
番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職
再就職の約
束をした日

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 野崎　謙二 48
内閣府消費者委員会事務局
参事官

H22.10.27 H23.1.31 － － － － 無 無

2 栗原　俊典 51
金融庁検査局総務課統括検
査官

H22.11.4 H22.12.15 H22.12.20
Promontory Financial
Group Global Services
Japan, LLC

経営コンサルティング業務
マネージン
グ・ダイレ
クター

無 無

3 加用  利彦 53
財務省主計局総務課主計事
務管理室長

H22.11.29 H22.11.30 H22.12.1
独立行政法人国際協力機
構

開発途上に在る国・地域に
対する国際協力

審議役 無 無

4 春野　喜正 59
海上保安庁第七管区海上保
安本部門司海上保安部巡視
船くにさき業務管理官

H22.11.17 H22.12.1 H23.1.1 日本小型船舶検査機構 小型船舶検査事務
福岡支部小
型船舶検査
員

無 無

5 福井　尚志 50
国立病院機構相模原病院病
態総合研究部長

H22.12.1 H23.1.15 H23.1.16 国立大学法人東京大学 教育・研究 准教授 無 無

（注１）

（注２）

（注３）

（注４） 「官民人材交流センターの援助」には、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18条の５第１項及び同法第18条の６の規定に基づく援助が含まれる。

「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が含まれる。

国家公務員法第１０６条の２５第１項等の規定に基づく報告
（平成２２年１０月１日～同年１２月３１日分）

【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）】

「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条の２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号の規定に基づく承認が含まれる。

別紙３
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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 五十嵐　秀雄 59
公正取引委員会事務総局中
部事務所長

H22.6.24 H22.10.1 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

法務・コン
プライアン
ス部主管

無 無

2 菅原　新悦 59
公正取引委員会事務総局東
北事務所長

H22.6.24 H22.10.1
社団法人自動車公正取引
協議会

公正競争規約の施行等 指導調査役 無 無

3 高橋　克美 59
公正取引委員会事務総局取
引部取引企画課取引調査室
長

H22.9.30 H22.11.1
社団法人全国ローヤルゼ
リー公正取引協議会

公正競争規約の施行等 事務局長 無 無

4 吉村　博人 60 警察庁長官 H21.6.26 H22.12.1 警察共済組合
年金や福祉事業に関する業
務

理事長 無 無

5 片岡　義篤 57 九州管区警察局長 H22.8.26 H22.11.1 富国生命保険相互会社 保険事業
総合営業推
進部顧問

無 無

6 宮本　和夫 57 警察大学校長 H22.8.26 H22.11.1 第一生命保険株式会社 保険事業 顧問 無 無

7 綿貫　茂 57 中部管区警察局長 H22.8.26 H22.11.1 清水建設株式会社 建設業 顧問 無 無

8 野澤　康夫 59
警察庁長官官房給与厚生課
給与厚生企画官

H22.9.30 H22.12.1 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

9 内藤　純一　 58 金融庁総務企画局長 H22.7.30 H22.11.22
アビームコンサルティン
グ株式会社

経営、業務、ＩＴ関連コン
サルティング・サービスの
提供

常勤顧問 無 無

10 内田　俊一 61 消費者庁長官 H22.8.11 H22.10.1
三井住友海上火災保険株
式会社

保険事業 顧問 無 無

11 井筒　郁夫 53 総務省東海総合通信局長 H21.7.14 H22.10.1
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

理事 無 無

12 鈴木　康雄 59 総務事務次官 H22.1.15 H22.10.1
株式会社損害保険ジャパ
ン

保険事業 顧問 無 無

【２－１．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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13 寺﨑　明 58 総務審議官 H22.7.27 H22.12.1 株式会社野村総合研究所 情報処理サービス業 理事 無 無

