
民間　３８ポスト
その他　　６ポスト

独立行政法人 29法人 50名 平成22年8月10日現在

（注記があるものを除き4月1日発令）

担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

財務省
計1名

独立行政法人
酒類総合研究所

監事（非常勤） 財務省大臣官房秘書課
03-3581-4111

内線2070
沼野　伸生 58 ㈱沼野Associates代表取締役

独立行政法人
国立青少年教育振興機構

　個別業務管理担当理事
独立行政法人国立青少年教

育振興機構人事課
03-6407-7642 結城　光夫 61

(独)国立青少年教育振興機構
国立中央青少年交流の家所長

独立行政法人
物質・材料研究機構

管理担当理事
独立行政法人物質・材料研究

機構総務部人事課
029-859-2693 室町 英治 58 (独)物質・材料研究機構フェロー

独立行政法人
国立文化財機構

個別業務管理担当理事
独立行政法人国立文化財機
構本部事務局総務企画課

03-3822-2438 亀井　伸雄 61
公益財団法人文化財建造物保存技術協会
常務理事（元文化庁文化財監査官）

独立行政法人
理化学研究所

個別業務管理担当理事
独立行政法人理化学研究所

人事部人事課
048-467-8179 川合　眞紀 58

東京大学大学院新領域創成科学研究科教
授

副理事長 樋口  清司 63 有人宇宙システム(株)副社長

管理担当理事 瀬山　賢治 60 （再　任）

独立行政法人
海洋研究開発機構

管理担当理事
独立行政法人海洋研究開発

機構総務部人事課
046-867-9081 堀田　平 57

(独)海洋研究開発機構執行役・
海洋工学センター長

独立行政法人
国立高等専門学校機構

個別業務管理担当理事
独立行政法人国立高等専門
学校機構本部事務局人事課

042-662-3129 五十嵐 一男 62
(独)産業技術総合研究所
生産計測技術研究センター長

独立行政法人
国立大学財務・経営セン
ター

理事長
文部科学省大臣官房人事課

任用班
03-5253-4111 豊田　長康 59

元国立大学法人三重大学学長
鈴鹿医療科学大学副学長

連絡先

独立行政法人宇宙航空研究
開発機構人事部人事課

050-3362-6954

独立行政法人の役員の公募結果（4月1日発令分）

役職名

独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

文科省
計9名

就　任　(予　定)　者
府省名 独立行政法人名

公務員ＯＢ　６ポスト
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担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

連絡先
役職名

就　任　(予　定)　者
府省名 独立行政法人名

独立行政法人
勤労者退職金共済機構

理事
（清酒製造業退職金共済
事業及び林業退職金共済

事業担当）

独立行政法人
勤労者退職金共済機構

総務部人事課
03-5400-4358 玉木　健治 62 (独)勤労者退職金共済機構再雇用職員

独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構

理事
（職業リハビリテーション
関係業務（障害者職業総

合センター）担当）

独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構

総務課
03-5400-1602 中村　廣志 61

フィリピン富士通コンピュータープロダクツ会
長

独立行政法人
福祉医療機構

理事
（総括、総務部・企画指導

部・基金事業部担当）

独立行政法人
福祉医療機構

人事課
03-3438-0216

理事
（企画、業務推進担当）

加藤　充 57 (独)雇用・能力開発機構本部企画部長

理事
（経理、住宅譲渡、組織再

編担当）

理事
（雇用管理、勤労者財産

形成担当）
笠原　哲 60 津市立一身田中学校校長

監事 樋上　晴雄 62
積水化学工業(株)住宅カンパニー総務部法
務コンプライアンス担当部長

監事（非常勤） 飯田　浩司 58
(株)ユー・エス・ジェイ取締役ファイナンス・ア
ドミニストレーション本部長

理事
（経営企画・経理担当）

大橋　哲郎 60 三井石油(株)取締役常務執行役員

理事（総務・職員担当）

監事 青木　敏洋 62 三井物産(株)本店内部監査部検査役

監事（非常勤） 東海　直文 60 そしあす証券(株)非常勤監査役

厚労省
計１7名

独立行政法人
雇用・能力開発機構

独立行政法人
労働者健康福祉機構

独立行政法人
雇用・能力開発機構

人事第一課

厚生労働省大臣官房人事課

045-683-1226 適任者なし（ポスト削減）

03-3595-2383

独立行政法人
労働者健康福祉機構

総務部人事課
044-556-9832

厚生労働省大臣官房人事課 03-3595-2383

適任者なし（ポスト削減）

適任者なし
再公募（現任者を6ヶ月間暫定再任）
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担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

連絡先
役職名

就　任　(予　定)　者
府省名 独立行政法人名

理事（理財担当） 稲垣　裕志 59 あおぞら信託銀行会長

理事（労務担当） 新延　正憲 57 東日本旅客鉄道(株)本社厚生部長

理事（非常勤） 福井　次矢 58 聖路加国際病院長

独立行政法人
医薬品医療機器総合機構

監事 厚生労働省大臣官房人事課 03-3595-2077 前川　行久 60
スカパーJSAT（株）経営戦略本部長付 情報
統括管理責任者兼情報管理事務局長

年金積立金管理運用
独立行政法人

監事 厚生労働省大臣官房人事課 03-3595-2077 高島　健一 62 本田技研工業（株）特別顧問

副理事長 米山　忠克 64 国立大学法人東京大学名誉教授

個別業務管理担当理事 佐々木昭博 58
農林水産技術会議事務局長
　　　　　　　　　　　　　【役員出向】
（推薦方式による選考）

監事 農林水産省大臣官房秘書課 03-6744-2394 小林　健一 60 公認会計士

独立行政法人
森林総合研究所

監事 農林水産省大臣官房秘書課 03-6744-2394 滑志田　隆 58
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機
構統計数理研究所広報室参与

