　勇治 59
中国地方整備局地方事業評
価管理官

H28.4.1 H28.7.1
株式会社シーエム・エン
ジニアリング

建設コンサルタント業 支社長 無 無

1354 松本　祐二 59
北陸地方整備局新潟港湾・
空港整備事務所長

H28.4.1 H28.7.1 株式会社オーバル物産
新規事業の調査・開発の推
進、建設コンサルタント業
務

技術部部長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1355 松谷　巧 58
海上保安庁函館海上保安部
長

H28.4.1 H28.7.1
東京電力カフュエル＆パ
ワー株式会社

燃料、火力発電事業
広野火力発
電所港湾担
当次長

無 無

1356 三國　利弥 57
海上保安庁新潟海上保安部
巡視船船長

H28.4.1 H28.7.1
日本海エル・エヌ・ジー
株式会社

液化天然ガスの購入、受入
れ、気化、販売又は配送

流通管理部
港湾保安担
当調査役
（常勤社

無 無

1357 宮崎　祐二 59
近畿地方整備局総務部総括
調整官

H28.4.1 H28.8.1
一般社団法人近畿建設協
会

国土交通行政等支援事業及
び補助事業

総務部管理
役

無 無

1358 宮部　秀一 58
北海道開発局室蘭開発建設
部次長

H28.4.1 H28.7.4
一般社団法人寒地港湾技
術研究センター

寒地港湾技術に関する調査
研究

企画部長 無 無

1359 村西　正実 59 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
公益社団法人全日本ト
ラック協会

貨物自動車運送事業に関す
る指導、調査及び研究等

審議役 無 無

1360 村野　清文 58 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
三井住友海上火災保険株
式会社

損害保険業 顧問 無 無

1361 森　茂博 59
国土交通省航空局総務課管
財補給管理室長

H28.4.1 H28.7.1
日本空港ビルデング株式
会社

羽田空港ターミナルビルの
管理運営

審議役 無 無

1362 森川　一郎 59 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
株式会社近畿地域づくり
センター

建設コンサルタント業
審議役・水
環境研究所
長

無 無

1363 山口　昭広 56
国土交通省大臣官房福利厚
生課企画官

H28.4.1 H28.7.1
一般財団法人不動産適正
取引推進機構

不動産取引紛争の未然防
止、消費者保護

総務部長 無 無

1364 山﨑　正 59 関東運輸局総務部長 H28.4.1 H28.7.8
一般社団法人東京都ト
ラック協会

貨物自動車運送事業の適正
な運営及び公正な競争の確
保、健全な発達促進を図る
ための各種事業等

常務理事 無 無

1365 山本　浩 58 国土交通省港湾局付 H28.4.1 H28.8.1
川田テクノシステム株式
会社

ソフトウエア開発 技術顧問 無 無

1366 横山　晴生 58 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1 株式会社建設環境研究所

建設コンサルタント（環
境・建設事業に関する企
画・調査・計画・設計及び
工事監理等）

技術本部執
行役員技師
長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1367 吉田　健二 56 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人道路管理セ
ンター

道路管理業務 総務部次長 無 無

1368 渡邉　猛雄 59
関東地方整備局総務部総括
調整官

H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人関東地域づ
くり協会

社会資本整備事業に関する
諸業務

総務部次長 無 無

1369 渡　正昭 55 国土交通省大臣官房付 H28.4.1 H28.7.1
一般社団法人全国治水砂
防協会

砂防の拡充及び促進に資す
るための周知・要望活動等
の公益的事業

技術顧問 無 無

1370 佐々木　朗 59

海上保安庁警備救難部管理
課海上警備総合研究官（海
上保安庁名古屋海上保安部
巡視船船長）

H28.6.1 H28.9.1 日本海運株式会社 通関業、国際複合輸送業等 常勤顧問 無 無

1371 山元　弘 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.1 H28.9.1 株式会社小松製作所 製造業 CTO室技監 無 無

1372 池内　幸司 59 国土交通省技監 H28.6.21 H28.10.1 国立大学法人東京大学 教育・研究 教授 無 無

1373 池田　薫 57 国土交通省港湾局付 H28.6.21 H28.10.1
公益社団法人日本港湾協
会

港湾に関する調査研究及び
知識の普及、並びに港湾の
整備とその管理の改善に関
する事業

審議役 無 無

1374 池田　茂 59 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
一般財団法人ダム技術セ
ンター

ダムに関する調査研究等
首席研究員
兼企画部長

無 無

1375 石橋　良啓 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
八千代エンジニヤリング
株式会社

建設コンサルタント
顧問、統括
技師長

無 無

1376 井上　雅夫 58 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
新都市センター開発株式
会社

多摩NTの商業施設の管理運
営

専務取締役 無 無

1377 内田　傑 56 国土交通省大臣官房審議官 H28.6.21 H28.10.1
三和シャッター工業株式
会社

シャッターの販売・施工 顧問 無 無

1378 大塚　俊介 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
公益財団法人交通事故総
合分析センター

総合的な交通事故分析に関
する調査研究

参与 無 無

1379 大脇　崇 59
国土交通省大臣官房技術総
括審議官

H28.6.21 H28.10.1
三井住友海上火災保険株
式会社

損害保険業 顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1380 大脇　崇 59
国土交通省大臣官房技術総
括審議官

