
 1 / 87 

 

国家公務員の再就職(天下り)状況 (2013年度) 

 

管理職の国家公務員，特別職の国家公務員が再就職（いわゆる天下り）する場合は，就職先等の

状況が公表されています．なお，ここでは 2013年 4月 1日から 2014年 3月 31日までの省庁別

再就職状況を集計しています。 

 

内閣官房 内閣法制局 人事院 

内閣府 宮内庁 公正取引委員会 

国家公安委員会 金融庁 消費者庁 

復興庁 総務省 法務省 

外務省 財務省 文部科学省 

厚生労働省 農林水産省 経済産業省 

国土交通省 環境省 防衛省 

会計検査院 独立行政法人 参考 

 

 

内閣官房職員の再就職先 

 

．官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

内閣官房内閣参事官 52 
国立大学法人政策研究大学院

大学 
政策研究院シニアフェロー 

内閣官房内閣事務官(併任)内閣

府事務官 
49 医療法人葵鐘会 医療政策部長 

内閣審議官(内閣広報室) 56 学校法人慶應義塾 

慶應義塾大学大学院システ

ムデザイン・マネジメント

研究科教授 

内閣官房内閣参事官(内閣情報調

査室内閣情報集約センター主幹) 
60 一般財団法人世界政経調査会 国際情勢研究所事務局長 

内閣情報調査室内閣衛星情報セ

ンター分析部管理課長 
60 株式会社パスコ 顧問 
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．官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

内閣官房内閣審議官 69 株式会社国際経済研究所 代表取締役理事長 

内閣官房内閣審議官(内閣官房副

長官補付) 
61 

公益財団法人自転車駐車場整

備センター 
理事長 

内閣官房内閣参事官(内閣広報

室) 
51 文部科学省 参与 

内閣官房内閣参事官(内閣広報

室) 
51 アクセンチュア株式会社 

チーフ・マーケティング・

イノベンダー 

内閣官房副長官補 60 内閣官房 

内閣事務官(内閣官房内閣

審議官(内閣官房副長官補

付))TPP政府対策本部国内

調整総括官 

内閣官房副長官補 56 
東京海上日動火災保険株式会

社 
顧問 

内閣広報官 60 
ジェイアール西日本不動産開

発株式会社 
顧問 

国務大臣秘書官(菅国務大臣附) 36 衆議院議員菅義偉事務所 政策秘書 

国務大臣秘書官(古屋国務大臣

附) 
30 古屋圭司衆議院議員事務所 公設第二秘書 

内閣危機管理監 62 

一般財団法人東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会

組織委員会 

理事 

 

 

内閣法制局職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

内閣法制次長(内閣法制局長官) 62 最高裁判所 裁判官 

内閣法制局第三部長 60 東京大学公共政策大学院 客員教授 
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人事院職員の再就職先 

． 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

人事院人材局長 60 
一般財団法人公務人材開発協

会 
代表理事 

人事院公務員研修所長 56 財団法人地域創造 常務理事 

人事院関東事務局長 60 
一般財団法人公務人材開発協

会 
事務局長 

人事院人材局企画課人材確保対

策室長 
60 

公益財団法人日本人事試験研

究センター 
事務局参与 

人事院人材局試験課長 60 
公益財団法人日本人事試験研

究センター 
事業部次長 

人事院公平審査局長 59 三井住友信託銀行株式会社 
本店法人業務第一部法人担

当顧問 

人事院公平審査局審議官 55 
一般財団法人ダム技術センタ

ー 
参与 

 

 

内閣府職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

内閣府大臣官房審議官 55 国立大学法人埼玉大学 経済学部教授 

内閣府沖縄総合事務局運輸部総

務運航課長 
60 

独立行政法人自動車事故対策

機構 
嘱託職員 

内閣府審議官 61 学校法人東京女子医科大学 理事 

内閣府沖縄総合事務局陸運事務

所長 
60 

公益社団法人沖縄県トラック

協会 
専務理事 

内閣府経済社会総合研究所次長 60 学校法人中内学園 流通科学大学特任教授 

内閣府官房審議官 56 昭和女子大学 教授 

内閣府大臣官房 59 学校法人立命館立命館大学 教授 

内閣府経済社会総合研究所総括

政策研究官 
60 株式会社グローバルアイ 講師 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

内閣府審議官 59 
三井住友トラスト総合サービ

ス株式会社 
顧問 

 

 

宮内庁職員の再就職先 

 

．官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

宮内庁管理部車馬課長 60 公益財団法人菊葉文化協会 業務課長 

宮内庁管理部宮殿管理官 60 宮内庁生活協同組合 組合長 

宮内庁書陵部陵墓課長 60 
公益財団法人昭和聖徳記念財

団 
事務局次長 

宮内庁御料牧場次長 60 公益財団法人菊葉文化協会 販売主任 

宮内庁管理部長 60 財団法人全国市町村研修財団 常務理事 

 

 

公正取引委員会職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

公正取引委員会事務総局審査局

第一審査長 
50 学校法人帝京大学 法学部教授 

公正取引委員会事務総局事務総

長 
58 損害保険料算出機構 顧問 

公正取引委員会事務総局経済取

引局長 
57 オリンパス株式会社 社外取締役 

公正取引委員会事務総局審査局

犯則審査部長 
60 

一般社団法人全国公正取引協

議会連合会事務局 
参与 

公正取引委員会事務総局四国支

所長 
58 

全国チョコレート業公正取引

協議会 
専務理事 
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国家公安委員会職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

警察庁長官官房付(警察庁交通局

交通指導課交通事故事件捜査指

導室長) 

45 ウッドオフィス株式会社 執行役員・社長室長 

神奈川県警察横浜市警察部長兼

神奈川県警察本部警務部参事官 
60 株式会社小松製作所 湘南工場総務部担当部長 

兵庫県明石警察署長 60 
あいおいニッセイ同和損害保

険株式会社 
顧問 

埼玉県警察本部刑事部長 60 株式会社たいよう共済 埼玉支店長 

埼玉県警察学校長 60 
公益財団法人日本防災通信協

会 
埼玉県支部統括支部長 

埼玉県川越警察署長 60 株式会社武蔵野銀行 総務部主任業務役 

福岡県中央警察署長 60 株式会社ゼンリン 顧問 

福岡県警察本部総務部長 60 福岡県信用保証協会 相談役 

福岡県警察本部警備部長 60 株式会社ＪＲ博多シティ 顧問 

福岡県警察本部地域部長 60 日本郵便株式会社 専門役 

福岡県警察本部生活安全部長 60 株式会社かんぽ生命保険 調査役 

長野県警察本部刑事部長 60 
一般社団法人長野県指定自動

車教習所協会 
専務理事 

長野県警察本部警備部長 60 自動車安全運転センター 長野県事務所長 

京都府警察本部生活安全部長 60 
一般財団法人京都府交通安全

協会 
事業部長 

京都府警察本部総務部長 60 野村證券株式会社 参与 

京都府上京警察署長 60 株式会社大林組 京都支店参与 

京都府中京警察署長 60 株式会社たいよう共済 京都支店長 

岡山県警察本部刑事部長 60 
株式会社ベネッセコーポレー

ション 
顧問 

熊本県警察本部刑事部長 60 自動車安全運転センター 熊本県事務所長 

熊本県警察本部生活安全部長 60 
公益財団法人日本防災通信協

会 
熊本県支部支部長 

栃木県警察本部警備部長 60 キヤノン株式会社 宇都宮事業所専任主席 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

栃木県警察本部生活安全部長 60 株式会社たいよう共済 栃木支店長 

徳島県警察本部交通部長 60 四国電力株式会社 徳島支店顧問 

徳島県警察本部刑事部長 60 株式会社阿波銀行 参事役 

群馬県高崎警察署長 60 サンデン株式会社 総務本部社会政策部長 

群馬県警察本部交通部長 60 しげる工業株式会社 顧問 

山梨県警察本部刑事部長 60 
一般財団法人山梨県交通安全

協会 
専務理事 

神奈川県警察本部刑事部参事官

兼組織犯罪対策本部長 
60 東京セキスイハイム株式会社 神奈川支店顧問 

神奈川県警察本部地域部長 60 
あいおいニッセイ同和損害保

険株式会社 
営業顧問 

宮崎県警察本部生活安全部長 60 宮崎県警察官友の会 事務局長 

山梨県警察本部交通部長 60 株式会社山梨中央銀行 顧問 

宮崎県宮崎北警察署長 60 株式会社たいよう共済 宮崎支店長 

山梨県警察本部警備部長 60 
一般社団法人山梨県指定自動

車教習所協会 
専務理事 

宮崎県警察本部刑事部長 60 
公益財団法人日本防災通信協

会 
宮崎県支部長 

神奈川県警察本部生活安全部長 60 自動車安全運転センター 神奈川県事務所長 

佐賀県警察本部警備部長 60 株式会社佐賀銀行 総務部理事 

埼玉県警察さいたま市警察部長

兼警務部参事官兼第一方面本部

長 

60 
一般財団法人埼玉県交通教育

協会 
安全運転学校長心得 

埼玉県警察本部生活安全部長 60 
一般財団法人埼玉県交通安全

協会 
常務理事 

山形県警察本部刑事部長 60 株式会社たいよう共済 山形支店付 

埼玉県警察本部地域部長 60 
公益社団法人埼玉県防犯協会

連合会 
事務局長兼専務理事 

佐賀県佐賀警察署長 60 損害保険料率算出機構 
佐賀自賠責損害調査事務所

九州本部長付調査役 

埼玉県警察本部総務部長 60 
一般財団法人埼玉県警察職員

福利厚生会 

事務局職員(生活相談専門

員) 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

佐賀県警察本部生活安全部長 60 
一般社団法人佐賀県自家用自

動車協会 
専務理事 

広島県警察本部総務部長 60 章栄不動産株式会社 法務部長 

広島県警察本部交通部長 60 広島市農業協同組合 保安対策本部長(嘱託) 

埼玉県大宮警察署長 60 
一般社団法人埼玉県安全運転

管理者協会 
事務局長 

広島県広島東警察署長 60 
一般財団法人広島県交通安全

協会 
事務局長 

佐賀県警察本部交通部長 60 公益財団法人佐賀県防犯協会 専務理事 

青森県警察本部刑事部長 60 自動車安全運転センター 青森県事務所長 

愛知県警察本部生活安全部長 60 株式会社デンソー 参事 

茨城県土浦警察署長 60 株式会社カスミ 顧問 

愛知県一宮警察署長 60 名工建設株式会社 顧問 

愛知県一宮警察署長 60 学校法人東海学園大学 非常勤講師 

長崎県警察本部刑事部長 60 
一般社団法人長崎県指定自動

車学校協会 
専務理事 

島根県警察本部生活安全部長 60 
公益財団法人日本防災通信協

会 
島根県支部長 

茨城県警察本部生活安全部長 60 自動車安全運転センター 茨城県事務所長 

茨城県警察本部刑事部長 60 株式会社伊勢甚本社 
危機管理、リスクマネジメ

ント担当顧問 

新潟県警察本部刑事部長 60 東北電力株式会社 新潟支店調査役 

愛知県警察本部総務部長 60 東海旅客鉄道株式会社 担当部長 

高知県警察本部刑事部長 60 
一般社団法人高知県トラック

協会 
調査役 

青森県警察本部生活安全部長 60 一般財団法人青森県警察協会 事務局長 

青森県警察本部交通部長 60 
公益財団法人日本防災通信協

会 
青森県支部支部長 

新潟県警察本部交通部長 60 北越物流株式会社 顧問 

茨城県警察本部警備部長 60 
一般財団法人茨城県交通安全

協会 

茨城県交通安全協会運営委

員会付 

静岡県警察本部総務部長 60 東海旅客鉄道株式会社 静岡支社担当部長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

鳥取県警察本部交通部長 60 
公益社団法人鳥取県防犯連合

会 
専務理事 

愛知県中警察署長 60 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 参事役 

山口県下関警察署長 60 清水建設株式会社 広島支店徳山営業所参与 

愛媛県警察本部警備部長 59 
愛媛県信用農業協同組合連合

会 
参与 

長崎県警察本部警備部長 60 損害保険料率算出機構 
長崎自賠責損害調査事務所

調査役 

香川県警察本部交通部長 60 
公益社団法人かがわ被害者支

援センター 
事務局長 

新潟県警察本部地域部長 60 株式会社大光銀行 顧問 

鳥取県警察本部刑事部長 60 西日本電信電話株式会社 鳥取支店相談役 

高知県警察本部警備部長 60 
東京海上日動火災保険株式会

社 

四国損害サービス部高知損

害サービス課渉外役 

長崎県長崎警察署長 60 
公益財団法人長崎県暴力追放

運動推進センター 
事務局長 

静岡県警察本部警備部長 60 
公益社団法人静岡県防犯協会

連合会 
専務理事兼事務局長 

愛知県警察本部地域部長 60 日本生命保険相互会社 顧問 

茨城県水戸警察署長 60 
一般社団法人茨城県安全運転

管理者協議会 
専務理事 

愛知県警察学校長 60 名古屋鉄道株式会社 部長待遇 

高知県高知警察署長 60 イオンモール株式会社 イオンモール高知渉外部長 

静岡県警察本部生活安全部長 60 
一般社団法人静岡県指定自動

車教習所協会 
専務理事 

静岡県警察本部交通部長 60 株式会社芙蓉リサーチ 取締役副社長 

愛媛県警察本部刑事部長 59 株式会社愛媛銀行 常任顧問 

愛知県岡崎警察署長 60 株式会社豊田自動織機 顧問 

高知県警察本部交通部長 60 株式会社たいよう共済 高知支店長 

静岡県浜松中央警察署長 60 浜松信用金庫 リスク統括部顧問 

宮城県警察本部刑事部長 60 
一般社団法人宮城県交通安全

協会 
専務理事 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

北海道警察札幌市警察部長兼北

海道警察本部警務部参事官 
60 札幌駅総合開発株式会社 警備専任部長 

兵庫県警察本部警備部長 59 
株式会社シマブンコーポレー

ション 
顧問 

北海道警察本部総務部長 60 株式会社伊藤組 顧問 

北海道釧路方面釧路警察署長 60 全国共済農業協同組合連合会 
北海道本部交通事故相談所

長 

北海道函館方面函館中央警察署

長 
60 

公益財団法人北海道防犯協会

連合会 
参与 

秋田県警察本部警備部長 60 東日本旅客鉄道株式会社 秋田支社調査役 

秋田県警察本部刑事部長 60 自動車安全運転センター 秋田県事務所長 

奈良県警察本部刑事部長 60 株式会社南都銀行 顧問 

兵庫県警察本部生活安全部長 60 自動車安全運転センター 兵庫県事務所長 

兵庫県警察本部交通部長 58 兵庫県道路公社 常務理事 

滋賀県大津警察署長 60 イオンモール株式会社 
ゼネラルマネージャー付渉

外部長 

滋賀県警察本部刑事部長 60 京セラ株式会社 

蒲生工場工場長付渉外担当

兼八日市工場工場長付渉外

担当兼野洲工場工場長付渉

外担当(常勤嘱託) 

兵庫県警察本部総務部長 60 株式会社たいよう共済 兵庫支店長 

宮城県警察本部総務部長 60 株式会社たいよう共済 宮城支店長付 

岐阜県警察本部警備部長 60 
公益財団法人岐阜県暴力追放

推進センター 
専務理事 

岐阜県警察本部刑事部長 60 株式会社たいよう共済 岐阜支店長付 

岐阜県警察本部交通部長 60 損害保険料率算出機構 
自賠責損害調査センター中

部本部長付調査役 

大阪府警察学校長 59 自動車安全運転センター 大阪府事務所長 

福島県警察本部警備部長 60 
一般社団法人福島県交通安全

協会 
専務理事 

和歌山県警察本部刑事部長 60 西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社調査役 

大阪府警察第二方面本部長 60 
公益財団法人日本道路交通情

報センター 
大阪事務所長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

大分県警察本部刑事部長 60 株式会社大分銀行 参与 

大分県大分中央警察署長 60 株式会社トキハ 理事 

大阪府曽根崎警察署長 60 株式会社たいよう共済 本社審査部付部長兼支店付 

和歌山県警察本部警備部長 60 
公立大学法人和歌山県立医科

大学 
危機対策室参事 

岩手県警察本部交通部長 60 株式会社岩手銀行 法務顧問(嘱託) 

大阪府南警察署長 60 一般財団法人大阪府警察協会 理事長 

大阪府警察第三方面本部長 60 
一般社団法人大阪府防災通信

協会 
事務局長 

大分県警察本部交通部長 60 大分キヤノン株式会社 人事部門担当部長 

大阪府警察第四方面本部長 60 大阪地下街株式会社 渉外担当理事 

大阪府警察総務部長 60 株式会社大阪城ホール 取締役副社長 

和歌山県和歌山西警察署長 60 自動車安全運転センター 和歌山県事務所長 

福島県福島警察署長 59 東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社総務部調査役 

岩手県警察本部刑事部長 59 株式会社たいよう共済 岩手支店長 

福井県警察本部刑事部長 60 学校法人あおい学園 常務理事 

山形県警察本部生活安全部長 60 株式会社きらやか銀行 顧問 

三重県警察本部生活安全部長 60 
一般財団法人三重県交通安全

協会 
総務部長兼安全対策部長 

富山県警察本部生活安全部長 60 日医工株式会社 コンプライアンス担当 

富山県警察本部刑事部長 60 株式会社北陸銀行 管理担当部長 

三重県警察本部刑事部長 60 自動車安全運転センター 三重県事務所長 

関東管区警察局長 57 成田国際空港株式会社 
上席執行役員(空港運用部

門副部門長) 

警察庁長官 62 
セレモアホールディングス株

式会社 
顧問 

警察庁情報通信局長 60 警察職員生活協同組合 参与 

関東管区警察局群馬県情報通信

部長 
60 高崎市役所 行政嘱託職員 

警察庁長官官房付(国立国会図書

館専門調査員) 
57 在デンマーク日本国大使館 特命全権大使 

警察庁長官 61 株式会社損害保険ジャパン 顧問 

警察庁長官 61 東京商工会議所 顧問 



 11 / 87 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

警察庁長官 61 日本商工会議所 顧問 

警視総監 59 日東紡績株式会社 顧問 

警視総監 59 新日鐵住金株式会社 顧問 

警視総監 59 西村あさひ法律事務所 顧問 

警察庁刑事局長 57 株式会社整理回収機構 特別審議役 

警察大学校附属警察情報通信学

校長 
60 一般社団法人ＵＴＭＳ協会 専務理事 

北海道警察情報通信部長 60 
公益財団法人日本道路交通情

報センター 
通信施設部長 

東京都警察情報通信部多摩通信

支部長 
60 一般財団法人保安通信協会 調査役 

警察庁長官官房技術審議官 60 日本電気株式会社 顧問 

東北管区警察局岩手県情報通信

部長 
60 

一般財団法人日本消防設備安

全センター 

情報通信部情報通信課上席

調査役 

関東管区警察局長野県情報通信

部長 
60 一般財団法人保安通信協会 調査役 

関東管区警察局茨城県情報通信

部長 
60 鹿児島県警察曽於警察署 岩川交番交番相談員 

四国管区警察局総務監察・広域

調整部長 
60 医療法人社団医凰会 総務部長 

関東管区警察学校長 60 警察職員生活協同組合 参与 

東北管区警察局総務監察・広域

調整部長 
60 損害保険料率算出機構 顧問 

警察庁長官官房会計課工場長 59 警察職員生活協同組合 主幹 

警察庁刑事局指紋鑑識官 62 セキスイハイム東北株式会社 顧問 

北海道警察釧路方面本部長 60 
株式会社ジャパン・アイディ

ー 
顧問 

警察大学校警察政策研究センタ

ー政策調査官(四国管区警察学校

長) 

