
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 小田　正規 45
内閣事務官（内閣官房内閣
総務官室併任内閣官房副長
官補付）

H25.1.28 H25.1.31 H25.2.1 民主党静岡県第５区総支部 政治団体（政党支部）
議員秘書
（私設）

無 無

2 鈴木　勝 60
内閣府大臣官房企画調整課
情報システム室長

H25.3.11 H25.3.31 H25.4.1
財団法人介護労働安定セン
ター

介護労働者の雇用管理の改
善、能力の開発・向上、そ
の他の福祉の向上を図るた
めの総合的支援

部長 無 無

3 立津　和弘 60
内閣府沖縄総合事務局陸運
事務所長

H25.1.30 H25.3.31 H25.4.1
独立行政法人自動車事故対
策機構

自動車事故の発生防止、自
動車事故による被害者の援
護

嘱託職員 無 無

4 中藤　泉 60
内閣府経済社会総合研究所
総括政策研究官

H25.1.30 H25.3.31 H25.4.1 文化学園大学 教育・研究 特任教授 無 無

5 田村　正博 59 警察大学校長 H24.12.25 H25.1.25 H25.4.1 学校法人京都産業大学 教育・研究
法学部客員
教授

無 無

6 小島　義康 57
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

H25.1.8 H25.3.31 H25.4.1 新日本有限責任監査法人 会計監査
シニアマ
ネージャー

無 無

7 澤田　友宏 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
ムリスク検査指導室長兼監
督局総務課課付

H25.1.9 H25.3.31 H25.4.1 株式会社日立製作所 情報・通信事業
シルバー所
員

無 無

8 安部川　元伸 60 東北公安調査局長 H25.3.21 H25.3.31 H25.4.1
日本アイシス・コンサル
ティング株式会社

セキュリティコンサルティ
ング

エグゼク
ティブエキ
スパート

無 無

9 黒川　胤臣 68 関東医療少年院長 H25.2.28 H25.3.31 H25.4.1
医療法人社団あかね会　矢
板南病院

医療事業 病院長 無 無

（平成２５年１月１日～同年３月３１日分）

国家公務員法第１０６条の２５第１項等の規定に基づく報告

【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）】

別紙３ 
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10 曽根崎　哲也 60 那覇保護観察所長 H25.1.8 H25.3.31 H25.4.8
更生保護法人福岡県更生保
護協会

一時保護事業及び連絡助成
事業

事務局長 無 無

11 高橋　和己 60 山形保護観察所長 H25.3.1 H25.3.31 H25.4.1 学校法人ろりぽっぷ幼稚園 預かり保育
保育担当職
員

無 無

12 土井　眞砂代　 62
近畿地方更生保護委員会委
員

H25.3.7 H25.3.31 H25.4.1 龍谷大学 教育・研究 非常勤講師 無 無

13 早田　秀之 60 京都公安調査事務所長 H25.2.21 H25.3.31 H25.4.1 セコム株式会社 警備事業 総務部顧問 無 無

14 丸谷　孝良 60 中部公安調査局長 H25.3.4 H25.3.31 H25.4.1 セコム株式会社 警備事業
大阪支店顧
問

無 無

15 石田　訓夫 63
外務省大臣官房総務課外交
史料館長

H25.2.12 H25.3.31 H25.4.1 早稲田大学 教育・研究
法学部非常
勤講師

無 無

16 木原　隆司 56 財務省大臣官房付 H24.6.22 H25.3.31 H25.4.1 獨協大学 教育・研究 教授 無 無

17 浜田　栄 60 財務省関税局局付 H25.3.22 H25.3.31 H25.4.1
独立行政法人国際協力機構
（ＪＩＣＡ）

開発途上国への国際協力

ＪＩＣＡ
（ボツワナ
統一歳入
庁）専門家

無 無

18 長登　健 54
文部科学省スポーツ・青少
年局参事官

H25.3.1 H25.3.31 H25.4.1
学校法人順天堂　順天堂大
学

教育・研究 教授 無 無

19 村上　正一 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）

H25.2.14 H25.3.31 H25.4.1
公益財団法人環境科学技術
研究所

放射能の環境影響、低線量
率・低線量放射線の生物影
響に関する調査・研究

特任相談役 無 無

20 小西　良子 58
国立医薬品食品衛生研究所
衛生微生物部長

H25.1.31 H25.3.31 H25.4.1 麻布大学 教育・研究 教授 無 無

21 小林　和夫 60 国立感染症研究所免疫部長 H25.3.16 H25.3.31 H25.4.1 社会福祉法人あそか会 老人福祉事業、医療事業
あそか会顧
問兼あそか
病院副院長

無 無

22 澁澤　三喜 65
関東信越厚生局医療課統括
指導医療官

H25.2.22 H25.3.31 H25.4.1
財団法人全日本労働福祉協
会

健康診断等事業 健康診断医 無 無
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23 杉山　和良 60
国立感染症研究所バイオ
セーフティ管理室長

H25.3.25 H25.3.31 H25.4.1
独立行政法人医薬品医療機
器総合機構

医薬品及び医療機器の承認
審査等

嘱託職員 無 無

24 田内　光 65
国立障害者リハビリテー
ションセンター病院副院長

H25.3.8 H25.3.31 H25.4.1
学校法人敬心学園　臨床福
祉専門学校臨床敬心クリ
ニック

診療及び言語聴覚士・理学
療法士・柔道整復師の養成

院長 無 無

25 大和　豊子 64
国立療養所長島愛生園副園
長

H25.3.1 H25.3.31 H25.4.1 井原市立井原市民病院 医療業務
非常勤職員
（医師）

無 無

26 大和　豊子 64
国立療養所長島愛生園副園
長

H25.3.1 H25.3.31 H25.4.1
一般財団法人淳風会健康管
理センタ－

医療業務
非常勤職員
（医師）

無 無

27 大和　豊子 64
国立療養所長島愛生園副園
長

H25.3.1 H25.3.31 H25.4.1 岡山大学病院 医療業務
非常勤職員
（医師）

無 無

28 山本　茂貴 58
国立医薬品食品衛生研究所
食品衛生管理部長

H25.1.30 H25.3.31 H25.4.1 東海大学 教育・研究 教授 無 無

29 齊藤　昭 60
農林水産省大臣官房統計部
長

H25.2.22 H25.3.31 H25.4.1 国立大学法人京都大学 教育・研究
大学院非常
勤研究員

無 無

30 作山　巧 47
農林水産省大臣官房国際部
国際経済課国際交渉官

H25.1.16 H25.3.31 H25.4.1 明治大学 教育・研究 専任准教授 無 無

31 武本　俊彦 60 農林水産政策研究所長 H25.2.20 H25.3.31 H25.4.1
野村アグリプランニング＆
アドバイザリー株式会社

アグリビジネスにおける調
査・提言事業、コンサル
ティング事業及び生産事業

アドバイザ
リー

無 無

32 永長　浩樹 59 動物検疫所神戸支所長 H25.3.5 H25.4.30 H25.5.1 アニコム損害保険株式会社 損害保険業
有期契約社
員

無 無

33 前田　充浩 50
経済産業省大臣官房付(貿
易経済協力局資金協力課
長）

H25.2.13 H25.3.31 H25.4.1 産業技術大学院大学 教育・研究 教授 無 無

34 河野　清 60
海上保安庁第六管区海上保
安本部経理補給部長

H25.3.12 H25.3.31 H25.4.1 一般社団法人広島県清港会 港内清掃業 事務局長 無 無

35 菊池　憲満 60 東北運輸局総務部長 H25.2.26 H25.3.31 H25.5.1
一般社団法人日本自動車販
売協会連合会

自動車の検査・登録・納税
等に関する申請事務を処理
する登録代行センターの運
営

宮城県支部
常務理事

無 無
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36 鬼頭　昭雄 59
気象庁気象研究所気候研究
部長