H28.6.21 H29.1.4
一般社団法人日本作業船
協会

作業船の性能向上に関する
調査研究等

技術運営委
員会技術顧
問

無 無

1381 岡部　和憲 59 国土交通省北海道局長 H28.6.21 H28.10.15
一般財団法人北海道河川
財団

北海道の河川に関する調査
研究・技術開発等

常任顧問 無 無

1382 小川　晴基 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1 株式会社セノン 警備業 顧問 無 無

1383 小川　晴基 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.11.1 住友商事株式会社
交通・輸送インフラ事業の
推進

顧問 無 無

1384 織田村　達 56
国土交通省国土政策局地方
振興課長

H28.6.21 H28.10.1 日本都市技術株式会社 建設コンサルタント業 理事 無 無

1385 越智　繁雄 58 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
一般財団法人河川情報セ
ンター

河川・流域情報の収集、処
理・加工、解析、保管、提
供に関する調査研究、技術
開発

審議役 無 無

1386 加藤　由起夫 58 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.9.15
日本内航海運組合総連合
会

内航海運５組合の総合調
整、内航事業の経済的地位
の改善

理事長 無 無

1387 金尾　健司 58
国土交通省水管理・国土保
全局長

H28.6.21 H28.11.1
公益財団法人リバーフロ
ント研究所

水辺空間及び水循環系に関
する調査、研究、技術開発

理事 無 無

1388 亀村　幸泰 59

国土交通省住宅局建築指導
課建築国際関係分析官（住
宅局市街地建築課高度利用
調整官）

H28.6.21 H28.10.1
一般社団法人日本シャッ
ター・ドア協会

シャッター・ドアに関する
情報収集・普及促進

上席参与 無 無

1389 茅野　牧夫 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
一般社団法人日本道路建
設業協会

道路建設技術の向上、研究
開発等

常勤顧問 無 無

1390 木谷　信之 60 国土技術政策総合研究所長 H28.6.21 H28.9.1
一般社団法人建設コンサ
ルタンツ協会

建設コンサルタントの資質
と技術力の向上に関する調
査･研究等

顧問 無 無

1391 北村　匡 58
国土交通省水管理・国土保
全局水資源部長

H28.6.21 H28.10.1
一般財団法人水源地環境
センター

水源地の環境に関する調査
研究、技術開発、技術指導
等

審議役 無 無

1392 木下　真 59

国土交通省住宅局住宅生産
課建築技術政策分析官（国
土交通省総合政策局安心生
活政策課政策企画官）

H28.6.21 H28.9.1
一般財団法人民間都市開
発推進機構

民間都市開発事業への融
資・出資など

企画部長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1393 桑原　徹郎 58 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1 一般社団法人経済調査会
特定重要事項につき関係事
務を統括整理

審議役 無 無

1394 小滝　晃 56
国土交通省大臣官房総括監
察官

H28.6.21 H28.10.1 パナホーム株式会社 住宅建設産業
渉外担当特
別顧問

無 無

1395 坂本　努 59 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1 三菱地所株式会社
ビルの経営管理等に関する
総合的な調査研究及び普及
啓発等

 顧問 無 無

1396 佐藤　雄二 62 海上保安庁長官 H28.6.21 H28.9.6
公益財団法人海上保安協
会

海上保安活動に係る普及啓
発事業等

参与 無 無

1397 塩路　勝久 59
国土交通省水管理・国土保
全局下水道部長

H28.6.21 H28.10.5
公益財団法人日本下水道
新技術機構

下水道に関する調査、研
究、開発及び評価等の実施

参与 無 無

1398 白井 清広 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
一般社団法人新都市ハウ
ジング協会

調査研究 常任参事 無 無

1399 水津　重三 58 国土交通省政策統括官 H28.6.21 H28.10.1
東京海上日動火災保険株
式会社

損害保険業 顧問 無 無

1400 菅沼　史典 56 国土交通省港湾局付 H28.6.21 H28.10.1 寄神建設株式会社 総合建設業
建設事業本
部　技術顧
問

無 無

1401 鈴木　庸夫 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.12.1 株式会社神戸製鋼所 鉄鋼業 常任顧問 無 無

1402 徳山　日出男 59 国土交通事務次官 H28.6.21 H29.1.1 株式会社電通
コミュニケーション関連、
経営・事業コンサルティン
グ

顧問 無 無

1403 中島　義勝 58 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
一般社団法人日本空調衛
生工事業協会

管工事業に関する調査研
究、技術者育成等

参与 無 無

1404 七澤　馨 58 北海道開発局付 H28.6.21 H28.9.1
株式会社福田水文セン
ター

建設コンサルタント業 顧問 無 無

1405 西村　典明 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1 株式会社ＫＳＰ 警備業 顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1406 野俣　光孝 58
国土交通省大臣官房危機管
理・運輸安全政策審議官

H28.6.21 H28.10.20
東京海上日動火災保険株
式会社

保険業 顧問 無 無

1407 長谷川　新 56 国土交通省大臣官房審議官 H28.6.21 H28.10.1
三井住友海上火災保険株
式会社

損害保険業等 顧問 無 無

1408 長谷川　豊 59 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
西日本建設業保証株式会
社

公共工事の前払金保証・契
約保証・契約保証予約（入
札ボンド）等

東京支店長 無 無

1409 濱　勝俊 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1 株式会社東急総合研究所
経済、社会、産業、地域等
に関する調査・研究の受託
等