60 成田国際空港株式会社 部付参与 

皇宮警察本部長 59 公益財団法人公共政策調査会 専務理事 

皇宮警察本部長 59 
株式会社ツカモトコーポレー

ション 
監査役(非常勤) 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

警察大学校長 57 自動車安全運転センター 理事長 

近畿管区警察局長 58 株式会社セノン 顧問 

九州管区警察局長 57 
ＡＮＡホールディングス株式

会社 
顧問 

警察庁長官官房付(内閣官房内閣

情報調査室内閣衛星情報センタ

ー次長) 

57 グリー株式会社 特別顧問 

警察庁長官官房付(内閣官房内閣

情報調査室内閣衛星情報センタ

ー次長) 

57 株式会社大林組 顧問 

北海道警察本部長 57 警察共済組合 監事 

九州管区警察学校長 61 警察職員生活協同組合 審議役 

警察庁生活安全局長 57 トヨタ自動車株式会社 顧問 

関東管区警察学校教務部長 61 富国生命保険相互会社 総務部総務グループ参与 

警視総監 58 内閣官房 内閣危機管理監 

埼玉県警察本部長 56 学校法人日本大学 教授 

埼玉県警察本部長 56 株式会社ダスキン山城 非常勤取締役 

警視庁小松川警察署長 58 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 参事役 

警視庁第十方面本部長兼警務部

参事官 
59 東京ガス株式会社 顧問 

岡山県警察本部刑事部長 59 自動車安全運転センター 岡山県事務所長 

埼玉県警察さいたま市警察部長

兼警務部参事官兼第一方面本部

長 

60 
公益財団法人埼玉県暴力追

放・薬物乱用防止センター 
専務理事 

福島県警察本部交通部長 60 
公益財団法人福島県暴力追放

運動推進センター 
専務理事 

岩手県警察本部生活安全部長 60 自動車安全運転センター 岩手県事務所長 

千葉県警察本部総務部長 60 千葉県信用保証協会 専務理事 

千葉県警察本部地域部長 59 京葉ガス株式会社 顧問 

警視庁麻布警察署長 59 
三井住友海上火災保険株式会

社 
顧問 

警視庁公安部公安第一課長 60 三井住友カード株式会社 参事役 

警視庁地域部長 60 昭和シェル石油株式会社 顧問 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

警視庁第三方面本部長兼警務部

参事官 
60 

株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ 
上席審議役 

警視庁交通部長 60 明治安田生命保険相互会社 顧問 

警視庁交通部参事官 59 自動車安全運転センター 東京事務所長 

警視庁警察学校長 60 株式会社ニチレイプロサーヴ 顧問 

警視庁警備部参事官 60 
株式会社ドラムエンジニアリ

ング 
顧問 

警視庁第六方面本部長 60 株式会社共和トラスト 監査役(非常勤) 

警視庁浅草警察署長 60 株式会社ファミリーマート 顧問 

警視庁丸の内警察署長 59 ＫＤＤＩ株式会社 顧問 

千葉県警察学校長 60 
一般社団法人千葉県警備業協

会 
専務理事 

千葉県市川警察署長 60 イオンリテール株式会社 
北関東カンパニー保安・渉

外担当部長 

千葉県警察本部警備部参事官兼

成田国際空港警備隊長 
60 

株式会社ジェイアール東日本

都市開発 
総武支社総務部担当部長 

千葉県警察本部交通部長 60 東日本電信電話株式会社 千葉支店渉外担当調査役 

群馬県警察本部交通部長 58 
学校法人関東学園関東学園大

学 
教授 

山梨県警察本部交通部長 60 トヨタホーム山梨株式会社 取締役 

山梨県警察本部交通部長 60 株式会社ハートフルスタッフ 代表取締役社長 

島根県警察本部交通部長 60 ＡＬＳＯＫ山陰株式会社 参与 

徳島県警察本部警備部長 60 徳島市役所 徳島市代表監査委員 

奈良県警察本部交通部長 60 橿原市役所 広域調整監 

兵庫県加古川警察署長 59 
地方独立行政法人加古川市民

病院機構 
参事(非常勤) 

福島県警察本部生活安全部長 60 
公益社団法人福島県防犯協会

連合会 
専務理事 

沖縄県警察本部刑事部長 60 株式会社たいよう共済 支店長付 

沖縄県沖縄警察署長 60 
公益財団法人沖縄県交通安全

協会連合会 
専務理事 

沖縄県警察本部生活安全部長 60 
公益財団法人暴力団追放沖縄

県民会議 
専務理事 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

警視庁組織犯罪対策部参事官 60 三菱地所株式会社 顧問 

警視庁第五方面本部長 60 株式会社東京スタジアム 監査役 

警視庁警務部付(警視庁第三方面

本部長兼警務部参事官) 
59 住友林業株式会社 渉外担当部長 

警視庁第八方面本部長兼警務部

参事官 
60 農林中央金庫 主監 

警視庁町田警察署長 59 株式会社第一興商 管理室室長 

警視庁第七方面本部長 60 藤田観光株式会社 保安担当部長 

警視庁警察学校副校長 59 株式会社ホテルオークラ セキュリティオフィサー 

警視庁板橋警察署長 59 第一生命保険株式会社 顧問 

警視庁第三方面本部長兼警務部

参事官 
60 警視庁 嘱託(専務的非常勤職員) 

警視庁第十方面本部長 60 
一般社団法人東京指定自動車

教習所協会 
専務理事 
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金融庁職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

金融庁検査局総務課検査企画官兼検

査局総務課企画・情報分析室長兼監

督局総務課モニタリング支援室長兼

監督局総務課兼検査局総務課金融証

券検査官 

46 日本銀行 政策委員会室国会渉外課長 

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 
46 

有限責任監査法人トー

マツ 
社員(パートナー) 

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 
46 

有限責任監査法人トー

マツ 
社員(パートナー) 

金融庁検査局総務課統括検査官 57 
有限責任あらた監査法

人 
ディレクター 

金融庁検査局総務課専門検査官 56 日本ユニシス株式会社 

Ｓ?ＢＩＴＳホスティング

サービス監査管理グループ

マネージャ 

金融庁検査局総務課金融証券検査官 61 
株式会社野村総合研究

所 
シニアスタッフ 

金融庁検査局総務課金融証券検査官 57 株式会社三井住友銀行 嘱託職員 

金融庁長官 60 
株式会社東京大学エッ

ジキャピタル 
監査役 

証券取引等監視委員会事務局長 59 住友商事株式会社 顧問 

金融庁総務企画局長 59 
公益財団法人日本証券

経済研究所 
特別嘱託 

金融庁監督局保険課保険財務管理官

兼検査局総務課保険検査指導室長 
57 株式会社静岡中央銀行 監査部長 

金融庁検査局付 58 
ライフネット生命保険

株式会社 
お客様相談部部長代行 

金融庁検査局総務課統括検査官 60 株式会社足利銀行 嘱託 

金融庁総務企画局政策課金融サービ

ス利用者相談室長 
59 太陽生命保険株式会社 業務監査部参与 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

証券取引等監視委員会事務局統括検

査官 
53 日本証券業協会 監査１部部長 

 

 

消費者庁職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

 

 

復興庁職員の再就職先 

 

．官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

復興庁事務次官 63 
三井住友海上火災保険

株式会社 
顧問 

復興庁事務次官 61 株式会社コモンズ 代表取締役社長 

 

 

総務省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

総務省京都行政評価事務所長 60 
一般財団法人脳神経疾

患研究所 
事務員 

総務省統計局統計調査部調査企画課

地理情報室長 
60 

一般財団法人統計質保

証推進協会 
事務局総務部長 

総務省大臣官房付併任大臣官房総務

課復旧復興支援室室員併任大臣官房

企画課政策室室長代理併任自治行政

局地域政策課 

39 
株式会社ディー・エ

ヌ・エー 
渉外室担当 

総務省消防庁長官 60 学校法人杏林大学 総合政策学部客員教授 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

総務省消防庁長官 60 

特定非営利活動法人ヘ

ルスケア・デザイン・

ネットワーク 

顧問 

総務省自治財政局長 58 
一般財団法人地域活性

化センター 
常務理事 

総務省自治行政局長 58 神戸市 市長 

総務審議官 58 在チェコ日本国大使館 特命全権大使 

総務省大臣官房付 49 参議院 議員 

総務省自治行政局公務員部公務員課

給与能率推進室長 
47 参議院 議員 

総務省大臣官房付 45 参議院 議員 

中国総合通信局総務部長 60 
公益財団法人電気通信

普及財団 
総務部長(嘱託) 

総務省大臣官房付 60 
株式会社ＴＫＣ税務研

究所 
特別研究員 

総務省中部管区行政評価局第一部長 58 
一般社団法人行政情報

システム研究所 
システム事業部長 

総務省総合通信基盤局付 60 
一般財団法人情報通信

振興会 
公益企画部担当部長 

総務省大臣官房付 60 
公益財団法人日本防炎

協会 
審議役 

関東総合通信局無線通信部長 60 日本無線株式会社 顧問 

関東管区行政評価局長 60 
一般財団法人行政管理

研究センター 
理事長 

総務省大臣官房企画官 60 
一般財団法人消防試験

研究センター 
事務局長 

総務省人事・恩給局総務課人事制度

研究官(総務省統計局統計調査部経済

基本構造統計課調査官) 

47 
学校法人亜細亜学園亜

細亜大学 
法学部教授 

総務省大臣官房付 60 
一般財団法人地方公務

員安全衛生推進協会 
業務部長 

消防庁消防大学校消防研究センター

所長 
60 日本消防検定協会 技術役 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

消防庁消防大学校消防研究センター

所長 
60 日本消防検定協会 理事(常勤) 

総務省大臣官房付 57 財団法人日本消防協会 理事長 

総務省大臣官房付 59 
一般財団法人自治研修

協会 
研修部長 

総務省大臣官房付 59 市議会議員共済会 事務局長 

総務省大臣官房付 59 
一般財団法人資産評価

システム研究センター 
事務局長 

総務省大臣官房付併任大臣官房審議

官 
56 第一生命保険株式会社 顧問 

総務省大臣官房付併任大臣官房審議

官 
56 郡山市 副市長 

総務省大臣官房付(内閣官房行政改革

推進本部事務局長) 
59 

ドコモエンジニアリン

グ株式会社 
顧問 

総務事務次官 59 株式会社大和総研 顧問 

総務省大臣官房付(大臣官房総括審議

官) 
59 株式会社ＫＤＤＩ総研 顧問 

総務省大臣官房総括審議官(国際担

当) 
59 学校法人早稲田大学 研究院教授 

四国総合通信局長 58 
一般財団法人電気通信

端末機器審査協会 
参与・総務企画部長 

総務省大臣官房付 52 
国立大学法人政策研究

大学院大学 
教授 

総務省大臣官房総括審議官 56 
株式会社損害保険ジャ

パン 
顧問 

総務審議官 59 
株式会社損害保険ジャ

パン 
顧問 

総務省自治行政局長 57 日本生命保険相互会社 顧問 

総務省大臣官房付 59 
一般財団法人地方債協

会 
企画調査部長 

近畿総合通信局長 58 

一般財団法人テレコム

先端技術研究支援セン

ター 

事務局長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

総務省自治大学校長 57 
株式会社日立製作所情

報･通信システム社 
社長付 

関東総合通信局総務部長 57 
一般社団法人電気通信

事業者協会 
総務部長 

信越総合通信局無線通信部長 58 
一般財団法人日本ラジ

コン電波安全協会 
参与 

総務省総合通信基盤局付 59 
一般財団法人移動無線

センター 
事業本部長付参事 

関東総合通信局電波監理部長 59 

一般財団法人テレコム

エンジニアリングセン

ター 

専務理事付担当部長 

総務省情報通信政策研究所総務部長 59 
公益財団法人日本無線

協会 
試験部所属担当部長 

北陸総合通信局総務部長 58 
一般社団法人関東自動

車無線協会 
業務執行理事 

総務省自治税務局長 57 日本電気株式会社 顧問 

総務省大臣官房付 60 
株式会社日本宝くじシ

ステム 
企画部長 

総務省情報流通行政局総務課情報通

信政策総合研究官(総務省大臣官房

付) 

58 日本電気株式会社 顧問 

総務省情報流通行政局総務課調査官

併任大臣官房総務課 
57 全国郵便局長会 事務局次長 

総務省大臣官房付 57 東京平河法律事務所 弁護士 

総務省自治財政局財政課財政企画官 41 山口県 知事 
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法務省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

さいたま地方検察庁検事正 62 関西大学 法科大学院専任教授 

東京入国管理局審査監理官 60 
財団法人日本語教育振

興協会 
審査部次長 

中部地方更生保護委員会委員長 63 
更生保護法人川崎自立

会 
施設長 

東京地方検察庁検事併任法務省刑事

局付 
38 

シティバンク銀行株式

会社 
ヴァイスプレジデント 

神奈川医療少年院長 49 
社会福祉法人和歌山県

福祉事業団 
医師 

四国公安調査局長 60 
株式会社インテリジェ

ンス・クリエイト 
編集次長 

中部公安調査局長 60 
東芝総合人材開発株式

会社 
嘱託 

公安調査庁調査第一部公安調査管理

官 
60 日本電気株式会社 人事部長付 

九州公安調査局調査第二部長 59 セコム株式会社 九州本部顧問 

近畿地方更生保護委員会委員長 63 学校法人天理大学 非常勤講師 

東京法務局民事行政部次長 59 
公益社団法人全国国土

調査協会 
嘱託職員 

高知保護観察所長 59 
更生保護法人みやざき

青雲 

更生保護施設みやざき青雲

補導員 

山口刑務所長 60 更生保護法人呉清明園 補導主任 

中部地方更生保護委員会委員長 63 
更生保護法人全国更生

保護法人連盟 
事務局長 

大阪地方検察庁検事 43 学校法人国士舘 国士舘大学法学部教授 

大阪高等検察庁検事 43 学校法人京都産業大学 教授 

鹿児島区検察庁副検事 62 鹿児島地方検察庁 被害者支援員 

鹿児島区検察庁副検事 62 鹿児島地方検察庁 被害者支援員 

広島地方検察庁事務局長 60 岡山家庭裁判所 家事調停委員 

那覇少年鑑別所長 60 学校法人沖縄国際大学 非常勤職員 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

那覇少年鑑別所長 60 那覇家庭裁判所 家事調停委員 

さいたま地方検察庁事務局長 60 水戸家庭裁判所 家事調停委員 

大阪矯正管区長 60 
更生保護法人島根更生

保護会 
施設長 

長野地方検察庁検事正 59 札幌大通公証役場 公証人 

福岡高等検察庁検事長 62 法政大学 法科大学院兼任教授 

福岡高等検察庁検事長 62 法務省 難民審査参与員 

福岡高等検察庁検事長 62 住友化学株式会社 社外監査役 

検事総長 64 日本郵政株式会社 社外取締役 

検事総長 64 住友商事株式会社 社外監査役 

検事総長 64 
ＮＫＳＪホールディン

グス株式会社 
社外監査役 

検事総長 64 キューピー株式会社 社外監査役 

福岡地方検察庁検事 40 湊総合法律事務所 弁護士 

松山区検察庁副検事 57 松山市役所 非常勤嘱託職員 

さいたま地方法務局次長 59 
一般財団法人民事法務

協会 

登記情報提供センター地図

業務統括長 

横浜刑務所医務部長 59 医療法人社団愛優会 施設長 

横浜地方検察庁検事 29 老健リハビリよこはま 弁護士 

熊本地方法務局長 59 伊藤見富法律事務所 公証人 

北海道地方更生保護委員会委員長 63 八幡浜公証人役場 常務理事兼事務職員 

中部地方更生保護委員会委員 63 更生保護法人更新会 常務理事、事務局長 

旭川地方法務局長 59 
更生保護法人三重県更

生保護事業協会 
公証人 

新潟地方法務局長 59 北見公証役場 管理部長 

宇都宮地方法務局長 59 
公益社団法人日本監査

役協会 
事業推進課長 

新潟地方検察庁検事 36 
一般財団法人民事法務

協会 
弁護士 

入国者収容所東日本入国管理センタ

ー次長 
60 松田綜合法律事務所 常勤嘱託 

さいたま地方検察庁越谷支部長 59 
公益財団法人国際人材

育成機構 
公証人 
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仙台高等検察庁事務局長 60 東松山公証役場 委員 

前橋地方検察庁事務局長 60 
関東地方更生保護委員

会 
相談員 

東京地方検察庁検事 37 船橋市役所 弁護士 

長野地方検察庁検事 58 島田法律事務所 公証人 

神戸地方法務局長 59 和歌山公証人合同役場 公証人 

千葉地方検察庁事務局長 60 七尾公証役場 顧問 

東京入国管理局警備監理官 60 三井生命保険株式会社 家事調停委員 

横浜地方検察庁首席捜査官 60 神戸家庭裁判所 被害者支援員 

札幌法務局長 59 横浜地方検察庁 監査役 

札幌法務局長 59 
株式会社証券保管振替

機構 
社外監査役 

熊野区検察庁副検事 56 
株式会社ほふりクリア

リング 
開業行政書士 

熊野区検察庁副検事 56 
川端敏弘行政書士事務

所 
司法書士 

法務省大臣官房人事課試験管理官 60 
川端敏弘司法書士事務

所 
顧問 

旭川地方検察庁事務局長 60 日本生命保険相互会社 被害者支援員 

さいたま地方検察庁川越支部長 61 札幌地方検察庁 公証人 

さいたま地方法務局長 59 熊本公証人合同役場 登記情報提供センター室長 

札幌入国管理局長 60 
一般財団法人民事法務

協会 
事務局長 

東京法務局人権擁護部長 59 財団法人入管協会 公証人 

静岡地方法務局長 58 長岡公証人合同役場 公証人 

千葉地方検察庁松戸支部長 58 白河公証役場 公証人 

福岡法務局長 59 沼津公証人合同役場 公証人 

東北地方更生保護委員会委員 63 久留米公証役場 
宮城県更生保護就労支援事

業所所長 

東北地方更生保護委員会委員 63 

特定非営利活動法人宮

城県就労支援事業者機

構 

常務理事 
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福岡法務局民事行政部長 58 
更生保護法人宮城東華

会 
公証人 

中国公安調査局長 60 都城公証人役場 家事調停委員 

青森地方法務局長 59 仙台家庭裁判所 公証人 

前橋区検察庁副検事 62 袋井公証役場 司法書士 

大阪高等検察庁事務局長 60 野口司法書士事務所 公証人 

水戸地方法務局長 59 豊橋公証人合同役場 
登記情報提供センター情報

提供統括長 

大阪刑務所長 59 
一般財団法人民事法務

協会 
非常勤職員 

前橋地方検察庁高崎支部長 59 
財団法人姫路社会事業

協会 
公証人 

東京法務局民事行政部長 58 和歌山公証人合同役場 公証人 

福岡入国管理局長 60 延岡公証人役場 課長 

最高検察庁事務局長 60 
公益財団法人国際研修

協力機構 
公証人 

大分地方検察庁事務局長 60 甲府公証役場 
民事調停委員兼家事調停委

員 

東京高等検察庁検事 58 
鹿児島地方裁判所兼加

治木簡易裁判所 
公証人 

福岡高等検察庁公安部長 59 豊橋公証人合同役場 公証人 

東京地方検察庁検事 41 久留米公証役場 弁護士 

神戸地方検察庁首席捜査官 60 
中島・宮本・溝口法律

事務所 
家事調停委員 

高松刑務所長 60 大阪家庭裁判所 
刑務作業協力事業部東京地

区業務統括 

松山地方検察庁事務局長 60 公益財団法人矯正協会 
民事調停委員兼家事調停委

員 

東京高等検察庁検事 58 

松山地方裁判所兼松山

家庭裁判所兼今治簡易

裁判所 

公証人 

広島法務局長 59 浜松公証人合同役場 公証人 

さいたま地方検察庁交通部長 60 木更津公証役場 公証人 
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大阪矯正管区長 60 熊谷公証役場 非常勤職員 