H25.1.28 H25.3.31 H25.5.1 国立大学法人筑波大学 教育・研究
主幹研究員
（契約職
員）

無 無

37 下道　正則 60 気象庁高層気象台長 H25.2.28 H25.3.31 H25.4.1 社団法人日本気象学会
気象学の研究の進歩のため
の研究会の開催、機関紙の
発行等諸事業

事務局事業
部長

無 無

38 綱島　和憲 60
国土交通省鉄道局施設課環
境対策室長

H25.3.15 H25.3.31 H25.5.1 京浜急行電鉄株式会社
交通事業、不動産事業、レ
ジャー・サービス事業等

上席調査役 無 無

39 豊岡　友裕 47
運輸安全委員会事務局鉄道
事故調査官

H25.3.18 H25.3.31 H25.4.1
公益財団法人鉄道総合技術
研究所

鉄道技術及び鉄道労働科学
に関する研究開発、調査、
コンサルティング等

主査 無 無

40 長尾　毅 51
国土技術政策総合研究所港
湾研究部長

H25.2.21 H25.3.31 H25.4.1 国立大学法人神戸大学 教育・研究
都市安全研
究センター
教授

無 無

41 佐山　浩 53
環境省近畿地方環境事務所
長

H25.2.4 H25.3.31 H25.4.1 関西学院大学 教育・研究
総合政策学
部総合政策
学科教授

無 無

42 志々目　友博 51 環境省大臣官房付 H25.3.20 H25.3.31 H25.4.1 学校法人中央大学 教育・研究
教授（大学
院・大学）

無 無

43 上小鶴　正弘 66 国立印刷局東京病院長 H25.2.14 H25.3.31 H25.4.1
医療法人社団松寿会　丘整
形外科病院

医療事業
医師（常勤
社員）

無 無

44 59
国立病院機構兵庫中央病院
看護部長

H25.2.6 H25.3.31 H25.4.1
公益財団法人日本生命済生
会附属日生病院

医療業務 看護部長 無 無

45 井口　光正 62
国立病院機構三重病院副院
長

H24.10.31 H25.3.31 H25.4.1 井口医院 診療業務 小児科医師 無 無

46 宇治　幸隆 65
国立病院機構東京医療セン
ター臨床研究センター長

H25.2.26 H25.3.31 H25.4.1
医療法人社団主体会　小山
田記念温泉病院

診療業務 眼科部長 無 無

47 衛藤　義人 65
国立病院機構東名古屋病院
副院長

H24.11.15 H25.3.31 H25.4.1 医療法人資生会　八事病院 診療業務 副院長 無 無

48 大橋　春彦 52
国立病院機構名古屋医療セ
ンター再生医療研究部長

H25.1.25 H25.3.31 H25.4.1 トヨタ記念病院 診療業務
血液内科部
長

無 無
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49 大前　道和 59
国立病院機構大阪医療セン
ター事務部長

H25.2.27 H25.3.31 H25.4.1
社会医療法人真美会　中野
こども病院

診療事業 事務部長 無 無

50 岡田　賢司 59
国立病院機構福岡病院統括
診療部長

H25.1.21 H25.3.31 H25.4.1
学校法人福岡学園　福岡歯
科大学

教育・診療業務 教授 無 無

51 桂木　正一 64
国立病院機構菊池病院副院
長

H24.12.29 H25.3.31 H25.4.1
特定医療法人富尾会　桜が
丘病院

診療業務 副院長 無 無

52 久保　よう子 60
国立病院機構西多賀病院看
護部長

H25.3.24 H25.3.31 H25.4.1
医療法人福祉の森春風のこ
ろ

要介護者の看護、機能訓練
等

副施設長 無 無

53 桑原　英眞 66 国立病院機構沼田病院長 H25.2.18 H25.3.31 H25.4.1 介護老人保健施設一羊館 介護事業
施設管理者
(施設長)

無 無

54 小西　哲郎 65 国立病院機構宇多野病院長 H25.1.28 H25.3.31 H25.4.1
一般財団法人京都地域医療
学際研究所　がくさい病院

診療業務 病院長 無 無

55 小堀　祥三 66 国立病院機構宮崎病院長 H25.3.8 H25.3.31 H25.4.1 医療法人蘇春堂 病院等の管理業務 統括院長 無 無

56 小柳　左門 65 国立病院機構都城病院長 H25.1.31 H25.3.31 H25.5.1 特定医療法人原土井病院 診療業務 顧問 無 無

57 澤井　豊光 46
国立病院機構嬉野医療セン
ター臨床研究部長

H25.1.11 H25.3.31 H25.4.1
地方独立行政法人長崎市立
病院機構　長崎市立市民病
院

診療業務 医師 無 無

58 霜　貞子 60
国立病院機構金沢医療セン
ター看護部長

H25.2.26 H25.3.31 H25.4.1
公益社団法人石川県看護協
会

看護師の教育、就職支援及
び看護制度等の改善

一般職員 無 無

59 新海　哲 65
国立病院機構四国がんセン
ター院長

H25.3.11 H25.3.31 H25.4.1
医療法人康心会　湘南東部
総合病院

医療事業
がん診療セ
ンター長

無 無

60 園部　眞 65
国立病院機構水戸医療セン
ター院長

H25.3.1 H25.3.31 H25.4.1 社会保険診療報酬支払基金
診療報酬の審査に係る医療
機関等との調整業務

茨城支部顧
問（非常
勤）

無 無

61 友田　純 65
国立病院機構福山医療セン
ター院長

H25.3.19 H25.3.31 H25.5.1 赤磐医師会病院 医療事業 診療顧問 無 無
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62 長井　義美 59
国立病院機構京都医療セン
ター事務部長

