
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 佐藤　勝 49
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

H24.6.1 H24.6.30 H24.7.1 有限責任あずさ監査法人 会計監査
社員（パー
トナー）

無 無

2 長谷川　正光 63
北海道地方更生保護委員会
委員

H24.3.9 H24.3.31 H24.4.1
更生保護法人更生保護事
業振興財団

更生保護事業 事務職員 無 無

3 本田　光宏 50 国税庁長官官房付 H24.5.10 H24.6.30 H24.7.1 国立大学法人筑波大学 教育・研究 教授 無 無

4 清水　喜久子 60
国税庁大阪国税局東山税務
署長

H24.5.15 H24.7.9 H24.7.11
公益社団法人右京納税協
会

適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚事業

専務理事 無 無

5 杉村　節夫 60
国税庁大阪国税局東淀川税
務署長

H24.6.5 H24.7.9 H24.8.1
公益社団法人尼崎納税協
会

適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚事業

専務理事 無 無

6 天野　貞祐 60
国税庁大阪国税局中京税務
署長

H24.5.7 H24.7.9 H24.7.11
公益社団法人下京納税協
会

適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚事業

専務理事
（常勤役
員）

無 無

7 平松　義明 60
国税庁大阪国税局奈良税務
署長

H24.5.9 H24.7.9 H24.8.1 公益社団法人北納税協会
適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚事業

専務理事
（常勤役
員）

無 無

8 山田　吉隆 60
国税庁大阪国税局芦屋税務
署長

H24.5.28 H24.7.9 H24.8.1
公益社団法人天王寺納税
協会

適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚事業

専務理事 無 無

9 權田　和雄 59 国税庁長官官房付 H24.6.7 H24.7.10 H24.7.11 学校法人九州国際大学 教育・研究 教授 無 無

10 吉澤　雅隆 48 経済産業省大臣官房付 H24.4.1 H24.5.1 H24.5.11 吉岳商事株式会社 不動産管理等 専務取締役 無 無

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２４年４月１日～同年６月３０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）】

別紙３ 
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11 向　末男 60
海上保安庁高知海上保安部
巡視船とさ船長

H23.12.26 H24.3.31 H24.4.1 日本沖荷役安全協会 沖荷役における安全管理
神戸支部業
務部長

無 無

12 安田　弘 60
国土交通省航空局交通管制
部付

H24.2.10 H24.3.31 H24.4.1
独立行政法人国際協力機
構（ＪＩＣＡ）

技術協力、無償資金協力、
有償資金協力

ＪＩＣＡ(ｲﾝﾄﾞﾈ
ｼｱ国政府（ｼﾞｬｶ
ﾙﾀ））専門家

無 無

13 田口　弘史 44
運輸安全委員会事務局鉄道
事故調査官

H24.6.25 H24.6.30 H24.7.1 東京地下鉄株式会社
鉄道事業及びこれに付帯す
る事業

鉄道本部車
両部車両工
事所所長

無 無

14 杉尾　賢二 54
国立病院機構九州がんセン
ター腫瘍病態研究部長

H24.5.11 H24.5.31 H24.6.1 国立大学法人大分大学 教育・研究
医学部医学科総
合外科学第二講
座准教授

無 無

15 新延　正憲 59 国立病院機構労務担当理事 H24.5.10 H24.6.15 H24.6.25
株式会社ＳＲＡホール
ディングス

監査業務 監査役 無 無

16 小山　関哉 54
国立病院機構まつもと医療
センター臨床研究部長

H24.6.1 H24.6.30 H24.7.1 社会医療法人財団慈泉会 医療業務
相澤病院呼
吸器総括医
長

無 無

17 多田羅　潔 63
国立病院機構善通寺病院統
括診療部長

H24.3.10 H24.6.30 H24.8.1 医療法人社団純心会 医療事業
善通寺前田
病院長

無 無

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

「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。

「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。
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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 上山　政二 60 人事院近畿事務局長 H24.3.31 H24.6.16
財団法人港湾空港建設技
術サービスセンター

港湾、海岸、空港の建設・
維持管理事業の発注、施工
事業技術支援

参与(嘱託） 無 無

2 神田　賢司 60
人事院給与局生涯設計課生
涯設計分析官（職員福祉局
参事官）

H24.3.31 H24.5.21
一般財団法人日本人事行
政研究所

人事行政に関する研修等の
実施及び図書等の編集作業

参与 無 無

3 粂原　稔 60
人事院人材局試験専門官室
次席試験専門官

H24.3.31 H24.6.1
財団法人公務人材開発協
会

研修講師派遣、人事・研修
担当者へのコンサルティン
グ

企画実施部
長

無 無

4 齋藤　潤 60
内閣府政策統括官（経済財
政分析担当）

H24.1.10 H24.4.1
公益社団法人日本経済研
究センター

経済、財政、金融、産業等
に関する調査・研究等

研究顧問 無 無

5 齋藤　潤 60
内閣府政策統括官（経済財
政分析担当）

H24.1.10 H24.4.1 国立大学法人東京大学 教育・研究
公共政策大
学院非常勤
講師

無 無

6 齋藤　潤 60
内閣府政策統括官（経済財
政分析担当）

H24.1.10 H24.5.1 慶應義塾大学 教育・研究
大学院商学研究
科特任教授（有
期）

無 無

7 福下　雄二 61 内閣府審議官 H24.1.10 H24.2.1
学校法人東京女子医科大
学

教育・研究 顧問 無 無

8 福下　雄二 61 内閣府審議官 H24.1.10 H24.3.1 学校法人女子美術大学 教育・研究 理事 無 無

9 福下　雄二 61 内閣府審議官 H24.1.10 H24.4.1 トヨタ自動車株式会社 自動車の生産・販売 顧問 無 無

10 井上　裕行 53
内閣府経済社会総合研究所
総括政策研究官

H24.3.31 H24.4.1 東京経済大学 教育・研究
経済学部教
授

無 無

11 知念　秀樹 60
内閣府沖縄総合事務局総務
部人事課長

H24.3.31 H24.6.1 琉球協同飼料株式会社 飼料の製造販売 参与 無 無

12 鈴木　武 60 宮内庁管理部長 H24.3.31 H24.6.1
三井住友信託銀行株式会
社

金融業 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 安田　勉 60 宮内庁京都事務所次長 H24.3.31 H24.5.7
公益財団法人菊葉文化協
会

皇室に関係する伝承文化、
文化財等の調査研究等

京都支部長 無 無

14 福島　克臣 57 関東管区警察局長 H23.3.22 H24.6.26 表示灯株式会社 広告事業
取締役副社
長

無 無

15 佐伯　猛貴 60 皇宮警察本部吹上護衛署長 H23.3.31 H24.5.1 住友不動産株式会社 不動産業 顧問 無 無

16 岩崎　和彦 57 四国管区警察局長 H23.10.1 H24.4.1 株式会社紀尾井共済 商事業務、保険代理等業務
代表取締役
社長

無 無

17 渡辺　巧 60 中部管区警察局長 H24.1.20 H24.4.1
財団法人日本道路交通情
報センター

交通情報の収集、提供及び
分析事業等

常勤参与 無 無

18 鎌田　研一 60
中国管区警察局総務監察・
広域調整部首席監察官

H24.2.13 H24.4.1
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

関西本部長 無 無

19 木下　外晴 59
近畿管区警察局広域調整部
長

H24.2.28 H24.4.1
アメリカンファミリー生
命保険会社

保険事業
アソシエイ
ツ営業統括
部付顧問

無 無

20 山手　康男 61
警察大学校財務捜査研修セ
ンター所長

H24.2.28 H24.5.7 表示灯株式会社 広告事業 事業本部長 無 無

21 平田　勉 60
近畿管区警察局奈良県情報
通信部長

H24.3.12 H24.6.1 財団法人富山県防犯協会
地域安全活動の推進等総合
防犯事業

専務理事（事務
局長） 無 無

22 鶴見　雅男 59 宮崎県警察本部長 H24.3.23 H24.6.1 株式会社ローソン
小売業(コンビニエンスス
トア経営者)

コンプライアン
ス・リスク担当
顧問

無 無

23 眞田　稔 60 北海道警察函館方面本部長 H24.3.30 H24.6.1 公益財団法人警察協会
警察活動援助者等に対する
救済援護事業等

総務部長 無 無

24 岩田　彰 62 関東管区警察学校教務部長 H24.3.31 H24.6.1 前田建設工業株式会社 建設業 顧問 無 無

25 末井　誠史 57 警察庁長官官房付 H24.3.31 H24.6.1
明治安田生命保険相互会
社

保険事業
公益法人第
二部顧問

無 無

26 西田　泰 60
科学警察研究所交通科学部
長

H24.3.31 H24.5.1
財団法人交通事故総合分
析センター

道路交通事故に関する調
査、研究機関

嘱託 無 無
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27 伴　敏之 58 科学警察研究所副所長 H24.3.31 H24.6.1 大成建設株式会社 建設業
管理本部顧
問

無 無

28 細谷　弘 60 皇宮警察本部護衛部長 H24.3.31 H24.5.1 株式会社たいよう共済
損害保険及び各種損害保険
の代理店業務

課長 無 無

29 宮地　辰三 59
警察庁長官官房会計課工場
長

H24.3.31 H24.6.1
一般社団法人ＵＴＭＳ協
会

高度情報通信技術による新
交通管理システムに関する
調査、研究及び開発

事務局長 無 無

30 弓取　隆司 60 皇宮警察本部吹上護衛署長 H24.3.31 H24.5.1
全日本遊技事業協同組合
連合会

組合事業に関する調査、研
究、広報及び組合員の福利
厚生等

総務部長 無 無

31 松本　治男 59 近畿管区警察局長 H24.4.2 H24.5.30
公益財団法人全国防犯協
会連合会

防犯活動推進事業、暴力追
放運動推進事業

専務理事 無 無

32 松本　治男 59 近畿管区警察局長 H24.4.2 H24.6.1 株式会社たいよう共済
損害保険及び各種損害保険
の代理店業務

顧問 無 無

33 三國谷　勝範 60 金融庁長官 H23.8.2 H24.4.1 国立大学法人東京大学 教育・研究
政策ビジョ
ン研究セン
ター教授

無 無

34 加藤　將展 57
金融庁検査局総務課金融検査能力
開発分析官（財務省中国財務局鳥
取財務事務所長）

H24.3.31 H24.5.1 株式会社荘内銀行 金融業
理事（ふる
さと振興）

無 無

35 鈴木　秀彦 58
金融庁検査局総務課統括検
査官

H24.5.11 H24.6.15 杜の都信用金庫 金融業 常務理事 無 無

36 江澤　岸生 56 総務省大臣官房審議官 H22.7.23 H24.3.28 学校法人夙川学院 教育・研究
監事（非常
勤）

無 無

37 木原　正則 59
消防庁消防大学校消防研究
センター所長

H23.3.31 H24.4.1
財団法人日本消防設備安
全センター

消防防災に関する調査研
究、火災予防の普及等

特別参与 無 無

38 池川　博士 56
総務省政策統括官（統計基
準担当）

H23.8.15 H24.6.19
エヌ・ティ・ティ都市開
発株式会社

不動産業、建設業、金融業 監査役 無 無

39 川崎　茂 60 総務省統計研修所長 H23.12.31 H24.4.1 学校法人日本大学 教育・研究 教授 無 無

40 犬伏　守 60
総務省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

H24.3.31 H24.4.1
総務省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

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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41 紀本　明宏 60
総務省国際統計研究官（政策統括
官（統計基準担当）付） H24.3.31 H24.4.13 学校法人加計学園 教育・研究