顧問 無 無

1410 廣木　謙三 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1 株式会社ニュージェック 総合建設コンサルタント 顧問 無 無

1411 藤井　元生 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.3
株式会社建設資源広域利
用センター

建設発生土の有効利用を促
進

常務取締役 無 無

1412 藤山　秀章 59 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H29.1.1 公益財団法人河川財団
河川に関する助成、調査研
究、河川教育事業及び河川
健康公園の運営

参事 無 無

1413 本田　幸一 59 北海道開発局長 H28.6.21 H28.10.3 北武事業協同組合
組合員の企業経営指導及び
関連事務の代行

顧問 無 無

1414 本東　信 57 国土交通省国土政策局長 H28.6.21 H28.10.17
公益財団法人不動産流通
推進センター

不動産に関する講習・研
修、調査研究等

副理事長 無 無

1415 三好　紳介 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
株式会社シー・アイ・
シー

営業 顧問 無 無

1416 米田　浩 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1
一般社団法人海外運輸協
力協会

運輸分野における国際協力
の総合的な調査・研究

理事長 無 無

1417 米田　浩 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.21 H28.10.1 東光電気工事株式会社 電気工事業 顧問 無 無

1418 渡部　秀之 59
水管理・国土保全局防災課
災害分析官（九州地方整備
局筑後川河川事務所長）

H28.6.21 H28.10.1
一般財団法人日本建設情
報総合センター

建設情報システムに関する
調査研究、開発・改良及び
運用・保守等に関する業務

積算システ
ムセンター
長

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1419 和迩　健二 58 国土交通省自動車局次長 H28.6.21 H29.1.1
一般社団法人日本自動車
工業会

自動車工業の健全な発展を
図るための調査、研究、資
料作成等

常務理事 無 無

1420 天谷　直昭 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.24 H28.10.1 株式会社コバック 自動車整備業 顧問 無 無

1421 渡辺　秀樹 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.24 H28.10.1
一般財団法人住宅改良開
発公社

住宅に関する調査研究、賃
貸住宅融資の債務保証　等

専務理事 無 無

1422 岡部　直己 56 国土交通省大臣官房付 H28.6.28 H28.10.17 全日本空輸株式会社 空運業 参与 無 無

1423 村上　玉樹 57 国土交通省大臣官房付 H28.6.29 H28.11.1
津軽海峡フェリー株式会
社

フェリー事業（一般旅客定
期航路事業等）

顧問 無 無

1424 井上　勝徳 57 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1
東京海上日動火災保険株
式会社

損害保険業 顧問 無 無

1425 岩本　千樹 59 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 日鉄住金物流株式会社 海上運送事業、港湾物流等 顧問 無 無

1426 大越　康史 55 国土交通省港湾局付 H28.7.1 H28.10.1 青山機工株式会社

土木工事業、とび土工工事
業、電気工事業、鋼構造物
工事業、機械器具装置工事
業

技術顧問 無 無

1427 大野　雄一 57 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 東京ガス株式会社 ガス供給事業

導管ネット
ワーク本部
長付（顧
問）

無 無

1428 大森　均 57 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1
一般財団法人全国建設研
修センター

建設技術等に関する研修、
講習及び試験等

事務局総務
部長

無 無

1429 加藤　敏 59 東京航空局長 H28.7.1 H28.10.1 日本電気株式会社 電気通信機器製造業

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｼﾞ
ﾈｽﾕﾆｯﾄ電
波・誘導事
業部 主席技

無 無

1430 加藤　隆司 57 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 四国旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業 特別参与 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1431 川勝　敏弘 55 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 東洋プロパティ株式会社 不動産業 顧問 無 無

1432 島﨑　直昭 57
国土交通省道路局道路交通
管理課車両通行対策室長

H28.7.1 H28.10.1
一般財団法人道路管理セ
ンター

道路管理システムの運用
企画業務部
次長

無 無

1433 島村　淳 59 国土交通省航空局安全部長 H28.7.1 H28.10.1
公益財団法人航空輸送技
術研究センター

航空輸送に係る調査研究と
安全思想の普及啓もう等

事務局長
（専務理
事）

無 無

1434 清水　喜代志 57
国土交通省大臣官房技術審
議官（都市局担当）

H28.7.1 H28.9.1 福島県浪江町役場 地方公務

まちづくり
整備課まち
づくり政策
顧問

無 無

1435 清水　喜代志 57
国土交通省大臣官房技術審
議官（都市局担当）

H28.7.1 H29.1.10
ジェイアール西日本コン
サルタンツ株式会社

建設コンサルタント
顧問（非常
勤）

無 無

1436 清水　喜代志 57
国土交通省大臣官房技術審
議官（都市局担当）

H28.7.1 H29.1.10 西日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
建設工事部
技術顧問

無 無

1437 清水　喜代志 57
国土交通省大臣官房技術審
議官（都市局担当）

H28.7.1 H29.1.10 大鉄工業株式会社 建設工事
顧問（非常
勤）

無 無

1438 鳥巣　英司 56 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1 日本生命保険相互会社 保険事業 顧問 無 無

1439 永島　潮 58 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1
東京ガスエンジニアリン
グソリューションズ株式
会社