H25.2.11 H25.3.31 H25.4.1
医療法人財団康生会　武田
病院

医療業務 事務局長 無 無

63 中重　敬子 60
国立病院機構鹿児島医療セ
ンター看護部長

H25.1.31 H25.3.31 H25.4.1 公益財団法人慈愛会 医療業務
統括看護部
長

無 無

64 沼田　勉 59
国立病院機構千葉医療セン
ター臨床研究部長

H24.12.23 H25.3.31 H25.4.1 三浦耳鼻咽喉科医院 診療業務 院長 無 無

65 野村　一俊 64
国立病院機構熊本医療セン
ター副院長

H24.12.17 H25.3.31 H25.4.1
医療法人朝日野会　朝日野
総合病院

診療業務 病院長 無 無

66 福永　秀敏 65 国立病院機構南九州病院長 H25.1.10 H25.3.31 H25.5.1
公益社団法人鹿児島共済会
南風病院

診療業務 病院長 無 無

67 水重　克文 60
国立病院機構高松医療セン
ター院長

H24.9.27 H25.3.31 H25.4.1 四国電力株式会社 電力供給事業等

総合健康開
発センター
所長（医
師）

無 無

68 森田　文 60
国立病院機構京都医療セン
ター看護部長

H25.2.25 H25.3.31 H25.4.1
公益社団法人地域医療振興
協会　市立奈良病院

医療業務 看護部長 無 無

69 栁下　芳寛 65 国立病院機構熊本南病院長 H25.3.27 H25.3.31 H25.4.1
医療法人相生会　にしくま
もと病院

診療業務 院長補佐 無 無

70 山田　昌和 51
国立病院機構東京医療セン
ター視覚研究部長

H25.1.16 H25.3.31 H25.4.1
学校法人杏林学園　杏林大
学

教育・診療業務 医学部教授 無 無

71 山西　文子 66
国立病院機構東京医療セン
ター副院長

H25.3.8 H25.3.31 H25.4.1
学校法人青葉学園　東京医
療保健大学

教育・研究
東が丘看護
学部長・教
授

無 無

72 米延　策雄 65
国立病院機構大阪南医療セ
ンター院長

H25.3.19 H25.3.31 H25.4.1
学校法人大阪滋慶学園　滋
慶医療科学大学院大学

教育・研究 教授 無 無

73 渡部　幸夫 63
国立病院機構相模原病院副
院長

H24.12.20 H25.3.31 H25.6.1
医療法人社団銀杏会　井出
病院

診療業務 一般医師 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
再就職の約
束をした日

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 安部　俊二 60 福岡県警察本部地域部長 H25.2.12 H25.3.4 H25.4.1 株式会社西日本シティ銀行 金融業 参与 無

2 安藤　信善 60 福岡県東警察署長 H25.2.6 H25.3.4 H25.4.1
一般社団法人福岡県指定自
動車学校協会

自動車教習所学校運営の合
理化等に関する調査・研究

専務理事 無

3 井口　典之 60 福岡県警察本部交通部長 H25.1.28 H25.3.4 H25.4.1
福岡空港ビルディング株式
会社

航空会社による福岡空港使
用に伴う利用、空港サービ
ス等

保安防災部
長

無

4 佐野　哲也 60 福岡県警察本部警備部長 H25.1.18 H25.3.4 H25.4.1 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

福岡支店長 無

5 白石　幸一 60 福岡県警察本部総務部長 H25.2.22 H25.3.4 H25.4.1 福岡商工会議所 商工業の振興発展 参与 無

6 三方　正行 60 福岡県警察学校長 H25.1.28 H25.3.4 H25.4.1 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業
福岡支店調
査役

無

7 佐々木　照正 60 鳥取県鳥取警察署長 H24.12.19 H25.3.8 H25.4.1 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

鳥取支店長
付

無

8 前田　浩二 60
鳥取県警察本部生活安全部
長

H25.2.6 H25.3.8 H25.4.1 財団法人日本防災通信協会 非常通報装置の普及
鳥取県支部
長

無

9 大内　明 60 長野県警察本部交通部長 H25.3.1 H25.3.11 H25.4.1 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

調査役 無

10 酒井　富雄 60
長野県警察本部生活安全部
長

H25.3.1 H25.3.11 H25.4.1
一般財団法人長野県交通安
全教育支援センター

交通安全教育事業 理事長 無

11 千野　仁一 60 長野県警察本部警備部長 H25.3.1 H25.3.11 H25.4.1 長野県信用組合 金融業
総務部上席
調査役

無

【１－２．特定地方警務官（注）に係る通知関連】
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12 石原　柾一 60 岡山県警察本部警備部長 H25.3.6 H25.3.12 H25.4.1 損害保険料率算出機構
自賠責保険金・共済金請求
事案に係わる損害調査業務

中国地区本
部長付調査
役

無

13 國政　修造 60 岡山県岡山中央警察署長 H25.1.18 H25.3.12 H25.4.1
両備ホールディングス株式
会社

交通運輸業等
両備教育セ
ンター顧問

無

14 二宮　茂 59
岡山県警察本部生活安全部
長

H25.1.24 H25.3.12 H25.4.1 クイント企画株式会社 損害保険、生命保険代理業 顧問 無

15 阿久津　優樹 60 栃木県警察本部刑事部長 H25.1.15 H25.3.15 H25.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
大宮支社常
勤嘱託

無

16 白井　孝雄 60 栃木県警察本部交通部長 H25.2.6 H25.3.15 H25.4.1 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

17 桑子　福一 60 群馬県高崎警察署長 H25.2.22 H25.3.18 H25.4.1 しののめ信用金庫 金融業 調査役 無

18 正田　一男 60 群馬県警察本部刑事部長 H25.2.12 H25.3.18 H25.4.1 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業
高崎支店調
査役

無

19 髙草木　正司 60 群馬県警察本部警備部長 H25.2.14 H25.3.18 H25.4.1 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

20 岡　正憲 60
熊本県警察本部生活安全部
長

H25.1.8 H25.3.19 H25.4.1
学校法人君が淵学園　崇城
大学

教育・研究
学生部長付
専門員

無

21 小笠原　晃 60
神奈川県警察本部生活安全
部長

H25.2.14 H25.3.19 H25.4.1 株式会社三井住友銀行 金融業 参事役 無

22 小久保　雅史 60
神奈川県警察川崎市警察部
長兼神奈川県警察本部警務
部参事官

H25.2.20 H25.3.19 H25.4.1
成和コンサルタント株式会
社

建設コンサルタント業 参与 無

23 佐藤　信晶 60 神奈川県警察本部総務部長 H25.2.13 H25.3.19 H25.4.1 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

支店付 無

24 髙橋　功作 60 熊本県警察本部警備部長 H25.2.6 H25.3.19 H25.4.1
社会医療法人社団熊本丸田
会　熊本整形外科病院

医療業務
保安管理室
長

無
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25 只野　司 60 神奈川県警察本部地域部長 H25.2.5 H25.3.19 H25.4.1
公益財団法人神奈川県交通
安全協会

交通安全事業
推進部長兼
総務部長

無

26 田上　隆章 60 熊本県熊本南警察署長 H25.2.22 H25.3.19 H25.4.1 西日本電信電話株式会社 電信電話事業
熊本支店相
談役

無

27 長谷川　茂 60
神奈川県警察本部警務部参
事官兼相模原市警察部長兼
相模方面本部長

H25.2.4 H25.3.19 H25.4.1 京浜急行電鉄株式会社 旅客鉄道事業 調査役 無

28 山﨑　泰男 60 神奈川県大和警察署長 H25.2.15 H25.3.19 H25.4.1 いすゞ自動車株式会社 自動車の製造販売
総務担当役
員付部長

無

29 上久保　岩男 60 宮崎県警察本部交通部長 H25.3.4 H25.3.21 H25.4.1
公益財団法人宮崎県防犯協
会連合会

地域安全活動の推進等総合
防犯事業

事務局長 無

30 田村　康雄 60 和歌山県西警察署長 H25.2.25 H25.3.21 H25.4.1 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