倉敷芸術科
学大学非常
勤講師

無 無

42 紀本　明宏 60
総務省国際統計研究官（政策統括
官（統計基準担当）付） H24.3.31 H24.5.8 国立大学法人徳島大学 教育・研究 客員教授 無 無

43 幸田　雅治 56
総務省大臣官房付併任総務
省大臣官房審議官

H24.3.31 H24.4.1 中央大学 教育・研究 教授 無 無

44 河野　栄 60 総務省大臣官房付 H24.3.31 H24.6.1
株式会社日立製作所情
報・通信システム社

情報通信システムサービス
の提供

社長付 無 無

45 髙砂　清彦 60 総務省大臣官房付 H24.3.31 H24.6.1 財団法人日本防火協会
防火思想の普及宣伝及び火
災予防運動の推進

部長 無 無

46 髙村　知孝 60 総務省大臣官房付 H24.3.31 H24.6.1
一般財団法人全国消防協
会

全国の消防職員の援助及び
国民生活の安心安全の向上
への貢献

企画部長 無 無

47 濱田　稔 60

総務省九州管区行政評価局第一部
長併任九州管区行政評価局年金記
録確認福岡地方第三者委員会事務
室長

H24.3.31 H24.4.1
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

48 安田　修一 60

総務省中国四国管区行政評価局第
一部長併任中国四国行政評価局年
金記録確認広島地方第三者委員会
事務室長

H24.3.31 H24.4.1
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

49 山田　朝夫 50 総務省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1 常滑市 地方公務 副市長 無 無

50 増田　暢也 62 仙台高等検察庁検事長 H22.6.17 H24.3.6 中央更生保護審査会 国家公務 委員 無 無

51 大原　安雄 59 津地方法務局長 H23.3.31 H24.4.2 名古屋法務局 国家公務
事務補佐員
（期間業務
職員）

無 無

52 河内　昭 60 松江保護観察所長 H23.3.31 H24.4.1
更生保護法人九州地方更
生保護協会

更生保護事業の支援等 事務局長 無 無

53 澤田　健一 60 法務省大臣官房審議官 H23.3.31 H24.4.1 龍谷大学 教育・研究 非常勤講師 無 無

54 澤田　健一 60 法務省大臣官房審議官 H23.3.31 H24.4.1 日本文化大学 教育・研究 非常勤講師 無 無
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55 鈴木　利幸 60 最高検察庁事務局長 H23.3.31 H24.4.1 足利公証役場 公証業務 公証人 無 無

56 竹石　正博 60
仙台少年鑑別所長（府中刑
務所統括矯正処遇官（考査
担当））

H23.3.31 H24.4.1 財団法人矯正協会
矯正活動に関する調査研究
等

刑政編集室
長

無 無

57 山中　政法 60 福岡入国管理局長 H23.3.31 H24.4.1
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
の受入れの支援

出入国部統
括副部長

無 無

58 渡部　至郎 60 広島地方検察庁事務局長 H23.3.31 H24.4.1 広島市役所 地方公務
企画総務局市民
相談センター交
通事故相談員

無 無

59 岩瀬　晴雄 62 宇都宮区検察庁副検事 H23.5.18 H24.4.1 宇都宮家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

60 藤田　昇三 62 名古屋高等検察庁検事長 H23.7.31 H24.4.23 株式会社整理回収機構 債権回収業務 取締役 無 無

61 太田　茂 62 京都地方検察庁検事正 H23.8.1 H24.4.1 早稲田大学 教育・研究
教授（任期
付）

無 無

62 山本　曻一 62 熊本区検察庁副検事 H23.8.13 H24.4.1
熊本地方裁判所、熊本簡
易裁判所

国家公務
民事調停委
員

無 無

63 成田　正敏 62 横浜区検察庁副検事 H23.10.28 H24.4.1
横浜地方裁判所横須賀支
部

国家公務
民事調停委
員

無 無

64 62 広島区検察庁副検事 H23.12.15 H24.4.1
株式会社アンデルセン
サービス

総務、人事及びコンプライアンス
などアンデルセングループ内の専
門業務を担当

取締役副社
長

無 無

65 津熊　寅雄 61 高松地方検察庁検事正 H24.1.17 H24.4.23 上野公証役場 公証業務 公証人 無 無

66 中澤　哲 62 八王子区検察庁副検事 H24.1.28 H24.4.1 東京地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

67 秋山　重紀 59 前橋地方法務局長 H24.3.31 H24.5.1 岩見沢公証役場 公証業務 公証人 無 無

68 市川　嘉彦 60 広島高等検察庁事務局長 H24.3.31 H24.4.3 近畿地方更生保護委員会 国家公務 委員 無 無
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69 甲斐　孝雄 59 神戸地方検察庁交通部長 H24.3.31 H24.6.1 福岡公証役場 公証業務 公証人 無 無

70 川上　庄三 60 福岡地方検察庁首席捜査官 H24.3.31 H24.4.1 宮崎地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

71 河原　美恵 59 甲府地方法務局長 H24.3.31 H24.6.1 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

経理課長 無 無

72 金城　正典 60 那覇少年鑑別所長 H24.3.31 H24.4.6 沖縄県教育委員会 地方公務

那覇教育事務所
非常勤嘱託員
（スクールカウ
ンセラー）

無 無

73 國部　敬徳 60 大阪拘置所長 H24.3.31 H24.6.1 住友生命保険相互会社 保険事業 顧問 無 無

74 小林　信紀 60 黒羽刑務所長 H24.3.31 H24.4.16 有限会社矯正弘済会
損害保険代理（店）事業、
物品販売事業

総務部長 無 無

75 小林　政光 62 東京区検察庁副検事 H24.3.31 H24.4.1 東京地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

76 小林　義次 60 仙台高等検察庁事務局長 H24.3.31 H24.5.1 住友生命保険相互会社 保険事業 顧問 無 無

77 是木　智美 38 さいたま地方検察庁検事 H24.3.31 H24.4.2 千葉県庁 地方公務
特定任期付
職員

無 無

78 齋藤　裕司 60 喜連川少年院長 H24.3.31 H24.5.1 財団法人矯正協会
矯正活動に関する調査研究
等

文化事業部
文化部長

無 無

79 崎坂　誠司 51 京都地方検察庁交通部長 H24.3.31 H24.4.12 紫垣法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

80 佐藤　行一 63
北海道地方更生保護委員会
委員

H24.3.31 H24.4.2 株式会社玄米酵素 健康食品販売等 総務部長 無 無

81 佐藤　義一 60 札幌入国管理局長 H24.3.31 H24.5.1
国際企業人事サービス株
式会社

業務についてアドバイス等 顧問 無 無

82 佐藤　吉仁 60 名古屋矯正管区長 H24.3.31 H24.5.11 マツダ株式会社
乗用車・トラックの製造販
売

嘱託 無 無
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83 島津　弘一 59 盛岡地方法務局長 H24.3.31 H24.5.1 伊勢公証役場 公証業務 公証人 無 無

84 十川　学 60 福岡矯正管区長 H24.3.31 H24.5.1 財団法人矯正協会
矯正活動に関する調査研究
等

調査役 無 無

85 曽根　仁志 60 神戸地方検察庁首席捜査官 H24.3.31 H24.4.2 神戸地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

86 津﨑　秀樹 60 大阪少年鑑別所長 H24.3.31 H24.4.3 近畿地方更生保護委員会 国家公務
地方更生保
護委員

無 無

87 椿　栄一 59 福岡法務局長 H24.3.31 H24.5.1 太田公証役場 公証業務 公証人 無 無

88 中野　昭一 60
さいたま地方検察庁事務局
長

H24.3.31 H24.4.2 水戸地方検察庁 国家公務
被害者支援
員

無 無

89 中村　武雄 60 岡山公安調査事務所長 H24.3.31 H24.5.14
社会福祉法人普門会にし
き苑

介護業務 非常勤職員 無 無

90 中村　芳裕 60 中部公安調査局総務部長 H24.3.31 H24.6.1 行政書士中村芳裕事務所 行政書士業 行政書士 無 無

91 新沼　則男 59 秋田地方法務局長 H24.3.31 H24.4.1 仙台法務局 国家公務
事務補佐員
（期間業務
職員）

無 無

92 早崎　裕子 38 福岡地方検察庁検事 H24.3.31 H24.4.1 明倫法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

93 平野　朝子 42
法務省大臣官房民事訟務課
法務専門職（法務専門官）

H24.3.31 H24.4.1 公正取引委員会事務総局 国家公務
審査局管理企画
課審査専門官
（主査）

無 無

94 古澤　恭一 63
中部地方更生保護委員会委
員長

H24.3.31 H24.5.1
更生保護法人全国保護司
連盟

更生保護事業法第２条第４
項規定の連絡助成事業

事務局員 無 無

95 堀田　順 60 津地方検察庁事務局長 H24.3.31 H24.6.1 名古屋公証人合同役場 公証業務 事務長 無 無

96 前橋　辰雄 59 奈良地方法務局長 H24.3.31 H24.4.1 千葉家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無
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97 宮田　正之 62 東京区検察庁副検事 H24.3.31 H24.5.1 松江公証役場 公証業務 公証人 無 無