エネルギーサービス事業
専門嘱託社
員

無 無

1440 永島　潮 58 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1
一般財団法人建築コスト
管理システム研究所

建築の生産コストに関する
調査研究及び開発

顧問（非常
勤）

無 無

1441 三石　忠人 55 国土交通省大臣官房付 H28.7.1 H28.10.1
一般財団法人民間都市開
発推進機構

都市整備の資金面からの支
援

総務部次長
兼総務課長

無 無

1442 森重　俊也 61 国土交通審議官 H28.7.15 H28.11.15
三井住友海上火災保険株
式会社

損害保険業 顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1443 森重　俊也 61 国土交通審議官 H28.7.15 H28.12.1 高砂熱学工業株式会社 管工事業 顧問 無 無

1444 森重　俊也 61 国土交通審議官 H28.7.15 H29.1.6 内閣官房 国家公務

特定複合観
光施設区域
整備推進本
部設立準備
室長

無 無

1445 井上　均見 61

海上保安庁第五管区海上保
安本部海洋情報部監理課監
理係長（海上保安庁海洋情
報部航海情報課海図審査室

H28.7.31 H28.9.13 近鉄住宅管理株式会社
分譲マンションの管理、建
物・施設等の総合管理

一般職員
（マンショ
ン管理員）

無 無

1446 深海　正彦 56 国土交通省港湾局付 H28.8.1 H28.11.1
新日鉄住金エンジニアリ
ング株式会社

製鉄設備・鉄鋼構造物の設
計・建設

顧問 無 無

1447 本田　亘克 59 北海道開発局開発監理部長 H28.8.10 H28.12.1 株式会社ドーコン 建設コンサルタント
東京支店理
事

無 無

1448 内海　英一 56 国土交通省大臣官房付 H28.9.1 H28.12.1
西日本建設業保証株式会
社

公共事業に係る前払金保証
事業

経営企画部
長

無 無

1449 春日井　康夫 56 国土交通省港湾局付 H28.9.26 H29.1.1
一般財団法人沿岸技術研
究センター

沿岸域及び海洋の開発、利
用、保全及び防災に関する
調査研究等

審議役 無 無

1450 横田　梨江 36
国土交通省総合政策局国際
政策課国際市場整備推進官

H28.9.30 H28.10.1
長島・大野・常松法律事
務所

弁護士業務 弁護士 無 無

1451 山﨑　利武 64
国土交通省航空局安全部運
航安全課専門官併任（航空
事業安全室）

H28.9.30 H29.1.4 スカイマーク株式会社 航空運送業 顧問 無 無

1452 鈴木　昌智 60
東京航空局東京空港事務所
長

H28.10.1 H29.1.1
一般財団法人航空保安研
究センター

航空保安業務に関する調査
研究等

情報サービ
ス部長

無 無

1453 深澤　良信 59 国土交通省大臣官房付 H29.1.1 H29.1.2 国際連合人間居住計画 国際協力

福岡本部
（アジア太
平洋担当）
本部長

無 無

1454 池田　克彦 62 原子力規制庁長官 H27.7.31 H28.6.29 鉄建建設株式会社 鉄道建設、土木、建築
取締役（社
外）

無 無

137



番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1455 塚本　瑞天 60 環境省自然環境局長 H27.7.31 H28.6.28 一般財団法人休暇村協会
全国の休暇村の施設整備及
び管理全般

常務理事 無 無

1456 池田　りか 60
環境省皇居外苑管理事務所
長

H28.3.31 H28.5.1
一般財団法人自然環境研
究センター

自然関係研究・調査機関 調査役 無 無

1457 桑田　信男 60
環境省大臣官房付（環境省
皇居外苑管理事務所長）

H28.3.31 H28.5.10
公益社団法人全国産業廃
棄物連合会

産業廃棄物の適正な処理の
推進に関する普及啓発等

総務部員 無 無

1458 上杉　哲郎 58 関東地方環境事務所長 H28.6.17 H28.9.1 株式会社日比谷アメニス 環境関連業務の企画等 理事 無 無

1459 関　荘一郎 60 環境事務次官 H28.6.17 H28.10.1
東京大学国際高等研究所
サステイナビリティ学連
携研究機構

研究 特任研究員 無 無

1460 関　荘一郎 60 環境事務次官 H28.6.17 H28.10.6 中央大学研究開発機構 研究 客員教授 無 無

1461 三好　信俊 58 環境省総合環境政策局長 H28.6.17 H28.10.1
SOMPOリスケアマネジメ
ント株式会社

コンサルティング業 顧問 無 無

1462 三好　信俊 58 環境省総合環境政策局長 H28.6.17 H28.10.15
公益財団法人地球環境戦
略研究機関

地球環境問題に関する調
査・研究

政策アドバ
イザー

無 無

1463 矢野　久志 58
環境省大臣官房付（国土交
通省土地・水資源局水資源
部水資源計画課長）

H28.7.1 H28.9.1
中間貯蔵・環境安全事業
株式会社

中間貯蔵事業及びPCB廃棄
物処理事業

中間貯蔵事
業部次長

無 無

1464 佐藤　哲志 58

環境省大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部企画課循環
指標情報分析官（環境省地
球環境局総務課研究調査室
長）