14 福本　謙二 59 総務省中国総合通信局長 H22.7.27 H22.10.1 日本郵政株式会社
日本郵政グループ会社に対
する経営管理

経営企画部部付
部長（スペシャ
リスト契約社
員）

無 無

15 吉田　司 60 九州公安調査局長 H21.3.31 H22.10.1
青森県東青地域県民局地
域健康福祉部こども相談
総室

地方公務
非常勤事務
職員

無 無

16 意元　英則 59 金沢地方法務局長 H22.3.31 H22.10.1
福井地方裁判所、福井簡
易裁判所

国家公務 調停委員 無 無

17 遠藤　裕司 60 横浜地方検察庁事務局長 H22.3.31 H22.10.1 仙台家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

18 大井　明 60
名古屋地方検察庁首席捜査
官

H22.3.31 H22.10.1
津地方裁判所、四日市簡
易裁判所

国家公務
民事調停委
員

無 無

19 工藤　敏隆 38
法務省大臣官房民事訟務課
法務専門官（法務専門職）

H22.3.31 H22.4.1 学校法人慶應義塾 教育・研究
大学専任講
師

無 無

20 志賀浦　実 59 津地方法務局長 H22.3.31 H22.10.1 金沢家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

21 高橋　功 60 仙台地方検察庁事務局長 H22.3.31 H22.10.1
盛岡地方裁判所、花巻簡
易裁判所、盛岡家庭裁判
所

国家公務
民事・家事
調停委員

無 無

22 武下　満 58 高松法務局民事行政部長 H22.3.31 H22.12.1 日田公証役場 公証業務 公証人 無 無

23 藤原　基忠 58 高知地方法務局長 H22.3.31 H22.11.1
社会福祉法人新居浜愛育
会

知的障害者の生活・自立支
援等

従業員 無 無

24 牧野　直明 60 近畿公安調査局長 H22.3.31 H22.10.1 東京家庭裁判所 国家公務 調停委員 無 無

25 松﨑　義幸 59 佐賀地方法務局長 H22.3.31 H22.10.1 那覇家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

26 村上　淸正 60 名古屋矯正管区長 H22.3.31 H22.11.15 新東産業株式会社 警備業務等 警備長代理 無 無

3



27 吉田　博視 61 札幌地方検察庁検事正 H22.4.19 H22.11.11 池袋公証役場 公証業務 公証人 無 無

28 奥村　丈二 60 高検察庁検事 H22.6.17 H22.9.1 宗像紀夫法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

29 増田　暢也 62 仙台高等検察庁検事長 H22.6.17 H22.10.1 外立総合法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

30 岩永　建保 58 津地方検察庁検事正 H22.7.5 H22.9.30 上六公証役場 公証業務 公証人 無 無

31 安田　博延 59 高検察庁検事 H22.7.5 H22.10.1 青陵法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

32 野本　昌城 58 東京高等検察庁検事 H22.7.12 H22.9.16 野本法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

33 小林　正一 60 松山地方検察庁検事正 H22.8.10 H22.12.8 関内大通り公証役場 公証業務 公証人 無 無

34 佐山　雅彦 59 和歌山地方検察庁検事正 H22.10.1 H22.12.1 上六公証役場 公証業務 公証人 無 無

35 坂田　吉郎 46 東京地方検察庁検事 H22.10.4 H22.10.19 坂田法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

36 梅田　景子 30 大阪地方検察庁検事 H22.12.1 H22.12.2 九頭竜法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

37 森下　克彦 57
中国財務局松江財務事務所
長

H21.7.1 H22.12.10 津山信用金庫 金融業
第三者評価
委員会委員

無 無

38 在田　眞一 59
国税庁金沢国税局高岡税務
署長

H21.7.10 H22.5.26
社団法人石川県法人会連
合会

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

39 大舘　政男 59
国税庁札幌国税局札幌西税
務署長

H21.7.10 H22.10.1
税理士法人髙橋会計事務
所

税理士業 社員税理士 無 無

40 寺田　博昭 59
国税庁広島国税局課税第二
部長

H21.7.10 H22.12.1 株式会社アクセス 一般貨物運送業 監査役 無 無
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41 山本　修 60 財務省大臣官房専門調査官 H22.3.31 H22.10.12 一般財団法人ＪＳＳ財団
教育支援事業、中小企業支
援事業等