98 栁井　康夫 59 神戸地方法務局長 H24.3.31 H24.5.1 福知山公証役場 公証業務 公証人 無 無

99 坂井　文雄 61 さいたま地方検察庁検事正 H24.4.10 H24.6.21 麹町公証役場 公証業務 公証人 無 無

100 佐藤　崇 58 最高検察庁検事 H24.4.10 H24.6.1 札幌大通公証役場 公証業務 公証人 無 無

101 山田　文比古 57
外務省大臣官房外務事務官
（在フランス日本国大使館
公使）

H24.4.1 H24.4.2
国立大学法人東京外国語
大学

教育・研究 教授 無 無

102 三輪　洋二 60
国税庁広島国税局調査査察
部長

H22.7.10 H24.6.27 株式会社ウッドワン
建築資材業（フローリング
材、階段材、玄関ドア材
等）

非常勤監査
役

無 無

103 加藤　治彦 58 国税庁長官 H22.7.30 H24.4.1 アイシン精機株式会社 自動車部品製造業 顧問 無 無

104 小手川　大助 59 財務省大臣官房付 H22.8.29 H24.4.27 株式会社ストリーム
インターネット通販の運営
事業等

社外監査役 無 無

105 小手川　大助 59 財務省大臣官房付 H22.8.29 H24.5.18 株式会社セキド
家電、インポートブランド
品等の販売

社外取締役 無 無

106 北原　省治 59 財務省主計局局付 H23.7.1 H24.4.1
一般財団法人建設業振興
基金

建設業者団体、事業協同組合等が
行う資金借り入れについての債務
保証、建設業の安定化に関する調
査研究、指導、助成等

理事 無 無

107 有賀　茂夫 60
国税庁関東信越国税局浦和
税務署長

H23.7.9 H24.5.29 株式会社加島屋 水産加工食品の製造・販売 監査役 無 無

108 伊藤　憲明 60
国税庁東京国税局京橋税務
署長

H23.7.9 H24.4.1 日本酒造組合中央会 酒類業関係団体 嘱託 無 無

109 伊藤　憲明 60
国税庁東京国税局京橋税務
署長

H23.7.9 H24.6.6 日本酒造協同組合連合会 酒類業関係団体 嘱託 無 無

110 奥倉　衛治 60
国税庁東京国税局厚木税務
署長

H23.7.9 H24.6.21
ジャパンネットワークシ
ステム株式会社

ファン保護を目的とした貯
玉/メダルデータの第三者
管理と運営業務

常勤監査役 無 無
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111 住田　芳夫 60
国税庁広島国税局下関税務
署長

H23.7.9 H24.5.1 福山市役所 地方公務
収納指導員
（非常勤嘱
託職員）

無 無

112 早川　惠久 60
国税庁名古屋国税局課税第
二部長

H23.7.9 H24.6.21 トランコム株式会社
物流センター構築運営事
業、物流情報サービス事
業、貨物運送事業

社外監査役 無 無

113 三浦　裕義 61
国税庁東京国税局戸塚税務
署長

H23.7.9 H24.4.1 学校法人中央学院大学 教育・研究 非常勤講師 無 無

114 森川　宗照 60
国税庁大阪国税局北税務署
長

H23.7.9 H24.5.18 福和商事株式会社 日用雑貨等の販売 取締役 無 無

115 山田　一道 60
国税庁東京国税局向島税務
署長

H23.7.9 H24.4.1
アメリカンファミリー生
命保険会社

保険事業 嘱託社員 無 無

116 岸　英人 61 国税庁仙台国税局長 H23.7.10 H24.4.1 学校法人中央大学 教育・研究 兼任講師 無 無

117 苗村　眞 60
国税庁名古屋国税局浜松西
税務署長

H23.12.22 H24.3.22 苗村眞税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

118 菅野　耕司 57
財務省理財局国有財産企画
課国有財産情報分析官

H24.2.10 H24.4.1
日本住宅パネル工業協同
組合

内装業 参事 無 無

119 阿部　弥門 56 東北財務局総務部部付 H24.3.31 H24.6.25 東北労働金庫 金融業 常勤監事 無 無

120 伊藤　寿 57 東北財務局管財部次長 H24.3.31 H24.5.1 水沢信用金庫 金融業 検査室長 無 無

121 鬼塚　太美 60 国税庁長官官房付 H24.3.31 H24.6.27 鬼塚太美税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

122 加藤　真人 60
国税庁広島国税不服審判所
部長審判官

H24.3.31 H24.5.24 加藤真人税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

123 金川　茂 60 函館税関総務部税関考査官 H24.3.31 H24.5.1 三ツ輪運輸株式会社
倉庫業、港湾・貨物自動車
運送業、通関業等

常勤嘱託 無 無

124 清　俊二 60
国税庁高松国税不服審判所
部長審判官

H24.3.31 H24.5.24 清俊二税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

11



125 寺島　進一郎 60
国税庁金沢国税不服審判所
部長審判官

H24.3.31 H24.5.24 寺島進一郎税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

126 梨田　修 60
国税庁名古屋国税不服審判
所部長審判官

H24.3.31 H24.5.24 梨田修税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

127 縄田　信二 60
国税庁福岡国税不服審判所
部長審判官

H24.3.31 H24.4.1 唐津市役所 地方公務
滞納整理等
指導員

無 無

128 縄田　信二 60
国税庁福岡国税不服審判所
部長審判官

H24.3.31 H24.4.1 福津市役所 地方公務 徴税指導員 無 無

129 細川　新一 60
国税庁仙台国税不服審判所
部長審判官

H24.3.31 H24.6.11 細川新一税理士事務所 税理士業 開業税理士 無 無

130 牟田　正則 56
福岡財務支局金融商品取引
所監理官

H24.3.31 H24.6.1 九州労働金庫 金融業 契約社員 無 無

131 山口　豊 60
国税庁札幌国税不服審判所
部長審判官

H24.3.31 H24.4.10 税理士法人児玉税経 税理士業 札幌支店長 無 無

132 内山　憲司 58 関東財務局総務部次長 H24.5.10 H24.5.30 埼玉縣信用金庫 金融業 参与 無 無

133 伊藤　修治 56 北海道財務局理財部次長 H24.5.11 H24.6.1
一般社団法人北海道信用
金庫協会

北海道地区に在る信用金庫
の健全な発展を図ること

参与 無 無

134 松本　弥 55 財務省大臣官房付 H24.5.11 H24.6.20 近畿労働金庫 金融業 常勤監事 無 無

135 齋藤　進 57
関東財務局東京財務事務所
次長

H24.5.15 H24.6.15 足利小山信用金庫 金融業 常勤顧問 無 無

136 新宮　増弥 57 近畿財務局総務部次長 H24.5.15 H24.6.11 大阪東信用金庫 金融業
人事部付部
長待遇

無 無

137 安藤　智弘 57 近畿財務局総務部部付 H24.5.18 H24.6.1
一般社団法人近畿地区信
用金庫協会

近畿地区に在る信用金庫の
健全な発展を図ること

嘱託 無 無

138 森川　卓也 56 東京税関長 H24.5.31 H24.6.20
一般社団法人全国信用金
庫協会

信用金庫制度及び業務並び
に金融経済等に関する調査
研究等

常務理事 無 無
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139 素川　富司 58 国立教育政策研究所長 H22.7.29 H24.4.1
財団法人私立大学退職金
財団

私立大学等振興のための退
職資金の交付及び調査研究
等

常務理事 無 無

140 藤嶋　信夫　 60 文部科学省国際統括官 H24.1.6 H24.4.1
有人宇宙システム株式会
社

国際宇宙ステーション・ＪＥＭの
運用・利用サポート、宇宙機器の
安全開発保証、衛星利用及び宇宙
ビジネスの促進

コンプライ
アンス部長

無 無

141 浅川　敏郎 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1
独立行政法人日本原子力
研究開発機構

原子力研究開発 上席嘱託 無 無

142 五十嵐　義明 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1 学校法人女子美術大学 教育・研究
事務職員
（部長）

無 無

143 河本　朝光 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1
一般社団法人国立大学協
会

国立大学法人の振興と高等
教育・学術研究の発展への
寄与

事務局次長
兼総務部長

無 無

144 國友　孝信 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.5.1
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

事務局長 無 無

145 島田　正寛 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1 有限会社国大協サービス 保険代理業
総務部長兼
事業部長

無 無

146 辻　正行 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1 学校法人東京聖徳学園 教育・研究
聖徳大学事
務局長

無 無

147 中島　節夫 59 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.5.1 学校法人目白学園 教育・研究
大学岩槻事
務局長

無 無

148 平田　文利 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1
公益社団法人日本技術士
会

技術士業務の進歩、改善及
び技術士の品位の保持・向
上

総務部担当
部長

無 無

149 平中　英二 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1 国立大学法人名古屋大学 教育・研究
法政国際教育協
力研究センター
特任教授

無 無

150 本間　清 60 文部科学省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1
独立行政法人科学技術振
興機構

科学技術の振興 総括室長 無 無

151 坪田　秀治 60 大阪労働局職業安定部長 H23.3.31 H24.4.1
社団法人大阪府木材連合
会

林業事業体の雇用管理改善
事業

林業雇用改
善アドバイ
ザー

無 無

152 文屋　憲二 60
広島労働局広島中央労働基
準監督署長

H23.3.31 H24.4.3
公益社団法人広島県労働
基準協会

技能講習等の実施、各種講
習会の開催等

事務局長 無 無
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153 寺尾　徹 59
厚生労働省社会・援護局総
務課長

H23.7.29 H24.4.1 社会福祉法人浴風会
第一種社会福祉事業及び第
二種社会福祉事業

養護老人
ホーム浴風
園園長

無 無

154 石井　博史 57 厚生労働省大臣官房付 H23.8.22 H24.4.1
公益財団法人木村看護教
育振興財団

看護師に対する研究助成事
業等

常務理事 無 無

155 川原　章 58 厚生労働省大臣官房付 H24.1.31 H24.4.1 日本製薬工業協会

製薬企業に共通する諸問題の解
決、医薬品に対する社会的理解を
深めるための活動、医薬品の国際
化をめぐる環境整備などの事業

理事長付部長
（嘱託職員） 無 無

156 石川　俊英 60
北海道労働局札幌中央労働
基準監督署長

H24.3.31 H24.5.1 札幌労働基準協会 労働関係法令の周知等 事務局長 無 無

157 伊藤　勲 60
三重労働局四日市労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.4.20
一般社団法人三重労働基
準協会連合会

労務管理の改善、産業安全
衛生に関する講習の実施等

一般職員 無 無

158 伊藤　英紀 60 国立感染症研究所総務部長 H24.3.31 H24.5.1
社団法人全国浄化槽団体
連合会

生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図るため、浄化槽の普及促
進、制度の啓発周知等

事務局参与 無 無

159 上山　勝康 60
兵庫労働局神戸西労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.5.7
社団法人兵庫労働基準連
合会

労働安全衛生法に基づく技
能講習、専門教育

アルバイト 無 無

160 上山　勝康 60
兵庫労働局神戸西労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.5.28 神戸西労働基準協会
労働災害防止、労働条件向
上等の講習、教育等事業