H28.9.30 H28.12.1
中間貯蔵・環境安全事業
株式会社

中間貯蔵事業及びＰＣＢ廃
棄物処理事業

ＰＣＢ処理
営業部審議
役

無 無

1465 藤嵜　健一 60 会計検査院第５局長 H26.12.31 H28.4.1
独立行政法人情報処理推
進機構

プログラムの開発及び利用
の促進等

技術本部セ
キュリティ
センター非
常勤嘱託

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1466 藤嵜　健一 60 会計検査院第５局長 H26.12.31 H28.7.1
みらいコンサルティング
株式会社

経営改善支援、国際ビジネ
ス支援等

顧問 無 無

1467 平野　善昭 60 会計検査院第５局長 H27.12.31 H28.6.27 株式会社クリハラント 電気設備建設等 監査役 無 無

1468 小倉　利之 60
会計検査院事務総長官房総
務課企画官

H28.3.31 H28.4.1 内閣府 国家公務
政策企画調
査官

無 無

1469 栗原　豊久 60 会計検査院第３局監理官 H28.3.31 H28.12.5 学校法人愛国学園 教育・研究 事務長 無 無

1470 監物　幸雄 60
会計検査院第１局租税検査
第２課長

H28.3.31 H28.6.1 成田国際空港株式会社
成田国際空港の設置、管理
等

調達部部付
参与

無 無

1471 河野　恵一 60
会計検査院事務総長官房能
力開発官付研修調査官

H28.3.31 H28.5.1
中日本ハイウェイ・エン
ジニアリング東京株式会
社

高速道路の保全管理業務
安全品質管
理部担当部
長

無 無

1472 小林　晃 60 会計検査院第４局監理官 H28.3.31 H28.10.1 日本工営株式会社
開発及び建設技術コンサル
ティング業務等

技術監査室
専門顧問

無 無

1473 菅原　正之 60
会計検査院第５局上席調査
官(融資機関担当)付専門調
査官

H28.3.31 H28.8.1 株式会社東京設計事務所
建設コンサルタント（調
査、計画、設計等）

顧問（非常
勤）

無 無

1474 鈴木　繁治 60 会計検査院事務総長 H28.3.31 H28.6.17
在ルクセンブルク日本国
大使館

国家公務
特命全権大
使

無 無

1475 林　和喜 60
会計検査院事務総長官房上
席検定調査官

H28.3.31 H28.4.1 内閣府 国家公務
政策企画調
査官

無 無

1476 山本　秀嘉 60
会計検査院第３局監理官付
業績検査計画官（第３局国
土交通検査第２課長）

H28.3.31 H28.5.1 国際航業株式会社 総合コンサルティング事業 調査役 無 無

1477 河北　公郎 59

会計検査院事務総長官房上
席企画調査官付検査情報分
析官（事務総長官房審議官
（第５局担当））

H28.6.9 H28.6.10
日本オイルターミナル株
式会社

石油類、化学製品等の施設
運営及び貨物運送取扱事業

監査役 無 無

1478 村上　英嗣 59 会計検査院第１局長 H28.12.1 H28.12.2 神奈川県庁 地方公務
監査委員
（常勤）

無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1479 新原　芳明 65 独立行政法人造幣局理事長 H27.3.31 H28.6.29 豊商事株式会社
商品先物取引、金融商品取
引等

社外監査役 無 無

1480 西田　秀治 63 独立行政法人造幣局理事 H27.3.31 H28.6.24 滋賀県蒲生郡竜王町役場 地方公務 町長 無 無

1481 荒谷　義和 60
独立行政法人国立病院機構
函館病院副院長

H27.3.31 H28.4.1
独立行政法人国立病院機
構函館病院

医療事業 医師 無 無

1482 伊藤　道德 64
独立行政法人国立病院機構
四国こどもとおとなの医療
センター副院長

H27.3.31 H28.4.1
医療法人啓仁会藤岡小児
クリニック

診療業務 非常勤医師 無 無

1483 村　純一 64
独立行政法人国立病院機構
鹿児島医療センター副院長

H27.3.31 H28.4.1 出水総合医療センター 診療業務
病院事業管
理者

無 無

1484 村　純一 64
独立行政法人国立病院機構
鹿児島医療センター副院長

H27.3.31 H28.4.1
独立行政法人国立病院機
構鹿児島医療センター

診療業務 非常勤医師 無 無

1485 上岡　博 64
独立行政法人国立病院機構
米子医療センター院長

H27.3.31 H28.4.1
公立学校共済中国中央病
院

病院運営 院長 無 無

1486 大島　宏一 58
独立行政法人国立病院機構
相模原病院事務部長

H27.3.31 H28.5.1
一般財団法人医療関連
サービス振興会

医療関連サービスの質の確
保のための価格及び指導等

事務局長 無 無

1487 太田　茂 58
独立行政法人国立病院機構
千葉東病院看護部長

H27.3.31 H28.11.1 医療法人石郷岡病院 看護管理 看護部長 無 無

1488 片岡　亮子 59
独立行政法人国立病院機構
相模原病院看護部長

H27.3.31 H28.5.1
医療法人社団健育会（仮
称）湘南藤沢記念病院

開設準備業務 看護部長 無 無

1489 工藤　一大 65
独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター院長

H27.3.31 H28.4.1
横浜市立脳卒中・神経脊
椎センター

院長業務 院長 無 無

1490 小松﨑　知子 59
独立行政法人国立病院機構
東京病院看護部長

H27.3.31 H28.4.1
国際医療福祉大学三田病
院

看護管理 看護部長 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1491 齋藤　紀 64
独立行政法人国立病院機構
仙台医療センター副院長