中部地方更生保護委員会委員 63 
美祢社会復帰促進セン

ター 

難病等保険福祉相談員(嘱

託員) 

最高検察庁検事 58 名古屋市守山保健所 公証人 

最高検察庁検事 59 武蔵野公証役場 弁護士 

山形地方検察庁検事正 60 
日比谷ステーション法

律事務所 
公証人 

大分地方検察庁検事正 60 越谷公証役場 公証人 

新潟地方検察庁検事正 59 平野町公証人合同役場 公証人 

金沢地方検察庁検事正 59 梅田公証役場 公証人 

鳥取地方検察庁検事正 59 名古屋駅前公証役場 弁護士 

熊本区検察庁副検事 62 中島法律事務所 被害者支援員 

岐阜区検察庁副検事 62 熊本地方検察庁 行政書士 

鹿児島区検察庁副検事 62 

鹿児島地方裁判所兼鹿

児島家庭裁判所兼鹿児

島簡易裁判所 

民事調停委員兼家事調停委

員 

東京区検察庁副検事 62 下関唐戸公証人役場 公証人 

仙台地方検察庁検事正 59 渋谷公証役場 公証人 

千葉地方検察庁検事正 60 丸の内公証センター 公証人 

最高検察庁検事 59 宇都宮公証人合同役場 公証人 

最高検察庁検事 59 
横浜駅西口公証センタ

ー 
公証人 

鹿児島地方検察庁検事正 59 神戸公証センター 公証人 

岐阜地方検察庁検事正 59 高田馬場公証役場 公証人 

最高検察庁検事 59 川越公証役場 公証人 

長野地方検察庁検事正 58 川崎公証役場 公証人 

最高検察庁検事 59 宇都宮公証人合同役場 公証人 

東京高等検察庁検事 52 菅原信夫法律事務所 弁護士 

最高検察庁検事 59 甲府公証役場 公証人 

東京地方検察庁立川支部検事 38 横谷法律特許事務所 弁護士 

東京地方検察庁検事 36 
株式会社ＴＮＰエンス

ター 
正社員 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

大阪高等検察庁検事長 61 
森・濱田松本法律事務

所 
弁護士 

 

 

外務省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

在釜山日本国総領事館総領事 63 
公益財団法人日韓文化

交流基金 
業務執行理事兼事務局長 

在オークランド日本国総領事館総領

事 
63 氷見伏木信用金庫 員外監事 

外務省大臣官房情報通信課企画官 63 公益財団法人交流協会 主任(常勤嘱託) 

在フィリピン日本国大使館参事官(外

務省領事局海外邦人安全課邦人援護

官) 

63 
株式会社エッセンシャ

ル 
特別顧問 

在タイ日本国大使館参事官 63 
一般財団法人外務精励

会 
事務局長兼専務理事 

外務事務次官 60 株式会社伊藤園 顧問 

外務事務次官 60 
株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行 
顧問 

特命全権大使 65 一般社団法人霞関会 副理事長 

特命全権大使 62 防衛大学校 教授 

特命全権大使 64 空港施設株式会社 代表取締役副社長 

特命全権大使 64 
株式会社ドトール・日

レスホールディングス 
社外取締役 

特命全権大使 62 国立大学法人神戸大学 特命教授 

特命全権大使 64 飯野海運株式会社 社外取締役(非常勤) 

特命全権大使 64 
公益財団法人広島平和

文化センター 
理事長 

特命全権大使 63 内閣府迎賓館 館長 

特命全権大使 64 大豊建設株式会社 非常勤顧問 

特命全権大使 63 東電設計株式会社 顧問 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

特命全権大使 62 防衛大学校 教授 

特命全権大使 62 
公益財団法人日本国際

フォーラム 
研究主幹 

特命全権大使 62 日中韓三国協力事務局 事務局長 

特命全権大使 63 
アジア生産性機構(ＡＰ

Ｏ) 
事務局長 

特命全権大使 66 
スカパーＪＳＡＴ株式

会社 
顧問 

特命全権大使 63 

株式会社ライジングサ

ンセキュリティサービ

ス 

顧問 

特命全権大使 64 電気事業連合会 顧問 

特命全権大使 63 
日本興亜損害保険株式

会社 
顧問 

特命全権大使 64 三菱化学株式会社 
エグゼクティブ・アドバイ

ザー 

特命全権大使 63 綜合警備保障株式会社 顧問 

特命全権大使 60 日本生命保険相互会社 顧問 

特命全権大使 65 
株式会社日本総合研究

所国際戦略研究所 
副理事長 

特命全権大使 61 
東日本旅客鉄道株式会

社 
顧問 

特命全権大使 63 
独立行政法人北方領土

問題対策協会 
非常勤理事 

 

 

財務省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国税庁長官官房付 45 学校法人青山学院 
専門職大学院会計プロフェ

ッション研究科教授 

国税庁長官官房付 56 学校法人明海大学 教授 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国税庁長官官房付 57 学校法人日本大学 教授 

国税庁福岡国税局長崎税務署長 61 有限会社ヒロ企画 一般社員 

国税庁広島国税不服審判所長 57 
公立大学法人兵庫県立

大学 
大学院教授 

国税庁高松国税局徴収部長 60 
一般社団法人さくら税

務実務研究所 
研究員 

国税庁名古屋国税局大垣税務署長 60 
一般社団法人大垣法人

会 
専務理事 

国税庁長官官房付 59 
株式会社長谷工コーポ

レーション 
監査役 

国税庁名古屋国税局浜松西税務署長 60 稲沢市役所 監査委員 

財務省大臣官房付 56 
株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ 

地銀共同センターリスク管

理委員会外部有識者 

国税庁長官官房付 60 学校法人東京国際大学 客員教授 

国税庁関東信越国税局徴収部長 61 株式会社ＭＩＣ 監査役 

国税庁福岡国税局唐津税務署長 60 税理士桜友会 事務局長 

国税庁仙台国税局仙台中税務署長 60 株式会社泉 会計参与 

国税庁仙台国税局福島税務署長 60 
有限会社菅原会計事務

所 
代表取締役 

国税庁関東信越国税局長野税務署長 61 株式会社ウオロク 非常勤監査役 

国税庁広島国税局広島西税務署長 60 福山市役所 
収納指導員(非常勤嘱託職

員) 

国税庁高松国税局徳島税務署長 60 株式会社フジ 監査役 

国税庁東京国税局調査第二部長 60 
一般社団法人東京法人

会連合会 
監事 

国税庁名古屋国税局一宮税務署長 60 
一般社団法人名古屋西

法人会 
従業員 

国税庁広島国税局倉敷税務署長 60 周南市役所 
収納指導員(非常勤嘱託職

員) 

国税庁熊本国税局別府税務署長 60 
税理士法人未来税務会

計事務所 
鹿児島川内事務所所長 

国税庁札幌国税局札幌中税務署長 60 
株式会社ほくやく・竹

山ホールディングス 
社外監査役 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国税庁金沢国税局徴収部長 60 
石川県信用農業協同組

合連合会 
監事 

国税庁名古屋国税局刈谷税務署長 60 名南税理士法人 社員税理士 

国税庁東京国税局八王子税務署長 60 いであ株式会社 外部監査役 

国税庁東京国税局立川税務署長 60 学校法人別府大学 教授 

国税庁広島国税局岡山東税務署長 60 松江市役所 
収納指導員(非常勤嘱託職

員) 

国税庁金沢国税局長 60 株式会社富士薬品 監査役 

国税庁長官 57 ＴＭＩ総合法律事務所 顧問 

国税庁長官 57 伊藤忠商事株式会社 社外取締役 

国税庁長官 57 
ＢＮＰパリバ証券株式

会社 
証券市場法寄付講座委員 

財務省大臣官房付 59 日本郵政株式会社 執行役副社長 

財務省大臣官房付 57 米州開発銀行 顧問 

財務省大臣官房審議官 58 
公益財団法人福岡アジ

ア都市研究所 
主幹研究員 

財務省大臣官房審議官 58 
株式会社産学連携機構

九州 
九州ＰＰＰセンター長 

財務省大臣官房審議官 58 常石造船株式会社 監査役 

関東財務局管財第２部次長 59 
国家公務員共済組合連

合会 
非常勤職員 

財務官 57 アジア開発銀行 総裁 

国税庁長官官房付 54 株式会社藤田商店 監査室長 

国税庁札幌国税不服審判所部長審判

官 
60 飯塚和壽税理士事務所 開業税理士 

財務省大臣官房付 57 
株式会社東京証券取引

所 
執行役員 

国税庁仙台国税不服審判所部長審判

官 
60 

佐々木功一税理士事務

所 
補助税理士 

国税庁仙台国税不服審判所部長審判

官 
60 

有限会社佐々木会計事

務所 
取締役 

国税庁仙台国税不服審判所部長審判

官 
60 及川富男税理士事務所 開業税理士 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国税庁課税部財産評価手法研究官 56 梶野研二税理士事務所 開業税理士 

財務省主計局局付 59 南砺市 副市長 

北海道財務局小樽出張所長 56 北央信用組合 常勤監事 

国税庁名古屋国税不服審判所部長審

判官 
60 栗岡和男税理士事務所 開業税理士 

財務省主計局局付 60 
シー・アイ・シー株式

会社 
営業本部営業部担当部長 

財務省主計局局付 60 
一般社団法人低炭素社

会創出促進協会 
総務部長 

財務省主計局総務課主計事務管理室

長 
59 

一般財団法人放送大学

教育振興会 
管理部長 

国税庁関東信越国税不服審判所部長

審判官 
60 

曽根原一昇税理士事務

所 
開業税理士 

財務省理財局管理課国有財産情報室

長 
56 株式会社竹中工務店 嘱託 

国税庁高松国税不服審判所長 60 土橋令税理士事務所 開業税理士 

国税庁国税不服審判所国税審判官 60 冨永賢一税理士事務所 開業税理士 

国税庁金沢国税不服審判所部長審判

官 
60 豊田辰生税理士事務所 開業税理士 

中国財務局岡山財務事務所長 59 呉信用金庫 内部監査本部特別職 

財務省会計センター次長 59 焼津市 副市長 

国税庁福岡国税不服審判所部長審判

官 
60 小畠常晴税理士事務所 事務員 

国税庁福岡国税不服審判所部長審判

官 
60 

小坂田保英税理士事務

所 
事務員 

北陸財務局福井財務事務所長 57 北陸労働金庫 常勤監事 

国税庁大阪国税不服審判所部長審判

官 
60 湊富雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税不服審判所部長審判

官 
60 日本蒸留酒酒造組合 西日本支部専務評議員 

財務省主計局局付 60 小山町 副町長 

財務省主計局司計課予算執行調査分

析官 
60 ホーチキ株式会社 顧問 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

税務大学校副校長 58 株式会社大本組 顧問 

国税庁長官官房付 60 吉田稔税理士事務所 開業税理士 

四国財務局総務部部付 56 トモニカード株式会社 非常勤監査役 

四国財務局総務部部付 56 
株式会社徳銀キャピタ

ル 
非常勤監査役 

四国財務局総務部部付 56 株式会社徳島銀行 常勤監査役 

関東財務局長 57 
一般財団法人民間都市

開発推進機構 
専務理事 

福岡財務支局理財部検査監理官 57 熊本中央信用金庫 総務部部付部長 

関東財務局東京財務事務所次長 58 水戸信用金庫 常勤監事 

関東財務局総務部部付 59 東京厚生信用組合 常勤監事 

財務省大臣官房付 57 
オリックス銀行株式会

社 
顧問 

国税庁徴収部長 56 日本蒸留酒酒造組合 専務理事 

東京税関長 56 国際復興開発銀行 駐日特別代表 

財務事務次官 59 西村あさひ法律事務所 顧問 

財務事務次官 59 西村あさひ法律事務所 弁護士 

財務事務次官 59 辻・本郷税理士法人 ? 

国税庁高松国税局長 60 森秀文税理士事務所 開業税理士 

財務省大臣官房付 59 
株式会社クリーンエネ

ルギー研究所 
顧問 

国税庁熊本国税局長 60 吉田一宗税理士事務所 開業税理士 

国税庁熊本国税局長 60 全国間税会総連合会 専務理事 

国税庁熊本国税局長 60 
東京国税局間税会連合

会 
専務理事 

国税庁熊本国税局長 60 東京都間税会連合会 専務理事 

東京税関東京航空貨物出張所長 61 東京税関保税会 専務理事 

財務省関税局業務課知的財産調査室

長 
53 

ライフパートナー司法

書士事務所 
司法書士 

財務省主計局局付 59 
一般社団法人グリーン

ファイナンス推進機構 
管理部長 

東京税関成田南部航空貨物出張所長 60 東京通関業会 専務理事 

門司税関下関税関支署長 60 日新運輸工業株式会社 担当部長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

財務省主計局局付 59 
ＪＲＡシステムサービ

ス株式会社 
参与 

東京税関東京外郵出張所長 60 
公益財団法人日本関税

協会 
東京支部事務局長 

財務省理財局国有財産調整課国有財

産情報分析官 
58 株式会社大林組 参与 

東京税関大井出張所次長 60 鴻池運輸株式会社 支店長付 

函館税関監視部長 60 
公益財団法人日本関税

協会 
函館支部事務局長(嘱託) 

東京税関業務部次長 59 冨士運輸株式会社 顧問 

福岡財務支局管財部長 57 福岡信用金庫 参事・監査部長 

横浜税関業務部次長 60 山九株式会社 参与 

東北財務局管財部次長 58 株式会社荘内銀行 監査部部長 

名古屋税関四日市税関支署長 59 鈴与株式会社 顧問 

関東財務局総務部部付 59 足立成和信用金庫 部長代行 

近畿財務局大津財務事務所長 58 大同信用組合 顧問 

大阪税関堺税関支署長 60 
株式会社近鉄エクスプ

レス 
調査役 

四国財務局高知財務事務所長 58 徳島信用金庫 
コンプライアンス室主任調

査役 

名古屋税関総務部首席税関監察官 55 株式会社東陽 嘱託社員 

名古屋税関調査部長 59 ブラザー工業株式会社 嘱託社員 

東京税関総務部首席税関考査官 59 三井倉庫株式会社 支店長付 

東京税関大井出張所長 59 
株式会社近鉄エクスプ

レス 
調査役 

門司税関田野浦出張所長 59 宇部興産海運株式会社 調査役 

関東財務局総務部部付 59 
国家公務員共済組合連

合会 

審査会担当専門職(嘱託職

員) 

関東財務局前橋財務事務所長 59 株式会社プロネクサス 専任部長 

東京税関税関情報監理官 59 
独立行政法人国際協力

機構(ＪＩＣＡ) 

ＪＩＣＡ(インドネシア共

和国経済担当調整大臣府)

専門家 

門司税関調査部長 59 三菱倉庫株式会社 支店長付 



 32 / 87 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

横浜税関監視部長 59 まるま運輸株式会社 顧問 

近畿財務局金融商品取引所監理官 58 
国家公務員共済組合連

合会 
横須賀共済病院事務部次長 

横浜税関川崎税関支署長 59 岡本物流株式会社 総務部付 

横浜税関調査部次長 60 美商陸運株式会社 統括 

近畿財務局理財部次長 59 株式会社大正銀行 コンプライアンス部副部長 

横浜税関本牧埠頭出張所長 59 
一般社団法人日本通関

業連合会 
総務部長 

福岡財務支局長崎財務事務所長 57 大川信用金庫 監査部審議役 

東北財務局山形財務事務所長 57 北上信用金庫 総務部副部長 

名古屋税関監視部長 59 伊勢湾海運株式会社 顧問 

関東財務局新潟財務事務所長 59 日本証券業協会 監査１部部長 

東京税関総務部部付 59 日本通運株式会社 調査役 

財務省会計センター会計管理部長 56 富国生命保険相互会社 顧問 

神戸税関調査部次長 59 豊田通商株式会社 嘱託 

財務省大臣官房付 59 住友商事株式会社 参事 

横浜税関千葉税関支署長 60 株式会社宇徳 顧問 

名古屋税関稲永出張所長 60 住友電装株式会社 嘱託社員 

東京税関総務部部付 60 日本通運株式会社 調査役 

門司税関監視部次長 59 博多港運株式会社 調査役 

大阪税関監視部長 59 三菱商事株式会社 嘱託 

神戸税関姫路税関支署長 59 神鋼物流株式会社 嘱託 

財務省大臣官房付 60 三菱倉庫株式会社 顧問 

神戸税関監視部長 59 株式会社後藤回漕店 顧問 

神戸税関監視部次長 58 日本通運株式会社 調査役 

東海財務局静岡財務事務所長 58 碧海信用金庫 監査部副部長 

関東財務局総務部部付 59 日本証券業協会 監査１部部長 

東京税関総務部部付 60 丸紅株式会社 部長補佐 

東北財務局総務部部付 59 株式会社青森銀行 リスク統括部業務顧問 

九州財務局大分財務事務所長 57 鹿児島相互信用金庫 文書管理室長 

大阪税関和歌山税関支署長 59 株式会社日新 顧問 

神戸税関総務部部付 59 神戸通関業会 専務理事 

神戸税関総務部部付 59 小林製薬株式会社 顧問 
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東京税関監視部長 59 
日本空港ビルデング株

式会社 
審議役 

大阪税関京都税関支署長 60 日本航空株式会社 部長 

名古屋税関業務部長 59 三菱航空機株式会社 顧問 

横浜税関鹿島税関支署長 59 三菱重工業株式会社 横浜製作所部長代理 

財務省大臣官房付 57 株式会社リコー 顧問 

北海道財務局理財部次長 58 光洋不動産株式会社 ＢＩＳＳＥ事業部長 

国税庁金沢国税局徴収部長 60 税理士法人北陸会計 社員税理士 

国税庁金沢国税局小松税務署長 60 荒井義二税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局前橋税務署長 60 池田富至税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局千葉南税務署長 60 市川市役所 副主幹 

国税庁東京国税局中野税務署長 61 習志野市役所 徴収指導員 

国税庁名古屋国税局名古屋中税務署

長 
61 稲垣孝司税理士事務所 開業税理士 

国税庁金沢国税局高岡税務署長 60 
公益社団法人南越法人

会 
事務局長 

国税庁金沢国税局高岡税務署長 60 稲田精一税理士事務所 開業税理士 

国税庁福岡国税局長崎税務署長 61 有限会社ヒロ企画 一般社員 

国税庁福岡国税局長崎税務署長 61 井上和人税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局名古屋西税務署

長 
60 井上克己税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局芝税務署長 60 今田繁雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局江東西税務署長 61 岩村勉税理士事務所 開業税理士 

国税庁熊本国税局宮崎税務署長 61 宇土公弘税理士事務所 開業税理士 

国税庁金沢国税局金沢税務署長 61 浦畑勉税理士事務所 開業税理士 

国税庁金沢国税局金沢税務署長 61 押田邦夫税理士事務所 顧問 

国税庁金沢国税局金沢税務署長 61 株式会社北陸銀行 顧問 

国税庁金沢国税局金沢税務署長 61 
あおぞら経営税理士法

人 
顧問 

国税庁金沢国税局金沢税務署長 61 医療法人社団藤聖会 顧問 

国税庁東京国税局葛飾税務署長 61 衞藤重德税理士事務所 開業税理士 

国税庁熊本国税局徴収部長 60 大薗豊税理士事務所 開業税理士 
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国税庁大阪国税局茨木税務署長 60 
公益社団法人港納税協

会 
専務理事 

国税庁大阪国税局茨木税務署長 60 太田重弘税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局松本税務署長 60 大平宏司税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局川崎西税務署長 60 大竹利忠税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局課税第二部長 61 大橋弘明税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局岐阜北税務署長 60 大引和也税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局春日部税務署