理事 無 無

42 川野　直一 60 国税庁熊本国税局総務部付 H22.6.25 H22.9.27 川野直一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

43 伊部　邦雄 58 横浜税関総務部部付 H22.7.1 H22.10.1 株式会社ヤマタネ 物流事業、食品事業等 顧問 無 無

44 片岡　幹雄 59 横浜税関監視部長 H22.7.1 H22.10.1 郵便事業株式会社
郵便事業及び国内・国際物
流事業

専門役 無 無

45 井上　則行 59
国税庁大阪国税局豊能税務
署長

H22.7.10 H22.10.1 社団法人葛城納税協会
適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚を図るための
各種事業

専務理事 無 無

46 坂本　昭義 58
国税庁金沢国税局富山税務
署長

H22.7.10 H22.9.29 坂本昭義税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

47 竹内　収平 59
国税庁金沢国税局金沢税務
署長

H22.7.10 H22.9.10 竹内収平税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

48 藤原　文夫 60
国税庁東京国税局横浜中税
務署長

H22.7.10 H22.8.1 佐倉市役所 地方公務 税務部長 無 無

49 伊藤　洋 59 国税庁徴収部長 H22.7.30 H22.10.1 日本洋酒酒造組合 酒類業関係団体 嘱託 無 無

50 大藤　俊行 56 財務省関税局長 H22.7.30 H22.10.1 オリックス株式会社 多角的金融サービス業 顧問 無 無

51 丹呉　泰健 59 財務事務次官 H22.7.30 H22.12.1
社団法人日本経済団体連
合会

経済界に係わる企業運営の
刷新、労使関係の健全な発
展、科学技術の振興等

主査（21世紀政
策研究所におけ
る調査研究活動
業務の受託）

無 無

52 丹呉　泰健 59 財務事務次官 H22.7.30 H22.12.14
株式会社読売新聞グルー
プ本社

情報・通信業 監査役 無 無

53 丸山　純一 56 横浜税関長 H22.7.30 H22.10.1
シティバンク銀行株式会
社

銀行業 顧問 無 無

54 坂田　東一 61 文部科学事務次官 H22.7.30 H22.10.1
社団法人日本原子力産業
協会

原子力の開発及び利用に関
する調査研究等

特任フェ
ロー

無 無
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55 玉井　日出夫 61 文化庁長官 H22.7.30 H22.11.1
学校法人武庫川学院武庫
川女子大学