H27.3.31 H28.4.1
独立行政法人国立病院機
構仙台医療センター

医療事業 非常勤医師 無 無

1492 坂田　達朗 64
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター副院長

H27.3.31 H28.4.1
独立行政法人国立病院機
構福山医療センター

診療業務(内科)、診療及び
研究活動の指導

シニア医師
(期間職員)

無 無

1493 篠原　一仁 64
独立行政法人国立病院機構
高知病院副院長

H27.3.31 H28.4.1
特定医療法人久会図南病
院

整形外科一般診療 顧問 無 無

1494 戸　昭則 57
独立行政法人国立病院機構
東京医療センター事務部長

H27.3.31 H28.6.1 大陽日酸株式会社 産業ガスの製造・販売等

顧問（一般
社団法人日
本産業・医
療ガス協会
常務理事）

無 無

1495 多和　昭雄 64
独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター副院長

H27.3.31 H28.4.1 荒本平和診療所 診療業務 医師 無 無

1496 長瀬　教夫 64
独立行政法人国立病院機構
東徳島医療センター院長

H27.3.31 H28.4.1
社会医療法人川島会川島
病院

医療業務 内科部長 無 無

1497 仲地　善美 59
独立行政法人国立病院機構
長崎医療センター事務部長

H27.3.31 H28.4.2 公立久米島病院 診療業務 事務長 無 無

1498 中村　孝志 66
独立行政法人国立病院機構
京都医療センター院長

H27.3.31 H28.4.1
浄土真宗本願寺派総合研
究所

研究業務 相談役 無 無

1499 成瀬　光栄 65
独立行政法人京都医療セン
ター内分泌代謝高血圧研究
部長

H27.3.31 H28.4.1
独立行政法人国立病院機
構京都医療センター

病院における研究業務

臨床研究セ
ンター臨床
研究企画運
営特別研究
員

無 無

1500 野本　伊江子 59
独立行政法人国立病院機構
栃木医療センター看護部長

H27.3.31 H28.4.1
医療法人卓和会藤井脳神
経外科病院

看護業務 看護部長 無 無

1501 早瀬　良二 64
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター統括診療
部長

H27.3.31 H28.4.1
独立行政法人国立病院機
構福山医療センター

診療業務(婦人科)、診療及
び研究活動の指導

シニア医師
(期間職員)

無 無

1502 平松　公三郎 64
独立行政法人国立病院機構
長崎病院院長

H27.3.31 H28.4.1
独立行政法人国立病院機
構長崎病院

診療業務 非常勤医師 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1503 平松　公三郎 64
独立行政法人国立病院機構
長崎病院院長

H27.3.31 H28.6.1
社会福祉法人聖家族会み
さかえの園あゆみの家

療養介護事業 施設長 無 無

1504 藤井　正人 64
独立行政法人国立病院機構
東京医療センター聴覚・平
衡覚研究部長

H27.3.31 H28.4.1

公益財団法人ライフエク
ステション研究所付属永
寿総合病院　耳鼻咽喉
科・頭頸部腫瘍センター

耳鼻咽喉科の診療
センター
長、顧問

無 無

1505 右田　清志 56
独立行政法人国立病院機構
長崎医療センター病因解析
研究部長

H27.3.31 H28.8.1
公立大学法人福島県立医
科大学医学部消化器・リ
ウマチ膠原病内科学講座

リウマチ膠原病に関する研
究

主任教授 無 無

1506 望月　吉郎 65
独立行政法人国立病院機構
姫路医療センター院長

H27.3.31 H28.4.1 姫路市医師会診療所 診療業務 院長 無 無

1507 茂木　積雄 61
独立行政法人国立病院機構
福島病院副院長

H27.3.31 H28.4.1 学校法人福島学院 教育・研究
福島学院大
学教授

無 無

1508 山口　真弘 48
独立行政法人国立病院機構
高松医療センター統括診療
部長

H27.3.31 H28.4.1 小豆島中央病院 医療業務 院長代行 無 無

1509 山本　哲夫 57
独立行政法人国立病院機構
米子医療センター副院長

H27.3.31 H28.6.1
医療法人社団日立記念病
院

診療業務 院長 無 無

1510 和田　晃 58
独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター統括診療
部長

H27.3.31 H28.4.1 あづまクリニック 診療業務 院長 無 無

1511 渡津　千代子 59
独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター看護部長
（特命副院長）

H27.3.31 H28.7.1
医療法人社団清和会笹生
病院

診療業務 看護部長 無 無

1512 川野　和弘 58
独立行政法人製品評価技術
基盤機構製品安全センター
次長

H28.2.29 H28.5.1
公益社団法人インテリア
産業協会

インテリアコーディネー
ター等の育成事業

職員 無 無

1513 川野　和弘 58
独立行政法人製品評価技術
基盤機構製品安全センター
次長

H28.2.29 H28.6.9
公益社団法人インテリア
産業協会

インテリアコーディネー
ター等の育成事業

常務理事 無 無

（注１）

（注２）

「国家公務員法第106条の24第２項等の規定に基づく届出」には、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の24第２項（独立行政法人通則法
の一部を改正する法律（平成26年法律第66号。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく届出が含まれる。