長 
61 

大吉伊智郎税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁福岡国税局小倉税務署長 60 小川康彦税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局和歌山税務署長 60 奥田浩二税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局四日市税務署長 60 
一般社団法人東三河法

人会 
次長(専務理事補佐) 

国税庁名古屋国税局一宮税務署長 61 尾村辰夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局横浜南税務署長 61 横須賀市役所 主任 

国税庁大阪国税局城東税務署長 60 
賀多井啓介税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁東京国税局緑税務署長 60 片岡正行税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局緑税務署長 60 東京通信電設株式会社 非常勤監査役 

国税庁東京国税局緑税務署長 60 
情報通信システムエン

ジニアリング株式会社 
非常勤監査役 

国税庁東京国税局緑税務署長 60 
情報通信エスアイ株式

会社 
非常勤監査役 

国税庁関東信越国税局水戸税務署長 60 日本蒸留酒酒造組合 関東信越支部事務局長 

国税庁関東信越国税局水戸税務署長 60 加藤明税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局西宮税務署長 61 
税理士法人ひまわり会

計 
補助税理士 

国税庁東京国税局玉川税務署長 60 
金三津小志郎税理士事

務所 
開業税理士 

国税庁東京国税局雪谷税務署長 60 鎌田康義税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局東大阪税務署長 60 川上憲二税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局長野税務署長 61 
川手今朝人税理士事務

所 
開業税理士 
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国税庁関東信越国税局長野税務署長 61 
一般社団法人さくら税

務実務研究所 
顧問 

国税庁大阪国税局神戸税務署長 60 河野純一税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局成田税務署長 61 菊地謙治税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局蒲田税務署長 61 菊池忠良税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局横須賀税務署長 60 菊池秀樹税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局王子税務署長 60 市川市役所 副主幹 

国税庁東京国税局武蔵府中税務署長 60 北澤哲税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局鶴見税務署長 60 株式会社サンリゾート 取締役 

国税庁名古屋国税局昭和税務署長 61 鬼頭肇税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局名古屋北税務署

長 
60 木下博資税理士事務所 開業税理士 

国税庁熊本国税局熊本西税務署長 60 木蜜三郎税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局広島東税務署長 60 
久保田寄人税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁広島国税局広島東税務署長 60 辻・本郷税理士法人 広島支部社員税理士 

国税庁東京国税局麹町税務署副署長 60 倉田和利税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局川越税務署長 61 後藤治郎税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局下京税務署長 60 小西弘之税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局朝霞税務署長 60 小林一男税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局大宮税務署長 61 
小林又次郎税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁東京国税局江戸川北税務署長 60 小林幸夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局藤沢税務署長 60 古村庄治税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局川崎北税務署長 60 小山富万税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局広島西税務署長 60 近藤辰雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局板橋税務署長 60 全国税理士法人 代表社員 

国税庁東京国税局目黒税務署長 61 
佐々木辰男税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁東京国税局八王子税務署長 61 佐々木宏税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局熱田税務署長 60 笹田明夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局大和税務署長 61 佐藤一成税理士事務所 開業税理士 
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国税庁関東信越国税局所沢税務署長 60 経済産業省 
関東経済産業局主任消費税

転嫁対策調査専門職員 

国税庁仙台国税局仙台中税務署長 60 佐藤光弘税理士事務所 開業税理士 

国税庁仙台国税局仙台中税務署長 60 
株式会社土生会計事務

所 
代表取締役 

国税庁仙台国税局仙台南税務署長 60 佐藤雄幸税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局広島北税務署長 61 佐内正己税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局徴収部長 60 白石信三税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局日本橋税務署長 60 神宮司元税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局木更津税務署長 61 杉田喜逸税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局大阪福島税務署長 60 杉本芳満税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局川口税務署長 60 杉山秀夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局課税第二部長 60 鈴鹿良夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局千葉東税務署長 60 税理士鈴木博事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局千葉東税務署長 60 株式会社オーシーシー 非常勤顧問 

国税庁仙台国税局仙台北税務署長 60 鈴木実税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局枚方税務署長 60 須田肇税理士事務所 開業税理士 

国税庁札幌国税局札幌南税務署長 61 住友勝彦税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局柏税務署長 61 布施木昭税理士事務所 補助税理士 

国税庁東京国税局相模原税務署長 60 芹口税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局堺税務署長 60 高杭宏吉税理士事務所 開業税理士 

国税庁金沢国税局福井税務署長 60 髙正修次税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局新宿税務署長 60 株式会社ジラーフ 監査役(社外) 

国税庁東京国税局新宿税務署長 60 武田恒男税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局本所税務署長 61 日本酒造組合中央会 嘱託職員 

国税庁東京国税局本所税務署長 61 
日本酒造協同組合連合

会 
嘱託職員 

国税庁福岡国税局八幡税務署長 60 宗像市役所 徴税指導員 

国税庁福岡国税局八幡税務署長 60 芦屋町役場 徴税指導員 

国税庁札幌国税局札幌西税務署長 61 辰己孝一税理士事務所 開業税理士 

国税庁札幌国税局札幌西税務署長 61 山口勉税理士事務所 補助税理士 

国税庁関東信越国税局上尾税務署長 60 田中隆幸税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局神奈川税務署長 60 千葉斉税理士事務所 開業税理士 
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国税庁関東信越国税局宇都宮税務署

長 
60 塚田忠幸税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局宇都宮税務署

長 
60 

長野県農業協同組合中

央会 
組織経営部付審議役 

国税庁東京国税局向島税務署長 60 塚田充男税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局奈良税務署長 61 辻浩司税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局浜松西税務署長 60 辻孝之税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局山口税務署長 61 都築義彦税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局山口税務署長 61 辻・本郷税理士法人 岡山支部社員税理士 

国税庁名古屋国税局中川税務署長 60 都竹基己税理士事務所 開業税理士 

国税庁熊本国税局大分税務署長 60 鶴尾静雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局立川税務署長 61 出口悟税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局静岡税務署長 60 出口芳彦税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局静岡税務署長 60 ひばり税理士法人 補助税理士 

国税庁名古屋国税局静岡税務署長 60 有限会社ひばり経営 一般職員 

国税庁名古屋国税局静岡税務署長 60 光和電気工事株式会社 監査役 

国税庁東京国税局東金税務署長 60 百々良二税理士事務所 開業税理士 

国税庁福岡国税局博多税務署長 60 鳥飼秀巳税理士事務所 開業税理士 

国税庁札幌国税局札幌北税務署長 60 
中川美千穗税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁関東信越国税局新潟税務署長 60 中澤一雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局横浜中税務署長 61 増田司郎税理士事務所 補助税理士 

国税庁名古屋国税局鈴鹿税務署長 60 中西和明税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局西税務署長 60 長畑税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局尼崎税務署長 60 株式会社オンリー 常勤監査役 

国税庁東京国税局麹町税務署長 60 中山茂郎税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局北税務署長 60 仁尾秀師税理士事務所 開業税理士 

国税庁高松国税局徳島税務署長 60 二木税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局鎌倉税務署長 60 西浦清二税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局刈谷税務署長 60 西本政己税理士事務所 開業税理士 

国税庁高松国税局松山税務署長 61 西本守税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局江戸川南税務署長 61 西山公造税理士事務所 開業税理士 

国税庁熊本国税局鹿児島税務署長 61 新田寛税理士事務所 開業税理士 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国税庁沖縄国税事務所那覇税務署長 60 
根元英一郎税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁東京国税局小田原税務署長 61 野中哲己税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局課税第二部長 60 
野々村元次税理士事務

所 
開業税理士 

国税庁東京国税局練馬西税務署長 60 蓮沼辰夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁熊本国税局別府税務署長 61 畑野和雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局姫路税務署長 61 花﨑税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局大垣税務署長 60 林祐治税理士事務所 開業税理士 

国税庁福岡国税局久留米税務署長 60 原口晃税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局調査第四部長 60 東英雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁高松国税局高知税務署長 60 平尾芳夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局浦和税務署長 60 廣井良一税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局呉税務署長 61 弘下修税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局住吉税務署長 61 弘田税理士事務所 開業税理士 

国税庁名古屋国税局名古屋中村税務

署長 
60 藤井隆夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁沖縄国税事務所沖縄税務署長 60 藤井典明税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局豊能税務署長 60 
公益社団法人西淀川納

税協会 
専務理事 

国税庁大阪国税局豊能税務署長 60 藤田弘治税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局徴収部長 60 藤原光広税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局京橋税務署長 60 株式会社下谷金属 顧問 

国税庁名古屋国税局半田税務署長 61 愛三岐卸酒販組合 事務局長 

国税庁東京国税局麻布税務署長 60 本多一生税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局町田税務署長 61 前原真一税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局四谷税務署長 60 町井裕税理士事務所 開業税理士 

国税庁福岡国税局福岡税務署長 60 町田國廣税理士事務所 開業税理士 

国税庁金沢国税局富山税務署長 61 松浦幸夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局市川税務署長 60 松林優蔵税理士事務所 開業税理士 

国税庁札幌国税局徴収部長 61 松平章税理士事務所 開業税理士 

国税庁札幌国税局徴収部長 61 
ホクレン農業協同組合

連合会 
役職審議役 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国税庁大阪国税局南税務署長 61 松山明弘税理士事務所 開業税理士 

国税庁高松国税局徴収部長 61 高知県庁 専門企画員 

国税庁仙台国税局青森税務署長 61 三上藤雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局徴収部長 60 川口市 代表監査委員 

国税庁大阪国税局伏見税務署長 60 水嶋税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局岡山西税務署長 60 水戸晃税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局館林税務署長 60 宮川克則税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局越谷税務署長 60 宮澤広税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局足立税務署長 60 宮地雄三税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局渋谷税務署長 60 藤沢市役所 徴収指導員 

国税庁東京国税局渋谷税務署長 60 学校法人千葉学園 千葉商科大学非常勤講師 

国税庁大阪国税局泉大津税務署長 61 
公益社団法人富田林納

税協会 
専務理事代行 

国税庁大阪国税局泉大津税務署長 61 三吉良典税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局課税第一部長 60 武藤健造税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局東税務署長 60 村川会計事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局鳥取税務署長 60 常松佳吉税理士事務所 補助税理士 

国税庁東京国税局神田税務署長 61 森正道税理士事務所 開業税理士 

国税庁広島国税局福山税務署長 61 森末辰彦税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局本郷税務署長 60 森主悟税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局上京税務署長 60 八塚税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局上京税務署長 60 
公益社団法人東山納税

協会 
専務理事 

国税庁関東信越国税局栃木税務署長 60 北本市役所 参事兼納税課長 

国税庁広島国税局税務相談室長 60 山内勇夫税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局日野税務署長 61 山下正美税理士事務所 開業税理士 

国税庁福岡国税局佐賀税務署長 61 田村浩敏税理士事務所 補助税理士 

国税庁仙台国税局会津若松税務署長 61 山田登税理士事務所 開業税理士 

国税庁大阪国税局天王寺税務署長 60 山本寛二税理士事務所 開業税理士 

国税庁東京国税局調査第二部部長 61 山本純一税理士事務所 開業税理士 

国税庁関東信越国税局長岡税務署長 60 山本享靖税理士事務所 開業税理士 

国税庁高松国税局高松税務署長 60 横田賢二税理士事務所 開業税理士 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国税庁高松国税局高松税務署長 60 
あなぶき興産九州株式

会社 
監査役 

国税庁大阪国税局門真税務署長 60 横林税理士事務所 開業税理士 

国税庁仙台国税局郡山税務署長 60 吉田悟税理士事務所 開業税理士 

国税庁仙台国税局郡山税務署長 60 
公益社団法人仙台北法

人会 
事務局長 

国税庁東京国税局厚木税務署長 60 吉田幸雄税理士事務所 開業税理士 

国税庁福岡国税局調査査察部長 60 吉村英昭税理士事務所 開業税理士 

国税庁長官官房国際業務課長 53 ＫＰＭＧ税理士法人 パートナー 

財務省理財局国庫課国庫資金分析官 58 
株式会社日本決済情報

センター 
総務経理部長 

財務省大臣官房付 59 
財団法人塩事業センタ

ー 
監事 

財務省理財局管理課電算システム管

理官 
59 中小企業庁 

事業環境部取引課期間業務

職員 

関東財務局管財第二部長 59 川口信用金庫 総務部部付 

国税庁税務大学校総合教育部長 46 

株式会社キャピタル・

アセット・プランニン

グ 

一般社員 

国税庁税務大学校総合教育部長 46 杉本俊伸税理士事務所 開業税理士 

 

 

文部科学省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

文部科学省初等中等教育局主任視学

官 
58 学校法人奈良学園 奈良学園大学副学長・教授 

文部科学省初等中等教育局教科書調

査官(文部科学省初等中等教育局主任

教科書調査官) 

64 学校法人帝京大学 教育学部教授 

文部科学省初等中等教育局教科書調

査官 
48 学校法人文教大学学園 文教大学教育学部准教授 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

文部科学審議官 60 
教職員共済生活協同組

合 
副理事長 

文部科学省大臣官房付 60 
公益財団法人地震予知

総合研究振興会 
参事 

文部科学省大臣官房付 60 
三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社 
本店営業部業務顧問 

文部科学省大臣官房付 60 
公益財団法人セコム科

学技術振興財団 
事業部長 

文部科学省大臣官房付 59 
学校法人東京純心女子

学園 

東京純心女子大学設置事務

室事務局長 

文部科学省大臣官房付 60 
学校法人青葉学園東京

医療保健大学 
東が丘看護学部等事務部長 

文部科学省大臣官房付 60 
独立行政法人科学技術

振興機構 
原子力業務室技術参事 

文部科学省研究振興局基礎研究振興

課基礎研究振興分析官(文部科学省大

臣官房付) 

60 
公益社団法人日本整形

外科学会 
事務局長 

文部科学省大臣官房付 60 学校法人親和学園 特別嘱託 

文部科学省大臣官房付 53 創価大学 教授 

文部科学省大臣官房付 60 学校法人明星学苑 特別顧問 

文部科学省大臣官房付 60 
公益財団法人つくば科

学万博記念財団 
総務部長 

文部科学省大臣官房付 60 
学校法人東京女子医科

大学 
研究支援部長 

文部科学省科学技術政策研究所長 60 
国立大学法人政策研究

大学院大学 
教授 

文部科学省大臣官房付 60 
独立行政法人海洋研究

開発機構 

経営企画部計画調整担当役

兼法人統合準備室室長 

文部科学省大臣官房付 60 
一般財団法人学生サポ

ートセンター 
理事・事務局長 

文部科学省大臣官房付 60 学校法人尚美学園 設置準備室室長 

文部科学省大臣官房付 60 早稲田大学 教務部調査役 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

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) 

60 
公益財団法人環境科学

技術研究所 
理事(総務担当：常勤) 

文部科学省大臣官房付 60 帝京科学大学 事務局次長 

文部科学省大臣官房付 60 仙台大学 事務局長 

文部科学省大臣官房付 59 
独立行政法人理化学研

究所 
社会知創成事業本部長 

文化庁長官 67 
株式会社パソナグルー

プ 
特別顧問 

文化庁長官 67 森ビル株式会社 顧問 

文化庁長官 67 学校法人同志社 同志社大学客員教授 

文化庁長官 67 
一般社団法人長野県文

化振興事業団 
理事長 

文化庁長官 67 国立大学法人東京大学 特任教授 

文部科学事務次官 61 学校法人東京理科大学 特命教授 

文部科学事務次官 61 
独立行政法人日本原子

力研究開発機構 
特別顧問 

文部科学事務次官 61 学校法人東京理科大学 副学長 

文部科学省大臣官房付 59 学校法人大阪歯科大学 附属病院事務部長 

文部科学省研究開発局地震・防災研

究課防災科学技術研究室長 
60 株式会社大貫台興産 契約社員 

文部科学省大臣官房付 59 学校法人玉川学園 玉川大学教授 

文部科学省大臣官房付 59 
一般財団法人高度情報

科学技術研究機構 
参与 

文部科学省高等教育局長 58 

一般財団法人東京オリ

ンピック・パラリンピ

ック競技大会組織委員

会 

理事・副事務総長 
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厚生労働省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国立駿河療養所長 65 
医療法人社団慈心会青

山病院 
医師 

国立障害者リハビリテーションセン

ター病院長 
65 

学校法人国際医療福祉

大学 
大学院教授 

国立保健医療科学院統括研究官(福祉

サービス研究分野) 
51 

公立大学法人兵庫県立

大学 
大学院経営研究科教授 

厚生労働省大臣官房付(社会保険庁総

務部長) 
60 日本年金機構 副理事長 

国立医薬品食品衛生研究所総務部長 57 
一般財団法人日本医薬

情報センター 
理事兼事務局長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部企画課監査指導室長(北海道厚生

局健康福祉部長) 

56 
公益社団法人日本重症

心身障害福祉協会 
調査役 

栃木労働局宇都宮労働基準監督署長 60 
一般社団法人栃木県労

働基準協会連合会 
事務局次長 

厚生労働省大臣官房付(東海北陸厚生

局長) 
60 

社会福祉法人ファミリ

ー 
専務理事 

静岡労働局浜松労働基準監督署長 60 
公益社団法人静岡県労

働基準協会連合会 
事務局長 

厚生労働省神奈川労働局川崎公共職

業安定所長 
60 

厚生労働省神奈川労働

局横須賀公共職業安定

所 

期間業務職員 

厚生労働省保険局長 60 武蔵野赤十字病院 常勤嘱託医師 

厚生労働事務次官 61 国立大学法人京都大学 ｉＰＳ細胞研究所顧問 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 58 
一般財団法人保健福祉

広報協会 
理事長 

厚生労働省老健局長 59 内閣官房 社会保障改革担当室長 

厚生労働省老健局長 59 
株式会社インターリス

ク総研 
顧問 

厚生労働省職業安定局長 59 学校法人産業医科大学 審議役 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

厚生労働省大臣官房付(雇用均等・児

童家庭局育成環境課長) 
59 

一般財団法人こども未

来財団 
事業部長 

厚生労働省大臣官房付 58 国民年金基金連合会 常務理事 

北海道厚生局医療課統括指導医療官 66 
勇気会医療法人北央病

院 
非常勤医師 

国立障害者リハビリテーションセン

ター総長 
66 社会福祉法人浴風会 嘱託 

厚生労働省大臣官房付(東海北陸厚生

局総務管理官) 
59 

公益社団法人国際厚生

事業団 
事務局主幹 

厚生労働省大臣官房付(北海道厚生局

健康福祉部長) 
60 

社会福祉法人きたの愛

光会特別養護老人ホー

ムこもれびの里 

副施設長 

厚生労働省職業安定局総務課副主任

中央職業安定監察官(新潟労働局職業

安定部長) 

60 
公益財団法人介護労働

安定センター 
雇用管理課長 

愛知労働局名古屋中公共職業安定所

長 
60 岡崎信用金庫 参与 

厚生労働省大臣官房付(石川労働局

長) 
60 

一般社団法人全国ハイ

ヤー・タクシー連合会 
参与(嘱託) 

東京労働局中央労働基準監督署長 60 
建設業労働災害防止協

会 
東京支部事務局調査役 

厚生労働省大臣官房付(島根労働局

長) 
60 株式会社エム・テック 顧問 

厚生労働省大臣官房付(年金局企業年

金国民年金基金課基金数理室長) 
57 株式会社シーエーシー 特別常勤顧問 

厚生労働省労働基準局労災補償部労

災保険業務課長 
60 

公益財団法人労災保険

情報センター 

審議役(総務部長兼企画調

整部長) 

四国厚生支局指導総括管理官 60 

社会福祉法人恩賜財団

済生会松山特別養護老

人ホーム 

施設長 

成田空港検疫所次長 60 
公益財団法人給水工事

技術振興財団 
事務局長 
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厚生労働省労働基準局監督課副主任

中央労働基準監察監督官(新潟労働局

労働基準部長) 