和歌山支店
長

無

31 長友  重德 59 宮崎県宮崎北警察署長 H25.3.4 H25.3.21 H25.4.1 宮崎県信用保証協会 保証審査、管理回収業務 顧問 無

32 日髙　昭二 60 宮崎県警察本部警備部長 H25.3.1 H25.3.21 H25.4.1
財団法人宮崎県交通安全協
会

交通安全対策事業 専務理事 無

33 保坂　廣文 60 山梨県警察本部刑事部長 H25.3.1 H25.3.21 H25.4.1 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

山梨支店長 無

34 伊藤　尚機 60
島根県警察本部生活安全部
長

H25.1.18 H25.3.22 H25.4.1
一般財団法人島根県交通安
全協会

交通安全対策事業 事務局長 無

35 岩井　優峰 60 広島県広島中央警察署長 H25.1.11 H25.3.22 H25.4.1 広島大学病院 医療業務 防犯調査役 無

36 植中　隆史 60 島根県警察本部刑事部長 H25.2.19 H25.3.22 H25.4.1 株式会社中筋組 建設業 管理部部長 無

37 大本　昌則 60 広島県警察本部刑事部長 H25.3.14 H25.3.22 H25.4.1 シャープ株式会社 家電製造販売業 総務部参事 無
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38 香川　保司 60 香川県高松北警察署長 H25.2.6 H25.3.22 H25.4.1 財団法人日本防災通信協会 非常通報装置の普及
香川県支部
長

無

39 門井　由之 59 埼玉県警察本部総務部長 H25.3.19 H25.3.22 H25.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
大宮支社調
査役

無

40 河合　康夫 60 香川県警察本部刑事部長 H25.2.26 H25.3.22 H25.4.1 大成建設株式会社 建設業
四国支店参
与

無

41 杉山　信夫 60 埼玉県浦和警察署長 H25.2.19 H25.3.22 H25.4.1
一般財団法人埼玉県交通教
育協会

交通安全教育事業
常務理事・
安全運転学
校長

無

42 諏訪　文夫 60 茨城県警察本部交通部長 H25.2.22 H25.3.22 H25.4.1 財団法人日本防災通信協会 非常通報装置の普及
茨城県支部
統括支部長

無

43 立石　学 60 佐賀県警察本部交通部長 H25.2.7 H25.3.22 H25.4.1 財団法人日本防災通信協会 非常通報装置の普及
佐賀県支部
長

無

44 戸川　泰 60 広島県警察本部総務部長 H25.2.28 H25.3.22 H25.4.1 広島電鉄株式会社 鉄軌道、バス、不動産事業
顧問（嘱
託）

無

45 宝満　昭弘 60 鹿児島県警察本部刑事部長 H25.3.7 H25.3.22 H25.4.1 京セラ株式会社 電子機器製造業
鹿児島国分
工場長付

無

46 満留　誠 60
鹿児島県警察本部生活安全
部長

H25.3.21 H25.3.22 H25.4.1 九州電力株式会社 電力供給事業等
鹿児島支社
課長（嘱
託）

無

47 村上　正行 60 島根県警察本部警備部長 H25.2.8 H25.3.22 H25.4.1 株式会社山陰合同銀行 金融業 顧問 無

48 森元　豊 60 広島県警察本部警備部長 H25.3.8 H25.3.22 H25.4.1 第一生命保険株式会社 保険事業
総務部調査
役

無

49 渡部　眞一郎 60
さいたま市警察部長兼警務
部参事官兼第一方面本部長

H25.3.15 H25.3.22 H25.4.1
社団法人全国競輪施行者協
議会

競輪の施行に関する関係行
政機関・団体との連絡調整

業務部副部
長

無

50 綿引　昭 60
茨城県警察本部生活安全部
長

H25.3.4 H25.3.22 H25.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
水戸支社調
査役

無
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51 相田　宗利 60
北海道旭川方面旭川中央警
察署長

H25.2.27 H25.3.25 H25.4.1
ジャパン・ネットワークシ
ステム株式会社

レジャーアミューズメント
通信機器の構築、普及及び
開発

北海道営業
所顧問

無

52 安道　修 60
奈良県警察本部生活安全部
長

H25.1.25 H25.3.25 H25.4.1 奈良県信用保証協会 保証審査、管理回収業務 特別参与 無

53 飯田　英雄 59 福井県警察本部刑事部長 H24.12.13 H25.3.25 H25.4.1
社団法人福井県交通安全協
会

交通安全事業 専務理事 無

54 井戸　義富 60 愛知県千種警察署長 H25.1.22 H25.3.25 H25.4.1 損害保険料率算出機構
自賠責保険金・共済金請求
事案に係わる損害調査業務

中部本部長
付調査役

無

55 植林　繁美 60 徳島県警察本部刑事部長 H25.2.18 H25.3.25 H25.4.1 株式会社大塚製薬工場
医薬品等の研究、開発、製
造及び販売

顧問 無

56 内田　正宏 60 愛知県南警察署長 H25.1.22 H25.3.25 H25.4.1 トヨタ自動車株式会社 自動車の製造販売 参事 無

57 大島　英吾 60 長崎県長崎警察署長 H25.2.1 H25.3.25 H25.4.1
一般社団法人長崎県タク
シー協会

タクシー事業の健全運営及
び普及活動

専務理事 無

58 折小野　裕之 60 愛知県春日井警察署長 H25.1.22 H25.3.25 H25.4.15 株式会社パロマ ガス器具製造販売
総務部担当
部長

無

59 上村　和明 60 新潟県警察本部地域部長 H25.3.8 H25.3.25 H25.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
新潟県事務
所長

無

60 狩峰　和彦 60 北海道警察本部総務部長 H25.3.11 H25.3.25 H25.4.1 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

北海道支店
長

無

61 川井　信夫 60 愛知県警察本部総務部長 H25.1.22 H25.3.25 H25.5.1 愛知県警察信用組合 金融業 参事 無

62 久保　博嗣 60 三重県津警察署長 H25.2.5 H25.3.25 H25.4.1
一般社団法人三重県指定自
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

専務理事兼
事務局長兼
総務課長

無

63 小山　敏雄 60 三重県警察本部刑事部長 H24.12.28 H25.3.25 H25.4.1 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

三重支店長 無
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64 佐藤　仁 60
新潟県警察本部生活安全部
長

H25.2.28 H25.3.25 H25.4.1 学校法人新潟総合学園 教育・研究 顧問 無

65 柴田　重明 60
青森県警察本部生活安全部
長

H25.2.6 H25.3.25 H25.4.1 損害保険料率算出機構
自賠責保険金・共済金請求
事案に係わる損害調査業務

北日本本部
付調査役

無

66 嶋山　俊英 60 青森県警察本部刑事部長 H25.3.12 H25.3.25 H25.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
盛岡支社調
査役

