
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 奥村　丈二 60 最高検察庁検事 H22.6.10 H22.6.17 H22.8.1 中央大学法科大学院 教育・研究 教授 無 無

2 上西　康文 54 財務省大臣官房付 H22.3.19 H22.3.31 H22.4.1
学校法人白百合学園白百
合女子大学

教育・研究 事務局長 無 無

3 大西　巧 56
近畿財務局金融商品取引所
監理官

H22.5.28 H22.6.1 H22.6.4
社団法人兵庫県信用金庫
協会

社員（信用金庫）の業務運
営に関する研究調査等

常務理事 無 無

4 神内　忠雄 59
財務省四国財務局理財部検
査監理官

H22.5.13 H22.6.9 H22.6.11
社団法人四国地区信用金
庫協会

四国内会員信金の協調と健全なる発展を
図るため、会員の業務一般に関する連
絡・調査、会員相互の連携、会員職員の
練成教育及び厚生等の業務

常務理事 無 無

【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）】

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４月１日～同年６月３０日分）

別紙３

5 大輪　實 57
財務省関東財務局新潟財務
事務所長

H22.6.17 H22.7.1 － － － － 無 無

6 片山　久義 58
財務省四国財務局高知財務
事務所長

H22.6.11 H22.7.1 H22.7.20 観音寺信用金庫
金融業（協同組織金融機
関）

監査部長 無 無

7 中野　拓治 56
東海農政局宮川用水第二期
農業水利事業所長

H22.6.21 H22.7.31 H22.8.1 国立大学法人琉球大学 教育・研究 教授 無 無

8 鈴木　克徳 58 環境省大臣官房付 H22.3.25 H22.8.31 H22.9.1 国立大学法人金沢大学 教育・研究 教授 無 無

9 安野　雅夫 61
独立行政法人造幣局総務部
診療所長

H22.5.7 H22.6.30 H22.7.1 高仁会小山病院 医療事業 医員 無 無

10 影山　隆久 63
国立病院機構東京医療セン
ター副院長

H22.3.12 H22.6.30 H22.7.1 医療法人社団宗仁会病院 医療事業 副院長 無 無

（注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」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。

（注２） 「再就職日」には、「再就職予定日」が含まれる。

（注３） 「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。

（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。

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 由田　秀人 57
環境省大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部長

H20.7.21 H22.6.24
日本環境安全事業株式会
社

PCB廃棄物の処理 取締役 無 無

（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。

（注２） 「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。

（注３） 「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。

【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）】
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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 松田　隆利 61
国家公務員制度改革推進本
部事務局次長

H21.12.17 H22.4.1 学校法人法政大学 教育・研究
企画・戦略
本部特任教
授

無 無

2 出合　均 59 人事院事務総長 H22.1.18 H22.5.20
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

事務局特別
参与

無 無

3 渡辺　均 60
人事院事務総局付（人事院
九州事務局長）

H22.3.31 H22.6.15 警察職員生活協同組合
警察職員の生活向上支援業
務

審議役 無 無

4 國吉　俊秀 59
内閣府沖縄総合事務局農林
水産部総務調整官

H21.3.31 H22.5.14
沖縄県畜産副産物事業協
同組合

畜産副産物の処理、販売 専務理事 無 無

5 本田　清隆 59 宮内庁書陵部長 H22.3.31 H22.5.1 日本たばこ産業株式会社
たばこ事業，医薬事業，食
品事業

顧問（非常
勤）

無 無

6 巽　高英 56 警察庁生活安全局長 H22.1.18 H22.4.5 野村證券株式会社 証券業 顧問 無 無

7 東川　一 56 警察庁交通局長 H22.1.18 H22.5.1 東鉄工業株式会社 建築業
顧問（非常
勤）

無 無

8 東川　一 56 警察庁交通局長 H22.1.18 H22.5.1 日本電設工業株式会社 設備工事業
顧問（非常
勤）

無 無

9 米村　敏朗 58 警視総監 H22.1.18 H22.4.1 株式会社三井住友銀行 金融業 顧問 無 無

10 米村　敏朗 58 警視総監 H22.1.18 H22.4.1 株式会社セレモアつくば 福祉事業 特別顧問 無 無

11 佐藤　誠司 60
東北管区警察局青森県情報
通信部長

H22.3.12 H22.4.1
株式会社横浜ファーマ
シー

医薬品等の販売及び保険調
剤

社員 無 無

12 馬場　善久 58
警察大学校附属警察情報通
信学校長

H22.3.12 H22.6.1 警察職員生活協同組合
警察職員の生活向上支援業
務

審議役 無 無

13 眞弓　裕行 57
中部管区警察局情報通信部
長

H22.3.12 H22.6.1
財団法人保安電子通信技
術協会

保安電子通信技術に関する
調査研究

名古屋支部
調査役（嘱
託）

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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14 水町　和寛 59
関東管区警察局茨城県情報
通信部長

H22.3.12 H22.6.13
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

参与（非常
勤）

無 無

15 岡村　省司 57 北海道警察情報通信部長 H22.3.26 H22.6.1
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