60 
公益財団法人安全衛生

技術試験協会 
試験管理部試験管理室長 

厚生労働省職業安定局総務課副主任

中央職業安定監察官(中央労働委員会

事務局四国事務所長) 

60 
公益財団法人産業雇用

安定センター 
業務部業務推進課長 

大阪労働局職業安定部長 60 大阪狭山市役所 就労支援員(非常勤嘱託) 

横浜検疫所次長 60 
公益財団法人全国生活

衛生営業指導センター 
企画部長 

厚生労働省大臣官房付(和歌山労働局

長) 
60 

公益財団法人労災保険

情報センター 
労災医療部次長 

厚生労働省大臣官房付(東海北陸厚生

局健康福祉部長) 
60 

公益財団法人水道技術

研究センター 
事務局長 

厚生労働省大臣官房付(千葉労働局

長) 
60 

一般財団法人労災サポ

ートセンター 
審議役併任企画調整部長 

愛知労働局名古屋北労働基準監督署

長 
60 豊田労働基準協会 事務職員 

厚生労働省大臣官房付(近畿厚生局総

務管理官) 
58 

東京都報道事業健康保

険組合 
参与 

東京労働局池袋労働基準監督署長 60 
一般社団法人中央労働

基準協会 
一般職員 

厚生労働省大臣官房付 57 
公益財団法人医療機器

センター 
統括事業部長 

厚生労働省大臣官房付(職業安定局労

働市場センター業務室長) 
60 

公益財団法人介護労働

安定センター 
総務部長 

厚生労働省大臣官房付(山口労働局

長) 
60 

一般社団法人全国労働

保険事務組合連合会 
事務局長 

厚生労働省大臣官房付(群馬労働局

長) 
60 

公益財団法人産業医学

振興財団 

審議役兼総務課長兼経理課

長 

厚生労働省大臣官房付(近畿厚生局健

康福祉部長) 
60 

一般社団法人日本臨床

衛生検査技師会 
事務局長 

新潟労働局新潟労働基準監督署長 60 
一般社団法人新潟県労

働基準協会連合会 
事業部長 
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北海道労働局函館労働基準監督署長 60 
公益社団法人北海道労

働基準協会連合会 
総務部長 

東海北陸厚生局長 60 
公益財団法人日本医療

機能評価機構 
技監 

厚生労働省大臣官房付(労働基準局労

災補償部長) 
54 

独立行政法人労働者健

康福祉機構燕労災病院 
院長(病院管理者) 

茨城労働局水戸労働基準監督署長 60 
独立行政法人労働者健

康福祉機構 

茨城産業保健推進連絡事務

所産業保健推進員 

厚生労働省大臣官房付(国立保健医療

科学院次長) 
57 医療法人社団輝生会 医師 

中国四国厚生局医療課統括指導医療

官 
67 広島赤十字・原爆病院 嘱託職員 

国立障害者リハビリテーションセン

ター自立支援局秩父学園長 
60 

医療法人社団皆誠会は

らこどもクリニック 
非常勤医師 

国立障害者リハビリテーションセン

ター自立支援局秩父学園長 
60 

社会福祉法人藤の実会

さぽっと 
嘱託医 

国立障害者リハビリテーションセン

ター自立支援局秩父学園長 
60 

社会福祉法人はぐくむ

会介護老人保健施設逍

遥の里 

施設長 

国立療養所長島愛生園事務部長 60 
医療法人社団純心会ハ

ートフルねんりん荘 
事務長 

厚生労働省大臣官房付(東北厚生局麻

薬取締部長) 
51 

一般社団法人日本ワク

チン産業協会 
常務理事 

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 

57 
公益財団法人日本障害

者スポーツ協会 
総務部長 

国立療養所栗生楽泉園事務部長 59 
社会福祉法人医療介護

施設研究所 
事務局長 

栃木労働局宇都宮労働基準監督署長 60 
独立行政法人労働者健

康福祉機構 

栃木産業保健推進連絡事務

所常勤嘱託職員 

厚生労働省大臣官房付(職業安定局総

務課主任中央職業安定監察官) 
60 

公益財団法人産業雇用

安定センター 
事業部長 
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厚生労働省大臣官房付(国立障害者リ

ハビリテーションセンター管理部長) 
60 

一般財団法人長寿社会

開発センター 
事務局長 

厚生労働省労働基準局労働金庫業務

室長 
60 

公益財団法人安全衛生

技術試験協会 

北海道安全衛生技術センタ

ー所長 

名古屋検疫所所長 66 
医療法人社団種光会朝

山病院 
医師 

厚生労働省大臣官房付(大臣官房会計

課経理室長) 
60 

公益財団法人産業雇用

安定センター 
業務部長 

岐阜労働局岐阜労働基準監督署長 60 
公益社団法人岐阜県労

働基準協会連合会 
事務局長 

厚生労働省大臣官房付(労働基準局安

全衛生部計画課国際室長) 
60 

独立行政法人国際協力

機構 

中国職業衛生能力強化プロ

ジェクト専門家 

厚生労働省年金局事業管理課システ

ム室長 
58 三陽商会健康保険組合 事務所長 

厚生労働省大臣官房付(労働基準局安

全衛生部長) 
59 株式会社小松製作所 顧問 

厚生労働省大臣官房付(関東信越厚生

局指導総括管理官) 
58 

東京都家具健康保険組

合 
事務局長 

北海道労働局札幌中央労働基準監督

署長 
60 中央労働災害防止協会 

北海道安全衛生サービスセ

ンター安全管理士・衛生管

理士 

大阪労働局北大阪労働基準監督署長 60 
社団法人西野田労働基

準協会 
専務理事 

愛知労働局名古屋南労働基準監督署

長 
60 

一般社団法人日本クレ

ーン協会 

東海支部専務理事(事務局

長兼務) 

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 
60 

公益財団法人国際研修

協力機構 
副事業部長 

厚生労働省職業安定局労働市場セン

ター業務室長 
58 

公益財団法人産業雇用

安定センター 
事務局長 

中央労働委員会事務局審査総括官 60 
ショーボンド建設株式

会社 
本社安全管理部顧問 

厚生労働省中央労働委員会事務局審

査課審査判決分析官(宮崎労働局長) 
60 一般財団法人産栄会 業務執行理事 
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関東信越厚生局長 59 
一般財団法人救急振興

財団 
理事 

国立医薬品食品衛生研究所総務部長 57 
公益財団法人日本薬剤

師研修センター 
部長 

厚生労働省大臣官房審議官(賃金、援

護・人道調査担当) 
57 

全国厚生農業協同組合

連合会 
特命担当部長 

厚生労働省大臣官房付(北海道厚生局

長) 
57 学校法人片柳学園 

東京工科大学片柳研究所教

員(教授) 

厚生労働審議官 60 内閣官房 

内閣審議官(行政改革推進

本部国家公務員制度改革事

務局長) 

厚生労働省大臣官房付(中国四国厚生

局長) 
56 

社会福祉法人こうほう

えん 
東京事業本部長 

厚生労働省大臣官房付(中央労働委員

会事務局次長) 
60 

一般財団法人全国勤労

者福祉・共済振興協会 
常務理事 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官 56 帝人株式会社 特別参与 

厚生労働大臣官房付(北海道労働局

長) 
58 

建設業労働災害防止協

会 
技術総轄審議役 

厚生労働省大臣官房付(九州厚生局

長) 
56 シダックス株式会社 メディカル企画室長 

厚生労働省大臣官房付(厚生労働省政

策企画官) 
54 

独立行政法人労働政策

研究・研修機構 
労使関係部門統括研究員 

中央労働委員会事務局長 58 
東京海上日動あんしん

生命保険株式会社 
顧問 

関東信越厚生局指導総括管理官 57 出版健康保険組合 事務所長 

厚生労働省大臣官房付(社会保険庁東

京社会保険事務局長) 
56 

公益財団法人鉄道弘済

会 
理事 
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林野庁森林整備部研究指導課放射性

物質影響評価官 
56 学校法人上智学院 

上智大学地球環境学研究科

教授 

農林水産政策研究所長 59 学校法人法政大学 
生命科学部応用植物科学科

教授 

動物検疫所羽田空港支所長 60 
アイ・シー・ネット株

式会社 
コンサルタント 

中国四国農政局四国土地改良調査管

理事務所長 
51 

石川県公立大学法人石

川県立大学 
生物資源環境学部准教授 

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) 

60 

独立行政法人農業・食

品産業技術総合研究機

構 

副理事長 

水産庁次長 58 
独立行政法人水産総合

研究センター 
理事長 

水産庁漁政部漁政課船舶管理室長 60 東日本船舶株式会社 調査部長 

農林水産省大臣官房厚生課長 60 
東京青果卸売組合連合

会 
専務理事 

農林水産省大臣官房厚生課長 60 
全国青果卸売協同組合

連合会 
専務理事 

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) 
60 

公益社団法人国土緑化

推進機構 
専門調査員 

関東農政局両総農業水利事業所長 60 株式会社フジタ 首都圏支社土木部部長 

中国四国農政局四国東部農地防災事

務所長 
60 

芦森エンジニアリング

株式会社 
技術顧問 

九州農政局都城盆地農業水利事業所

長 
60 

みらい建設工業株式会

社 

執行役員(建設本部技術担

当) 

水産庁東光丸船長 60 進鴻船舶株式会社 船舶業務担当(非常勤職員) 

農林水産省大臣官房付 57 
情報公開・個人情報保

護審査会 
委員 

農林水産省生産局付 57 
公益財団法人日本乳業

技術協会 
業務執行理事 
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農林水産事務次官 58 
一般社団法人ＪＡ共済

総合研究所 
理事長 

農林水産審議官 58 参議院 議員 

関東農政局生産部次長 58 
全国精麦工業協同組合

連合会 
飼料部長 

農林水産省大臣官房政策課政策情報

分析官(九州農政局次長) 
60 

公益社団法人農林水

産・食品産業技術振興

協会 

主任調査役(嘱託) 

農林水産省大臣官房政策課政策情報

分析官(九州農政局次長) 
60 

公益社団法人大日本農

会 
技術参事(嘱託) 

水産庁資源管理部漁業調整課付(農林

水産省大臣官房政策課調査官) 
57 

一般社団法人全国底曳

網漁業連合会 
顧問 

林野庁森林整備部計画課海外森林資

源情報分析官(林野庁国有林野部管理

課監査室長) 

60 
一般財団法人日本森林

林業振興会 
常務理事 

水産庁資源管理部国際課国際水産情

報分析官(水産庁資源管理部審議官) 
59 

一般社団法人海外まき

網漁業協会 
参与 

近畿農政局総務部次長 60 近畿農業土木事業協会 事務局長 

中国四国農政局土地改良技術事務所

長 
58 

一般財団法人建設物価

調査会 
総合研究所技術研究部長 

横浜植物防疫所総務部長 60 
公益財団法人日本特産

農産物協会 
業務第２部長(嘱託職員) 

林野庁北海道森林管理局森林整備部

森林整備第二課上席技術指導官(北海

道森林管理局十勝東部森林管理署長) 

60 
旭川地方森林整備事業

協同組合 
参事 

林野庁北海道森林管理局日高南部森

林管理署長 
60 

一般財団法人日本森林

林業振興会 
旭川支部次長 

農林水産省農村振興局付 60 
ＮＴＣコンサルタンツ

株式会社 
執行役員副社長 

東海農政局新濃尾農地防災事業所長 60 
若鈴コンサルタンツ株

式会社 
業務本部長 
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中国四国農政局総務部次長 60 一般財団法人公園財団 

まんのう公園管理センター

公園スタッフ(長期アルバ

イト) 

林野庁森林整備部計画課付(中部森林

管理局東信森林管理署長) 
60 アジア航測株式会社 常勤顧問 

動物検疫所総務部長 60 
公益財団法人日本食肉

流通センター 
総務部主幹(嘱託) 

農林水産省農林水産技術会議事務局

筑波事務所長 
60 

全国澱粉協同組合連合

会 
一般職員 

神戸植物防疫所長 60 
一般社団法人日本青果

物輸入安全推進協会 
技術顧問(植物検疫) 

農林水産省経営局経営政策課付(関東

農政局農村計画部長) 
60 

独立行政法人農業者年

金基金 
非常勤職員 

動物検疫所羽田空港支所長 60 
公益財団法人日本食肉

消費総合センター 
普及啓発部長 

北陸農政局総務部次長 60 北陸農業土木事業協会 事務局長 

林野庁北海道森林管理局次長 60 
一般社団法人日本林業

土木連合協会 
参事 

農林水産省大臣官房秘書課付 60 
公益財団法人中央果実

協会 
審議役 

林野庁北海道森林管理局網走南部森

林管理署長 
60 岡本興業株式会社 嘱託 

林野庁九州森林管理局熊本森林管理

署長 
57 泉林業株式会社 一般社員 

関東農政局総務部長 60 
協同組合日本飼料工業

会 
総務部長 

関東農政局土地改良技術事務所長 60 
一般社団法人日本国土

調査測量協会 
専務理事兼業務執行理事 

林野庁森林整備部付 56 
一般財団法人日本森林

林業振興会 
旭川支部長 

近畿農政局消費・安全部次長 59 熊本県農業会議 嘱託 

農林水産省大臣官房統計部長 60 
一般社団法人日本植物

油協会 
参与(非常勤) 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

農林水産省農林水産技術会議事務局

研究推進課長 
54 

一般社団法人中央酪農

会議 
専務理事 

水産庁漁政部漁政課船舶管理室長 60 
公益社団法人全国豊か

な海づくり推進協会 
嘱託 

農林水産省農村振興局整備部設計課

用地管理官 
60 昭和株式会社 東北支社顧問 

農林水産省農村振興局整備部設計課

土地改良情報分析官(関東農政局土地

改良技術事務所長) 

60 
一般社団法人土地改良

建設協会 
技術顧問 

水産庁漁政部漁政課管理官 59 シンテイ警備株式会社 準社員(駐車監視員) 

農林水産省生産局農産部園芸作物課

青果物生産流通消費情報分析官(北陸

農政局次長) 

59 ヤンマー株式会社 東京支社企画室専任部長 

関東森林管理局総務部付(近畿中国森

林管理局広島森林管理署長) 
60 

一般社団法人林道安全

協会 
専務理事 

関東森林管理局総務部付(近畿中国森

林管理局広島森林管理署長) 
60 

一般社団法人全国森林

土木建設業協会 
専務理事 

門司植物防疫所長 60 九州植物検疫協会 事務局長 

九州農政局西諸農業水利事業所長 60 株式会社大林組 参与(本店) 

林野庁林政部林政課林業・木材産業

情報分析官(森林技術総合研修所長) 
59 

株式会社森林テクニク

ス 
企画部長 

農林水産省生産局農産部穀物課付(独

立行政法人農林水産消費安全技術セ

ンター神戸センター所長) 

60 
公益財団法人日本特産

農作物種苗協会 
参与 

林野庁近畿中国森林管理局企画調整

室監査官(関東森林管理局福島森林管

理署長) 

60 
一般財団法人日本森林

林業振興会 
業務部部長代理 

農林水産省農村振興局整備部農村整

備官付農村整備情報分析官(関東農政

局次長) 

60 飛島建設株式会社 審議役 

水産庁漁政部漁業保険管理官 57 
一般社団法人責任ある

まぐろ漁業推進機構 
専務理事 
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林野庁関東森林管理局総務部専門官

(九州森林管理局長崎森林管理署長) 
60 

一般社団法人前橋林業

土木協会 
事務局長 

水産庁漁港漁場整備部長 58 漁港漁場新技術研究会 会長 

水産庁漁港漁場整備部長 58 
一般財団法人漁港漁場

漁村総合研究所 
技術審議役 

北陸農政局次長 60 
一般社団法人農林水産

航空協会 
技術顧問(嘱託) 

農林水産省大臣官房検査部検査課上

席検査官 
60 オーケー株式会社 生鮮本部付き顧問 

林野庁林政部林政課林業・木材産業

情報分析官(林野庁国有林野部長) 
60 

一般社団法人日本森林

技術協会 
業務執行理事 

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(農林水産

省生産局園芸課長) 

58 
公益財団法人中央果実

協会 
指導部長 

農林水産省大臣官房検査部検査課長 61 
株式会社農林漁業成長

産業化支援機構 
アドバイザー 

農林水産省大臣官房経理課経理調査

官 
60 

一般社団法人日本施設

園芸協会 
資金管理部長(嘱託) 

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 55 漁船保険中央会 相談役 

農林水産省消費・安全局畜水産安全

管理課畜水産安全情報分析官(動物医

薬品検査所長) 

60 
一般社団法人全国動物

薬品器材協会 
常勤理事 

林野庁国有林野部付(林野庁国有林野

部管理課監査官) 
60 株式会社パスコ 技師長 

九州農政局次長 59 
一般財団法人日本水土

総合研究所 
主席研究員 

関東農政局消費・安全部消費・安全

調整官(関東農政局静岡農政事務所次

長) 

60 財団法人製粉振興会 参事 

九州農政局筑後川下流農業水利事務

所長 
60 

一般財団法人日本水土

総合研究所 
主席研究員 
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農林水産省農村振興局整備部防災課

災害情報分析官(九州農政局筑後川下

流農業水利事務所長) 

59 全国農村振興技術連盟 企画部長 

中国四国農政局松山地域センター長 60 
一般社団法人全国米麦

改良協会 
参事(嘱託) 

農林水産省大臣官房厚生課長 60 
ＪＲＡファシリティー

ズ株式会社 
執行役員 

農林水産省生産局農産部園芸作物課

野菜調整官 
60 

サンベースフード株式

会社 
取締役 

農林水産省生産局農産部園芸作物課

野菜調整官 
60 

サンフィード工業株式

会社 
取締役 

農林水産省経営局協同組織課付(農林

水産省経営局協同組織課農業協同組

合調整官) 

60 
公益社団法人中央畜産

会 
主査(嘱託) 

林野庁北海道森林管理局十勝東部森

林管理署長 
57 

一般財団法人日本森林

林業振興会 
旭川支部北見支所長 

農林水産省消費・安全局付 54 自営業 個人事業主 

農林水産省大臣官房統計部管理課情

報室長 
60 国立大学法人京都大学 非常勤研究員 

農林水産省生産局畜産部畜産振興課

付(大臣官房国際部国際政策課海外連

絡調整官) 

60 
一般社団法人日本種鶏

孵卵協会 
常務理事 

農林水産省生産局畜産部付 57 衆議院 議員秘書(公設) 

東北農政局長 59 
公益財団法人日本食肉

流通センター 
専務理事 

近畿農政局大和紀伊平野農業水利事

務所長 
60 

公益社団法人土地改良

測量設計技術協会 
技術顧問 

農林水産省農村振興局整備部設計課

農村資源情報分析官(東海農政局宮川

用水第二期農業水利事業所長) 

60 
ＮＴＣコンサルタンツ

株式会社 
顧問(専務執行役員) 

農林水産省農村振興局付 60 前田建設工業株式会社 本社常務理事 

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業

所長 
59 戸田建設株式会社 技術顧問 
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中国四国農政局長 58 株式会社大林組 顧問(常勤) 

関東農政局長 57 
株式会社ニチレイフー

ズ 
理事 

農林水産審議官 60 株式会社ロッテ 特別顧問 

林野庁次長 58 
共栄火災海上保険株式

会社 
顧問 

農林水産省農村振興局付 59 
一般社団法人地域環境

資源センター 
総括技術監 

農林水産省農村振興局次長 60 全国農村振興技術連盟 委員長 

農林水産省農村振興局次長 60 株式会社農業土木会館 顧問 

林野庁東北森林管理局長 56 アジア航測株式会社 総括技師長 

農林水産省大臣官房政策課政策情報

分析官(林野庁森林技術総合研修所

長) 