無

67 白川　俊一 60 青森県警察本部警備部長 H25.3.15 H25.3.25 H25.4.1 株式会社みちのく銀行 金融業
総務部調査
役

無

68 鈴木　和夫 60
愛知県警察名古屋市警察部
長

H25.3.1 H25.3.25 H25.4.22
株式会社サーラコーポレー
ション

エネルギー関連事業 参与 無

69 鈴木　祥巨 60 北海道警察本部地域部長 H25.2.27 H25.3.25 H25.4.1 北海道旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業 顧問 無

70 高橋　邦男 60 北海道警察札幌市警察部長 H25.3.13 H25.3.25 H25.4.1 日本生命保険相互会社 保険事業
札幌支社総
務部顧問

無

71 高橋　政光 60 愛知県豊橋警察署長 H25.1.22 H25.3.25 H25.4.1 アイシン精機株式会社 機械製造 総務部顧問 無

72 谷口　彰 60
北海道札幌方面苫小牧警察
署長

H25.3.15 H25.3.25 H25.4.1 日本郵便株式会社 郵便事業
北海道支社
お客さま相
談対応室長

無

73 寺井　茂樹 60 京都府中京警察署長 H25.3.21 H25.3.25 H25.4.1 公益財団法人競馬保安協会
競馬の公正確保のために必
要な調査等

関西本部調
査部上席調
査監

無

74 中山　武 60 福井県警察本部交通部長 H24.12.5 H25.3.25 H25.4.1
社団法人福井県トラック協
会

貨物自動車運送事業に関す
る指導、調査及び研究等

専務理事 無

75 兵道　正信 60 愛知県一宮警察署長 H24.11.30 H25.3.25 H25.4.1 日本郵便株式会社 郵便事業
東海支社お
客様相談対
応室長

無

76 福井　学 60 奈良県警察本部刑事部長 H25.2.18 H25.3.25 H25.4.1 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

奈良支店付 無

12



77 福島　隆司 60
三重県警察本部生活安全部
長

H25.2.6 H25.3.25 H25.4.1 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
統括支部長

無

78 船田　茂 60
愛媛県警察本部生活安全部
長

H25.3.21 H25.3.25 H25.4.1
あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社

損害保険業
愛媛支店顧
問

無

79 松木平　博視 60 奈良県警察本部警備部長 H25.2.26 H25.3.25 H25.4.1 株式会社近鉄百貨店 百貨店業
営業推進部
部長

無

80 松原　宏伸 60 北海道警察旭川方面本部長 H25.3.8 H25.3.25 H25.4.1 太陽生命保険株式会社 保険事業 参与 無

81 圓山　巧 60 新潟県警察本部刑事部長 H25.2.8 H25.3.25 H25.4.1 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

新潟支店長 無

82 道場　英男 59 福井県福井警察署長 H24.12.3 H25.3.25 H25.4.1 財団法人日本防災通信協会 非常通報装置の普及
福井県支部
支部長

無

83 山口　久雄 60
徳島県警察本部生活安全部
長

H25.2.18 H25.3.25 H25.4.1 大塚製薬株式会社
医薬品等の研究、開発、製
造及び販売

徳島本部顧
問

無

84 山下　忠義 60 長崎県警察本部刑事部長 H25.2.4 H25.3.25 H25.4.1 株式会社親和銀行 金融業 参与 無

85 吉倉　義行 60 滋賀県警察本部刑事部長 H25.2.1 H25.3.25 H25.4.1 損害保険料率算出機構
自賠責保険金・共済金請求
事案に係わる損害調査業務

近畿本部長
付調査役

無

86 稲田　光宏 60 大阪府警察本部総務部長 H25.2.22 H25.3.26 H25.4.1 大同生命保険株式会社 保険事業 顧問 無

87 木森　耕治 60 大分県警察本部警備部長 H25.3.14 H25.3.26 H25.4.1 大分バス株式会社
乗合・貸切バス事業、不動
産事業、広告・保険代理業

交通対策室
長兼教育セ
ンター所長

無

88 谷川　昇 60 兵庫県警察本部総務部長 H25.3.8 H25.3.26 H25.4.1 株式会社神戸製鋼所
鉄鋼、アルミ・銅製品及び
各種機械製品の製造販売

顧問 無

89 中野　一彦 60 大阪府東警察署長 H25.3.11 H25.3.26 H25.4.1
社団法人大阪府防災通信協
会

非常通報装置の普及 事務局長 無
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90 西岡　敏成 59 兵庫県姫路警察署長 H25.2.28 H25.3.26 H25.4.1 関西国際大学 教育・研究 教授 無

91 平井　智彦 60 岐阜県警察本部刑事部長 H25.3.6 H25.3.26 H25.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
岐阜県事務
所長

無

92 平尾　一己 60 大分県大分中央警察署長 H25.3.19 H25.3.26 H25.4.1 九州電力株式会社 電力供給事業等
特別管理職
（嘱託）

無

93 藤田　一博 59 兵庫県警察本部地域部長 H25.3.11 H25.3.26 H25.6.1
ＵＣＣホールディングス株
式会社

コーヒー等の輸入販売及び
製造販売

参与 無

94 本田　良一 60 岐阜県警察本部警備部長 H25.2.28 H25.3.26 H25.4.1 大垣ガス株式会社 ガス事業 顧問 無

95 前川　信一 60 大阪府警察学校長 H25.3.12 H25.3.26 H25.4.1 株式会社博報堂 広告業 顧問 無

96 松葉　真一 60 岐阜県警察本部交通部長 H25.2.26 H25.3.26 H25.5.1
公益財団法人岐阜県防犯協
会

地域安全活動の推進等総合
防犯事業

専務理事 無

97 水田　均 60
兵庫県警察本部警務部参事
官兼阪神方面本部長

H25.3.4 H25.3.26 H25.4.1 株式会社損害保険ジャパン 損害保険業 顧問 無

98 道野　裕二 60 大阪府警察第二方面本部長 H25.2.4 H25.3.26 H25.4.1
株式会社長谷工コーポレー
ション関西

建設業・不動産業 顧問 無

99 山本　範雄 60
兵庫県警察神戸市警察部長
兼兵庫県警察本部警務部首
席監察官

H25.2.25 H25.3.26 H25.4.1 野村證券株式会社 証券業 参与 無

100 渡辺　義一 60 福島県福島警察署長 H25.3.5 H25.3.26 H25.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
福島県事務
所長

無

101 工藤　義彦 59 岩手県警察本部警備部長 H25.3.4 H25.3.28 H25.4.1
公益財団法人岩手県暴力団
追放推進センター

暴力団追放啓発活動及び相
談業務等

専務理事兼
事務局長

無

102 佐藤　哲夫 60 岩手県警察本部交通部長 H25.2.20 H25.3.28 H25.4.1 東日本電信電話株式会社 電信電話事業
岩手支店渉
外部長

無
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103 佐藤　善男 59 岩手県警察本部刑事部長 H25.2.28 H25.3.28 H25.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道事業
盛岡支社調
査役