顧問 無 無

16 勝浦　敏行 57 中国管区警察局長 H22.3.26 H22.5.10 警察職員生活協同組合
警察職員の生活向上支援業
務

参与 無 無

17 江藤　憲雄 60
警察庁長官官房給与厚生課
給与厚生企画官

H22.3.31 H22.5.1 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

総務部長 無 無

18 遠藤　武司 60 皇宮警察本部護衛部長 H22.3.31 H22.5.6 警察職員生活協同組合
警察職員の生活向上支援業
務

参事 無 無

19 濱田　文雄 60
中国管区警察局総務監察・
広域調整部長

H22.3.31 H22.5.16
財団法人日本道路交通情
報センター

道路交通情報の収集、提供
及び分析事業等

業務部長 無 無

20 三宅　茂 60 四国管区警察学校長 H22.3.31 H22.6.1 日本管財株式会社 ビルメンテナンス業務等 顧問 無 無

21 佐藤　隆文 59 金融庁長官 H21.7.14 H22.4.1 国立大学法人一橋大学 教育・研究 教授 無 無

22 兼田　克幸 56
証券取引等監視委員会事務
局付

H22.4.1 H22.4.7 国立大学法人岡山大学 教育・研究 教授 無 無

23 野上　豊 52
総務省大臣官房付併任総務
省大臣官房審議官

H20.12.31 H22.5.1
株式会社データネット
ワークセンター

衛星を利用した映像、音声
等の提供事業者に対する顧
客管理業務の提供

顧問 無 無

24 田口　和博 46 総務省大臣官房付 H21.11.1 H22.4.1
株式会社ジュピターテレ
コム

ケーブルテレビ事業、電気
通信事業及び当該事業の経
営指導等

上席執行役
員技術部門
副担当技術
本部長

無 無

25 田口　和博 46 総務省大臣官房付 H21.11.1 H22.6.18
日本デジタル配信株式会
社

ケーブルテレビ事業者向け
コンテンツの配信事業

取締役（非
常勤）

無 無

26 吉村　修 60
消防庁予防課危険物保安室
長

H22.3.31 H22.6.1
財団法人日本消防設備安
全センター

消防設備点検資格者の講
習、特殊消防用設備等の性
能評価、消防防災に関する
調査研究等

企画研究部
長

無 無

27 大泉　隆史 62 大阪高等検察庁検事長 H21.1.16 H22.5.19 六本木共同ビル株式会社 不動産業 社外取締役 無 無

28 岩下　充雄 60 仙台矯正管区長 H21.3.31 H22.4.1
マンパワー・ジャパン株
式会社

カウンセリング業務 契約社員 無 無
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29 鈴木　秀孝 60
公安調査庁新潟公安調査事
務所長

H21.3.31 H22.4.2 童心行政書士事務所 行政書士事務 行政書士 無 無

30 水口　研吾 36 名古屋地方検察庁検事 H21.3.31 H22.4.1 みなと総合法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

31 宮本　由典 60 東京地方検察庁事務局長 H21.3.31 H22.4.1 誌友会 会誌の発行、書籍の出版 事務員 無 無

32 守谷　正則 62 仙台地方検察庁検事 H21.3.31 H22.3.15 稲船法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

33 木一　泰三 62 名古屋区検察庁副検事 H21.6.6 H22.4.1 名古屋地方・簡易裁判所 国家公務
民事調停委
員

無 無

34 渡邉　一弘 62 札幌高等検察庁検事長 H21.7.14 H22.6.22 三菱樹脂株式会社
合成樹脂製品の製造及び販
売

社外監査役 無 無

35 有田　知德 61 福岡高等検察庁検事長 H22.1.6 H22.4.23 シティユーワ法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

36 内尾　武博 60 新潟地方検察庁検事正 H22.1.18 H22.4.1 杉並公証役場 公証業務 公証人 無 無

37 岡崎　正男 58 高知地方検察庁検事正 H22.1.18 H22.4.1 枚方公証役場 公証業務 公証人 無 無

38 吉川　興治 59 神戸地方検察庁検事正 H22.1.18 H22.3.18 馬場・高橋法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

39 梁取　一夫 44 名古屋地方検察庁検事 H22.3.20 H22.4.19 弁護士法人シトワイヤン 弁護士業 事務員 無 無

40 阿久津　昇一 60
法務省大臣官房施設課企画
調査官

H22.3.31 H22.5.1 世田谷公証役場 公証事務 書記 無 無

41 阿部　俊樹 60
公安調査庁盛岡公安調査事
務所長

H22.3.31 H22.4.1 福島市役所 地方公務
国民健康保
険税徴収員

無 無

42 荒木　樹 38 札幌地方検察庁検事 H22.3.31 H22.4.1 武部雅充法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

43 石川　一昭 60 東京高等検察庁事務局長 H22.3.31 H22.6.1 新発田公証役場 公証業務 公証人 無 無
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44 江面　潔 60
最高検察庁総務部情報シス
テム管理室長

H22.3.31 H22.4.1 東京都教育庁 地方公務
東京都教職
員服務支援
員

無 無

45 太田　健治 59 仙台法務局長 H22.3.31 H22.5.1 伊勢公証役場 公証業務 公証人 無 無

46 沖松　正則 60 名古屋高等検察庁事務局長 H22.3.31 H22.4.3 関東地方更生保護委員会 更生保護業務 委員 無 無

47 北崎　一夫 60 川越少年刑務所長 H22.3.31 H22.5.1 財団法人矯正協会 矯正活動に関する研究等
総務部長兼
福祉部長

無 無

48 小山　孝直 59 奈良少年鑑別所長 H22.3.31 H22.4.1 大阪家庭裁判所 国家公務
家事調停委
員

無 無

49 小山　孝直 59 奈良少年鑑別所長 H22.3.31 H22.4.1 学校法人天理大学 教育・研究 非常勤講師 無 無

50 渋谷　卓司 44
法務総合研究所教官兼法務
総合研究所総務企画部付

H22.3.31 H22.4.1 西村あさひ法律事務所 弁護士業 カウンシル 無 無

51 新庄　健二 57 東京高等検察庁検事 H22.3.31 H22.5.6 新庄法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