60 
国立大学法人鹿児島大

学 
農学部特任教授 

林野庁関東森林管理局静岡森林管理

署長 
60 日本林業土木株式会社 技術部長 

林野庁中部森林管理局岐阜森林管理

署長 
59 

一般財団法人日本森林

林業振興会 
名古屋支部次長 

近畿農政局長 59 

公益社団法人農林水

産・食品産業技術振興

協会 

主任調査役(契約職員) 

林野庁四国森林管理局高知中部森林

管理署長 
59 

一般社団法人日本森林

技術協会 
事業部主任調査員 

九州農政局曽於北部農業水利事業所

長 
60 

日化エンジニアリング

株式会社 
常務執行役員(本社) 

林野庁森林整備部付(東北森林管理局

次長) 
59 国際熱帯木材機関 事務局次長 
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経済産業省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

経済産業省大臣官房付(経済産業政策

局調査統計部総合調整室長) 
55 

新日本有限責任監査法

人 

エグゼクティブディレクタ

ー 

特許庁審査業務部商標審査長(機械) 55 
特許業務法人浅村特許

事務所 
弁理士 

中国経済産業局地域経済部長 60 国立大学法人岡山大学 
特任教授・産学官連携本部

長 

資源エネルギー庁海洋資源開発交渉

官(経済産業省産業技術環境局環境政

策課環境指導室長) 

56 学校法人福岡大学 教授 

経済産業省大臣官房付(貿易経済協力

局安全保障情報調査室長) 
50 学校法人千葉工業大学 教授 

原子力安全･保安院長 58 
東京エルエヌジータン

カー株式会社 
顧問 

経済産業事務次官 59 住友商事株式会社 社外取締役 

経済産業省大臣官房付(内閣府沖縄振

興局長) 
55 

株式会社国際経済研究

所 
副理事長 

資源エネルギー庁長官 58 興銀リース株式会社 社外取締役 

特許庁特許審査第三部長 55 学校法人東京理科大学 嘱託教授(みなし専任) 

特許庁特許審査第三部長 55 学習院大学 非常勤講師 

経済産業省大臣官房付(大臣官房審議

官(経済社会政策担当)) 
53 学校法人慶應義塾 

慶應義塾大学特任教授(非

常勤) 

経済産業省大臣官房付(大臣官房審議

官(経済社会政策担当)) 
53 

アスパラントグループ

株式会社 
シニアパートナー 

特許庁特許審査第一部長 57 大阪工業大学 教授 

経済産業審議官 60 スタンフォード大学 
アジア太平洋研究センター

客員フェロー 

経済産業省貿易経済協力局技術協力

課海外協力開発研究官(大臣官房情報

システム厚生課文書情報管理官) 

58 
一般社団法人日本溶接

容器工業会 
専務理事 
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中国経済産業局長 60 
社団法人全日本冠婚葬

祭互助協会 
参与 

経済産業省大臣官房付(産業技術環境

局環境政策課環境調和産業推進室長) 
60 

一般社団法人日本電線

工業会 
嘱託 

特許庁審判部審判長(第９部門長) 59 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

特許庁審判部審判長(第 12部門長) 59 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

特許庁審判部審判長(第６部門長) 59 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

特許庁審判部審判長(第 30部門長) 58 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

中国経済産業局地域経済部長 59 広島ガス株式会社 経営企画部付 

特許庁審判部審判長(第 35部門長) 59 
一般財団法人日本特許

情報機構 
主幹 

中小企業庁業務管理官 58 
公益財団法人全国中小

企業取引振興協会 
参与 

東北経済産業局資源エネルギー環境

部次長 
60 国立大学法人東北大学 

国際集積エレクトロニクス

研究開発センター支援室室

長補佐 

関東東北産業保安監督部産業保安監

督管理官 
60 

一般財団法人東北電気

保安協会 
理事・総務部長 

経済産業省産業技術環境局環境政策

課環境経済研究官(中部経済産業局資

源エネルギー環境部長) 

60 
一般社団法人日本電気

協会 
技術部長 

東北経済産業局資源エネルギー環境

部電源開発調整官 
60 

一般財団法人東北電気

保安協会 
理事・企画広報部長 

経済産業省大臣官房会計課監査官 60 日本ＬＰガス協会 
日本ＬＰガス団体協議会補

助・受託事業室室長代理 

近畿経済産業局資源エネルギー環境

部電源開発調整官 
60 

一般社団法人関西電気

管理技術者協会 
一般職員 

経済産業省大臣官房調査統計グルー

プ構造統計室長 
60 

独立行政法人情報処理

推進機構 

技術本部国際標準推進セン

ター調査役 
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経済産業省大臣官房調査統計グルー

プ構造統計室長 
60 

一般社団法人経済産業

統計協会 
非常勤嘱託 

特許庁審判部審判長(第 34部門) 60 特許庁 調査員 

特許庁審判部審判長(第 11部門) 60 特許庁 調査員 

東北経済産業局産業部長 60 
一般社団法人日本ガス

協会 
東北部会事務局長 

関東経済産業局産業部長 59 東京東信用金庫 お客様サポート部付部長 

九州経済産業局資源エネルギー環境

部付(九州産業保安監督部産業保安監

督管理官) 

60 
公益財団法人特定鉱害

復旧事業センター 
参与(特別嘱託職員) 

特許庁審判部審判官(主席・第 34部

門) 
60 特許庁 調査員 

経済産業省大臣官房付(中小企業庁事

業環境部企画課長) 
53 

一般財団法人石油エネ

ルギー技術センター 
特別顧問 

中国経済産業局総務企画部付(中国経

済産業局資源エネルギー環境部電源

開発調整官) 

60 高圧ガス保安協会 中国支部事務局長 

特許庁審判部審判長(第 23部門長) 60 特許庁 調査員 

中部経済産業局資源エネルギー環境

部長 
60 

一般社団法人産業環境

管理協会 
中部支部事務局長 

特許庁審判部審判長(第 20部門長) 57 秋月特許事務所 開業弁理士 

特許庁審判部審判長(第 20部門長) 57 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
調査業務指導者 

特許庁審判部審判長(第 38部門長) 58 伊東国際特許事務所 弁理士 

特許庁審判部審判長(第 22部門長) 58 鈴榮特許総合事務所 弁理士 

特許庁審判部審判長(第 38部門) 57 鈴木商標事務所 開業弁理士 

特許庁審判部審判長(第 38部門) 57 
一般財団法人日本特許

情報機構 
商標部主幹 

特許庁審判部審判長(第４部門) 51 鈴野特許事務所 開業弁理士 

特許庁審判部審判長(第 11部門長) 56 
桐朋国際特許法律事務

所 
弁理士 

特許庁審判部審判長(第９上席部門

長) 
57 仁木浩特許事務所 開業弁理士 
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特許庁審判部審判長(第９上席部門

長) 
57 

株式会社みらい知的財

産技術研究所 
検索指導者 

特許庁審判部審判長(第 32部門長) 57 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

特許庁審判部審判長(第 21部門) 59 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

特許庁審査業務部出願支援課長 57 
一般財団法人工業所有

権協力センター 

企画室事業推進部次長(併)

財務部 

経済産業省大臣官房情報システム厚

生課文書情報管理官 
56 

一般財団法人素形材セ

ンター 
総務部長 

特許庁審判部審判課特許侵害業務室

長 
58 

株式会社先進知財総合

研究所 
経営管理部総務課長 

経済産業省大臣官房付(大臣官房総務

課企画官(新産業構造論担当)) 
45 

株式会社グローバルハ

ーモニー・インキュベ

ート 

代表取締役社長 

経済産業省大臣官房付(関東経済産業

局資源エネルギー環境部長) 
54 

一般財団法人エネルギ

ー総合工学研究所 
企画部長 

経済産業省大臣官房付(北海道経済産

業局長) 
53 豊田通商株式会社 上級理事 

経済産業省大臣官房技術総括審議官 54 住友金属鉱山株式会社 参与 

経済産業事務次官 60 日本生命保険相互会社 特別顧問 

経済産業事務次官 60 旭化成株式会社 経営諮問委員 

経済産業省大臣官房付(内閣官房情報

セキュリティセンター副センター長) 
56 

一般財団法人高度技術

社会推進協会 
常務理事 

経済産業省大臣官房調査統計審議官 53 矢崎総業株式会社 企画室主査 

経済産業省大臣官房付(消費者庁審議

官) 
55 

株式会社国際社会経済

研究所 
特別研究主幹 

経済産業審議官 58 
東京海上日動火災保険

株式会社 
顧問 

中小企業庁長官 58 日揮株式会社 顧問 

資源エネルギー庁長官 57 丸紅株式会社 顧問 

経済産業省大臣官房付(中部経済産業

局総務企画部長) 
58 

一般財団法人電気技術

者試験センター 
参与 
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経済産業省地域経済産業審議官 59 
そーせいグループ株式

会社 
顧問 

経済産業省地域経済産業審議官 59 
一般財団法人化学物質

評価研究機構 
主席研究員 

経済産業省商務情報政策局長 55 
メッドサポートシステ

ムズ株式会社 
顧問 

経済産業省商務情報政策局長 55 
三井住友海上火災保険

株式会社 
顧問 

経済産業省大臣官房付(環境省福島除

染推進チーム次長) 
56 矢崎総業株式会社 企画室主査 

特許庁長官 56 伊藤忠商事株式会社 顧問 

経済産業省大臣官房付(内閣官房地域

活性化統合事務局参事官) 
51 

サウディ石油化学株式

会社 
顧問 

東北経済産業局長 55 日立建機株式会社 経営管理本部副本部長 

経済産業省大臣官房付(農林水産省農

林水産技術会議事務局研究調整官) 
53 

一般社団法人日本電気

協会 
技術部総括参事 

特許庁審査第一部長 57 加藤特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審査第一部長 57 伊東国際特許事務所 所長代理 

特許庁審判部審判長(第 29部門長) 54 栄光特許事務所 弁理士 

特許庁審判部審判長(第３部門長) 56 木村史郎特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第３部門長) 56 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
調査業務指導者(主幹) 

特許庁審判部審判長(第 10部門長) 57 小谷国際特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第 10部門長) 57 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

特許庁特許技監 57 櫻井孝特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁特許技監 57 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
非常勤理事 

特許庁審査第四部長 55 関特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審査第四部長 55 
特許業務法人第一国際

特許事務所 
弁理士 

特許庁総務部付(審査業務部出願支援

課登録室長) 
59 

一般財団法人日本特許

情報機構 
営業推進部主幹 
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特許庁審判部審判長(第 28部門長) 57 長島特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第 28部門長) 57 
一般財団法人工業所有

権協力センター 
主幹 

特許庁審判部審判長(第 15部門長) 56 村田特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第 15部門長) 56 テクノサーチ株式会社 執行役員・調査部長 

特許庁審判部審判長(第 31部門長) 57 吉村博之特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第 31部門長) 57 
株式会社先進知財総合

研究所 
担当部長 

特許庁審判部審判長(第 24部門長) 57 
正林国際特許商標事務

所 
弁理士 

中部経済産業局総務企画部長 52 海洋技術開発株式会社 特別参与・企画部長 

経済産業省大臣官房付(国土交通省観

光庁観光地域振興部長) 
52 学校法人東教育研究団 

事業構想大学院大学主任研

究員・客員教授 

関東経済産業局資源エネルギー環境

部電源開発調整官 
57 桐生瓦斯株式会社 社長付総務担当 

経済産業省大臣官房付(原子力安全保

安院原子力安全広報課長) 
54 

一般財団法人石炭エネ

ルギーセンター 
参事 

資源エネルギー庁電力・ガス事業部

政策課電力・ガス事業監査管理官 
60 

公益財団法人原子力環

境整備促進・資金管理

センター 

総務部長(嘱託) 

経済産業省大臣官房付(内閣官房内閣

審議官(内閣官房副長官補付)) 
59 パナソニック株式会社 顧問 

経済産業省大臣官房付(内閣官房地域

活性化統合事務局次長) 
55 

株式会社損害保険ジャ

パン 
顧問 

特許庁審判部審判長(第 34部門長) 58 伊東国際特許事務所 弁理士 

特許庁審判部審判長(第１部門) 58 下中特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第１部門) 58 株式会社廣済堂 主幹 

中小企業庁中小企業事業環境研究官

(経済産業大臣官房審議官(商務流通

担当)) 

56 株式会社タクマ エネルギー本部顧問 

特許庁審判部審判長(第５部門長) 56 小牧修特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第 33部門長) 59 竹井文雄特許事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部審判長(第 13部門長) 57 野村特許事務所 弁理士(自営業) 
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特許庁審判部審判長(第 35部門長) 58 水茎商標事務所 弁理士(自営業) 

特許庁審判部首席審判長(第 34部門) 57 吉村特許事務所 弁理士(自営業) 

 

 

国土交通省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国土交通省航空局航空ネットワーク

部航空ネットワーク企画課空港経営

改革推進室専門官 

32 
アンダーソン・毛利・

友常法律事務所 
アソシエイト弁護士 

国土交通省総合政策局政策課政策研

究官(国土交通省大臣官房付) 
54 国立大学法人東北大学 災害科学国際研究所教授 

北陸信越運輸局次長 60 
一般社団法人日本海員

掖済会 
総務部長 

気象庁大阪管区気象台関西航空地方

気象台長 
60 東京電力株式会社 

顧問(系統運用部：気象担

当) 

国土地理院企画部地理空間情報国際

標準分析官(国土地理院測図部長) 
60 

公立大学法人前橋工科

大学 

総合デザイン工学科非常勤

講師 

気象庁東京管区気象台総務部長 60 
一般財団法人気象業務

支援センタ? 
参与 

海難審判所長 65 
国立大学法人東京海洋

大学 
非常勤講師 

関東運輸局海上安全環境部首席海事

技術専門官 
60 

一般財団法人日本海事

協会 
嘱託職員 

気象庁沖縄気象台那覇航空測候所長 60 
一般財団法人気象業務

支援センター 
主任技師(嘱託)・検定員 

国土交通省鉄道局安全監理官付首席

鉄道安全監査官 
60 

公益財団法人鉄道総合

技術研究所 
鉄道技術推進センター次長 

気象庁岐阜地方気象台長 60 
有限会社オレンジウェ

ザー 
一般職 

気象庁仙台管区気象台長 60 
一般財団法人気象業務

支援センター 
参与 
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国土交通省大臣官房広報課情報公開

室長 
58 医療法人社団水聖会 シニアマネージャー 

海上保安庁装備技術部船舶課上席開

発研究官 
56 

一般財団法人日本舶用

品検定協会 
調査員 

国土交通省大臣官房技術総括審議官 57 国立大学法人京都大学 客員教授 

関東運輸局海上安全環境部首席外国

船舶監督官 
57 

一般財団法人日本造船

技術センター 
研修・技術支援室長代理 

国土交通省大臣官房付 60 
西日本高速道路株式会

社 
取締役 

航空保安大学校岩沼研修センター所

長 
59 

新関西国際空港株式会

社 
運用部飛行場運用研修教官 

九州地方整備局副局長 55 常和不動産株式会社 顧問 

大阪航空局長 58 空港施設株式会社 顧問(非常勤) 

国土交通省事務次官 61 
在オーストリア日本国

大使館 
特命全権大使 

大阪航空局中部空港事務所次長 60 
一般財団法人空港環境

整備協会 
部長代理 

国土交通省大臣官房付 60 
一般財団法人運輸振興

協会 
理事兼事務局長 

海上保安庁海洋情報部海洋調査課航

法測地室長 
60 

一般社団法人海洋調査

協会 
第一技術部長 

海上保安庁海洋情報部海洋調査課航

法測地室長 
60 

特定非営利活動法人日

本障害者・高齢者生活

支援機構 

事務員 

海上保安庁海洋情報部海洋調査課航

法測地室長 
60 

北海道福祉サービス株

式会社 
経営企画部総務人事課長 

中部運輸局海事振興部長 60 名古屋港運協会 顧問 

北海道運輸局総務部長 60 
行政書士畠山重行事務

所 
開業行政書士 

海上保安庁大阪湾海上交通センター

所長 
60 

一般財団法人日本航路

標識協会 
中部地区担当部長 

国土交通省大臣官房付 60 
公益社団法人日本バス

協会 
業務部調査役 
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東京航空局東京空港事務所次長 60 
日本空港ビルデング株

式会社 
顧問(非常勤) 

海上保安庁大阪海上保安監部長 57 三菱化学株式会社 海務監督 

中国運輸局総務部長 59 
一般社団法人日本自動

車販売協会連合会 
広島県支部専務理事 

国土交通省大臣官房付 58 
公益財団法人福岡アジ

ア都市研究所 
顧問(非常勤) 

国土交通省大臣官房付 58 学校法人西南学院大学 教授 

国土交通省大臣官房付 60 
公益財団法人交通遺児

等育成基金 
事務局次長 

海上保安庁海洋情報部長 59 
一般財団法人日本水路

協会 
常務理事 

国土交通審議官 60 
一般社団法人不動産協

会 
副理事長兼専務理事 

国土交通省大臣官房付 59 
一般社団法人日本船主

協会 
理事長 

国土交通省大臣官房官庁営繕部長 59 
一般財団法人建築コス

ト管理システム研究所 
審議役 

関東地方整備局長 58 
一般財団法人日本橋梁

建設協会 
副会長兼専務理事 

国土交通事務次官 60 キヤノン電子株式会社 顧問 

国土交通事務次官 60 
株式会社損害保険ジャ

パン 
顧問 

国土交通省水管理・国土保全局長 58 公益財団法人河川財団 理事長 

国土技術政策総合研究所副所長 58 三菱地所株式会社 顧問 

国土交通省航空局航空ネットワーク

部環境・地域振興課空港周辺地域活

性化推進室長 

60 
一般財団法人空港環境

整備協会 
企画課長 

国土交通省港湾局付 57 株式会社ロア工房 企画管理部長 

国土交通省北海道局参事官付開発政

策分析官(北海道開発局釧路開発建設

部長) 

60 株式会社中山組 技術顧問 
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大阪航空局関西空港事務所管制保安

部長 
60 

三菱電機インフォメー

ションシステムズ株式

会社 

技術顧問 

国土交通省航空局安全部運航安全課

首席運航審査官 
60 

学校法人君が淵学園崇

城大学 

工学部宇宙航空システム工

学科教授 

大阪航空局大阪空港事務所次長 60 空港施設株式会社 顧問 

気象庁次長 57 
一般社団法人日本民営

鉄道協会 
常務理事 

国土交通省水管理・国土保全局砂防

部長 
60 

国立大学法人北海道大

学 
特任教授 

国土技術政策総合研究所副所長 55 鐵鋼スラグ協会 上席研究員 

国土交通省大臣官房技術総括審議官 60 林田事務所 代表 

国土交通省大臣官房技術総括審議官 60 
長親エステート株式会

社 
代表取締役 

国土交通省大臣官房技術総括審議官 60 株式会社マルシン 代表取締役 

国土交通省大臣官房技術総括審議官 60 有限会社親和ガレージ 代表取締役 

国土交通省大臣官房技術総括審議官 60 
特定非営利活動法人港

湾保安対策機構 
顧問(非常勤) 

北陸地方整備局次長 55 ＪＦＥ環境株式会社 事業開発本部付顧問 

東京航空局成田空港事務所総務部長 60 
一般財団法人航空保安

協会 
経理部長 

海上保安庁宮城海上保安部巡視船く

りこま船長 
60 

太平洋フェリー株式会

社 
運航管理部付部長 

九州運輸局自動車交通部長 60 
一般財団法人福岡県自

動車標板協会 
職員 

東京航空交通管制部長 60 
一般財団法人航空保安

研究センター 
担当部長 

中部運輸局岐阜運輸支局長 60 
一般社団法人石川県自

動車会議所 
事務局長待遇 

九州地方整備局筑後川ダム統合管理

事務所長 
60 

日鉄鉱コンサルタント

株式会社 
九州本社副本社長 

大阪航空局那覇空港事務所施設部長 60 大林道路株式会社 工務部担当部長 
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北陸信越運輸局自動車交通部長 60 
一般社団法人富山県自