専務理事、
事務局長

無 無

161 岡部　信彦 65
国立感染症研究所感染症情
報センター長

H24.3.31 H24.4.1 川崎市 地方公務
衛生研究所
所長

無 無

162 小畑　学 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

H24.3.31 H24.5.16
一般財団法人港湾労働安
定協会

港湾運送業に従事する労働者の職
業能力の開発向上等による、港湾
労働者の福祉の増進と港湾運送事
業の近代化に資する

雇用安定部
長兼能力開
発部長

無 無

163 河原　勝洋 57
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
自立訓練部長

H24.3.31 H24.5.1
社会福祉法人東京都福祉
事業協会浮間ハイマート

社会福祉事業
母子生活支
援施設長

無 無

164 河原田　保佑 67
東北厚生局医療課統括医療
指導官

H24.3.31 H24.6.1 医療法人郡山病院 診療業務、健診業務等 医師 無 無

165 神田　公司 60
千葉労働局千葉労働基準監
督署長

H24.3.31 H24.5.9 建設業労働災害防止協会
建設業における労働災害防
止のための講習、啓蒙活動

千葉県支部
事務局長

無 無

166 釘貫　祐彰 60
大阪労働局天満労働基準監
督署長

H24.3.31 H24.6.1 中央労働災害防止協会
事業場の労働者、管理職、
経営者等に対する労働安全
衛生教育の実施

大阪安全衛生教
育センター講師
（非常勤）

無 無
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167 久保　貞人 60
石川労働局金沢労働基準監
督署長

H24.3.31 H24.6.18 社団法人日本ボイラ協会
ボイラー・圧力容器等の検
査・検定

石川検査事
務所主任技
師

無 無

168 黒田　一明 60 大阪労働局職業安定部長 H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人大阪府雇用
開発協会

高年齢者・障害者・若年者
の雇用促進事業

事務局長 無 無

169 小池　國光 60 厚生労働省大臣官房付 H24.3.31 H24.5.29
一般社団法人日本人材派
遣協会

労働者派遣事業に係る相
談、能力開発、調査研究等
の事業

専務理事 無 無

170 後藤　憲治 56
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
福岡視力障害センター所長

H24.3.31 H24.5.1
公益財団法人社会福祉振
興・試験センター

社会福祉士・介護福祉士・
精神保健福祉士国家試験事
務

試験室業務
第一部長

無 無

171 小林　敏郎 60
東京労働局中央労働基準監
督署長

H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人三田労働基
準協会

港区内事業場における労
務・安全・健康管理等の講
習会の開催等

事務局長 無 無

172 島崎　謙治 57 厚生労働省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1
国立大学法人政策研究大
学院大学

教育・研究 教授 無 無

173 杉田　希史男 60
兵庫労働局神戸東労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.5.7
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・安全
に係る公益事業

兵庫県支部
事務局長

無 無

174 鈴木　茂 57
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
塩原視力障害センター所長

H24.3.31 H24.5.1
生活協同組合全国都市職
員災害共済会

火災共済事業、自動車共済
事業

経理部長 無 無

175 鈴木　寿信 60
福島労働局いわき労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.5.1 社団法人雇用管理協会
社会保険労務士業務・労働
保険事務組合

事務局長 無 無

176 瀬上　清貴 60 厚生労働省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.16 医療の信頼性科学研究室
病院経営の方向性、信頼性
確保に関する検討の支援業
務等

主筆（研究
総括及び経
営責任者)

無 無

177 田中　義枝 59 東京検疫所長 H24.3.31 H24.4.1 京都市 地方公務
保健セン
ター長

無 無

178 中西　一裕 60
大阪労働局大阪南労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.5.10
公益社団法人建設荷役車
両安全技術協会

建設荷役車両に係る性能保
持と作業の安全

大阪府支部
事務局長

無 無

179 中村　記太夫 60
北海道労働局函館労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.5.1
林業・木材製造業労働災
害防止協会

林業及び木材製造業におけ
る安全衛生教育、指導、調
査研究及び広報普及活動等

安全管理士（札
幌駐在） 無 無

180 中山　拓治 60 厚生労働省大臣官房参事官 H24.3.31 H24.6.1
公益社団法人日本精神科
病院協会

精神科医療の体制等に関す
る事務

事務局長 無 無
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181 花房　克好 60
東京労働局新宿労働基準監
督署長

H24.3.31 H24.5.1 株式会社竹中工務店 建設業
東京本店安
全環境部調
査役

無 無

182 東　英雄 60
熊本労働局熊本公共職業安
定所長

H24.3.31 H24.4.16 ひがし労務管理事務所 社会保険労務
所長（事業
主）

無 無

183 牧野　正義 60
京都労働局京都上労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.6.1
社団法人京都府建設業協
会

建設労働者の雇用管理の改
善を図るための業務

雇用改善コ
ンサルタン
ト

無 無

184 宮治　武美 60
国立保健医療科学院総務部
長

H24.3.31 H24.6.1
財団法人理容師美容師試
験研修センター

理容師・美容師の試験事務及び登
録事務並びに管理理容師・管理美
容師になろうとする者に対して行
う講習会の企画及び実施等の事業

事務局次長
兼総務部長

無 無

185 森　直胤 60
大阪労働局北大阪労働基準
監督署長

H24.3.31 H24.5.1 清水建設株式会社 建設事業、開発事業 参与 無 無

186 山田　宏明 60
新潟労働局新潟労働基準監
督署長

H24.3.31 H24.5.1 建設業労働災害防止協会
建設業に係る労働災害防止
のための技術的な事項につ
いての指導・援助等

新潟県支部
上越駐在室
長

無 無

187 田村　智行 60 厚生労働省大臣官房付 H24.4.18 H24.6.1 株式会社日本アクセス
食品・農産物・酒類等の卸
売、小売業への販売支援

嘱託 無 無

188 藤崎　清道 60 厚生労働省大臣官房付 H24.3.31 H24.5.1
学校法人国際医療福祉大
学

教育・研究 教授、部長 無 無

189 酒井　俊道 59
農林水産省生産局生産流通
振興課砂糖類調整官

H23.3.31 H24.5.14 全日本糖化工業会
糖化業界の合理化の推進及
び糖化工業に関する調査研
究等

一般職員 無 無

190 中村　修 60
農林水産省大臣官房経理課
経理調査官

H23.3.31 H24.4.2 全日本高等学校馬術連盟
高等学校生の馬術競技に関
する資質の向上等に関する
業務

事務局員 無 無

191 杉浦　勝明 55 農林水産省生産局付 H23.4.1 H24.4.1 国立大学法人東京大学 教育・研究
大学院農学
生命科学研
究科教授

無 無

192 齋藤　晴美 58 農林水産省農村振興局次長 H23.8.2 H24.4.1
一般財団法人日本水土総
合研究所

国内及び海外における農業
農村の水土に関する調査、
試験、研究等

上級研究員 無 無

193 青井　茂雄 60
水産庁漁政部漁政課船舶管
理室長

H24.3.31 H24.5.14 日本郵便輸送株式会社
郵便物及び郵便事業に関連
する物品の運送事業

関東支社期
間雇用職員

無 無

194 安孫子　浩 58
林野庁関東森林管理局自然遺産保
全調整官（関東森林管理局東京神
奈川森林管理署長）

H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人全国森林レ
クリエーション協会

森林のレクリエーション利
用に関する調査研究、普及
啓発、人材育成等

森林教育部
長

無 無
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195 飯村　和良 60
中国四国農政局経営・事業
支援部長

H24.3.31 H24.5.1
社団法人全国食糧保管協
会

主要食糧等の保管技術に関
する調査研究及び普及・指
導等

事務局職員 無 無

196 磯部　義治 60 近畿農政局次長 H24.3.31 H24.5.1
コニカミノルタビジネス
ソリューションズ株式会
社

情報機器の販売、関連サー
ビス

顧問 無 無

197 稲谷　久雄 59
東海農政局消費・安全部次
長

H24.3.31 H24.6.1
全国醤油工業協同組合連
合会

醤油及び原材料の共同購入等に関
する事業、醤油に関する技術の研
究、知識の普及、情報の提供等

業務部長 無 無

198 稲谷　久雄 59
東海農政局消費・安全部次
長

H24.3.31 H24.6.1 日本醤油協会
会員の必要とする醤油関連
情報の収集・分析・提供、
消費者へのPR等

業務部長 無 無

199 岩佐　正行 60
林野庁国有林野部経営企画
課企画官（関東森林管理局
群馬森林管理署長）

H24.3.31 H24.6.1
公益財団法人国際緑化推
進センター

熱帯林の保全・造成、NGO
などの活動支援、調査・研
究開発等

業務部長 無 無

200 小野　順一郎 60
林野庁東北森林管理局米代
東部森林管理署長

H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人林道安全協
会

林道等の通行における安全
確保のための指導・管理・
普及等業務

東北支所長 無 無

201 小泉　勝 60
関東農政局両総農業水利事
業所長

H24.3.31 H24.4.16
一般財団法人日本水土総
合研究所

国内及び海外における農業
農村の水土に関する調査、
試験、研究等

主席研究員 無 無

202 清水　洋一 60
北陸農政局佐渡農業水利事
業所長

H24.3.31 H24.4.9
一般社団法人農業土木事
業協会

農業土木事業の計画設計・
技術向上に関する調査研究
等

技術部長 無 無

203 髙野　正幸 60
林野庁東北森林管理局三陸北部森
林管理署付（東北森林管理局三陸
北部森林管理署長）

H24.3.31 H24.5.1
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

青森支部宮
城出張所長

無 無

204 竹内　正比古 60
林野庁中部森林管理局南信
森林管理署長

H24.3.31 H24.5.1 日本林業土木株式会社
森林・林業土木関係資材の
販売等

長野出張所
長

無 無

205 千葉　美辰 60
林野庁関東森林管理局千葉森林管
理事務所長（関東森林管理局下越
森林管理署長）

H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人林業機械化
協会

林業の機械化の促進、森
林・林業・環境技術の進
歩・普及

技術調査役 無 無

206 津端　英樹 58 水産庁増殖推進部付 H24.3.31 H24.6.11
社団法人海洋水産システ
ム協会

漁船、水産業に用いられる工学シ
ステムに関する調査研究・技術開
発、設計・監督、技術指導、情報
収集・提供等

参与 無 無

207 中島　宣明 60 関東農政局消費・安全部長 H24.3.31 H24.6.13
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を支
援等

常務理事 無 無

208 中島　仁三 60 中国四国農政局次長 H24.3.31 H24.6.1
ヤンマー農機販売株式会
社

農業機械の販売及びサービ
ス

アグリプロ
推進部専任
部長

無 無
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209 松元　清孝 60 中国四国農政局総務部長 H24.3.31 H24.5.1 全国農村振興技術連盟

農村振興に係る技術力向上に向け
た取組、これに携わる者の交流・
親睦、国民への情報発信・広報な
ど

総務部長 無 無

210 宮本　佳明 60
九州農政局経営・事業支援
部長

H24.3.31 H24.5.1 製粉協会
製粉業の経営に関する情報
連絡、製粉技術の研究

嘱託 無 無

211 宮脇　正雄 60
農林水産省農林水産技術会
議事務局総務課付

H24.3.31 H24.5.16
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
調査・研究・指導、給食従
事者の人材育成等