52 関本　倫敬 59 名古屋高等検察庁検事 H22.3.31 H22.6.1 金沢公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無

53 曾村　一仁 60
公安調査庁新潟公安調査事
務所長

H22.3.31 H22.4.12 京成バス株式会社
一般乗合旅客自動車運送事
業等

嘱託 無 無

54 髙野　芳雄 59 広島高等検察庁検事 H22.3.31 H22.6.1 岸和田公証役場 公証業務 公証人 無 無

55 髙橋　壮志 39 横浜地方検察庁検事 H22.3.31 H22.5.17 サン綜合法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

56 田村  明 60 名古屋入国管理局長 H22.3.31 H22.4.10 日本経済大学 教育・研究 教授 無 無

57 中内　敏彦 60 中部公安調査局総務部長 H22.3.31 H22.5.15 中内行政書士事務所 行政書士事務 行政書士 無 無

58 日俣　修 61 名古屋高等検察庁検事 H22.3.31 H22.6.1 福井公証人合同役場 公証業務 公証人 無 無
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59 藤岡　明 60
東京入国管理局成田空港支
局長

H22.3.31 H22.5.10
財団法人国際研修協力機
構

外国人研修等
出入国部企
画管理課長

無 無

60 富士田　義博 59 福井地方法務局長 H22.3.31 H22.5.1 愛知県土地家屋調査士会
会員の指導、連絡等に関す
る事務及び土地家屋調査士
の登録に関する事務

事務局長 無 無

61 富士田　義博 59 福井地方法務局長 H22.3.31 H22.5.26 愛知県土地家屋調査士会
会員の指導、連絡等に関す
る事務及び土地家屋調査士
の登録に関する事務

専務理事 無 無

62 古塚　博久 60 横浜刑務所長 H22.3.31 H22.5.1 財団法人矯正協会 矯正活動に関する研究等
刑務作業協
力事業部調
査役

無 無

63 松田　章 59 最高検察庁検事 H22.3.31 H22.4.12 大森公証役場 公証業務 公証人 無 無

64 水落　卓司 36 大阪地方検察庁検事 H22.3.31 H22.5.6 吉田露男法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

65 矢羽田　久昭 60 高松高等検察庁事務局長 H22.3.31 H22.4.3 九州地方更生保護委員会 更生保護業務 委員 無 無

66 山上　圭子 49 横浜地方検察庁検事 H22.3.31 H22.4.1 東京靖和法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

67 山本　美雪 47 福岡地方検察庁検事 H22.3.31 H22.4.1 新埼玉法律事務所 弁護士業 弁護士 無 無

68 横山　和幸 59 釧路地方法務局長 H22.3.31 H22.5.1 滝川公証人役場 公証業務 公証人 無 無

69 横山　緑 59 福岡法務局長 H22.3.31 H22.5.1 春日井公証役場 公証業務 公証人 無 無

70 菓子野　廣 60
関東地方更生保護委員会委
員

H22.4.2 H22.6.1
財団法人港湾空間高度化
環境研究センター

港湾利用の高度化及び港
湾・海域環境の改善に資す
る調査研究等

審議役 無 無

72 井内　顯策 60 横浜地方検察庁検事正 H22.4.5 H22.4.15
中央大学大学院法務研究
科

教育・研究 客員教授 無 無

71 井内　顯策 60 横浜地方検察庁検事正 H22.4.5 H22.5.2 八重洲公証役場 公証業務 公証人 無 無

73 渡邊　秀雄 60 最高検察庁検事 H22.4.19 H22.6.1 川越公証役場 公証業務 公証人 無 無
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74 水鳥　真美 49 外務省大臣官房会計課長 H22.3.1 H22.5.1
セインズベリー日本芸術
研究所

日本の美術・文化等に関す
る調査および研究

上席研究員 無 無

75 中島　一良 57 北海道財務局理財部次長 H20.5.26 H22.5.17 日高信用金庫 金融業
参事(監査室
長)