教育・研究 客員教授 無 無

56 和田　智明 58
文部科学省科学技術政策研
究所長

H22.7.30 H22.10.1 学校法人東京理科大学 教育・研究 特命教授 無 無

57 篠崎　英夫 65 国立保健医療科学院長 H21.3.30 H21.7.1
財団法人ビル管理教育セ
ンター

建築物における衛生的環境
の確保に関する法律に規定
する講習会の実施等

理事長（非
常勤）

無 無

58 能瀬　文雄 60 岡山公共職業安定所長 H21.3.31 H21.4.16
社団法人岡山県雇用開発
協会

高年齢者及び障害者の職業
安定と若年労働力の確保・
定着等に関する事業

事務局長 無 無

59 坂野　泰治 62 社会保険庁長官 H21.7.23 H22.12.1 財団法人船員保険会 船員保険福祉施設の経営等 会長 無 無

60 中村　英治 58 神奈川社会保険事務局長 H21.12.31 H22.10.1
宮崎江南介護老人保健施
設サンビュー宮﨑

介護老人保健施設 副施設長 無 無

61 間崎　圭郎 59
社会保険業務センター副所
長

H21.12.31 H22.11.1
財団法人日本医療保険事
務協会

診療報酬請求事務従事者の
資質の向上及び医療保険事
務の効率化に係る事業

職員 無 無

62 利光　博洋 60 京都上労働基準監督署長 H22.3.31 H22.12.1 建設業労働災害防止協会
労働災害防止のための講習
会の実施等

京都府支部
事務局長

無 無

63 中林　圭一 55 厚生労働省大臣官房付 H22.3.31 H22.10.1
東芝ヒューマンアセット
サービス株式会社

東芝グループの人事労務業
務支援

産業医 無 無

64 樋口　正治 60 新潟公共職業安定所長 H22.3.31 H22.4.12
株式会社サンバーストに
いがた

印章事業、福祉機器事業、
マイクロシステム事業及び
立体カード事業

総務部長 無 無

65 橋　説雄 61 国立がんセンター総長 H22.3.31 H22.10.1 学校法人慶應義塾 教育・研究
慶應義塾大
学医学部特
別研究教授

無 無

66 上田　博三 60 厚生労働省健康局長 H22.7.29 H22.10.1
株式会社シー・アイ・
シー

衛生害虫・動物の駆除など
環境衛生管理

外部コンサ
ルタント

無 無

67 上田　博三 60 厚生労働省健康局長 H22.7.29 H22.10.1
上田総合コンサルタント
事務所

コンサルティング
コンサルタ
ント

無 無

68 上田　博三 60 厚生労働省健康局長 H22.7.29 H22.11.1
三井住友海上火災保険株
式会社

保険事業
顧問(非常
勤)

無 無
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69 谷口　隆 58 厚生労働省技術総括審議官 H22.7.30 H22.12.2 大阪府 地方公務 副理事 無 無

70 日髙　勝美 54
厚生労働省医政局歯科保健
課長

H22.7.30 H22.10.1
公立大学法人九州歯科大
学

教育・研究 教授 無 無

71 水田　邦雄 61 厚生労働事務次官 H22.7.30 H22.12.1
全国労働者共済生活協同
組合連合会

共済事業 顧問 無 無

72 山崎　勝彦 51 横浜検疫所長 H22.9.10 H22.10.1 株式会社ＮＦＫ 不動産管理
代表取締役
社長

無 無

73 奥野　勝 55
水産庁増殖推進部付（水産
庁増殖推進部漁場資源課
長）

H21.8.31 H22.11.22 株式会社海洋水産技術
水産業の技術システムに関
する技術改善及び指導

嘱託社員 無 無

74 北畑　隆生 58 経済産業事務次官 H20.7.11 H22.6.25 丸紅株式会社 総合商社 社外監査役 無 無

75 北畑　隆生 58 経済産業事務次官 H20.7.11 H22.6.23 株式会社神戸製鋼所 鉄鋼業 社外取締役 無 無

76 藤田　昌宏 54
経済産業省貿易経済協力局
長

H21.7.15 H22.11.1 住友商事株式会社 総合商社

コーポレートコー
ディネーショング
ループ長補佐執行
役員

無 無

77 石毛　博行 59 経済産業審議官 H22.7.30 H22.10.1
株式会社損害保険ジャパ
ン

保険事業 顧問 無 無

78 伊藤　元 53 経済産業省大臣官房付 H22.7.30 H22.10.1 石油資源開発株式会社
石油・天然ガスの探鉱・開
発

企画担当役
員付

無 無

79 塚本　修 57
経済産業省大臣官房地域経
済産業審議官

H22.7.30 H22.10.1 学校法人東京理科大学 教育・研究 特命教授 無 無

80 塚本　修 57
経済産業省大臣官房地域経
済産業審議官

H22.7.30 H22.10.1 古河電気工業株式会社
電線、光ファイバー、自動
車部品等製造・販売業

顧問 無 無

81 成瀬　卓也 50 経済産業省大臣官房付 H22.7.30 H22.10.1 電源開発株式会社
電気事業、エンジニアリン
グ事業

国際業務部
審議役

無 無

82 長谷川　榮一 58 中小企業庁長官 H22.7.30 H22.10.12
株式会社ボストンコンサ
ルティンググループ

市場調査の受託、事業の経
営方針及び運営方法に関す
るコンサルタント業務等

シニア・ア
ドバイザー

無 無
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83 長谷川　榮一 58 中小企業庁長官 H22.7.30 H22.10.12
株式会社テー・オー・ダ
ブリュー