無

104 奥村　幹雄 60 石川県警察本部刑事部長 H25.2.6 H25.3.29 H25.4.1 財団法人日本防災通信協会 非常通報装置の普及
石川県支部
長

無

105 朝子　功三 60 京都府東山警察署長 H25.3.8 H25.3.31 H25.4.1 日新電機株式会社 電気機器事業
総務人事主
幹

無

106 安部　正之 60 山口県警察本部刑事部長 H25.1.11 H25.3.31 H25.4.1
一般社団法人山口県指定自
動車学校協会

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

107 伊久美　一義 60 静岡県静岡中央警察署長 H25.1.17 H25.3.31 H25.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
静岡県事務
所参事・事
務所長

無

108 池　憲二 60 高知県警察本部刑事部長 H25.3.21 H25.3.31 H25.4.1 自動車安全運転センター 安全運転研修業務等
高知県事務
所長

無

109 金子　保之 60 山口県警察本部交通部長 H25.2.22 H25.3.31 H25.4.1 株式会社サンテック
化学プラントのサポート
（設計・整備・管理・検
査・保全・修理）

顧問（非常
勤）

無

110 金子　保之 60 山口県警察本部交通部長 H25.2.22 H25.3.31 H25.4.1 協和工業株式会社
半導体原料製造の取出、破
砕、選別、洗浄、検査、分
析、梱包及び出荷等

顧問（非常
勤）

無

111 川野　常宣 60 富山県警察本部刑事部長 H25.2.15 H25.3.31 H25.4.1
一般社団法人富山県指定自
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

事務局長 無

112 菅野　敏彦 60 宮城県警察本部警備部長 H25.2.26 H25.3.31 H25.4.1
あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社

損害保険業 営業顧問 無

113 斉藤　隆 60 宮城県警察本部刑事部長 H25.2.14 H25.3.31 H25.4.1 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業
仙台支店調
査役

無

114 先本　宏 60
山口県警察本部生活安全部
長

H25.1.19 H25.3.31 H25.4.1
株式会社山口県高等自動車
学校

自動車運転免許取得のため
の技能教習、学科教習、各
種安全運転講習等

管理者 無

115 橋浦　幸一 60 宮城県警察学校長 H25.2.19 H25.3.31 H25.4.1
公益社団法人宮城県防犯協
会連合会

地域安全活動の推進等総合
防犯事業

専務理事 無
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116 山田　孝司 60 富山県富山中央警察署長 H25.2.15 H25.3.31 H25.4.1 株式会社北陸銀行 金融業
ＣＳ担当部
長

無

117 山田　嘉雄 60 静岡県警察本部交通部長 H24.12.12 H25.3.31 H25.4.1 社団法人静岡県警備業協会
警備業務の適正化に関する
啓発、指導及び相談等

専務理事兼
事務局長

無

118 山村　英次 60 宮城県警察本部総務部長 H25.2.21 H25.3.31 H25.4.1 株式会社七十七銀行 金融業 総務部参与 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 竹森　三治 60 農林水産省生産局付 H25.2.16 H25.4.1
独立行政法人種苗管理セン
ター

適正な農林水産植物の品種
登録の実施及び優良な種苗
の流通の確保

理事長 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
（注２）

官民人材交流
センターの援
助の有無
（注３）

1 清水　英雄 63
内閣審議官（内閣官房郵政
民営化推進室長）

H24.9.10 H25.1.1 株式会社サンケイビル
不動産の賃貸、取引、管
理、建築設計、監理及び請
負等

顧問 無 無

2 和泉　洋人 59
内閣審議官（内閣官房地域
活性化統合事務局長）

H24.9.11 H25.1.21 内閣官房 国家公務
内閣総理大
臣補佐官

無 無

3 外山　秀行 60 内閣法制局第三部長 H24.9.11 H25.1.1 外山法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

4 高木　達也 60
人事院事務総局付（国家公
務員倫理審査会事務局長）

H24.12.1 H25.2.10 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法に基
づく不服申立の審査

審査会委員 無 無

5 熊谷　哲 43 内閣府大臣官房 H25.1.31 H25.3.1 株式会社ＰＨＰ研究所 研究、出版 主席研究員 無 無

6 安藤　隆春 62 警察庁長官 H23.10.17 H25.1.1 学校法人国際医療福祉大学 教育・研究 顧問 無 無

7 池田　清 60
関東管区警察局茨城県情報
通信部長

H24.3.12 H25.1.1 一般社団法人ＵＴＭＳ協会

ＵＴＭＳ（高度情報通信技
術を活用した新交通システ
ム）に関する調査、研究及
び開発並びにその成果の普
及

審議役 無 無

8 峰久　幸義 63 復興庁事務次官 H25.2.1 H25.2.15
アットホームホールディン
グス株式会社

不動産情報サービス業 顧問 無 無

9 瀬戸　隆一 47
総務省情報流通行政局付
（総務省大臣官房総務課調
査官）

H24.8.17 H24.12.16 衆議院 国会議員 議員 無 無

10 岡本　保 61 総務事務次官 H24.9.11 H25.1.15
株式会社野村資本市場研究
所

金融・資本市場及び金融機
関の制度・構造・動向等に
関する調査研究及び政策提
言

顧問 無 無

11 岡本　保 61 総務事務次官 H24.9.11 H25.2.1 テラル株式会社
ポンプ、送風機、その他関
連機器の製造・販売

顧問 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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12 上関　克也 57
総務省大臣官房付（北海道
管区行政評価局長）

H24.9.11 H25.1.1
モルガン・スタンレーＭＵ
ＦＧ証券株式会社

証券業
債券統括本
部上席顧問

無 無

13 山川　鉄郎 58 総務審議官 H24.9.11 H25.1.1 財団法人郵政福祉 認可特定保険業等 嘱託員 無 無

14 中野　正康 45
総務省情報流通行政局付
（総務省情報流通行政局情
報セキュリティ対策室長）

H24.11.15 H25.3.15 グリー株式会社
インターネット政策動向の
調査等

スタッフ 無 無

15 山下　貴司 45
法務省刑事局国際課国際刑
事企画官

H22.12.31 H24.12.16 衆議院 国会議員 議員 無 無

16 62 水戸区検察庁副検事 H23.9.16 H25.1.1 土浦簡易裁判所 国家公務 司法委員 無 無

17 井戸　敏春 60 高松少年鑑別所長 H24.3.31 H25.3.1 ＯＳＳサービス株式会社
播磨社会復帰促進センター
運営事業のうち、教育分類
事務支援業務

播磨社会復
帰促進セン
ター社会復
帰促進部
スーパーバ
イザー

無 無

18 大久保　信英 59 福岡高等検察庁検事 H24.3.31 H25.1.20 博多公証役場 公証業務 公証人 無 無

19 根岸　良一 59 長野地方法務局長 H24.3.31 H25.1.1 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
企画啓発課
長