無 無

76 金田　敬次 58 財務省大臣官房審議官 H20.7.4 H22.4.1 株式会社セレモニー 冠婚葬祭業 常任顧問 無 無

77 池田　幸雄 59
国税庁東京国税局雪谷税務
署長

H20.7.10 H22.5.17 大研工事株式会社 設備工事業 監査役 無 無

78 川人　正孝 60
国税庁大阪国税局神戸税務
署長

H20.7.10 H22.6.18 ＩＤＥＣ株式会社
制御機器製品等の製造・販
売

監査役 無 無

79 田多　理 59
国税庁大阪国税局枚方税務
署長

H20.7.10 H22.3.18 株式会社ミルボン 美容用剤等の製造・販売
特別委員会
の委員

無 無

80 長谷川　貢一 60
国税庁東京国税局茂原税務
署長

H20.7.10 H22.1.1 ちば東葛農業協同組合
農業生産者に対する指導事
業、信用・共済事業

員外監事 無 無

81 野村　栄 58 財務省主計局局付 H21.3.31 H22.5.1
財団法人日本システム開
発研究所

行財政の効率化に資するた
めの調査・研究開発

総務部部長
代理

無 無

82 有吉　章 55 財務省大臣官房付 H21.4.17 H22.4.1 国立大学法人一橋大学 教育・研究
大学院経済
学研究科教
授

無 無

83 大西　清文 56 財務省会計センター次長 H21.6.30 H22.3.16
トーヨーベンディング株
式会社

病院専用のプリペードカー
ドシステムの運営及び管理
業務、自動販売機賃貸

顧問 無 無

84 伊東　和範 60
国税庁札幌国税局札幌中税
務署長

H21.7.10 H22.6.26 合同容器株式会社 段ボールの製造及び販売 監査役 無 無

85 越仲　信雄 59
国税庁東京国税局荒川税務
署長

H21.7.10 H22.6.25 株式会社新日本建物 不動産業 監査役 無 無

86 小宮山　隆 59
国税庁東京国税局大和税務
署長

H21.7.10 H22.4.1 学校法人國學院大學 教育・研究 教授 無 有

87 杉本　和行 58 財務事務次官 H21.7.14 H22.4.1 姫路獨協大学 教育・研究 客員教授 無 無

88 杉本　和行 58 財務事務次官 H21.7.14 H22.5.1
みずほ総合研究所株式会
社

調査、研究 顧問 無 無
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89 東條　敬 57 財務省大臣官房付 H21.7.14 H22.6.1 株式会社福邦銀行 金融業 顧問 無 無

90 廿日岩　信次 56 財務省大臣官房付 H21.7.14 H22.4.12
社団法人金融先物取引業
協会

投資家の保護と金融先物取引業の健全な
発展のため、会員の金融先物取引業務に
関して、自主規制ルールの策定、内外金
融先物市場の動向調査、諸統計の作成等

事務局長 無 無

91 坂本　雅幸 54 財務省大臣官房付 H22.6.11 H22.6.12 播州信用金庫 金融業
人事部部付
無任所部長

無 無

92 木村　良 57
文部科学省科学技術政策研
究所長

H20.7.11 H22.4.1
公立大学法人高知工科大
学

教育・研究
特任教授
（総合研究
所長）

無 無

93 林　幸秀 59 文部科学審議官 H20.7.11 H22.4.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙・航空科学技術の研究
開発

技術参与 無 無

94 濱　健男 58 文部科学省大臣官房付 H21.7.31 H22.4.1 学校法人桜美林学園 教育・研究 事務局長 無 無

95 野中　修 57 文部科学省大臣官房付 H21.9.30 H22.4.1 学校法人愛国学園 教育・研究 事務局長 無 無

96 上杉　道世 60 文部科学省大臣官房付 H22.2.22 H22.4.1 学校法人慶應義塾 教育・研究 塾監局参事 無 無

97 塚越　義行 59 文部科学省大臣官房付 H22.2.28 H22.4.1 東京医療保健大学 教育・研究
研究協力等
推進部長

無 無

98 水野　豊 60 文部科学省大臣官房付 H22.3.16 H22.4.1 星城大学 教育・研究 学長 無 無

99 市橋　正生 60 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.4.1
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

宇宙・航空科学技術の研究
開発

招聘研究員
（非常勤）

無 無

100 亀井　崇 58 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.4.1 学校法人大阪歯科大学 教育・研究
大学事務部
長

無 無

101 北見　耕一 58 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.5.1 学校法人東京工芸大学 教育・研究 事務局長 無 無

102 新宅　鉄衛 59 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.5.1
学校法人新潟科学技術学
園

教育・研究
法人本部事
務局長

無 無

103 髙岡　道久 58 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.5.1 学校法人ものつくり大学 教育・研究 学務部長 無 無
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104 竹田　貴文 59 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.5.1
財団法人短期大学基準協
会

短期大学にかかる評価・支
援・調査研究

事務局次長 無 無

105 船戸　輝久 58 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.6.1
公益財団法人文化財建造
物保存技術協会