一般職員 無 無

212 森永　照男 60
関東農政局静岡地域セン
ター長

H24.3.31 H24.6.1 日本イースト工業会
イーストの製品及び原材料
の品質改善、研究会等の開
催、機関紙の発行等

嘱託 無 無

213 山部　哲経 59
林野庁九州森林管理局熊本
森林管理署長

H24.3.31 H24.5.7 九州電力株式会社 電力供給事業
熊本支社嘱
託

無 無

214 吉田　朋泰 60
林野庁北海道森林管理局空
知森林管理署長

H24.3.31 H24.5.1
北海道木材産業協同組合
連合会

木材の共同生産、共同加工、共同
販売及び共同購入、木材需要促進
事業等関連事務

参与 無 無

215 吉村　史朗 59
農林水産省消費・安全局消費・安
全政策課食品安全情報分析官（動
物検疫所成田支所長）

H24.3.31 H24.6.1 共立製薬株式会社 動物用医薬品の製造・販売 顧問 無 無

216 南　孝一 57 特許庁特許技監 H23.7.15 H24.6.11
一般社団法人日本国際知
的財産保護協会

国際知的財産保護協会（本部）へ
の協力、内外知財関連法令の調
査・研究・普及、知財関連セミ
ナーの開催等

理事長 無 無

217 松永　和夫 59 経済産業事務次官 H23.8.12 H24.3.15
株式会社損害保険ジャパ
ン

保険事業 顧問 無 無

218 細野　哲弘 58 資源エネルギー庁長官 H23.9.1 H24.5.14
株式会社みずほコーポ
レート銀行

金融業 顧問 無 無

219 古賀 茂明 56 経済産業省大臣官房付 H23.9.26 H23.10.1 自営業 著述・テレビ出演・講演等 － 無 無

220 古賀 茂明 56 経済産業省大臣官房付 H23.9.26 H23.12.27 大阪府 地方公務 特別顧問 無 無

221 古賀 茂明 56 経済産業省大臣官房付 H23.9.26 H23.12.27 大阪市 地方公務 特別顧問 無 無

222 冨吉　伸弥 52
特許庁審判部先任審判官（第28部
門）（特許庁審判部上級審判官
（第28部門））

H23.10.1 H24.4.1
ＴＤＣソフトウエアエン
ジニアリング株式会社

情報処理サービス 一般技術職 無 無
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223 伊澤　正 58 経済産業省大臣官房付 H23.11.8 H24.4.1 千代田化工建設株式会社 エンジニアリング企業 顧問(常勤） 無 無

224 川上　溢喜 56
特許庁審判部審判長（第12
部門）

H24.1.1 H24.4.1
一般社団法人日本国際知
的財産保護協会

国際知的財産保護協会（本部）へ
の協力、内外知財関連法令の調
査・研究・普及、知財関連セミ
ナーの開催等

室長 無 無

225 朝稲　秀男 60
中小企業庁取引課中小企業
取引研究官（長官官房企画
官）

H24.3.31 H24.6.8
社団法人日本皮革産業連
合会

皮革産業の振興、普及啓発 専務理事 無 無

226 井岡　秀自 60
近畿経済産業局資源エネル
ギー環境部長

H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人日本機械工
業連合会

機械工業の総合的な進歩発
達を図る

嘱託 無 無

227 稲積　義登 60
特許庁審判部審判長（第６
部門）

H24.3.31 H24.4.1 特許庁 国家公務 調査員 無 無

228 遠藤　伸二 60
関東経済産業局総務企画部
次長

H24.3.31 H24.6.1
社団法人都市エネルギー
協会

都市における流体エネルギーの供
給、利用及び消費に関する調査・
研究・情報提供等

参与 無 無

229 小滝　一彦 46 経済産業省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1 日本大学 教育・研究
経済学部教
授

無 無

230 酒井　和憲 60
北海道経済産業局資源エネ
ルギー環境部次長

H24.3.31 H24.5.1 社団法人全国石油協会

「揮発油等の品質の確保等に関す
る法律」に基づく登録分析機関と
して、揮発油販売業者からのガソ
リンの委託分析業務等

札幌試験セ
ンター所長

無 無

231 櫻庭　正行 60

関東東北産業保安監督部東北支部
付（関東東北産業保安監督部産業
保安監督管理官（東北支部担
当））

H24.3.31 H24.6.1 一般財団法人東北鉱業会

東北六県の鉱物資源の開発・利用
及び再資源化等に係る調査研究、
知識の啓蒙・広報、産業保安等に
関すること

理事・事務
局長

無 無

232 鈴木　由紀夫 60
特許庁審判部審判長（第14
部門長）

H24.3.31 H24.4.1 特許庁 国家公務 調査員 無 無

233 竹中　篤 58
近畿経済産業局資源エネル
ギー環境部次長

H24.3.31 H24.6.20
一般財団法人関西情報セ
ンター

情報化の推進、産業活性化
の支援

理事 無 無

234 友田　正敏 60
北海道経済産業局地域経済
部長

H24.3.31 H24.6.1
一般財団法人国際資源大
学校

資源開発に係る研修事務 事務局長 無 無

235 平田　和男 60
特許庁審判部審判長（第22
部門）

H24.3.31 H24.4.1 特許庁 国家公務 調査員 無 無

236 南澤　正孝 57
経済産業省経済産業政策局
地域経済産業グループ業務
管理官室長

H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人日本金属プ
レス工業協会

金属プレス工業の企業経営
及び技術に関する調査研究
等

事務局職員 無 無
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237 宮崎　恭 48
特許庁審判部上級審判官
（第４部門）

H24.3.31 H24.5.21 英知国際特許事務所 弁理士業務 弁理士 無 無

238 山下　隆 60
原子力安全・保安院九州産業保安
監督部付（中国四国産業保安監督
部四国支部長）

H24.3.31 H24.5.1 社団法人日本砕石協会

砕石業の健全な発展を図り、公共
的建設事業の推進に寄与すること
を目的とし、それを達成するため
の必要な事業を行う。

九州地方本
部事務局長

無 無

239 石田　清 58
特許庁審判部審判長（第36
部門）

H24.4.1 H24.4.11 石田商標事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

240 岩﨑　伸二 57
特許庁審判部審判長（第25
部門長）

H24.4.1 H24.4.2
特許業務法人第一国際特
許事務所

弁理士業務 弁理士 無 無

241 小畑　惠一 58
特許庁審判部上級（主席）
審判官（第35部門）

H24.4.1 H24.4.16 小畑商標事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

242 小原　博生 54
特許庁審判部審判長（第３
部門）

H24.4.1 H24.4.2 英和特許事務所 弁理士業務 弁理士 無 無

243 園　充 55 特許庁総務部付 H24.4.1 H24.4.2 自営業 ＩＴコンサルタント事業 － 無 無

244 立川　功 57
特許庁審判部審判長（第３
部門長）

H24.4.1 H24.4.18 立川特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

245 長者　義久 59
特許庁審判部審判長（第19
部門）

H24.4.1 H24.4.18 長者特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

246 大井　健一郎 60 国土交通省大臣官房付 H23.3.31 H24.4.1 阪神高速道路株式会社
都市高速道路の整備、維持
管理等

参与(嘱託） 無 無

247 佐藤　常光 60
四国運輸局海上安全環境部
海事保安・事故対策調整官

H23.3.31 H24.4.1
指定管理団体港・ふれあ
いのまち城乾

丸亀城乾コミュニティーセ
ンターの管理、コミュニ
ティー業務の事務

センター所
長

無 無

248 新澤　茂 60
北海道開発局留萌開発建設
部次長

H23.3.31 H24.4.1
一般社団法人日本造園建
設業協会

造園事業
北海道総支
部北海道支
部事務局長

無 無

249 中井　公太 60 気象庁札幌管区気象台長 H23.3.31 H24.4.23
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、測器検定等

調査役 無 無

250 長濱　義昭 65 海難審判所長 H23.3.31 H24.6.1 財団法人海難審判協会
海難審判等に関する調査研
究事業、海難審判関係人の
権利擁護事業

理事長 無 無
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251 橋本　治幸 60
九州地方整備局総務部総括
調整官

H23.3.31 H24.4.16 社団法人九州建設弘済会
建設事業の広報活動、建設
事業施工の調査研究に関す
る事業等

総務部上席
参事

無 無

252 飯田　直彦 56 国土交通省大臣官房付 H23.4.1 H24.6.1
一般社団法人日本建築構
造技術者協会

会議議事録の作成及び耐震
診断補強判定業務の管理

参与（管理
職）

無 無

253 越後　明 59
海上保安庁総務部人事課人
事企画官

H23.4.1 H24.4.1 社団法人日本船長協会
船長の識見の涵養と技術研
鑽及び職務に関連する諸問
題を調査研究等

総務部長
（常勤嘱
託）

無 無

254 桐原　正明 59
近畿運輸局自動車監査指導
部長

H23.4.1 H24.6.1
社団法人大阪府トラック
協会

貨物運送事業等の調査、研
究、指導等

参与 無 無

255 柴田　敏彦 56 国土交通省大臣官房付 H23.4.1 H24.4.1
財団法人全国建設研修セ
ンター

建設技術等の普及向上 調査役 無 無

256 髙橋　和廣 57
海上保安庁第一管区海上保
安本部総務部長

H23.4.1 H24.4.1 有限会社海交会
損害保険の代理業務及び生
命保険の募集に関する業務

保険部長 無 無

257 髙岡　信 59 航空保安大学校長 H23.7.1 H24.4.1 朝日航洋株式会社
航空運送事業、航空機使用
事業

顧問 無 無

258 佐藤　美次 60
国土交通省航空局安全部空
港安全・保安対策課航空保
安対策室長

H24.1.1 H24.5.1 株式会社パソナ 人材派遣、企業研修等 事務専門職 無 無

259 柘植　則孝 58
国土交通省港湾局総務課職
員管理室長

H24.1.1 H24.5.1 自営業（柘植） コンサルティング等 個人事業主 無 無

260 幸田　勇二 57
国土交通省港湾局技術企画
課事業監理官

H24.1.1 H24.4.1 ペン株式会社 建設コンサルタント 技師長 無 無

261 古川　義則 59 福岡航空交通管制部長 H24.2.1 H24.4.1 株式会社新東京計算 情報処理業 顧問 無 無

262 石川　荘資 59
海上保安庁名古屋海上保安
部長

H24.3.1 H24.5.1 九州電力株式会社 電力供給事業等
海事担当部
長（嘱託）

無 無

263 茶田　美尚　　　 60 国土交通省航空局付 H24.3.1 H24.5.16
名古屋空港ビルディング
株式会社

指定管理者業務、不動産賃
貸業、物品販売業

空港管理部
調査役

無 無

264 辻口　郁衛 59
海上保安庁第三管区海上保
安本部羽田航空基地長

H24.3.1 H24.5.1 朝日航洋株式会社 航空事業、測量事業
航空事業本
部理事

無 無
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265 森尻　博一 60
大阪航空局中部空港事務所
次長