理事長 松里　壽彦 65
国立大学法人弘前大学北日本新エネル
ギー研究センター特任研究員

監事 杉田　賢一 60 塩元売協同組合専務理事

03-5712-5050

農林水産省大臣官房秘書課 03-6744-2394

農水省
計6名

独立行政法人
農業・食品産業技術総合研
究機構

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構統括部人

事課
029-838-8801

厚労省
計１7名

独立行政法人
水産総合研究センター

独立行政法人
国立病院機構

独立行政法人
国立病院機構

総務担当

3 ページ



担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

連絡先
役職名

就　任　(予　定)　者
府省名 独立行政法人名

独立行政法人
情報処理推進機構

理事（総括担当）
独立行政法人情報処理推進

機構役員公募担当
03-5978-7501 田中　久也 56 （独）情報処理推進機構ＩＴ人材育成本部長

理事
（総務、経理、評価、監査

担当）
広田　博士 58 （再　任）

理事
（資源備蓄関連担当）

新井　仁 62
東京ガスエンジニアリング（株）取締役専務
執行役員営業本部長兼エンジニアリング本
部長

理事
（金属開発資金支援・鉱

害防止支援担当）
(注．4月17日発令）

上田　衛門 51
財務省関東財務局金融安定監理官
【役員出向】
（推薦方式による選考）

監事 経済産業省大臣官房秘書課 03-3501-1608 谷本　忠和 54
ニッセイアセットマネジメント（株）取締役
チーフ・インベストメント・オフィサー

独立行政法人
海技教育機構

管理担当理事
独立行政法人海技教育機構

事務局総務課
054-334-0970 藤井　照久 58 （再　任）

管理担当理事 椎根  雅道 56 三幸(株)代表取締役副社長

個別業務管理担当理事 加戸　正治 62
(財)日本船舶技術研究協会研究開発グ
ループプロジェクトリーダー

独立行政法人
水資源機構

個別業務管理担当理事
独立行政法人水資源機構

人事部人事課
048-600-6500 杉浦　正明 59

(株)毎日新聞社常務執行役員グループ戦
略本部長

独立行政法人
自動車事故対策機構

監事 国土交通省大臣官房人事課 03-5253-8173 内田　邦彦 58 日通キャピタル（株）常務取締役

管理担当理事
（経理担当）

砺波　直久 59 プロミス（株）執行役員

管理担当理事
（企画担当）

友國　裕弘 47 日本ＮＣＲ（株）執行役員

独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構総務課

広報担当
03-3508-5162

独立行政法人石油天然ガス
金属鉱物資源機構総務部人

事課
044-520-8772

独立行政法人鉄道建設・運輸
施設整備支援機構人事担当

045-222-9025

国交省
計7名

独立行政法人
日本高速道路保有・債務返
済機構

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資
源機構

独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支
援機構

経産省
計5名
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担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

連絡先
役職名

就　任　(予　定)　者
府省名 独立行政法人名

総務担当理事

業務担当理事 今井　辰三 57 (独）環境再生保全機構予防事業部長

監事（非常勤） 環境省大臣官房秘書課 03-5521-8207 沼野　伸生 58 (株)沼野Ａｓｓoｃｉａｔｅｓ代表取締役

理事長 防衛省大臣官房秘書課
03-3268-3111
(内線36125)

長岡　憲宗 60
元防衛省経理装備局長
防衛省参与（非常勤）

理事
(企画調整・管理・業務

担当）

独立行政法人駐留軍等労働
者労務管理機構管理部庶務

課
045-227-4112 向　良一 62 （再　任）

4月20日発令分（1法人1名）

担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

消費者庁
計1名

独立行政法人
国民生活センター

理事長 消費者庁総務課人事担当
03-3507-8800
（内線2041）

野々山　宏 54
弁護士
京都産業大学大学院法務研究科教授

4月28日発令分（1法人1名）

担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

国交省
計1名

独立行政法人
奄美群島振興開発基金

理事長 国土交通省大臣官房人事課 03-5253-8174 澤田　正晴 46
日本ＧＥ（株）ＧＥリアル・エステート資産管
理事業本部プロジェクトリーダー

8月17日発令分（1法人1名）

担当者 電話番号 氏　名 年齢 前　職　等

文科省
計1名

独立行政法人
日本原子力研究開発機構

理事長 文部科学省大臣官房人事課 03-6734-3426 鈴木　篤之 67
東京大学大学院工学系研究科教授
内閣府原子力安全委員会委員長

就　任　(予　定)　者
府省名 独立行政法人名 役職名

連絡先

就　任　(予　定)　者
府省名 独立行政法人名 役職名

連絡先

就　任　(予　定)　者
役職名

連絡先

環境省
計3名

独立行政法人
環境再生保全機構

防衛省
計2名

独立行政法人
駐留軍等労働者労務管理
機構

再公募（内定者が辞退したため）

044-520-9501
独立行政法人環境再生保全

機構務部総務課

府省名 独立行政法人名
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	H22.8.10（担当者入り）