文化財建造物等の保存等に
ついての調査・設計、その
他の技術支援等

総務企画部
長

無 無

106 若林　茂樹 59 文部科学省大臣官房付 H22.3.31 H22.5.1 学校法人拓殖大学 教育・研究
拓殖大学副
参事

無 無

107 守山　栄一 56 厚生労働省大臣官房付 H20.3.31 H21.4.1
港湾貨物運送事業労働災
害防止協会

安全管理士として行う会員
事業場の労働災害防止のた
めの技術的指導等

技術管理部
次長

無 無

108 小林　訓 57
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

H20.7.1 H22.4.5
財団法人国際研修協力機
構

外国人研修生等の支援
能力開発部
援助課副部
長

無 無

109 樋口　静夫 58 厚生労働省大臣官房付 H20.7.4 H22.5.15
財団法人港湾労働安定協
会

港湾労働者の雇用の安定及
び能力開発業務

雇用安定部
長

無 無

110 小泉　万里子 55 厚生労働省大臣官房付 H20.7.11 H22.4.7 株式会社ビックカメラ 家電商品の販売等 顧問 無 無

111 古曳　享司 59 厚生労働省大臣官房付 H20.8.11 H22.4.5
財団法人国際研修協力機
構

外国人研修生等の支援
総務部総括
副部長

無 無

112 青柳　親房 55 厚生労働省大臣官房付 H21.7.24 H22.4.19
社会福祉法人こうほうえ
ん

社会福祉事業
東京事業本
部長

無 無

113 上村　隆史 58 厚生労働審議官 H21.7.24 H22.6.1
公益財団法人労働問題リ
サーチセンター

労働問題についての調査研
究、労働問題研究に対する
助成等

研究主幹 無 無

114 桑島　靖夫 54 厚生労働省大臣官房付 H21.7.24 H22.4.1 三井生命保険株式会社
個人及び企業向け各種保険
サービスの販売等

嘱託 無 無

115 山田　耕蔵 55 厚生労働省大臣官房付 H21.7.24 H22.4.1
パラマウントベッド株式
会社

医療・介護用等のベッドの
製造・販売

顧問 無 無

116 加門　達彦 58 兵庫社会保険事務局次長 H21.12.31 H22.5.1
兵庫県建設業厚生年金基
金

厚生年金基金事業 一般職員 無 無

117 川井　史明 58
社会保険庁東京社会保険事
務局総務部長

H21.12.31 H22.4.1 東京都電機厚生年金基金
基金加入員に対する年金給
付業務等

制度推進管
理室長

無 無

118 神原　正己 55
社会保険庁岐阜社会保険事
務局長

H21.12.31 H22.4.1 東京都家具健康保険組合
健康保険組合員等に対する
保険給付及び保健事業の実
施

事務局次長 無 無
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119 佐藤　文俊 57

社会保険庁運営部企画課施
設整理推進室長（社会保険
業務センター中央年金相談
室長）

H21.12.31 H22.4.1
社団法人全国国民健康保
険組合協会

国民健康保険の業務運営に
関する支援等

事務局次長 無 無

120 間崎　圭郎 59
社会保険業務センター副所
長

H21.12.31 H22.4.1
一般財団法人新歯科医研
修機構

歯科医師に対する保険診療
等に関する研修

事業部長 無 無

121 渡辺　章 58 宮城社会保険事務局次長 H21.12.31 H22.5.1
東北七県電気工事業厚生
年金基金

厚生年金基金事業 常務理事 無 無

122 赤井　一仁 60
大阪労働局淀川労働基準監
督署長

H22.3.31 H22.5.1 株式会社奥村組 建設業 指導部長 無 無

123 岩田　俊勝 59
東京労働局中央労働基準監
督署長

H22.3.31 H22.5.1 株式会社竹中工務店
建築工事及び土木工事に関
する請負、設計及び監理等

安全環境部
調査役

無 無

124 内田　実 60
神奈川労働局川崎公共職業
安定所長

H22.3.31 H22.5.1
職業訓練法人神奈川能力
開発センター

知的障害者の職業訓練事業 事務局長 無 無

125 小川　知整 60
北海道労働局函館労働基準
監督署長

H22.3.31 H22.5.6

独立行政法人労働者健康福
祉機構北海道産業保健推進
センター内メンタルヘルス
対策支援センター

メンタルヘルス１次予防か
ら３次予防に係る相談等

メンタルヘ
ルス対策相
談員

無 無

126 加瀬　修 60
千葉労働局千葉労働基準監
督署長

H22.3.31 H22.5.1
社団法人千葉県労働基準
協会連合会千葉快適職場
推進センター

快適な職場環境の形成のた
めの普及啓発・相談・計画
審査

快適職場推
進アドバイ
ザー

無 無

127 木村　三男 60
宮城労働局仙台労働基準監
督署長

H22.3.31 H22.6.1
社団法人宮城労働基準協
会

賃金等労働条件の確保・改
善指導、労働災害防止計画
の作成指導等

古川支部事
務局長

無 無

128 齋藤　和好 59
国立精神・神経センター運
営局次長

H22.3.31 H22.5.1
財団法人東洋療法研修試
験財団

あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師の登録・
研修業務

業務部長 無 無

129 斉藤　公良 59
国立療養所多磨全生園事務
部長

H22.3.31 H22.5.1
社団法人全国柔道整復学
校協会

柔道整復師の養成所等の資
質向上等に関する事業

事務局長 無 無

130 杉浦　誠 60
愛知労働局名古屋東労働基
準監督署長

H22.3.31 H22.5.6 豊田労働基準協会
産業安全等に関する講習会
等の開催

事務職員 無 無

131 髙橋　隆一 60
北海道労働局札幌中央労働
基準監督署長

H22.3.31 H22.5.1
社団法人北海道建設業協
会

建設業の技術及び経営の改
善に関する調査研究、指導
及び奨励等

嘱託 無 無

132 田中　和三 60
東京労働局渋谷労働基準監
督署長

H22.3.31 H22.5.11 株式会社紀文食品
魚肉練り製品等の食料品に
関する製造及び販売等

人事部労務
担当部長

無 無

133 利光　博洋 60
京都労働局京都上労働基準
監督署長

H22.3.31 H22.5.6
社団法人関西労働衛生技
術センター

作業環境測定、特殊健康診
断

事務局長付 無 無
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134 富山　隆 60
福島労働局いわき労働基準
監督署長