H24.3.1 H24.6.1
一般財団法人航空振興財
団

民間航空振興事業
総務部長
（嘱託）

無 無

266 明石　龍太 60
海上保安庁第二管区海上保
安本部海洋情報部長

H24.3.31 H24.5.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌複製・頒布事業、
水路参考図書刊行事業

調査研究部
長（嘱託）

無 無

267 安藤　勲 60
近畿地方整備局地方事業評
価管理官

H24.3.31 H24.5.16
社団法人日本建設業団体
連合会

建設産業界の健全な発展の
ための会員業者間及び関係
団体との調整等

関西支部事
務局次長

無 無

268 石橋　廣 60 関東運輸局付 H24.3.31 H24.5.28
社団法人神奈川県トラッ
ク協会

貨物自動車運送事業の経営支援、
交通事故防止対策、緊急輸送対
策、知識の普及、業務の指導

専務理事 無 無

269 一藁　勝 60
海上保安庁第七管区海上保
安本部長

H24.3.31 H24.5.1
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
参事

無 無

270 伊藤　勉 60
国土交通省航空局総務課管
財補給管理室長

H24.3.31 H24.6.1
財団法人航空保安施設信
頼性センター

航空交通管制機器の保守事
業等に関する事務

事務局長 無 無

271 上田　秀敏 60
海上保安庁海洋情報部技
術・国際課国際業務室長

H24.3.31 H24.5.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌複製・頒布事業、
水路参考図書刊行事業

電子海図事業部
長（嘱託） 無 無

272 宇田川　英寿 60 海難審判所総務課長 H24.3.31 H24.6.1 日本定航保全株式会社 保険代理業 総務部次長 無 無

273 遠藤　伊佐雄 60 国土交通省大臣官房付 H24.3.31 H24.6.1
財団法人日本自動車輸送
技術協会

自動車使用整備技術の調査研究及
び自動車輸送施設に関する技術の
開発・調査研究並びに安全・公害
に関する技術の調査研究・試験等

課長 無 無

274 大嶋　悦郎 60 札幌航空交通管制部長 H24.3.31 H24.6.1 日本無線株式会社 情報通信機械器具製造 常勤顧問 無 無

275 大千里　祥一 60
北海道開発局開発監理部用
地課長

H24.3.31 H24.5.1
一般社団法人北海道土木
施工管理技士会

土木施工管理技術習得に関
する講習会・研修会の開催
等

事務局次長 無 無

276 大西　勝也 60
海上保安庁神戸海上保安部
巡視船せっつ業務管理官

H24.3.31 H24.5.1 田淵海運株式会社 海運業
環境安全管理本
部環境安全管理
部長

無 無

277 岡崎　光信 60
北海道開発局稚内開発建設
部次長

H24.3.31 H24.6.1 株式会社吉本組 総合建設事業、開発事業 技術顧問 無 無

278 緒方　和幸 60 九州運輸局海事振興部長 H24.3.31 H24.6.1 博多港運協会
博多港地区における港湾運
送に関する会員の連絡調整

事務局長 無 無
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279 奥平　聖 60 国土交通省大臣官房付 H24.3.31 H24.6.1 西日本高速道路株式会社 高速道路の建設・管理等 特別顧問 無 無

280 柿本　和利 60
海上保安庁第十管区情報通
信管理センター所長

H24.3.31 H24.5.1
社団法人西部海難防止協
会

海難防止等に関する調査研
究、周知宣伝等の事業

鹿児島支援
業務室次長

無 無

281 加治　昭一 60
東京航空局東京空港事務所
施設部長

H24.3.31 H24.6.1
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

282 片倉　豊 60
北海道開発局入札契約監察
官

H24.3.31 H24.5.15 北海道港湾協会
港湾整備事業及び港湾海岸
事業に関する調査・研究等

事務局長 無 無

283 勝田　年和 60 近畿運輸局付 H24.3.31 H24.4.23
大阪府自動車整備商工組
合

自動車分解整備事業者の改
善発達

一般職員 無 無

284 兼高　秀雄 60
東京航空局成田空港事務所
管制保安部長

H24.3.31 H24.5.1 株式会社ユビキタス 派遣業務
インストラ
クター

無 無

285 亀山　光史 60 中国運輸局広島運輸支局長 H24.3.31 H24.6.1 亀山行政書士事務所 行政書士業務 行政書士 無 無

286 河﨑　輝昭 60 近畿運輸局交通環境部長 H24.3.31 H24.6.1 住友金属物流株式会社
海事関係、港湾運送業全般
にわたる相談・啓発

調査役（嘱
託）

無 無

287 川戸　誠 60
大阪航空局福岡空港事務所
総務部長

H24.3.31 H24.6.1
一般財団法人空港環境整
備協会

福岡空港駐車場管理業務
福岡事務所
調査役

無 無

288 菊田　善昭 60 東北運輸局付 H24.3.31 H24.5.8
社団法人福島県タクシー
協会

タクシー事業の発展と交通
安全の推進

参与 無 無

289 岸本　秀人 60
海上保安庁海洋情報部海洋
調査課航法測地室長

H24.3.31 H24.5.1
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌複製・頒布事業、
水路参考図書刊行事業

審議役（嘱
託）

無 無

290 木下　栄次 60
海上保安庁総務部政務課予
算執行管理室長

H24.3.31 H24.5.1
公益社団法人日本水難救
済会

沿岸海難救助事業、洋上救
急事業

総務部長（常勤
嘱託） 無 無

291 木村　茂己 60
海上保安庁福岡海上保安部
巡視船あそ業務管理官

H24.3.31 H24.6.1 大成建設株式会社 建設業 参与 無 無

292 木村　正博 60 国土交通省大臣官房参事官 H24.3.31 H24.6.1 日本電気株式会社
ＩＴサービス、キャリア
ネットワーク

参与 無 無
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293 熊谷　順子 60
東北地方整備局郡山国道事
務所長

H24.3.31 H24.6.1
株式会社復建技術コンサ
ルタント

建設コンサルタント業務
事業企画本
部理事

無 無

294 倉重　吉範 60
海上保安庁第六管区情報通
信管理センター所長

H24.3.31 H24.5.1
社団法人西部海難防止協
会

海難防止等に関する調査研
究、周知宣伝等の事業

情報通信システ
ム構築室室長
（嘱託）

無 無

295 小暮　逸郎 60
北海道開発局小樽開発建設
部小樽港湾事務所長

H24.3.31 H24.6.1
北日本港湾コンサルタン
ト株式会社

建設コンサルタント 技術顧問 無 無

296 小林　隆久 60
気象研究所気象衛星・観測
システム研究部長

H24.3.31 H24.5.14 財団法人電力中央研究所
発送配電に関する電力、土木、環
境、火力・原子力・新エネルギー
及び電力応用の研究・調査・試験

客員研究員 無 無

297 古屋　武 60
北海道運輸局自動車交通部
長

H24.3.31 H24.6.7 社団法人北海道バス協会
バス事業の健全な発展を図り公共
の福祉に寄与することを目的とし
て達成する各種事業

専務理事 無 無

298 佐々木　直彦 60 国土交通省大臣官房付 H24.3.31 H24.6.15 ＮＴＴ出版株式会社 出版業 監査役 無 無

299 佐藤　健彦 60 東北運輸局海事振興部長 H24.3.31 H24.6.1 東北旅客船協会 会員の親睦事業
専務理事・
事務局長

無 無

300 佐藤　義昭 60
国土交通省航空局交通管制
部運用課次席飛行検査官

H24.3.31 H24.5.1
セントラルリーシングシ
ステム株式会社

航空交通管制機器等の保守 特別嘱託 無 無

301 新谷　勝利 60
北海道運輸局付（北海道運
輸局札幌運輸支局長）

H24.3.31 H24.5.1
北海道乗用自動車交通共
済協同組合

交通共済事業等 職員 無 無

302 関田　實 60
海上保安庁横浜海上保安部
川崎海上保安署長

H24.3.31 H24.5.1 東亜建設工業株式会社
港湾工事海域における航行
安全管理事務

横浜支店南本牧
航行安全管理事
務所長

無 無

303 高橋　章二 60
海上保安庁千葉海上保安部
長

H24.3.31 H24.6.1 日本無線株式会社
電子機器製造、情報通信イ
ンフラ・システム構築

顧問 無 無

304 田口　定一 60
近畿地方整備局広報広聴対
策官

H24.3.31 H24.5.1
株式会社日刊建設工業新
聞社

建設事業に係る広報業務
大阪支社参
事

無 無

305 竹谷　繁樹 60
北海道運輸局函館運輸支局
長

H24.3.31 H24.5.1 北海道通運協会
貨物利用運送事業の改善等
に関する事務全般

事務局長 無 無

306 寺﨑　義孝 60
海上保安庁総務部情報通信
課情報通信分析官(第十一
管区海上保安本部次長)

H24.3.31 H24.6.1 東京計器株式会社

航空、船舶港湾、情報通信、鉄
道、建設土木、防災等の各種計測
制御機器及びシステムの開発・製
造・販売

顧問（嘱
託）

無 無
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307 中嶋　秀哉 60
神戸運輸監理部総務企画部
長

H24.3.31 H24.6.1
財団法人神戸港湾福利厚
生協会

港湾関係労働者の福利厚生施設の
整備拡充及びその管理運営、港湾
労働者の訓練等、その素質向上に
関する施設の設置

総務部長 無 無

308 中村　陸男 60
大阪航空局関西空港事務所
総務部長

H24.3.31 H24.5.1
一般財団法人空港環境整
備協会

空港周辺環境整備事業・駐
車場事業

大阪事務所
次長

無 無

309 蘒原　節二 60
近畿地方整備局総務部総括
調整官

H24.3.31 H24.6.1
財団法人自転車駐車場整
備センター

自転車利用者の利便の増進及び道
路交通の安全と円滑化を図るた
め、自転車駐輪場の整備に関する
事業等の実施

大阪事務所
次長

無 無

310 畠山　重行 60 北海道運輸局総務部長 H24.3.31 H24.6.28 財団法人北海道陸運協会
登録番号標交付代行業務、
自動車重量税印紙販売業務
等