動車整備振興会 
事務局長 

東京航空局新千歳空港事務所長 60 
株式会社航空システム

サービス 
理事・技師長 

海上保安庁警備救難監 60 成田国際空港株式会社 給油事業部参与 

海上保安庁警備救難監 60 
一般財団法人海上災害

防止センター 
理事長 

北陸地方整備局総務部総括調整官 60 
一般社団法人北陸地域

づくり協会 
管理部副部長 

福岡航空交通管制部長 60 四国航空株式会社 運航部部長 

東北地方整備局総務部総括調整官 60 
株式会社岩手パブリッ

ク 
監査役 

国土交通省大臣官房付 60 国立大学法人京都大学 教授 

海上保安庁第十管区海上保安本部海

洋情報部長 
60 

一般財団法人日本水路

協会 
生産管理室長 

海上保安庁総務部政務課予算執行管

理室長 
60 

公益財団法人海上保安

協会 
経理部長 

中部地方整備局地方事業評価管理官 60 いであ株式会社 名古屋支店技師長 

航空保安大学校教頭 60 
一般財団法人航空機安

全運航支援センター 
但馬事務所管理役 

国土交通省航空局安全部付(大阪航空

局大阪空港事務所施設部長) 
60 株式会社櫻商会 審議役 

近畿運輸局京都運輸支局長 60 
一般社団法人京都府ト

ラック協会 
適正化事業部長 

関東地方整備局甲武営繕事務所長 60 
ニシキコンサルタント

株式会社 
顧問 

海上保安庁名古屋海上保安部長 60 株式会社小島組 顧問(理事) 

海上保安庁交通部計画運用課ディフ

ァレンシャルＧＰＳセンター所長 
60 一般社団法人燈光会 総務部長 

九州運輸局付(長崎運輸支局次長) 60 熊本県軽自動車協会 専務理事 

九州運輸局付(長崎運輸支局次長) 60 
一般社団法人全国軽自

動車協会連合会 
熊本事務所事務局長 
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中国運輸局海上安全環境部海事保

安・事故対策調整官 
60 

一般社団法人中国舶用

工業会 
専務理事 

北陸信越運輸局石川運輸支局長 59 
一般財団法人長野県自

動車標板協会 
事務局長 

東北地方整備局道路部道路情報管理

官(東北地方整備局酒田河川国道事務

所長) 

57 
ショーボンド建設株式

会社 
北日本支社理事 

海上保安庁海洋情報部航海情報課海

図審査室長 
60 

一般財団法人日本水路

協会 

水路図誌事業本部担当審議

役 

四国地方整備局四国技術事務所長 60 
株式会社東京建設コン

サルタント 
四国支店技師長 

北陸地方整備局道路部長 60 
一般社団法人関東地域

づくり協会 
参与 

九州運輸局海事振興部長 60 
一般財団法人関門海技

協会 
総務部長 

海上保安庁横浜海上保安部川崎海上

保安署長 
60 

公益社団法人東京湾海

難防止協会 
調査研究部副部長 

北海道開発局開発監理部人事課長 60 
一般財団法人北海道開

発協会 
上席参事 

近畿地方整備局滋賀国道事務所長 60 
京福コンサルタント株

式会社 
執行役員技術本部長 

海上保安庁千葉ロランセンター所長 60 
一般財団法人日本航路

標識協会 
管理事業部長 

北海道開発局留萌開発建設部次長 60 
一般財団法人石狩川振

興財団 
参事 

北海道開発局開発監理部職員課福利

厚生管理官(北海道開発局札幌開発建

設部次長) 

60 
一般社団法人北海道測

量設計業協会 
常務理事 

国土交通省港湾局付 57 
一般財団法人国際臨海

開発研究センター 
首席研究員 

海上保安庁海洋情報部測量船拓洋船

長 
60 成田国際空港株式会社 

給油事業部千葉グループ揚

油管理責任者 
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九州地方整備局熊本河川国道事務所

長 
60 株式会社スギヤマ 工事本部技術顧問 

北陸信越運輸局新潟運輸支局長 60 
公益社団法人新潟県バ

ス協会 
専務理事 

海上保安庁装備技術部管理課装備調

査分析官(新潟海上保安部長) 
60 新潟原動機株式会社 顧問 

海上保安庁横浜海上保安部巡視船し

きしま業務管理官 
60 

株式会社池貝ディーゼ

ル 
顧問 

北海道運輸局旭川運輸支局長 60 
一般社団法人札幌地区

トラック協会 
職員(部長待遇) 

海上保安庁鹿児島海上保安部巡視船

おおすみ業務管理官 
60 

公益社団法人西部海難

防止協会 
関門支援業務室次長 

国土交通省大臣官房付 57 学校法人日本大学 教授 

近畿運輸局交通環境部長 60 
一般財団法人近畿陸運

協会 
部長 

海上保安庁串木野海上保安部長 60 
中電環境テクノス株式

会社 

新小野田事業所所付(海務

監督) 

北海道運輸局自動車技術安全部長 60 
一般社団法人全国軽自

動車協会連合会 
札幌事務所事務局長 

海上保安庁第六管区海上保安本部海

洋情報部長 
60 周防大島町役場 非常勤嘱託職員 

海上保安庁那覇海上保安部巡視船も

とぶ業務管理官 
60 大豊運輸株式会社 理事(海工務部長) 

近畿運輸局大阪運輸支局長 60 
公益財団法人関西交通

経済研究センター 
事務局長 

海上保安庁第二管区海上保安本部長 60 東洋建設株式会社 嘱託 

国土交通省大臣官房広報課情報公開

室長 
60 

公益財団法人交通エコ

ロジー・モビリティ財

団 

総務部長 

九州地方整備局菊池川河川事務所長 60 
株式会社建設環境研究

所 
九州支社理事・技師長 

四国地方整備局香川河川国道事務所

長 
60 

一般社団法人四国クリ

エイト協会 
徳島支所技術部専任部長 
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近畿運輸局和歌山運輸支局長 60 鴻池運輸株式会社 参事 

九州運輸局鉄道部長 60 
一般社団法人九州陸運

協会 
佐賀支部長 

北海道開発局函館開発建設部次長 51 はしづめ技術事務所 代表 

国土交通省航空局安全部運航安全課

専門官 
65 株式会社ＡＩＲＤＯ 安全推進室長代理 

海上保安庁海上保安大学校副校長 60 
公益社団法人西部海難

防止協会 
事業部首席研究員 

中国地方整備局総務部総括調整官 60 
一般社団法人中国建設

弘済会 
総務部長 

九州運輸局総務部長 60 
一般財団法人九州港湾

福利厚生協会 
事務局長 

大阪航空局那覇空港事務所長 60 
株式会社航空システム

サービス 
技師長 

神戸運輸監理部兵庫陸運部長 60 
一般社団法人大阪府自

家用自動車連合協会 
事務局長 

東北運輸局付 60 
宮城県自動車事業協同

組合 
嘱託 

中部地方整備局広報広聴対策官 60 
一般社団法人建設コン

サルタンツ協会 
中部支部事務局長 

近畿運輸局海事振興部長 60 
公益財団法人関西交通

経済研究センター 
主任研究員、業務部長 

海上保安庁第三管区海上保安本部長 60 関西電力株式会社 海事担当部長 

北海道開発局留萌開発建設部次長 60 
一般社団法人寒地港湾

技術研究センター 
調査研究部長 

海上保安庁装備技術部長 60 
一般社団法人日本中小

型造船工業会 
常務理事 

北海道運輸局海上安全環境部長 60 
一般社団法人北海道港

湾福利厚生協会 
事務長 

大阪航空局神戸航空衛星センター所

長 
60 

一般財団法人航空保安

施設信頼性センター 
部長 

九州運輸局付(長崎運輸支局次長) 60 
一般財団法人九州陸運

協会 
福岡支部次長 
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近畿運輸局総務部次長 60 大阪沿岸荷役協会 専務理事 

九州運輸局自動車技術安全部長 60 
一般財団法人日本自動

車査定協会 

福岡県支所事務長代理兼総

務部長 

国土交通省大臣官房参事官 49 スズキ株式会社 開発本部副本部長 

国土交通省鉄道局付 60 小田急電鉄株式会社 担当部長(嘱託) 

海上保安庁警備救難部管理課航空安

全総合研究官(第三管区海上保安本部

羽田航空基地長) 

60 
みらい建設工業株式会

社 
理事 

海上保安庁第十一管区海上保安本部

次長 
60 有限会社海交会 取締役 

国土交通省大臣官房付 60 
一般財団法人地域伝統

芸能活用センター 
総務部長 

海上保安庁海洋情報部海洋調査課航

法測地室長 
60 

一般財団法人日本水路

協会 
水路図誌事業本部第一部長 

北海道開発局旭川開発建設部次長 60 
一般社団法人日本建設

業連合会 
北海道支部事務局長 

北海道運輸局海事振興部長 60 株式会社栗林商会 
苫小牧支社運輸営業担当取

締役付部長 

海上保安庁小樽海上保安部巡視船し

れとこ業務管理官 
60 

太平洋フェリー株式会

社 
運航管理部付部長 

国土交通省海事局付 60 
一般社団法人日本海事

検定協会 
理事 

東京航空局東京空港事務所施設部長 60 日本道路株式会社 技術部部長 

国土交通省自動車局旅客課旅客運送

適正化推進室長 
57 

日本自動車ターミナル

株式会社 
事業本部参事役 

海上保安庁福岡海上保安部長 58 株式会社日本製鋼所 顧問 

関東地方整備局道路部道路情報管理

官(関東地方整備局川崎国道事務所

長) 

58 
一般財団法人日本道路

建設業協会 
上席調査役 

国土地理院測地部計画課長 59 
公益社団法人日本測量

協会 
技術センター長 

国土交通省大臣官房福利厚生課企画

官 
55 

公益財団法人リバーフ

ロント研究所 

総務・財務グループ契約担

当リーダー 
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海上保安庁総務部情報通信課情報通

信分析官(第七管区情報通信管理セン

ター所長) 

59 四国電力株式会社 松山支店嘱託 

中部地方整備局名古屋国道事務所長 59 
一般財団法人先端建設

技術センター 

企画部上席参事兼技術評価

室兼中部センター長 

国土交通省大臣官房付 57 

一般財団法人道路交通

情報通信システムセン

ター 

審議役 

海上保安庁海上保安大学校長 59 
公益社団法人西部海難

防止協会 
専務理事 

海上保安庁長崎海上保安部巡視船で

じま船長 
59 日鉄住金物流株式会社 内航海運本部担当部長 

海上保安庁新潟海上保安部長 58 青木マリーン株式会社 顧問 

近畿地方整備局企画部技術調整管理

官(近畿地方整備局滋賀国道事務所

長) 

58 
株式会社建設技術研究

所 
顧問、技師長 

国土交通省海事局付 56 
一般社団法人日本港湾

福利厚生協会 
第一業務部長 

国土交通省大臣官房付 58 
一般財団法人全国建設

研修センター 

試験業務局造園・区画整理

試験部長 

関東地方整備局企画部技術調整管理

官(内閣府沖縄総合事務局南部国道事

務所長) 

58 
一般財団法人全国建設

研修センター 
調査役 

海上保安庁大分海上保安部長 58 株式会社不動テトラ 顧問 

海上保安庁名古屋海上保安部巡視船

みずほ船長 
59 北陸電力株式会社 原子力部副部長 

国土技術政策総合研究所企画部付(国

土交通省大臣官房付) 
57 

一般財団法人ダム技術

センター 
首席研究員 

関東運輸局付 58 
一般社団法人全国軽自

動車協会連合会 
常務理事 

国土交通省大臣官房付(関東運輸局海

上安全環境部海事保安・事故対策調

整官) 

59 
公益財団法人日本自動

車輸送技術協会 
業務課長 
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海上保安庁第八管区海上保安本部長 59 
上野トランステック株

式会社 
顧問 

国土技術政策総合研究所研究総務官 57 
一般財団法人全国建設

研修センター 
常任参与 

海上保安庁第七管区海上保安本部長 59 東京電力株式会社 燃料部部長(海事担当) 

国土交通省道路局路政課道路利用分

析官(中部地方整備局用地部長) 
58 

一般財団法人道路管理

センター 
企画業務部長 

関東運輸局付(自動車監査指導部長) 59 株式会社リクサン 部長 

関東運輸局付(自動車監査指導部長) 59 
行政書士法人登録サポ

ート 
代表社員 

四国運輸局香川運輸支局長 57 
一般社団法人徳島県ト

ラック協会 
調査役 

国土地理院総務部総務課長 59 
公益社団法人日本測量

協会 
会員業務センター刊行部長 

国土技術政策総合研究所危機管理技

術研究センター長 
54 

八千代エンジニヤリン

グ株式会社 
顧問(統括技師長) 

国土交通省大臣官房付 57 成田国際空港株式会社 
管理部門総務人事部東京事

務所部付 

国土交通大学校長 55 野村不動産株式会社 顧問 

九州地方整備局企画部火山防災対策

分析官(九州地方整備局川内川河川事

務所長) 

59 日本工営株式会社 福岡支店技師長 

北海道運輸局自動車交通部長 59 
一般社団法人北海道バ

ス協会 
常務理事 

観光庁観光産業課観光産業高度化企

画官 
57 

一般社団法人日本旅行

業協会 
研修・試験部長 

四国運輸局自動車交通部長 59 愛媛県軽自動車協会 専務理事 

四国運輸局自動車交通部長 59 
一般社団法人全国軽自

動車協会連合会 
愛媛事務所事務局長 

近畿地方整備局近畿技術事務所長 59 
一般財団法人先端建設

技術センター 

企画部上席参事兼近畿セン

ター長 

四国地方整備局総務部総括調整官 59 
株式会社建設マネジメ

ント四国 
総務部長 
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国土交通省大臣官房付 56 東綱橋梁株式会社 特別顧問 

北海道開発局付(北海道開発局事業振

興部調整官) 
58 中央建設運輸株式会社 技術顧問 

国土交通省大臣官房付 56 
株式会社ウォーターエ

ージェンシー 
理事 

四国地方整備局次長 55 
港湾施設コンサルタン

ト 
個人事業主 

海上保安庁首席監察官 59 中国塗料株式会社 営業本部長付参事 

海上保安庁広島海上保安部長 59 
日鉄住金物流君津株式

会社 
港湾管理室長 

四国地方整備局用地部長 56 
公益財団法人建設業適

正取引推進機構 
総務部長 

関東地方整備局河川部水理水文分析

官(関東地方整備局渡良瀬川河川事務

所長) 

58 
一般財団法人先端建設

技術センター 
企画部兼技術評価室次長 

九州地方整備局企画部技術開発調整

官(九州地方整備局北九州国道事務所

長) 

59 
株式会社オリエンタル

コンサルタンツ 
九州支店理事 

北陸地方整備局用地部長 55 
一般財団法人ベターリ

ビング 
総務部長 

関東地方整備局総括調整官 59 
中央復建コンサルタン

ツ株式会社 
理事 

北陸地方整備局河川部長 55 三基ブロック株式会社 顧問 

国土交通省大臣官房付 58 
一般財団法人首都圏不

燃建築公社 
総務部長 

国土交通省鉄道局付 57 
一般社団法人日本民営

鉄道協会 
運輸調整部長 

国土交通省大臣官房付 59 
一般財団法人港湾空港

総合技術センター 
参与 

国土交通省自動車局付(技術企画課

長) 
58 

一般社団法人全国軽自

動車協会連合会 
専務理事 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

関東地方整備局河川部河川情報管理

官(関東地方整備局下館河川事務所

長) 

58 
一般財団法人河川情報

センター 
東京センター次長 

海上保安庁境海上保安部長 59 株式会社リコー 顧問 

国土交通省鉄道局付 56 西武鉄道株式会社 シニアマネージャー 

国土交通省自動車局付 57 
一般財団法人自動車検

査登録情報協会 
事務局長 

国土交通省大臣官房技術調査課建設

技術分析官(中部地方整備局木曽川上

流河川事務所長) 

57 
一般財団法人水源地環

境センター 
技術参与 

中国地方整備局河川部長 57 
一般社団法人建設電気

技術協会 
研究所長兼審議役 

北海道開発局札幌開発建設部長 58 学校法人北工学園 理事 

海上保安庁名古屋海上保安部巡視船

みずほ業務管理官 
58 

一般財団法人日本海事

協会 
船舶検査員(常勤嘱託) 

国土交通省大臣官房付 56 
一般財団法人砂防フロ

ンティア整備推進機構 
総務部長 

国土技術政策総合研究所高度情報化

研究センターグリーンイノベーショ

ン研究官(国土交通省大臣官房付) 

56 
一般財団法人建設業技

術者センター 
企画調査室長 

中部運輸局企画観光部次長 59 
一般社団法人三重県ト

ラック協会 
事務局長 

北海道開発局農業水産部調整官 59 
株式会社地域計画セン

ター 
顧問 

国土交通省大臣官房付 54 管清工業株式会社 社員(嘱託) 

中部運輸局愛知運輸支局長 59 
公益社団法人愛知県バ

ス協会 
理事待遇 

国土技術政策総合研究所下水道研究

部長 
57 

一般社団法人日本下水

道施設業協会 
専務理事 

海上保安庁横浜海上保安部巡視船や

しま業務管理官 
59 北海道電力株式会社 総務部立地室調査役 

国土交通省航空局交通管制部運用課

首席飛行検査官 
58 

ＩＢＥＸエアラインズ

株式会社 
副操縦士訓練生 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

国土交通省大臣官房付 58 
株式会社Ｇ＆Ｕ技術研

究センター 
顧問 

大阪航空局保安部先任航空機検査官 57 
エアバス・ジャパン株

式会社 
マネージャー 

中部地方整備局中部技術事務所長 59 
一般財団法人河川情報

センター 
名古屋センター次長 

国土交通省水管理・国土保全局治水

課流域土地利用政策分析官(中国地方

整備局用地部長) 

56 公益財団法人河川財団 総務部次長 

国土交通省港湾局付 57 
株式会社建設リスク研

究所 
技術部上席研究員 

東北地方整備局地方事業評価管理官 59 
株式会社東京建設コン

サルタント 
東北支社技師長 

北海道開発局事業振興部長 58 
一般財団法人石狩川振

興財団 
特別参事 

国土交通政策研究所長 57 
一般社団法人海外建設

協会 
専務理事 

中部運輸局総務部長 59 
一般社団法人静岡県自

動車会議所 
業務部長 

国土技術政策総合研究所環境研究部

長 
56 

一般社団法人全国地質

調査業協会連合会 
技術顧問 

中国地方整備局土砂防災対策分析官

(中国地方整備局地方事業評価管理

官) 

59 株式会社ウエスコ 執行役員 

海上保安庁横浜海上保安部長 59 
ＪＸ日鉱日石エネルギ

ー株式会社 
海事顧問 

国土技術政策総合研究所危機管理技

術研究センター土砂災害研究官(関東

地方整備局富士川砂防事務所長) 

58 
大日本コンサルタント

株式会社 
技術統括部技師長 

関東地方整備局副局長 56 
一般社団法人日本建設

業連合会 
常務執行役 

国土交通省自動車局付 57 医療法人社団誠馨会 事務部長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

近畿運輸局長 59 
一般財団法人空港環境

整備協会 
理事長 

国土交通省大臣官房付 58 
三井住友海上火災保険

株式会社 
顧問 

九州地方整備局佐賀国道事務所長 59 青山機工株式会社 九州支店技術顧問 

国土交通省国土政策局長 59 岡山市 市長 

国土交通省大臣官房付 58 日鐵住金建材株式会社 顧問 

国土交通省大臣官房付 55 国立大学法人山梨大学 教授 

関東運輸局長 57 小田急電鉄株式会社 顧問 

国土交通省大臣官房危機管理・運輸

安全政策審議官 
58 

公益財団法人日本海事

センター 
常務理事 

国土地理院長 59 阪神高速道路株式会社 
経営・技術アドバイザー

(嘱託) 