H22.3.31 H22.5.21
社団法人いわき労働基準
協会

事業主に対する労務管理の
改善、労働災害防止等に係
る情報提供等

専務理事 無 無

135 中村　秀夫 60
大阪労働局堺労働基準監督
署長

H22.3.31 H22.6.16 鴻池運輸株式会社 運輸事業、倉庫事業等
安全推進部
役員付

無 無

136 中村　政裕 60 神戸検疫所次長 H22.3.31 H22.6.1
財団法人理容師美容師試
験研修センター

理容師・美容師の国家試験
等に関する事務

北九州ブ
ロック事務
所　所長代
理

無 無

137 花形　修身 60
神奈川労働局横浜南労働基
準監督署長

H22.3.31 H22.5.1 花形労務管理事務所
企業の労働問題に対する相
談・助言の業務

代表 無 無

138 花形　修身 60
神奈川労働局横浜南労働基
準監督署長

H22.3.31 H22.6.1 建設業労働災害防止協会
労働災害防止運動の展開及
び神奈川県建設業労働災害
防止大会の開催等

神奈川支部
横浜南分会
事務職員

無 無

139 福島　孝 60 東京労働局職業安定部長 H22.3.31 H22.5.1 財団法人東京しごと財団
雇用・就業に関する調査・
研究、普及啓発事業等

事務局次長 無 無

140 藤井　充 55 厚生労働省大臣官房付 H22.3.31 H22.5.1
山梨県峡東保健福祉事務
所

保健所業務 副所長 無 無

141 峯岸　とも子 60 厚生労働省大臣官房付 H22.3.31 H22.5.10

独立行政法人労働者健康福
祉機構宮城産業保健推進セ
ンター内メンタルヘルス対
策支援センター

職場におけるメンタルヘル
ス対策の総合支援業務

メンタルヘ
ルス対策促
進員

無 無

142 森井　博子 60
東京労働局池袋労働基準監
督署長

H22.3.31 H22.4.1 森井労働法務事務所 社会保険労務士業 所長 無 無

143 山岸　文雄 60
東京労働局労働保険徴収部
長

H22.3.31 H22.5.1 財団法人自衛隊援護協会
退職自衛官の無料職業紹介
事業

東京支部援
護課上席主
幹

無 無

144 三上　修 54
国立療養所松丘保養園副園
長

H22.4.30 H22.6.1
青森県立あすなろ医療療
育センター

医療事業 内科長 無 無

145 竹谷　廣之 54 農林水産省消費・安全局長 H21.7.14 H22.4.1 岡三証券株式会社 金融商品取引業 顧問 無 無

146 村上　秀德 58 農林水産省農林水産審議官 H21.7.14 H22.4.1 学校法人中央大学 教育・研究 客員教授 無 無

147 浅沼　修一 60

農林水産省動物医薬品検査
所検査第一部付（独立行政
法人国際農林水産業研究セ
ンター沖縄支所長）

H22.3.31 H22.4.1 国立大学法人名古屋大学 教育・研究 教授 無 無

148 髙橋　寬 60

農林水産省消費・安全局総
務課付(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)

H22.3.31 H22.6.1
財団法人日本農林漁業振
興会

農林水産祭の実施事業
事務局長兼
総務部長

無 無
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149 谷口　進 60
水産庁漁政部漁政課船舶管
理室長

H22.3.31 H22.5.1 日東製網株式会社 漁網、漁撈機器製造販売等 嘱託 無 無

150 東谷　正進 60
東北農政局福島農政事務所
長

H22.3.31 H22.5.1 糧栄産業株式会社
商社業務にかかる代金の代
理請求、代理支払業務等を
主とする商社代行業務

嘱託総務部
長

無 無

151 田辺　靖雄 55 経済産業省大臣官房付 H22.3.31 H22.6.1 株式会社日立製作所
電気・電子・IT製品の製
造、サービス等

理事 無 無

152 塚中　哲雄 57
特許庁審判部審判長（第21
部門）

H22.4.1 H22.4.2 杉村萬國特許事務所 弁理士業 弁理士 無 無

153 早野　公恵 54
特許庁審判部審判長（第10
部門）

H22.4.1 H22.4.2 東和国際特許事務所 弁理士業 弁理士 無 無

154 佐藤　尚之 56 経済産業省大臣官房付 H22.5.20 H22.6.2
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

常務理事 無 無

155 飛田　聰 57 経済産業省大臣官房付 H22.6.1 H22.6.21
財団法人地球産業文化研
究所

産業・経済と資源・環境、
文化等との関係のあり方等
に関する調査研究

事務局長 無 無

156 山本　俊作 56 経済産業省大臣官房付 H22.6.1 H22.6.15 志布志石油備蓄株式会社
石油備蓄基地の操業・保
全・安全防災

業務部調査
役

無 無

157 奥野　剛 56
海上保安庁第三管区海上保
安本部横浜海上保安部巡視
船やしま船長

H21.4.1 H22.4.1
自営業（大阪湾水先区水
先人会所属）

水先業務 水先人 無 無

158 木村　薫 58 近畿運輸局京都運輸支局長 H21.4.1 H22.4.1
財団法人関西交通経済研
究センター

関西経済圏における交通経
済に関する調査研究及びそ
の受託等

業務部長 無 無

159 島田　昌司 57
関東運輸局神奈川運輸支局
長

H21.4.1 H22.6.8 社団法人栃木県バス協会
バス事業の調査研究、知識
の普及、業務の指導

専務理事 無 無

160 貞岡　良弘 56
海上保安庁第八管区海上保
安本部舞鶴海上保安部巡視
船だいせん船長

H21.4.1 H22.4.1
自営業（伊勢・三河湾水
先人会所属）

水先業務 水先人 無 無

161 浜口　泰雄 57
海上保安庁第七管区海上保
安本部福岡海上保安部巡視
船ちくぜん船長

H21.4.1 H22.4.1
自営業（内海水先区水先
人会所属）

水先業務 水先人 無 無

162 本内  正和 57
海上保安庁第五管区海上保
安本部神戸海上保安部巡視
船せっつ船長

H21.4.1 H22.4.1
自営業（大阪湾水先人会
所属）

水先業務 水先人 無 無

163 湯山　芳夫 55 国土交通省大臣官房付 H21.4.1 H22.4.1 ヒロセ株式会社
重仮設資材リース、補強土
資材販売

顧問 無 無
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164 江州　秀人 54 国土交通省大臣官房付 H21.5.11 H22.4.21
株式会社インフォメック
ス