専務理事 無 無

311 日高　睦男 60
海上保安庁鹿児島海上保安
部巡視船はやと船長

H24.3.31 H24.5.1
社団法人西部海難防止協
会

海難防止等に関する調査研
究、周知宣伝等の事業

鹿児島支援
業務室次長

無 無

312 平地　俊司 60
近畿運輸局和歌山運輸支局
長

H24.3.31 H24.6.1
公益財団法人大阪タク
シーセンター

大阪市域のタクシー運転者
の登録業務及びタクシー事
業の適性化の推進

総務経理課
長

無 無

313 藤崎　浩 60
海上保安庁鹿児島海上保安
部巡視船あかいし業務管理
官

H24.3.31 H24.5.1
社団法人西部海難防止協
会

海難防止等に関する調査研
究、周知宣伝等の事業

鹿児島支援
業務室次長

無 無

314 本多　薫 60
北陸信越運輸局付（北陸信
越運輸局新潟運輸支局長）

H24.3.31 H24.5.1 北陸信越鉄道協会 鉄道事業者団体事務 嘱託職員 無 無

315 本多　薫 60
北陸信越運輸局付（北陸信
越運輸局新潟運輸支局長）

H24.3.31 H24.6.5 北陸信越索道協会 索道事業者団体事務 事務局長 無 無

316 槇田　繁 60 中国運輸局自動車交通部長 H24.3.31 H24.5.24
社団法人広島県タクシー
協会

タクシー事業の健全な発達
のための調査研究等

専務理事 無 無

317 松木　法明 60
海上保安庁海上保安学校副
校長

H24.3.31 H24.5.1
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、気化及び送出事業等

製造部港湾
担当部長

無 無

318 松田　春美 60
北海道開発局営繕部営繕管
理課長

H24.3.31 H24.4.23
一般財団法人北海道河川
財団

北海道における河川に関わる国土
の保全と利用並びに環境に関する
調査研究及び技術開発

総務部参事 無 無

319 松田　好博 60
北陸信越運輸局自動車技術
安全部長

H24.3.31 H24.5.28
社団法人新潟県自動車整
備振興会

自動車整備に係る設備改
善、技術向上の促進及び適
正運営の確保

常務理事 無 無

320 宮内　敬司 60 近畿運輸局付 H24.3.31 H24.6.1
公益財団法人関西交通経
済研究センター

調査・研究業務 業務部長 無 無
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321 宮城　了三 60
中国運輸局総務部付（中国
運輸局山口運輸支局長）

H24.3.31 H24.5.28
社団法人島根県トラック
協会

貨物運送事業の発達、地位
向上及び会員の連携強化

専務理事 無 無

322 宮村　雄二 60 九州運輸局総務部長 H24.3.31 H24.6.1
一般財団法人福岡県自動
車標板協会

自動車登録番号標の販売及
び封印取付業務

一般職員 無 無

323 村上　博彦 60
中国地方整備局総務部総括
調整官

H24.3.31 H24.5.1
株式会社シーケィ・テッ
ク

建設コンサルタント業務 総務部次長 無 無

324 森本　忠起 60 近畿運輸局海事振興部長 H24.3.31 H24.5.8 吉川運輸株式会社 総合港湾物流業 部長 無 無

325 森　祐次 60 中部運輸局愛知運輸支局長 H24.3.31 H24.6.1 中部交通共済協同組合 物流事業者の交通共済事業
企画部審査
役

無 無

326 柳原　松義 60
中国運輸局付（中国運輸局
鉄道部長）

H24.3.31 H24.6.1 広島高速交通株式会社 軌道事業 運輸部長 無 無

327 山川　孝之 60
海上保安庁総務部付（宮城
海上保安部長）

H24.3.31 H24.5.1
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
る調査研究等

調査役 無 無

328 山口　雅基 60 九州運輸局付 H24.3.31 H24.6.21 福岡県個人タクシー協会
個人タクシー事業の安全輸
送の確保、サービスの向上
等

専務理事 無 無

329 山下　孝光 60
海上保安庁徳山海上保安部
長

H24.3.31 H24.6.1 昭和電工株式会社
石油化学、電子材料、炭
素・金属の研究・開発・製
造・販売

大分事務所
顧問

無 無

330 山田　信孝 60 国土交通省大臣官房付 H24.3.31 H24.4.1
東京ウィング社労士事務
所

社会保険労務士 代表 無 無

331 山田　信孝 60 国土交通省大臣官房付 H24.3.31 H24.5.15 山田信孝行政書士事務所 行政書士事務 行政書士 無 無

332 吉田　竹司 60
北海道開発局監察官(北海道開発局
小樽開発建設部次長） H24.3.31 H24.6.1

一般財団法人北海道道路
管理技術センター

道路管理全般に関する調
査・研究・技術開発

経理部長 無 無

333 若村　久信 60 中国運輸局鉄道部長 H24.3.31 H24.6.1
社団法人広島県自動車整
備振興会

自動車整備設備の改善及び技術向
上を促進し、自動車整備事業の適
正な運営と健全な発展に取り組
む。

事務局長 無 無

334 渡邉　正己 60
東京航空局東京空港事務所
次長

H24.3.31 H24.6.1 株式会社梓設計
設計、工事監理、調査・企
画、コンサルタント業務

顧問 無 無
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335 今泉　直弥 59
海上保安庁室蘭海上保安部
巡視船えとも業務管理官

H24.4.1 H24.6.1 仙台市ガス局 都市ガスの製造供給事業
顧問（非常
勤）

無 無

336 遠藤　友志郎 58
北海道開発局釧路開発建設
部次長

H24.4.1 H24.5.1
一般財団法人北海道河川
財団

北海道における河川に関わる国土
の保全と利用並びに環境に関する
調査研究及び技術開発

企画部参事 無 無

337 大内　勝美 58
海上保安庁横浜海上保安部
巡視船しきね船長

H24.4.1 H24.6.1
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
る調査研究等

企画国際部
部長

無 無

338 大澤　敏之 59
四国地方整備局吉野川ダム
統合管理事務所長

H24.4.1 H24.6.1
財団法人河川情報セン
ター

河川・流域情報の収集・解
析等及び提供に関するシス
テム管理

高松セン
ター所長

無 無

339 大森　茂 57
国土交通省自動車局貨物課トラッ
ク事業適正化対策室長 H24.4.1 H24.5.1

日本自動車ターミナル株
式会社

トラックターミナル事業に
係る企画業務

総務部参事
役

無 無

340 小笠原　章 55 北海道開発局付 H24.4.1 H24.6.1
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

341 岡田　博 59
北陸信越運輸局交通環境部
長

H24.4.1 H24.6.1
新潟地方交通共済協同組
合

トラック運送事業者である組合員
（中小企業者）が互いに協力し共
済事業を通じて組合員自らの企業
経営の近代化等を図る

事務局長 無 無

342 梶谷　勝弘 59
海上保安庁第十管区海上保
安本部鹿児島航空基地長

H24.4.1 H24.4.17
学校法人ヒラタ学園大阪
航空専門学校

航空操縦士、航空整備士及
び客室乗務員等の養成にか
かる教育・訓練等

教官 無 無

343 加藤　晴太朗 58
国土交通省大臣官房会計課
監査室長

H24.4.1 H24.6.7
一般財団法人日本水路協
会

水路図誌複製・頒布事業、
水路参考図書刊行事業

専務理事 無 無

344 鎌田　一幸 59
東北地方整備局能代河川国
道事務所長

H24.4.1 H24.6.16 東亜道路工業株式会社
舗装・土木事業、アスファ
ルト製品製造販売事業

東北支社副
支社長

無 無

345 岸本　高彦 56
国土交通省港湾局付（九州
運輸局次長）

H24.4.1 H24.6.1 積水化学工業株式会社 住宅、化成品製造
開発企画部
長

無 無

346 久米　洋司 58
国土交通省海事局海事人材
政策課雇用対策室長

H24.4.1 H24.6.1
財団法人海技振興セン
ター

水先人の養成及び確保のた
めの総合的な支援に関する
業務

総務部長 無 無

347 神戸　秀雄 57 関東運輸局企画観光部次長 H24.4.1 H24.4.16
社団法人東京都トラック
協会

貨物自動車運送事業の経営支援、
交通事故防止対策、緊急輸送対
策、知識の普及、業務の指導

支部連絡部
長

無 無

348 酒井　好道 57
国土交通省自動車局自動車
情報課自動車登録管理室長

H24.4.1 H24.5.7
一般社団法人全国霊柩自
動車協会

霊柩自動車運送事業に関す
る指導、調査及び研究等

職員 無 無

27



349 﨑山　学 58
海上保安庁交通部企画課海上交通
法制総合研究官（横浜海上保安部
巡視船やしま船長）

H24.4.1 H24.4.2 昭陽汽船株式会社
ハーバータグ事業、曳航事
業、海難救助事業

執行役員 無 無

350 佐熊　新 59 国土地理院総務部調整官 H24.4.1 H24.6.1 社団法人日本測量協会
測量に関する調査研究・測
量技術の普及発達及び会員
相互の社会的地位の向上