イベント、セミナー、セールスプ
ロモーションに関する企画、制
作、施工、演出及び運営などに関
する業務等

顧問 無 無

84 平工　奉文 54 経済産業省製造産業局長 H22.7.30 H22.10.1
日本アイ・ビー・エム株
式会社

情報処理機器、ソフトウェア等の
開発・製造・販売等及び企業の各
種業務に関するコンサルティング
並びに受託

特別顧問 無 無

85 本部　和彦 58
経済産業省資源エネルギー
庁次長

H22.7.30 H22.11.1 大成建設株式会社 建設工事全般 顧問 無 無

86 本部　和彦 58
経済産業省資源エネルギー
庁次長

H22.7.30 H22.10.13 東京大学公共政策大学院 教育・研究 特任教授 無 無

87 望月　晴文 61 経済産業事務次官 H22.7.30 H22.10.1 日本生命保険相互会社 保険事業 特別顧問 無 無

88 望月　晴文 61 経済産業事務次官 H22.7.30 H22.10.1 矢崎総業株式会社
自動車部品等の製造・販売
等

顧問 無 無

89 橘高　公久 52 経済産業省大臣官房付 H22.7.30 H22.11.1
国際石油開発帝石株式会
社

石油・天然ガスの開発
経営企画本部シ
ニアコーディー
ネーター

無 無

90 岩崎　良子 57
特許庁審判部上級審判官
（第37部門）

H22.9.30 H22.10.1 自営業
商品及び役務等の類似基準
変更に伴う類似群の付け替
え業務

－ 無 無

91 八尋　俊英 45 経済産業省大臣官房参事官 H22.9.30 H22.10.15 シャープ株式会社 電器製造業
ネットワーク
サービス推進事
業本部副本部長

無 無

92 赤穂　隆雄 56
特許庁審判部審判長（第26
部門）

H22.10.1 H22.10.2 鈴榮特許綜合事務所
特許権等の権利取得代行業
務

弁理士 無 無

93 江嶋　清仁 55
特許庁審判部審判長（第27
部門）

H22.10.1 H22.10.2 大塚国際特許事務所 特許実用新案等に係る業務 弁理士 無 無

94 道明　昇 56 国土交通省大臣官房付 H20.7.4 H22.6.14
社団法人外航船員医療事
業団

外航船員の医療体制の整備
等

専務理事 無 無

95 榊　正剛 57 国土交通審議官 H21.7.24 H22.11.1 東日本高速道路株式会社
東日本エリアの高速道路の
管理運営・建設事業等

常勤顧問 無 無

96 河野　芳克 59
東京航空局保安部先任航空
機検査官

H21.9.30 H22.10.1 株式会社ジャムコ
航空機の内装品製造事業、
航空機整備事業

顧問 無 無
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97 浅野　忠信 59
中部運輸局自動車技術安全
部長