看板・標識製作 技師長 無 無

165 春田　謙 61 国土交通事務次官 H21.7.24 H22.4.1
株式会社損害保険ジャパ
ン

損害保険業 顧問 無 無

166 角谷　政美 60
大阪航空局中部空港事務所
長

H21.9.30 H22.4.1 株式会社パソナ 人材派遣、企業研修等 派遣従業員 無 無

167 本保　芳明 60 観光庁長官 H22.1.4 H22.4.1
公立大学法人首都大学東
京

教育・研究 教授 無 無

168 有田　功 60
大阪航空局保安部先任航空
機検査官

H22.3.31 H22.4.22 成田航空専門学校 航空機整備訓練 学長 無 無

169 石井　繁次 60 中国運輸局岡山運輸支局長 H22.3.31 H22.5.1
社団法人岡山県タクシー
協会

一般乗用旅客自動車運送事
業に関する調査・研究等

一般事務員 無 無

170 石原　孝治 60
国土交通省航空局技術部乗
員課首席航空従事者試験官

H22.3.31 H22.4.10 学校法人桜美林学園 教育・研究 教授 無 無

171 伊藤　友孝 60
海上保安庁海洋情報部技
術・国際課国際業務室長

H22.3.31 H22.5.6 財団法人日本水路協会
水路図誌事業に関する国際
業務

国際業務部
長

無 無

172 大須賀　道信 60
運輸安全委員会事務局参事
官

H22.3.31 H22.6.10 財団法人海難審判協会
海難審判及び海難審判事件
に関する調査研究等

研究部長 無 無

173 神原　康次 60
海上保安庁第三管区海上保
安本部海洋情報部長

H22.3.31 H22.5.6 財団法人日本水路協会
海洋調査技術に関する調
査・研究、国際協力業務

海外技術研
修室長

無 無

174 久保　重行 60
海上保安庁第三管区海上保
安本部横浜海上保安部川崎
海上保安署長

H22.3.31 H22.5.1 社団法人日本水難救済会 水難による人命等の救済
第一事業部
長

無 無

175 三条　健 60
北海道開発局室蘭開発建設
部次長

H22.3.31 H22.6.1 財団法人北海道開発協会
北海道開発に関する調査研
究、出版、協賛助成

総務部長 無 無

176 道前　洋志 65
運輸安全委員会事務局次席
地方事故調査官

H22.3.31 H22.6.25
船舶安全サービス株式会
社

安全運航に関する船員教育
等

顧問（非常
勤）

無 無

177 長澤　明 60
海上保安庁海上保安大学校
副校長

H22.3.31 H22.5.1
社団法人西部海難防止協
会

九州及び山口県沿岸水域に
おける海難防止に関する調
査研究、周知宣伝

顧問（常
勤）

無 無

178 中澤　滋 60
気象庁大阪管区気象台総務
部長

H22.3.31 H22.5.10 財団法人運輸振興協会
運輸に係る知識の啓蒙、広
報、周知活動等

総務課長 無 無
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179 三上　栄久夫 60
北海道開発局農業水産部調
整官