四国支部専
門役

無 無

351 佐藤　一幸 55 国土交通省大臣官房付 H24.4.1 H24.6.1
株式会社エイト日本技術
開発

建設コンサルタント業務等 理事 無 無

352 志賀　文夫 55 国土交通大学校総務部長 H24.4.1 H24.6.1
財団法人利根川・荒川水
源地域対策基金

ダム水源地域への支援事業 事務局長 無 無

353 白武　文明 58
海上保安庁福岡海上保安部
巡視船ちくぜん船長

H24.4.1 H24.6.1 ＪＦＥ物流株式会社 海上輸送事業
主任部員
（部長）

無 無

354 鈴木　健寿 55
国土交通省海事局付（東北
運輸局海上安全環境部長）

H24.4.1 H24.5.9
一般社団法人日本倉庫協
会

倉庫業に関する調査・研
究、情報・資料収集など

調査部長 無 無

355 辻　俊雄 59 中部運輸局企画観光部次長 H24.4.1 H24.6.1
一般社団法人福井県自動
車会議所

自動車に関する調査研究、
普及啓発等

専務理事 無 無

356 成田　一郎 58
関東地方整備局地方事業評
価管理官

H24.4.1 H24.6.15
株式会社東京建設コンサ
ルタント

建設事業、開発事業
東京本社技
師長

無 無

357 林崎　吉克 59
東北地方整備局道路部道路
調査官

H24.4.1 H24.6.1 日本工営株式会社 建設コンサルタント業務
コンサルタント
国内事業本部仙
台支店副理事

無 無

358 樋口　由幸 58
海上保安庁神戸海上保安部
長

H24.4.1 H24.6.1 東北電力株式会社 電力供給事業等
火力原子力
本部燃料部
調査役

無 無

359 廣瀬　正順 56
国土交通省自動車局旅客課
新輸送サービス対策室長

H24.4.1 H24.5.16
社団法人全国個人タク
シー協会

個人タクシー事業の安全輸
送の確保、サービス向上等

参与 無 無

360 藤原　博昭 58
中国地方整備局日野川河川
事務所長

H24.4.1 H24.6.1 いであ株式会社 建設コンサルタント業務
中国支店技
師長

無 無

361 保坂　敏文 57
国土交通省海事局内航課旅
客航路活性化推進室長

H24.4.1 H24.5.14
公益財団法人日本海事セ
ンター

海事関係公益事業の支援及
び各種調査研究等

経理担当部
長

無 無

362 堀内　宏 58 北海道開発局付 H24.4.1 H24.6.1
一般財団法人石狩川振興
財団

河川流域に係る情報提供、親水事
業の企画、河川教育活動、地域振
興計画立案

特別参事 無 無

28



363 松本　一二 59
海上保安庁装備技術部施設
補給課長

H24.4.1 H24.6.1
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
る調査研究等

経理部長 無 無

364 向田　昌幸 59 海上保安庁警備救難監 H24.4.1 H24.5.28
公益社団法人日本水難救
済会

沿岸海難救助事業、洋上救
急事業

理事長 無 無

365 森山　裕二 57
国土交通省水管理・国土保
全局砂防部砂防計画課長

H24.4.1 H24.6.15 国際航業株式会社
測量業、建設コンサルタン
ト

顧問 無 無

366 矢田　弘 59
北陸地方整備局地方事業評
価管理官

H24.4.1 H24.6.15
株式会社東京建設コンサ
ルタント

建設事業、開発事業
北陸支店技
師長

無 無

367 柳澤　邦夫 58
国土交通省海事局運航労務
課安全衛生室長

H24.4.1 H24.6.1 日本水先人会連合会
水先業務運営の効率化や適
格化、船舶交通の安全確保
等を推進する業務

総務部長代
理

無 無

368 大熊　英機 59
東京航空交通管制部先任航
空管制官

H24.5.1 H24.6.1 成田国際空港株式会社
成田国際空港の設置、管理
等

経営計画部付参
与（嘱託） 無 無

369 野田　順康 58 国土交通省大臣官房付 H24.5.1 H24.5.2 国際連合人間居住計画 国連関係業務 福岡本部長 無 無

370 太田　進 59 環境省大臣官房付環境技官 H24.4.14 H24.5.14
一般社団法人海外環境協
力センター

途上国に対する環境協力等
特任参与（事務
局職員） 無 無

371 太田　進 59 環境省大臣官房付環境技官 H24.4.14 H24.5.28
一般財団法人日本環境衛
生センター

環境衛生に関する国際協力
事業等の企画調整

総局企画部特別参
事兼日本サニテー
ションコンソーシ
アム支援室長（嘱
託）

無 無

372 利光　由行 59
会計検査院事務総長官房総
括審議官

H22.12.3 H24.6.8
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

373 富田　政孝 60 会計検査院第１局監理官 H23.3.31 H24.4.1 成田国際空港株式会社
成田国際空港の設置、管理
等

部付参与 無 無

374 小武山　智安 59 会計検査院事務総局次長 H24.3.31 H24.6.27 農林中央金庫
ＪＡサポート業務、貯金・
融資・為替業務

監事 無 無

375 荒田　賢一 60
独立行政法人造幣局広島支
局長

H22.3.31 H22.7.1 株式会社エヴァクリーン マンション管理業務 パート社員 無 無

376 荒田　賢一 60
独立行政法人造幣局広島支
局長

H22.3.31 H23.8.1
株式会社住友不動産建物
サービス

マンション管理業務 嘱託 無 無
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377 大前　忠 57 独立行政法人造幣局理事 H23.9.30 H24.4.1 日本証券業協会
金融商品取引業に係る自主
規制業務等

特別参与 無 無

378 若狭　正幸 56
独立行政法人国立印刷局顧
問

H24.2.23 H24.4.1 シダックス株式会社
子会社への経営指導及び間
接業務の受託等

顧問 無 無

379 佐藤　達生 59
国立病院機構横浜医療セン
ター事務部長

H24.3.31 H24.5.1
社会福祉法人恩賜財団母
子愛育会愛育病院

医療業務 事務部長 無 無

380 中島　幹夫 59
国立病院機構本部職員厚生
部長

H24.3.31 H24.5.1 医療法人社団敬仁会 医療業務及び介護事業 事務局長 無 無

381 橋口　一喜 60
国立病院機構九州医療セン
ター事務部長

H24.3.31 H24.5.1 医療法人三芳会若戸病院 医療業務 総務部長 無 無

382 吉田　長司 58
国立病院機構本部関東信越
ブロック事務所統括部長

H24.4.30 H24.6.1 東京医科大学附属病院 医療業務 事務部次長 無 無

383 宮丸  雅人 60
独立行政法人農林水産消費
安全技術センター横浜事務
所長

H24.3.31 H24.5.9
株式会社ＢＭＬフード･
サイエンス

食品衛生コンサルティン
グ、食品検査・衣料雑貨等
商品の品質検査

検査部付（嘱託
社員） 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。

30



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 長濱　海造 59 警視庁蒲田警察署長 H23.2.14 H24.4.1
京セラミタジャパン株式
会社

機器製造販売業 顧問 無

2 川原　裕 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H23.2.15 H23.3.1 株式会社新生社印刷 総合印刷業
顧問(非常
勤)

無

3 川原　裕 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H23.2.15 H23.4.1 鎌田建設株式会社 建設業
顧問(非常
勤)

無

4 川原　裕 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H23.2.15 H23.4.1
株式会社クリニカルパソ
ロジーラボラトリー

臨床検査事業
顧問(非常
勤)

無

5 川原　裕 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H23.2.15 H23.4.1 ＭＢＣ開発株式会社 不動産事業等
顧問(非常
勤)

無

6 川原　裕 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H23.2.15 H23.4.1 松迫産業有限会社 清掃・廃棄物処理業
顧問(非常
勤)

無

7 川原　裕 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H23.2.15 H24.5.1 坂元・黒沢法律事務所 弁護士業
顧問(非常
勤)

無

8 川原　裕 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H23.2.15 H24.6.1 株式会社竹添不動産 不動産業
顧問(非常
勤)

無

9 髙﨑　進 60 鹿児島県警察本部刑事部長 H23.2.15 H24.4.1 鹿児島市役所 地方公務
安心安全ま
ちづくりア
ドバイザー

無

10 髙﨑　進 60 鹿児島県警察本部刑事部長 H23.2.15 H24.5.7 南映タクシー株式会社 一般乗用旅客自動車運送業 顧問 無

11 後藤　佳樹 60 三重県警察本部刑事部長 H23.3.23 H24.4.1 スーパーサンシ株式会社 スーパーマーケット事業
取締役総務
部長

無

12 森岡　俊則 59 島根県警察本部刑事部長 H23.3.23 H24.4.1 松江市役所 地方公務 参事 無

【２－２．特定地方警務官（注）に係る届出関連】
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13 折笠　寛 60 福島県警察本部交通部長 H23.3.31 H24.4.1 日本中央競馬会 競馬の開催等
福島競馬場
主幹

無

14 小堀　健一 60 茨城県警察本部交通部長 H23.3.31 H24.4.1 キヤノン株式会社 光学機器、精密機器の製造
取手事業所
専任主席

無

15 坂梨　勝巳 57 大阪府天満警察署長 H23.9.13 H24.4.1 八尾市立病院 医療事業
事務局企画
運営課長補
佐

無

16 大竹　秀夫 60 警視庁上野警察署長 H24.2.13 H24.4.1 株式会社整理回収機構 債権回収業務 嘱託 無

17 神蔵　重明 60 警視庁警備部参事官 H24.2.13 H24.4.1 株式会社弥生共済会 損害保険代理店業 顧問 無

18 佐藤　英二 59 警視庁丸の内警察署長 H24.2.13 H24.4.1 野村不動産株式会社 不動産業 参与 無

19 志村　俊晴 59 警視庁警備部警衛課長 H24.2.13 H24.4.1 中外製薬株式会社 製薬業
総務部担当
部長

無

20 関和　美鎮 59
警視庁第十方面本部長兼警
務部参事官

H24.2.13 H24.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等 参事 無

21 仲田　辰彦 60 警視庁第六方面本部長 H24.2.13 H24.4.1 トヨタ自動車株式会社 自動車製造、販売 参事 無

22 中野　博輝 60 警視庁第九方面本部長 H24.2.13 H24.4.1
アメリカンファミリー生
命保険会社

保険事業 顧問 無

23 西澤　康雄 56 警視庁警務部付 H24.2.13 H24.4.1
社団法人東京都トラック
協会

貨物自動車運送事業の交通
安全管理

適正化事業
部長

無

24 蛭田　正則 60 警視庁地域部長 H24.2.13 H24.4.1
株式会社博報堂ＤＹホー
ルディングス

広告代理店業 顧問 無

25 毛利　徹也 59 警視庁組織犯罪対策部長 H24.2.13 H24.4.1
株式会社フジテレビジョ
ン

放送事業 調査役 無

26 山崎　暁 60
警視庁公安部参事官兼刑事
部付

H24.2.13 H24.4.1
三井住友海上火災保険株
式会社

保険事業 顧問 無
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27 加瀬　久夫 60 千葉県柏警察署長 H24.2.14 H24.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
千葉支社総務部
調査役（常勤嘱
託）

無

28 坂田　靖範 60 熊本県熊本南警察署長 H24.3.5 H24.4.1 九州電力株式会社 電気供給事業 渉外課長 無

29 吉村　郁也 60 熊本県警察本部警備部長 H24.3.5 H24.4.20 熊本県知事部局 地方公務

熊本県政策参与
（危機管理担
当）（非常勤特
別職）

無

30 人見　恒夫 60 警視庁八王子警察署長 H24.3.13 H24.5.1 森ビル株式会社 不動産業 参与 無

31 糸井　義一 60 群馬県警察本部刑事部長 H24.3.15 H24.4.1 株式会社ドンレミー 洋生菓子の製造・販売 専務取締役 無

32 林　弘 58 群馬県警察本部交通部長 H24.3.15 H24.6.1
三井住友海上火災保険株
式会社

保険事業
特別職（顧
問）

無

33 高久　均 60 栃木県警察本部刑事部長 H24.3.16 H24.5.14
北関東綜合警備保障株式
会社

警備業
警備副本部
長

無

34 古波蔵　正 60 沖縄県警察本部刑事部長 H24.3.23 H24.4.1 株式会社琉球銀行 金融業 顧問 無

35 古川　弘 60 長崎県警察本部警備部長 H24.3.23 H24.4.9 株式会社浦上自動車学校 自動車学校の運営・管理 校長 無

36 安村　清正 60 沖縄県沖縄警察署長 H24.3.23 H24.5.1 セコム琉球株式会社 警備業 常勤顧問 無

37 平岡　公明 60 愛媛県警察本部警備部長 H24.3.26 H24.4.1 松山市役所 地方公務
公営企業局
管理者

無

38 福森　清保 59 三重県警察本部警備部長 H24.3.26 H24.5.11 中部電力株式会社 電気供給事業
三重支店総
務部調査役

無

39 千田　敏信 60
岩手県警察本部生活安全部
長

H24.3.29 H24.4.1 岩手県千厩警察署 地方公務 非常勤職員 無

40 奥井　博義 60 富山県警察本部交通部長 H24.3.31 H24.4.1 富山市役所 地方公務
防災危機管
理統括監

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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