無 無

20 畠山　学 60 東京入国管理局長 H24.3.31 H24.10.1
公益財団法人国際研修協力
機構

外国人研修・技能実習制度
に係る関係機関への支援等

熊本駐在事
務所長

無 無

21 藤本　文廣 60
大分地方検察庁中津支部検
事

H24.3.31 H25.3.1 岡山公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

22 松本　卓史 62 広島地方検察庁検事 H24.7.1 H24.11.1 松本卓史法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

23 鈴木　大輔 40 福岡地方検察庁検事 H24.9.25 H24.11.26 湊総合法律事務所 弁護士業 アルバイト 無 無
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24 井越　登茂子 58 津地方検察庁検事正 H24.11.8 H25.1.17 弁護士法人ペガサス 弁護士業 弁護士 無 無

25 梅田　正樹 62 大阪高等検察庁総務部長 H24.11.30 H25.1.17 つくし法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

26 保坂　洋彦　 60 高松地方検察庁検事正 H24.11.30 H25.1.27 葛飾公証役場 公証業務 公証人 無 無

27 吉田　統宏 59 横浜地方検察庁検事正 H24.11.30 H25.1.24 京橋公証役場 公証業務 公証人 無 無

28 山下　司 58 東京高等検察庁検事 H24.12.14 H25.1.10 博多公証役場 公証業務 公証人 無 無

29 有賀　茂夫 60
国税庁関東信越国税局浦和
税務署長

H23.7.9 H25.2.15 アイ・エム・アイ株式会社 医療機器の輸入・販売 監査役 無 無

30 大沼　利光 60
国税庁関東信越国税局徴収
部長

H23.7.9 H24.8.31 宇都宮管財株式会社
給与計算及び記帳・会計処
理等

監査役 無 無

31 大沼　利光 60
国税庁関東信越国税局徴収
部長

H23.7.9 H25.2.1 税理士法人コンパス 税理士業 社員税理士 無 無

32 高松　謙悟 60
国税庁東京国税局荏原税務
署長

H23.7.9 H25.1.29 富士山管理株式会社
遺言執行業務及び遺産整理
業務

監査役 無 無

33 田村　清 60
国税庁関東信越国税局春日
部税務署長

H23.7.9 H24.8.31 宇都宮管財株式会社
給与計算及び記帳・会計処
理等

取締役 無 無

34 田村　清 60
国税庁関東信越国税局春日
部税務署長

H23.7.9 H24.9.19
有限会社ドゥコーポレー
ション

美容院・理容店の経営等 監査役 無 無

35 苫米地　邦男 60
国税庁東京国税局調査第二
部長

H23.7.9 H24.12.27 扶桑電通株式会社 電気通信工事業 監査役 無 無

36 本田　悦朗 57
財務省大臣官房政策評価審
議官

H24.3.31 H24.12.26 内閣官房 国家公務 参与 無 無
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37 石川　修 61
国税庁関東信越国税局徴収
部長

H24.7.9 H24.8.31 宇都宮管財株式会社
給与計算及び記帳・会計処
理等

取締役 無 無

38 宮田　豊 60
国税庁名古屋国税局小牧税
務署長

H24.7.9 H24.12.19 小浅商事株式会社
食品の販売及び食料品等の
加工

非常勤監査
役

無 無

39 勝　栄二郎 62 財務事務次官 H24.8.17 H25.1.24
バンクオブアメリカグルー
プ

金融業

グローバル
アドバイザ
リー委員会
委員

無 無

40 谷口　博文 58 財務省大臣官房審議官 H24.12.14 H25.2.1 国立大学法人九州大学 教育・研究 教授 無 無

41 山崎　穰一 58 財務省大臣官房付 H25.2.1 H25.3.22 農林中央金庫 金融業 監事 無 無

42 金森　越哉 60 文部科学審議官 H24.1.6 H25.1.16 学校法人東京歯科大学 教育・研究 理事 無 無

43 清水　潔 62 文部科学事務次官 H24.1.6 H25.2.1 みのり総合法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