H22.3.31 H22.6.1
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

総務統括部
長

無 無

180 黒澤　正三郎 58
海上保安庁第三管区海上保
安本部横浜海上保安部巡視
船しきしま業務管理官

H22.4.1 H22.4.3
経済産業省原子力安全・
保安院福島第一原子力保
安検査官事務所

原子力発電設備等に対する
安全規制及び防災対策業務

原子力防災
専門官

無 無

181 鍛治　哲郎 60 環境省大臣官房付 H21.10.1 H22.4.1 財団法人自然公園財団 国立公園施設の維持管理
上高地支部
所長

無 無

182 渋谷　晃太郎 53 環境省大臣官房付 H22.3.31 H22.4.1
公立大学法人岩手県立大
学

教育・研究 教授 無 無

183 岩永　茂 60 会計検査院第２局監理官 H22.3.31 H22.6.1
株式会社シー・アイ・
シー

建築物における有害生物の
防除等

顧問 無 無

184 佐藤　儀明 60
会計検査院第３局監理官付
調査官（第５局上席調査官
（情報通信担当））

H22.6.20 H22.6.21 学校法人愛国学園 教育・研究 庶務課長 無 無

185 白石　博之 62 国立病院機構理財担当理事 H21.8.27 H22.5.1 株式会社神奈川銀行 金融業 顧問 無 無

186 朝倉　源太郎 59
国立病院機構九州医療セン
ター事務部長

H22.3.31 H22.4.5
指定管理者医療法人茜会
北九州市立門司病院

医療事業 事務次長 無 無

187 河　良明 66
国立病院機構兵庫青野原病
院副院長

H22.3.31 H22.5.10
医療法人尼崎厚生会立花
病院

医療事業 外科部長 無 無

188 神野　進 65 国立病院機構刀根山病院長 H22.3.31 H22.4.9 しんのクリニック 医療事業 院長 無 無

189 田村　峰夫 58
国立病院機構相模原病院事
務部長

H22.3.31 H22.5.1 社団法人日本透析医会
人工透析療法の普及、技術
の向上

事務局長 無 無

190 永井　林 59
国立病院機構東京医療セン
ター事務部長

H22.3.31 H22.5.1
財団法人救急振興財団救
急救命東京研修所

救急救命士資格取得研修事
業

研修部長兼
教務課長事
務取扱

無 無

191 山田　暁 59
駐留軍等労働者労務管理機
構業務部労務給与課長

H21.4.1 H22.4.1
社団法人防衛協力商業者
連合会

自衛隊活動に関する協力・
支援業務

事務局長兼
総務部長

無 無

（注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」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。

（注２） 「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。

（注３） 「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 円谷　靜明 58 警視庁上野警察署長 H21.2.15 H22.4.1
株式会社コナミスポーツ
＆ライフ

スポーツクラブの開発・運
営

検査役 無

2 永松　衞 60 長崎県警察本部刑事部長 H21.3.23 H22.6.1 株式会社福佐屋 菓子製造・販売 顧問 無

3 松岡　幸司 59 奈良県警察本部交通部長 H21.3.27 H22.4.1 天理市役所 地方公務
総務部危機
管理監

無

4 酒井　宗吉 60 神奈川県小田原警察署長 H21.9.24 H22.4.1 横浜市役所 地方公務 非常勤職員 無

5 齋藤　茂太郎 59 警視庁小松川警察署長 H22.2.15 H22.4.1 関東交通共済協同組合
安全推進・事故防止活動に
ついて、組合員への啓蒙指
導等

嘱託 無

6 平山　幸雄 59 警視庁地域部長 H22.2.15 H22.4.1
社団法人東京都警備業協
会

犯罪抑止・治安維持に関す
る啓蒙活動・教育事業

専務理事 無

7 笠井　幸生 59 千葉県警察本部交通部長 H22.2.18 H22.4.1 清水建設株式会社 建設業
千葉支店参
与(嘱託)

無

8 坂口　富康 59
千葉県警察本部生活安全部
長

H22.2.18 H22.4.1
財団法人千葉県自動車練
習所

自動車教習業務
副理事長兼
所長

無

9 西　英敏 59 千葉県警察本部総務部長 H22.2.18 H22.4.1 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 三枝　昇 60 山梨県警察本部警備部長 H22.3.12 H22.4.1
財団法人山梨県交通安全
協会

交通安全事業 理事 無

11 日原　清貴 60 山梨県警察本部刑事部長 H22.3.12 H22.4.1
株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

移動通信事業に係わる通信
機器の販売等

専任部長 無

12 仲宗根　孝 60 沖縄県警察本部警務部付 H22.3.15 H22.5.21 沖縄西濃運輸株式会社 運送業 相談役 無

13 山入端　辰次 60
沖縄県警察本部生活安全部
長

H22.3.15 H22.6.2
財団法人沖縄県交通安全
協会連合会

交通安全事業 専務理事 無

【３－２．特定地方警務官（注）に係る届出関連】
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14 猪熊　政和 60 群馬県前橋警察署長 H22.3.19 H22.5.10 セコム上信越株式会社 警備業
前橋統轄支
社顧問

無

15 大釋　博 59 三重県津警察署長 H22.3.23 H22.4.1 松阪地区広域消防組合
火災等各種災害に対する防
災業務

消防長 無

16 浜田　雅央 60 愛媛県警察本部交通部長 H22.3.25 H22.5.12
社団法人愛媛県指定自動
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

17 市川　房夫 60 長崎県警察本部警備部長 H22.3.26 H22.5.25
社団法人長崎県自動車整
備振興会

自動車整備業の適正な運営
の確保等の業務

専務理事 無

18 立山　秀夫 60
長崎県警察本部生活安全部
長

H22.3.26 H22.5.13
財団法人長崎県暴力追放
運動推進センター

暴力追放啓発活動及び相談
業務等

専務理事 無

19 三浦　覚 60
秋田県警察本部生活安全部
長

H22.3.29 H22.4.2 秋田市役所 地方公務 嘱託 無

20 辰尾　貞義 59 富山県警察本部刑事部長 H22.3.31 H22.4.1 富山市役所 地方公務
防災危機管
理統括監

無

21 土居　秀喜 60 高知県警察本部刑事部長 H22.3.31 H22.6.1
財団法人暴力追放高知県
民センター

暴力追放啓発活動及び相談
業務等

専務理事 無

22 山本　博久 60 高知県警察本部警備部長 H22.3.31 H22.4.1
社団法人高知県交通安全
協会

安全運転研修業務等
安全運転学
校長

無

23 栢木　國廣 59 警視庁公安部公安第一課長 H22.4.7 H22.5.1 朝日機材株式会社
機材のレンタル及びリース
等

調査役 無

（注） 特定地方警務官のうち、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。

※ 本件報告内容の一部については、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、また、平成
22年９月３日現在において再就職していない者の「再就職日」、「再就職先の名称」、「再就職先の業務内容」及び「再就職先における
地位」については記載していない。
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