「求職の承認」には、独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第106条の３第２項第４号（改正法による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合
を含む。）の規定に基づく承認が含まれる。
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職  離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

（注３） 「官民人材交流センターの援助」とは、以下の①又は②をいう。
①該当する再就職に関して官民人材交流センターの職員がその職務として行った国家公務員法第106条の２第１項に規定する行為（独立行政法人通則法第54条第１項において準用する国家公務員法第
18条の５第１項及び同法第18条の６第１項（改正法による改正前の独立行政法人通則法第54条の２第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づいて官民人材交流センターの職員がその職務
として行った当該行為を含む。）
②官民人材交流センターが、国家公務員法第18条の５第１項及び第18条の６第１項の規定に基づき、早期退職募集制度（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第８条の２第５項）による認
定を受けた者又は受ける予定である者に対し、民間の再就職支援会社を活用して実施した再就職支援（該当する者は「有※」と記載）
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

1 角屋　良夫 59 埼玉県警察学校長 H26.9.22 H28.4.1
公益財団法人埼玉県暴力
追放・薬物乱用防止セン
ター

暴力追放啓発活動及び相談
業務等

事務局長 無

2 吉田　尚邦 60 岩手県盛岡東警察署長 H27.3.27 H28.6.1
一般社団法人岩手県タク
シー協会

旅客事業の運営及び発達に
資する調査、研究等

盛岡支部事
務局長

無

3 吉田　尚邦 60 岩手県盛岡東警察署長 H27.3.27 H28.6.1
盛岡地区タクシー業協同
組合

タクシー事業の健全運営及
びタクシーチケットの販売
等

専務理事 無

4 中山　邦文 59 千葉県警察本部交通部長 H27.10.26 H28.10.1
東京セキスイハイム株式
会社

住宅の販売、設計及び施工
管理

千葉支店顧
問

無

5 木川　利秋 60 千葉県千葉中央警察署長 H28.2.8 H28.6.1
公益財団法人千葉県交通
安全協会

交通安全事業 専務理事 無

6 永戸　吉朋 59 三重県警察本部交通部長 H28.2.8 H28.4.1 津市役所 地方公務
危機管理部
長

無

7 中村　修一 60
千葉県警察本部生活安全部
長

H28.2.8 H28.4.1
株式会社ジェイアール東
日本都市開発

ジェイアール東日本路線に
おける各種開発業務

総武支社総
務部担当部
長

無

8 西川　稔 60
三重県警察本部警務部付
（中部管区警察局広域調整
部長）

H28.2.8 H28.5.2
三重県民共済生活協同組
合

共済事業 総務部長 無

9 濵口　道夫 59 千葉県警察本部総務部長 H28.2.8 H28.4.1 千葉県信用保証協会 保証審査、管理回収業務 専務理事 無

10 平津　勝 60 千葉県柏警察署長 H28.2.8 H28.4.1
公益財団法人日本防災通
信協会

非常通報装置の普及
千葉県支部
統括支部長

無

11 植松　一郎 59 警視庁第五方面本部長 H28.2.15 H28.4.1
学校法人国際医療福祉大
学

教育・研究 監査部長 無

12 岡村　好貴 60 警視庁地域部参事官 H28.2.15 H28.4.1 三菱地所株式会社 不動産業 顧問 無

13 加藤　孝雄 60 警視庁第六方面本部長 H28.2.15 H28.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
東京事務所
長

無

【３－２　特定地方警務官（注）に係る届出関連】
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

14 後藤　清孝 59 警視庁運転免許本部長 H28.2.15 H28.4.1
株式会社日立アーバンサ
ポート

不動産管理業 嘱託 無

15 佐久間　定 60 警視庁第十方面本部長 H28.2.15 H28.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
東京支社
調査役