国土交通政策研究所副所長 58 

損保ジャパン日本興亜

リスクマネジメント株

式会社 

顧問 

中国地方整備局副局長 57 
一般社団法人住宅生産

団体連合会 
参与 

航空保安大学校長 59 
一般財団法人航空保安

施設信頼性センター 
審議役 

国土交通省大臣官房付 57 コイト電工株式会社 理事(技術担当) 

大阪航空局関西空港事務所次長 59 株式会社サンネクト 専務取締役 

中部地方整備局用地部長 55 
一般財団法人道路新産

業開発機構 
総務部次長 

国土交通省大臣官房付 57 
株式会社アイ・ディ

ー・エー 
技術顧問 

中国地方整備局地方事業評価管理官 58 株式会社東京鐵骨橋梁 大阪支店技術部長 

国土交通政策研究所長 57 東京ガス株式会社 東京ガスリビング本部顧問 

海上保安庁宮城海上保安部巡視船ざ

おう業務管理官 
58 東北発電工業株式会社 原子力部部長補佐 

国土交通省大臣官房付 56 国立大学法人京都大学 防災研究所教授 

北海道開発局留萌開発建設部次長 59 株式会社登寿 顧問 

中国地方整備局副局長 58 株式会社神戸製鋼所 常任顧問 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

北海道運輸局長 57 
一般財団法人運輸政策

研究機構 
招へい研究員 

北海道運輸局長 57 
一般社団法人日本創造

経営協会 
特別顧問 

北海道運輸局長 57 
株式会社デンソーアイ

ティラボラトリ 
顧問 

北海道運輸局長 57 
株式会社ロジネットジ

ャパン 
非常勤顧問(業務委託契約) 

東京航空局成田空港事務所次長 59 宮崎空港ビル株式会社 施設部長・危機管理室長 

北陸地方整備局長 56 
大日本コンサルタント

株式会社 
顧問 

大阪航空局関西空港事務所長 58 
一般財団法人港湾空港

総合技術センター 
審議役･システム部長 

国土交通省大臣官房付 59 
一般財団法人日本デジ

タル道路地図協会 
参与 

国土交通省大臣官房付 59 株式会社日本設計 顧問 

国土交通省大臣官房付 59 
興和不動産ファシリテ

ィーズ株式会社 
顧問 

大阪航空局長 57 
ＡＮＡホールディング

ス株式会社 
調査部参与 

国土交通大学校副校長 58 
一般財団法人日本建設

情報総合センター 
審議役 

北陸地方整備局北陸技術事務所長 59 光が丘興産株式会社 技術担当部長 

海上保安庁警備救難部管理課海上警

備総合研究官(福岡海上保安部長) 
58 三愛石油株式会社 顧問 

東京航空局総務部長 60 
一般財団法人空港環境

整備協会 
部長代理 

国土交通省大臣官房審議官(官庁営繕

部担当) 
56 

一般財団法人建設業情

報管理センター 

経営状況分析事業推進本部

長(嘱託) 

国土交通省大臣官房技術審議官(都市

局担当) 
57 三菱地所株式会社 顧問 

国土交通省港湾局付 58 クイント企画株式会社 顧問(東京営業所駐在) 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

北海道開発局付 58 
一般財団法人北海道河

川財団 
常任参与 

国土交通省大臣官房付 56 ナイス株式会社 経営推進本部技術担当顧問 

国土交通省住宅局建築技術政策分析

官(国土技術政策総合研究所都市研究

部長) 

58 
一般財団法人民間都市

開発推進機構 
企画部長 

国土交通省大臣官房審議官(北海道局

担当) 
56 

福岡北九州高速道路公

社 
理事長 

神戸運輸監理部長 59 
一般社団法人日本舶用

工業会 
技術顧問 

国土交通省大臣官房付 57 
一般社団法人日本建設

機械施工協会 
事務局長兼試験部長 

国土交通大学校総務部長 58 
一般財団法人民間都市

開発推進機構 
総務部次長兼総務課長 

国土交通審議官 57 名工建設株式会社 顧問 

観光庁長官 59 日本通運株式会社 常務理事 

国土交通省大臣官房付 55 
株式会社損害保険ジャ

パン 
顧問 

国土交通省大臣官房付 58 
一般社団法人マンショ

ン管理業協会 
専務理事 

国土技術政策総合研究所長 58 
一般財団法人河川情報

センター 
審議役 

四国地方整備局長 58 
一般財団法人ダム技術

センター 
審議役 

国土交通省技監 60 
一般財団法人経済調査

会 
顧問 

海上保安庁長官 59 内閣官房 
内閣審議官(国土強靱化推

進室次長) 

国土交通省道路局道路交通管理課車

両通行対策室長 
55 

公益財団法人日本道路

交通情報センター 
経理部参事 

国土交通事務次官 60 鉄鋼スラグ協会 上席研究員 

国土交通事務次官 60 
一般財団法人日本建設

情報総合センター 
顧問 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

海上保安庁秋田海上保安部巡視船で

わ船長 
60 

りんかい日産建設株式

会社 
安全環境品質室顧問 

近畿地方整備局長 57 
一般財団法人国土技術

研究センター 
業務執行理事 

運輸安全委員会事務局長 59 日本貨物鉄道株式会社 顧問 

国土交通省国土政策局地方振興課長 56 
一般社団法人プレハブ

建築協会 
事務局長代行 

国土交通省政策統括官 58 森ビル株式会社 特別顧問 

国土交通省大臣官房審議官 57 
一般財団法人首都圏不

燃建築公社 
専務理事 

国土交通省道路局長 58 
一般社団法人建設コン

サルタンツ協会 
顧問 

国土交通省大臣官房付 58 
一般社団法人日本建設

業連合会 
常務執行役 

国土交通省大臣官房付 59 京浜急行バス株式会社 常務取締役 

国土交通省港湾局付 55 

三菱商事・ユービーエ

ス・リアルティ株式会

社 

常務執行役員 

運輸安全委員会事務局参事官付国際

渉外官 
60 

一般財団法人航空振興

財団 
事務局長(嘱託) 

関東運輸局群馬運輸支局長 59 
一般社団法人東京バス

協会 
顧問 

関東運輸局付(自動車技術安全部次

長) 
60 

公益社団法人全日本ト

ラック協会 
交通・環境部長(嘱託職員) 

大阪航空局熊本空港事務所長 59 
一般財団法人空港環境

整備協会 
函館事務所長 

東京航空交通管制部長 60 
株式会社航空システム

サービス 
技師長 

東京航空局長 60 
財団法人航空医学研究

センター 
審議役 

東京航空局東京空港事務所総務部長 60 
一般財団法人航空機安

全運航支援センター 
総務課長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

大阪航空局中部空港事務所次長 60 
日本エアコミューター

株式会社 

安全推進室社長付部長(嘱

託) 

東京航空局函館空港事務所長 60 
一般財団法人航空交通

管制協会 
担当部長 

 

 

環境省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

環境省総合環境政策局環境経済課課

長補佐 
42 

有限責任あずさ監査法

人 
シニアマネジャー 

環境省水大気環境局長 56 
公益財団法人日本防炎

協会 
常務理事 

環境省中部地方環境事務所長 57 いであ株式会社 国土環境研究所技師長 

環境省国立水俣病総合研究センター

基礎研究部長 
60 富士製薬工業株式会社 顧問 

環境省大臣官房付 59 
公益財団法人日本環境

協会 
総務部長 

環境省関東地方環境事務所長 60 
公益社団法人全国産業

廃棄物連合会 
専務理事 

環境省大臣官房付 58 
日本環境安全事業株式

会社 
管理部長 

環境省自然環境局長 59 
一般財団法人国民公園

協会 
専務理事 

環境省自然環境局総務課皇居外苑管

理事務所長 
56 

一般社団法人低炭素社

会創出促進協会 
事業部長 

環境省大臣官房参事官 58 
一般財団法人休暇村協

会 

施設部長、企画調査部次長

(兼務) 
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防衛省職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

北海道防衛局次長(防衛省地方協力局

労務管理課長) 
58 

駐留軍要員健康保険組

合 
選定議員(理事長) 

防衛事務次官 62 株式会社みずほ銀行 顧問 

経理装備局施設整備課防衛施設問題

調査分析官 
60 

三井不動産住宅サービ

ス株式会社 
専門役 

航空自衛隊航空医学実験隊総務部長 60 
防衛省職員生活協同組

合 
従業員 

技術研究本部艦艇装備研究所長 60 横河電子機器株式会社 顧問 

技術研究本部航空装備研究所長 60 株式会社ＩＨＩ 顧問 

技術研究本部電子装備研究所総務課

長 
60 

一般財団法人防衛医学

振興会 
研究助成課長 

技術研究本部研究開発評価官 60 学校法人金沢工業大学 教授 

技術研究本部先進技術推進センター

特別研究官 
60 

一般財団法人防衛技術

協会 
参与 

北海道防衛局総務部長 60 株式会社ＣＰＣ 技術部長 

北関東防衛局企画部長 60 
駐留軍要員健康保険組

合 
事務局長 

九州防衛局次長 60 アズビル株式会社 技術担当部長 

大臣官房付〔独立行政法人駐留軍等

労働者労務管理機構企画調整部長〕 
60 株式会社フェルティ?レ 代表取締役 

大臣官房付〔独立行政法人駐留軍等

労働者労務管理機構管理部会計課

長〕 

60 
駐留軍要員健康保険組

合 
事務センタ?次長 

東北防衛局調達部長 60 児玉建設株式会社 技術部長 

北関東防衛局管理部長 60 横浜倉庫株式会社 施設部次長 

南関東防衛局調達部次長 60 山一産協株式会社 技術顧問 

近畿中部防衛局総務部長 60 株式会社にしむら 事務長 

百里防衛事務所長 60 
駐留軍要員健康保険組

合 
従業員 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

大臣官房秘書課付〔自衛隊中央病院

総務部長〕 
59 

国家公務員共済組合連

合会三宿病院 
事務部長 

防衛医科大学校事務局経理部長 59 三井生命保険株式会社 顧問 

技術研究本部副本部長 56 
株式会社損害保険ジャ

パン 
顧問 

装備施設本部長 56 
株式会社損害保険ジャ

パン 
顧問 

装備施設本部副本部長(通信誘導担

当) 
59 株式会社ＩＨＩ 顧問 

北関東防衛局調達部長 60 
株式会社企画設計事務

所オルト 
顧問 

情報本部計画部 60 
一般財団法人自衛隊援

護協会 
嘱託 

北海道防衛局次長 58 
駐留軍要員健康保険組

合 
選定議員(理事長) 

熊本防衛支局長 60 竹中産業株式会社 顧問 

 

 

会計検査院職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

会計検査院第２局厚生労働検査第３

課長 
60 

独立行政法人科学技術

振興機構 
主任調査員 

会計検査院第３局上席調査官(道路担

当) 
60 

株式会社シー・アイ・

シー 
担当部長 

会計検査院事務総長官房審議官(第５

局担当) 
60 株式会社ベスト電器 監査役 

会計検査院事務総長官房審議官(第５

局担当) 
60 

株式会社ヤマダ・エス

バイエルホーム 
監査役 

会計検査院事務総長官房審議官(第５

局担当) 
60 株式会社ハウステック 監査役 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

会計検査院第５局監理官 60 

独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開

発機構 

専門調査員 

会計検査院第３局長 59 
みらいコンサルティン

グ株式会社 
顧問 

会計検査院第５局経済産業検査第２

課長 
59 

株式会社東京設計事務

所 
顧問(非常勤) 

会計検査院第５局経済産業検査第２

課長 
59 自営業 個人事業主 

会計検査院第５局上席調査官(情報通

信担当) 
60 ライト工業株式会社 顧問 

会計検査院事務総長官房審議官(第５

局担当) 
58 

一般社団法人農業農村

整備情報総合センター 
統括技術顧問 

会計検査院第３局国土交通検査第２

課専門調査官 
60 日本コーケン株式会社 取締役部長 

会計検査院事務総長官房能力開発官

付研修調査官 
60 株式会社吉田測量設計 技術審査室室長 

会計検査院事務総長官房能力開発官

付研修調査官 
60 株式会社ヤマックス 顧問 

会計検査院事務総長官房能力開発官

付研修調査官 
60 株式会社産研九州 顧問 

会計検査院長 64 学校法人日本大学 教授 

 

 

独立行政法人職員の再就職先 

 

官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

独立行政法人国立病院機構西埼玉中

央病院長 
56 

東京慈恵会医科大学附

属病院 
医長 

独立行政法人国立病院機構北海道医

療センター副院長 
57 北海道社会保険病院 副院長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

独立行政法人国立病院機構大牟田病

院臨床研究部長 
56 国立大学法人高知大学 医学部神経内科教授 

独立行政法人国立病院機構西新潟中

央病院臨床研究部長 
59 

医療法人社団つくば健

仁会とよさと病院 
医師 

独立行政法人国立病院機構花巻病院

副院長 
40 

日本赤十字社高槻赤十

字病院 
緩和ケア科長 

独立行政法人国立病院機構函館病院

長 
67 

北海道国民健康保険団

体連合会 
常任審査委員(非常勤) 

独立行政法人国立病院機構宇多野病

院副院長 
56 洛和会音羽病院 脊椎センター所長 

独立行政法人国立病院機構長良医療

センター院長 
65 

一般社団法人ぎふ綜合

健診センター 
理事 

独立行政法人国立病院機構大阪医療

センター副院長 
64 

医療法人財団幸循会幸

循会ＯＢＰクリニック 
所長 

独立行政法人国立病院機構高知病院

副院長 
68 

医療法人高幡会大西病

院 
院長 

独立行政法人国立病院機構弘前病院

副院長 
64 

医療法人なかざわ整形

外科 
副院長 

独立行政法人国立病院機構栃木医療

センター院長 
65 

医療法人社団健育会石

巻港湾病院 
院長代行 

独立行政法人国立病院機構仙台西多

賀病院統括診療部長 
68 

医療法人財団明理会西

仙台病院 
医師 

独立行政法人国立病院機構北海道が

んセンター看護部長 
60 学校法人鶴岡学園 北海道文教大学常勤講師 

独立行政法人国立病院機構高崎総合

医療センター副院長 
64 医療法人石澤医院 院長 

独立行政法人国立病院機構岩手病院

長 
68 

社会福祉法人恩賜財団

済生会北上済生会病院 
副院長 

独立行政法人国立病院機構まつもと

医療センター看護部長 
60 

医療法人社団欣助会介

護老人保健施設花水木 
介護部長 

独立行政法人国立病院機構西別府病

院統括診療部長 
63 医療法人大分記念病院 呼吸器科医長 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

独立行政法人国立病院機構高崎総合

医療センター臨床研究部長 
58 

医療法人社団三思会く

すの木病院 
院長 

独立行政法人国立病院機構南岡山医

療センター看護部長 
60 学校法人大阪滋慶学園 副学校長 

独立行政法人国立病院機構名古屋医

療センター副院長 
65 

医療法人豊田会刈谷豊

田総合病院 
医師 

独立行政法人国立病院機構千葉東病

院看護部長 
60 

社会福祉法人恩賜財団

済生会横浜市南部病院 
看護部長 

独立行政法人国立病院機構刀根山病

院看護部長 
60 

医療法人讃和会友愛会

病院 
看護部長 

独立行政法人国立病院機構静岡富士

病院長 
65 

医療法人社団広見会介

護老人保健施設ひろみ 
医師 

独立行政法人国立病院機構相模原病

院臨床研究センター長 
65 

医療法人社団康心会湘

南東部総合病院 
非常勤職員 

独立行政法人国立病院機構四国こど

もとおとなの医療センター臨床研究

部長 

64 学校法人村崎学園 徳島文理大学教授 

独立行政法人国立病院機構災害医療

センター看護部長 
60 学校法人青葉学園 東京医療保健大学教員 

独立行政法人国立病院機構東京医療

センター院長 
66 

株式会社コンサルティ

ングオフィス松本 
取締役 

独立行政法人国立病院機構東京医療

センター院長 
66 学校法人青葉学園 学事顧問 

独立行政法人国立病院機構四国こど

もとおとなの医療センター看護部長 
60 学校法人平生学園 平生看護専門学校副学校長 

独立行政法人国立病院機構仙台医療

センター院長 
67 

医療法人社団スズキ記

念病院 
医師 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管

理機構理事長 
64 防衛省共済組合 市ヶ谷会館館長 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管

理機構沖縄支部長 
60 

防衛省職員生活協同組

合 
参事 

独立行政法人造幣局総務部次長 60 独立行政法人造幣局 監事 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

独立行政法人造幣局監事 63 
東京海上日動火災保険

株式会社 
顧問(非常勤) 

独立行政法人国立印刷局理事長 58 徳倉建設株式会社 監査役 

独立行政法人国立印刷局人事労務部

付(経営企画部長) 
60 

株式会社アイ・ヒュー

マンサーチ 
契約社員 

独立行政法人国立印刷局監事 60 
日本興亜損害保険株式

会社 
顧問 

独立行政法人国立病院機構村山医療

センター院長 
66 岩手県立千厩病院 臨時医務嘱託 

独立行政法人国立病院機構西多賀病

院統括診療部長 
68 厚生労働省東北厚生局 

指導監査課非常勤職員(保

険指導医) 

独立行政法人国立病院機構姫路医療

センター院長 
65 

独立行政法人国立病院

機構姫路医療センター 
謝金外科医師 

独立行政法人国立病院機構仙台医療

センター統括診療部長 
65 

独立行政法人国立病院

機構仙台医療センター 
謝金医師 

独立行政法人国立病院機構東京医療

センター事務部長 
60 

公益社団法人全日本病

院協会 
事務局長付 

独立行政法人国立病院機構北海道が

んセンター院長 
65 

独立行政法人国立病院

機構北海道がんセンタ

ー 

謝金医師 

独立行政法人国立病院機構東京医療

センター看護部長 
59 

株式会社モード・プラ

ンニング・ジャパン 
経営顧問 

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療

センター院長 
65 

独立行政法人国立病院

機構舞鶴医療センター 
非常勤内科医師 

独立行政法人国立病院機構北陸病院

長 
58 

富山県心の健康センタ

ー 
所長 

独立行政法人国立病院機構村山医療

センター副院長 
65 

独立行政法人国立病院

機構村山医療センター 
非常勤内科医師 

独立行政法人国立病院機構鹿児島医

療センター院長 
65 

独立行政法人国立病院

機構鹿児島医療センタ

ー 

非常勤医師 
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官職 年齢 再就職先 再就職先での地位 

独立行政法人国立病院機構名古屋医

療センター事務部長 
59 

社会福祉法人仁至会認

知症介護研究・研修大

府センター 

総務課長 

独立行政法人農林水産消費安全技術

センター本部横浜事務所長 
60 株式会社ヤオコー マネージャー 

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事 
64 

独立行政法人製品評価

技術基盤機構 
技術専門職員(非常勤) 

独立行政法人製品評価技術基盤機構

製品安全センター所長 
60 

独立行政法人製品評価

技術基盤機構 
理事 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管

理機構企画調整部長 
58 アズビル株式会社 技術担当部長 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管

理機構横須賀支部長 
60 福生市役所 一般事務嘱託員 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管

理機構横須賀支部長 
60 

社会福祉法人福生市社

会福祉協議会 
嘱託職員 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管

理機構企画調整部長 
60 

株式会社フェルティー

レ 
代表取締役 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管

理機構管理部会計課長 
60 

駐留軍要員健康保険組

合 

事務センター次長(総務(総

務・経理・福祉)担当) 

 

 

参考 

 

国家公務員法に基づく退職管理｜内閣官房 

 

【出典】給料.com 

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_j.html