44 高橋　誠 57 文部科学省大臣官房付 H24.7.31 H25.1.1
学校法人中西学園　名古屋
外国語大学

教育・研究 事務局長 無 無

45 北尾　善信 60 文部科学省大臣官房付 H24.12.31 H25.1.1 学校法人中部大学 教育・研究
参事兼東京
事務所長

無 無

46 坂口　力 60 文部科学省大臣官房付 H24.12.31 H25.1.16 学校法人関西外国語大学 教育・研究 顧問 無 無

47 松本　次好 59 文部科学省大臣官房付 H24.12.31 H25.2.1 環太平洋大学 教育・研究 事務局長 無 無

48 盛本　力 59 文部科学省大臣官房付 H24.12.31 H25.1.1 文化庁 国家公務 事務補佐員 無 無

49 榎本　克哉 59
厚生労働省大臣官房付（労
働基準局安全衛生部化学物
質対策課長）

H24.7.31 H25.1.1
公益社団法人産業安全技術
協会

電気機器・機械器具等の試
験、検定等

国際部長 無 無

21



50 太田　俊明 61 厚生労働審議官 H24.9.10 H25.1.1
東京海上日動火災保険株式
会社

損害保険業 顧問 無 無

51 小野　晃 57
厚生労働省職業能力開発局
長

H24.9.10 H25.1.1 中央労働災害防止協会 労働安全衛生 専務理事 無 無

52 吉松　美貞 59
厚生労働省大臣官房付（新
潟労働局長）

H24.9.10 H25.2.1 日本生命保険相互会社 保険事業
人事部勤労
グループ顧
問

無 無

53 中野　寛 57
厚生労働省大臣官房付（社
会保険庁社会保険業務セン
ター所長）

H25.1.18 H25.3.1 一般社団法人ＴＭＧ本部 病院・診療所等の運営等
理事長付企
画本部長

無 無

54 佐々木　昭博 60

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（農林水産技術会議
事務局長）

H24.6.30 H24.7.1 福島県農業総合センター 地方公務
所長（非常
勤）

無 無

55 髙橋　博 58 農林水産省消費・安全局長 H24.9.11 H25.1.1 農中信託銀行株式会社 金融業 顧問 無 無

56 北村　巌 59
農林水産省大臣官房評価改
善課会計監査室長

H24.9.30 H25.1.1 富士ゼロックス株式会社
事務用機器、印刷機器及び
関連製品の製造・販売

営業本部公
共営業統括
顧問

無 無

57 木實谷　浩史 56 水産庁増殖推進部長 H24.9.30 H25.1.1 海洋土木株式会社

人工魚礁・水産増殖・消波
根固ブロック型枠のリー
ス、水産増養殖等に関する
研究開発及び調査設計コン
サルタント

参与 無 無

58 宮本　敏久 58
農林水産省大臣官房政策課
政策情報分析官（関東農政
局長）

H25.1.16 H25.3.28
財団法人競馬・農林水産情
報衛星通信機構

競馬及び農林水産業に関す
る通信衛星を利用した委託
放送等

常務理事 無 無

59 足立　康史 45
経済産業省大臣官房付（大
臣官房総務課政策企画官）

H23.3.31 H24.12.16 衆議院 国会議員 議員 無 無

60 小滝　一彦 46
経済産業省大臣官房付(製
造産業局化学課アルコール
室長）

H24.3.31 H25.3.26 スター・マイカ株式会社
不動産業(中古マンション
販売事業、インベストメン
ト事業）

非常勤取締
役（独立社
外取締役）

無 無

61 原　昭吾 60
経済産業省大臣官房付（原
子力安全・保安院関東東北
産業保安監督部長）

H24.3.31 H24.4.1
独立行政法人原子力安全基
盤機構

原子力施設及び原子炉施設
に関する検査等に係る業務
等

上席審議役 無 無

62 岡田　秀一 60 経済産業審議官 H24.9.14 H25.1.1
株式会社ＮＴＴデータ経営
研究所

調査、研究、コンサルティ
ング業

顧問 無 無
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63 海老根　強 60
経済産業省大臣官房付（内
閣府原子力安全委員会事務
局企画官）

H24.12.30 H25.1.1 長崎県庁 地方公務
危機管理監
付参事監

無 無

64 大河原　裕 59
特許庁審判部審判長（第９
部門長）

H24.12.31 H25.2.12 大河原特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

65 川本　眞裕 59
特許庁審判部審判長（第１
２部門長）

H24.12.31 H25.1.16 川本特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

66 長島　和子 59
特許庁審判部審判長（第６
部門長）

H24.12.31 H25.1.20 長島特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

67 藤内　光武 58
特許庁審判部審判長（第３
０部門長）

H24.12.31 H25.1.18 藤内特許事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

68 森吉　正美 59
特許庁審判部審判長（第３
５部門長）

H24.12.31 H25.2.8 森吉商標事務所 弁理士業務
弁理士（自
営業）

無 無

69 湯原　孝志 56
経済産業省大臣官房付（経
済産業政策局調査統計部参
事官付統括統計官）

H24.12.31 H25.3.1
社団法人日本縫製機械工業
会

縫製機械等に関する調査・
企画及び普及啓発業務

総務部長 無 無

70 上久保　芳郎 59 国土交通省大臣官房付 H23.7.1 H25.1.1 社団法人日本観光振興協会
観光振興に係る活動支援業
務等

企画・総括
グループ審
議役

無 無

71 竹歳　誠 61 国土交通事務次官 H23.9.2 H25.3.1
三井住友海上火災保険株式
会社

損害保険事業 顧問 無 無

72 齋藤　隆弘 60
気象庁予報部情報通信課国
際通信管理官

H24.3.31 H25.1.21 成田航空地方気象台 国家公務
一般職員
（臨時的任
用）

無 無

73 鈴木　守 56
関東運輸局埼玉運輸支局支
局長

H24.4.1 H24.6.1
日本自動車整備商工組合連
合会

会員たる商工組合の指導、
連絡及び自動車関連部品材
料等の共同購入並びに購入
の斡旋等

総務部長 無 無

74 米澤　朗 58
国土交通省大臣官房技術審
議官

H24.8.1 H25.2.1 首都圏新都市鉄道株式会社
鉄道（つくばエクスプレ
ス）による旅客の運送事業

総務部審議
役

無 無

75 小澤　敬市 60 国土交通審議官 H24.9.11 H25.2.1 株式会社損害保険ジャパン 損害保険事業 顧問 無 無
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76 小野　芳清 59 国土交通省大臣官房付 H24.9.11 H25.1.1 全日本空輸株式会社 航空運送業務等 調査室参与 無 無

77 下保　修 58 関東地方整備局長 H24.9.11 H24.12.17
一般財団法人日本建設情報
総合センター

建設事業、開発事業 顧問 無 無

78 鈴木　久泰 59 海上保安庁長官 H24.9.11 H25.1.1
日本空港ビルデング株式会
社

羽田空港旅客ターミナルビ
ルの管理運営等

顧問 無 無

79 中田　徹 59 国土交通省自動車局長 H24.9.11 H25.1.1 株式会社アイ・シー・エル
トラック車両用品・部品の
開発及び販売

顧問 無 無

80 細見　寛 57
国土交通省水管理・国土保
全局水資源部長

H24.9.11 H24.12.10
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業務 技術顧問 無 無

81 大石　龍太郎 57 国土交通大学校副校長 H24.10.1 H24.12.10
財団法人海洋架橋・橋梁調
査会

道路橋の検査及び診断 審議役 無 無

82 冨田　文雄 59 福岡航空交通管制部次長 H24.10.1 H25.1.1 株式会社稲穂 飲食事業、労働者派遣事業 顧問 無 無

83 原　克彦 56 国土交通省大臣官房付 H24.10.1 H25.1.1
一般社団法人日本海事検定
協会

港湾運送事業法に基づく鑑
定・検量事業等

顧問 無 無

84 伊藤　圭子 55 国土交通省大臣官房付 H24.11.1 H25.2.1 株式会社アキュラホーム
住宅建築事業、工務店支援
事業

技術顧問 無 無

85 佐藤　謙二 57 北海道開発局建設部長 H24.11.1 H25.2.1 株式会社ドーコン 総合建設コンサルタント業 顧問 無 無

86 森　倫明 55
国土技術政策総合研究所総
務部長

H24.11.1 H25.1.1
財団法人自転車駐車場整備
センター

自転車等駐車場の整備に関
する事業

企画部上席
参事

無 無

87 田井中　治 52 国土交通省大臣官房付 H24.12.31 H25.3.1 栄臨建設株式会社 建設事業 技術部長 無 無

88 鬼沢　浩志 57 国土交通省大臣官房付 H25.1.1 H25.3.1
一般財団法人建築保全セン
ター

建築物の保全に関する調査
研究、企画立案、技術開発
等

参事 無 無
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89 齊藤　眞 55 環境省大臣官房付 H23.7.20 H25.1.1
株式会社エックス都市研究
所

環境分野に係るコンサル
ティング業務

経営企画室
主席研究員

無 無

90 竹澤　信弘 60
会計検査院第５局上席調査
官(情報通信担当)

H24.12.31 H25.1.1 自営業 不動産賃貸 － 無 無

91 河戸　光彦 59 会計検査院事務総長 H25.3.1 H25.3.5 会計検査院 国家公務 検査官 無 無

92 加川　登喜子 60
国立病院機構東広島医療セ
ンター看護部長

H23.3.31 H25.3.18 社団法人東広島地区医師会
東広島地区医師会の運営す
る在宅事業所の管理運営等

地域ケア総
括所長

無 無

93 水渡　哲史 61 国立病院機構茨城東病院長 H24.12.31 H25.1.4 平塚市民病院 診療業務 一般医師 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 早戸　和道 60
警視庁警務部付（警視庁第
七方面本部長）

H24.10.19 H25.1.1
公益財団法人東京タクシー
センター

タクシー業務の適正化等 参与 無

（注）

【３－２．特定地方警務官（注）に係る届出関連】

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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