無

16 佐戸　幸弘 60 警視庁第二方面本部長 H28.2.15 H28.4.1 警視庁職員信用組合 金融業 参事 無

17 髙橋　日美樹 60
警視庁第七方面本部長兼警
務部参事官

H28.2.15 H28.4.1 全日本空輸株式会社 航空運送事業 参与 無

18 露木　政夫 59
警視庁第八方面本部長兼警
務部参事官

H28.2.15 H28.4.1 野村證券株式会社 証券業 参与 無

19 橋岡　修 60 警視庁地域部長 H28.2.15 H28.4.1
一般社団法人東京都警備
業協会

犯罪抑止・治安維持に関す
る啓もう活動・教育事業

専務理事 無

20 㮈村　美佐男 60
警視庁第三方面本部長兼警
務部参事官

H28.2.15 H28.4.1
一般社団法人東京ハイ
ヤー・タクシー協会

旅客事業の運営及び発達に
資する調査、研究等

常務理事 無

21 太田　彰 60 奈良県奈良警察署長 H28.2.26 H28.4.1 シャープ株式会社
液晶、電子デバイスの製
造・販売等

総務部研究
開発本部上
席参事

無

22 大森　宏悦 60 奈良県警察本部交通部長 H28.2.26 H28.4.1 近鉄住宅管理株式会社 不動産管理業 部長 無

23 知花　幸順 60 沖縄県警察本部刑事部長 H28.3.14 H28.6.1 セコム琉球株式会社 警備業 常勤顧問 無

24 池田　良文 60 長崎県長崎警察署長 H28.3.18 H28.4.1 株式会社たいよう共済
制度保険及び各種損害保険
の代理店業務

支店長付 無

25 川田　久美彦 60
長崎県警察本部生活安全部
長

H28.3.18 H28.4.1
一般財団法人長崎県交通
安全協会

交通安全事業
専務理事兼
事務局長

無

26 加藤　久夫 60 秋田県警察本部刑事部長 H28.3.22 H28.4.1 有限会社土井商店 ＬＰガス卸売、小売
一般事務
（管理職）

無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

27 加藤　久夫 60 秋田県警察本部刑事部長 H28.3.22 H28.11.21
株式会社千秋矢留会すく
すく保育園

保育園事務
一般事務
（管理職）

無

28 小林　要秀 60 静岡県警察本部地域部長 H28.3.22 H28.5.1 株式会社神成 リサイクル業 顧問 無

29 樋口　文和 60 京都府中京警察署長 H28.3.22 H28.9.1
全日本パトロール警備保
障株式会社

警備業
非常勤取締
役

無

30 三宅　信之 60 山口県下関警察署長 H28.3.22 H28.7.1 山口県遊技業協同組合
遊技業の技術の改善向上業
務及び法令知識の教育業務

専務理事 無

31 澤口　光資郎 60
徳島県警察本部生活安全部
長

H28.3.24 H28.4.1 鳴門市役所 地方公務 参与 無

32 小河原　史朗 60 和歌山県警察本部刑事部長 H28.3.25 H28.4.1 和歌山市役所 地方公務 生活安全監 無

33 伊藤　敏男 60 愛知県警察本部総務部長 H28.3.28 H29.2.17
一般社団法人日本自動車
販売協会連合会

自動車販売業の健全な発展
に資する事業

愛知県支部
専務理事

無

34 加藤　芳雄 60 警視庁第六方面本部長 H28.9.2 H28.10.1 森トラスト株式会社 不動産業 参与 無

35 亀井　徹夫 60 警視庁警備部参事官 H28.9.2 H28.10.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
総務部調査
役

無

36 河野　攝夫 60 警視庁蒲田警察署長 H28.9.2 H28.10.1 第一三共株式会社
医療用医薬品の研究開発、
製造、販売等

総務調達部
担当部長

無

37 橋本　芳彦 60 警視庁立川警察署長 H28.9.2 H28.10.1 双日株式会社 総合商社
人事総務部
担当役員補
佐

無

38 宮下　直伸 60 警視庁八王子警察署長 H28.9.2 H28.10.1
一般社団法人全日本指定
自動車教習所協会連合会

自動車教習所運営の合理化
に関する調査研究等

教習教育部
長

無

39 吉田　宏彦 60
警視庁第四方面本部長兼警
務部参事官

H28.9.2 H28.10.1 一般財団法人自警会 会員の厚生共済等
東京警察病
院総務理事

無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無

40 小櫃　誠 59 千葉県松戸警察署長 H28.9.12 H28.11.1
一般社団法人千葉県指定
自動車教習所協会

自動車教習所運営の合理化
に関する調査研究等

専務理事 無

（注） 特定地方警務官（警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官（以下「地方警務官」という。）のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任
し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。）については、警察法（昭和29年法律第162号）第56条の２の規定に基づき、
国家公務員法第106条の２の規定に基づく再就職のあっせんの規制は適用しないこと等とされている。
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（参考） 
 

 

○国家公務員法（昭和 22年法律第 120 号）（抄） 
 

 

（任命権者への届出） 

第百六条の二十三 職員（退職手当通算予定職員を除く。）は、離職後に営利企業等の 

地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権 

者に政令で定める事項を届け出なければならない。 

２ （略） 

３ 第一項の届出を受けた任命権者は、当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位に 

ある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員（以下「管理職職員」とい 

う。）である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するも 

のとする。 
 

（内閣総理大臣への届出） 

第百六条の二十四 管理職職員であつた者（退職手当通算離職者を除く。次項において 

同じ。）は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定め 

るものに就こうとする場合（前条第一項の規定により政令で定める事項を届け出た場 

合を除く。）には、あらかじめ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に政令で 

定める事項を届け出なければならない。 

一 特定独立行政法人以外の独立行政法人 

二 特殊法人（法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行 

為をもつて設立された法人（独立行政法人に該当するものを除く。）のうち政令で 

定めるものをいう。） 

三 認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要 

する法人のうち政令で定めるものをいう。） 

四 公益社団法人又は公益財団法人（国と特に密接な関係があるものとして政令で定 

めるものに限る。） 

２ 管理職職員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 

若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合（報酬を得る場合に限 

る。）又は営利企業（前項第二号又は第三号に掲げる法人を除く。）の地位に就いた 

場合は、前条第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者 

となつた場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、速やかに、 

内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。 
 

（内閣総理大臣による報告及び公表） 

第百六条の二十五 内閣総理大臣は、第百六条の二十三第三項の規定による通知及び前 

条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、 

内閣に報告しなければならない。 

２ 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとす 

る。 



○独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）（抄） 
 

（役員の退職管理） 

第五十四条 国家公務員法（中略）第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定

（中略）は、役員又は役員であった者について準用する。（以下略） 

２～６ （略）
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