H22.4.1 H22.10.1
社団法人愛知県自動車整
備振興会

整備関係業界の指導・育成 事務局長 無 無

98 平川　君男 58 中部運輸局岐阜運輸支局長 H22.4.1 H22.10.1
社団法人日本自動車販売
協会連合会

自動車登録申請代行事務等
静岡県支部
事務所長

無 無

99 山村　澄雄 59
九州運輸局自動車技術安全
部長

H22.4.1 H22.10.1 財団法人九州陸運協会
自動車重量税印紙等の売り
捌き業務

熊本支部次
長

無 無

100 一宮　幸治 57 中国地方整備局総務部長 H22.8.1 H22.11.1
社団法人全国公営住宅火
災共済機構

地方公共団体の経営する住
宅の火災による損害につい
ての共済事業等

事務局次長 無 無

101 熊谷　啓 57 国土交通省大臣官房付 H22.8.1 H22.11.1
財団法人自転車駐車場整
備センター

自転車駐車場等の建設・管
理

管理部次長 無 無

102 和田　浩 57 国土交通省大臣官房付 H22.8.1 H22.10.1
財団法人首都圏不燃建築
公社

市街地再開発事業、都市居
住再生事業等

総務部長 無 無

103 伊藤　淳　 56 国土交通大学校長 H22.8.10 H22.10.1
東京海上日動火災保険株
式会社

保険事業 顧問 無 無

104 若山　勝行 57
国土交通省大臣官房政策評
価審議官兼秘書室長

H22.8.10 H22.10.1 林田ビル管理株式会社 ビル管理 顧問 無 無

105 寺田　秀樹 54
国土技術政策総合研究所危
機管理技術研究センター長

H22.8.16 H22.10.1 国土防災技術株式会社
都市・山地・農地・道路・河川・
海岸・港湾・鉄道等国土の災害防
止に関するコンサルタント業務等

理事 無 無

106 西畑　雅司 56 国土交通省大臣官房付 H22.8.16 H22.10.1
基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

地盤に関する総合コンサル
ティング

技術顧問 無 無

107 横浦　惠助 57
国土交通省航空局管制保安
部運用課次席飛行検査官

H22.10.1 H22.12.1
学校法人君が淵学園崇城
大学

航空整備士の教育及び国家
試験受験

学科教員 無 無

108 山本　義信 55 東北地方整備局用地部長 H22.10.16 H22.12.1
全国建設業協同組合連合
会

金融事業、共同購買事業、
総合補償制度

事務局長 無 無

109 竹本　和彦 58 地球環境審議官 H22.8.10 H22.10.1 国連大学高等研究所
持続可能な開発教育・ＳＡ
ＴＯＹＡＭＡプロジェクト
の総括

シニアフェ
ロー

無 無

110 小野口　邦夫 61
会計検査院第２局監理官付
調査官（第２局厚生労働検
査第４課長）

H22.9.30 H22.10.1 ライト工業株式会社 土木工事業 顧問 無 無
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111 湖島　知高 56 国立病院機構理事 H22.3.31 H22.10.15
一般社団法人日本取締役
協会

日本のコーポレート・ガバナンス
（企業統治）を充実・普及させる
ための活動、取締役の育成・支援
および紹介等

顧問 無 無

112 谷口　治子 60
国立病院機構栃木病院看護
部長

H22.3.31 H22.5.1 あしかがの森足利病院 医療事業 看護部長 無 無

（注１）

（注２）

（注３）

「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が含まれる。

「求職の承認」には、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３第２項第４号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」には、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18条の５第１項及び同法第18条の６の規定に基づく援助が含まれる。
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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

1 安江　選 59
警視庁第四方面本部長兼警
務部参事官

H22.7.8 H22.10.1 警視庁職員互助組合 職員の福利厚生 事務局長 無

2 井手　好郎 59 警視庁世田谷警察署長 H22.8.23 H22.10.1 株式会社双日 総合商社 顧問 無

3 乙丸　秀次 59 警視庁交通部交通規制課長 H22.8.23 H22.10.1 株式会社ニチイ学館 医療関連事業 顧問 無

4 加納　道朗 59 警視庁第五方面本部長 H22.8.23 H22.10.1
財団法人東京交通安全協
会

交通安全事業 顧問 無

5 菊池　知久 59 警視庁第二方面本部長 H22.8.23 H22.10.1 森トラスト株式会社 不動産業 参与 無

6 椎名  繁 60 千葉県警察本部地域部長 H22.8.23 H22.10.1
財団法人千葉県交通安全
協会連合会

交通安全事業 事務局長 無

7 鈴木　武英 59
警視庁第八方面本部長兼警
務部参事官

H22.8.23 H22.10.1
財団法人東京交通安全協
会

交通安全事業 顧問 無

8 永光　眞二 59 警視庁第九方面本部長 H22.8.23 H22.10.1 警視庁職員信用組合 金融業
理事長付部
長

無

9 丸山　富士雄 59 警視庁警察学校長 H22.8.23 H22.10.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業 調査役 無

10 柳原　敏男 59 警視庁築地警察署長 H22.8.23 H22.10.1 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業 顧問 無

（注）

※ 本件報告内容については、個人情報等であることを踏まえ、「生年月日」については「離職時の年齢」として表記している。

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。

【２－２．特定地方警務官（注）に係る届出関連】
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