
平成２７年１１月３０日 

総 務 局 人 事 部 

 

幹部職員の再就職状況について 

 

 東京都における課長級以上の職員の再就職状況については、以下のとおりです。 

 

１ 対象者 

平成２６年８月１日から平成２７年７月３１日までの間に都を退職した、課長級以上の職員 

 

２ 再就職状況 

（１）総括表（団体別の再就職者数等）                     （人） 

  
監理団体 

（※１） 

報告団体等 

（※２） 

公益団体等

（※３） 

民間企業 

 

再任用等 

（※４） 

その他 

（※５） 
合計 

局長等 2 3 4 2   11 

部長級 8 8 15 10 13 2 56 

課長級 14 2 16 5 41 13 91 

計 24 13 35 17 54 15 158 

※1 監理団体とは、都が出資又は出えんを行っている団体及び継続的な財政支出、人的支援等を

行っている団体のうち、全庁的に指導監督を行う必要があるものをいいます。 

※2 報告団体とは、都が出資等を行っている団体のうち、運営状況の報告のみを受けているもの

をいいます。なお、報告団体等には、報告団体及び地方独立行政法人を含みます。 

※3 公益団体等には、特例民法法人(従来の財団法人・社団法人)、社会福祉法人等を含みます（監

理団体、報告団体は除く）。 

※4 再任用とは、都定年退職者を、常時勤務又は短時間勤務を要する職に採用することをいいま

す。なお、再任用等には、再任用、非常勤等を含みます。 

※5  その他は、未就職者等です。 

 

（２）再就職先の一覧 

  ここでは、（１）総括表に掲げた区分のうち、監理団体、報告団体等、公益団体等及び民間 

企業への再就職者の再就職先等の具体的内容について、以下のとおり公表しております。 

   ① 局長等職員     別紙１ 

   ② 監理団体      別紙２    

③ 報告団体等     別紙３ 

   ④ 公益団体等     別紙４ 

   ⑤ 民間企業      別紙５ 

     ＜問い合わせ先＞ 

総務局人事部人事課 

電話 直通 （５３８８）２３７３ 

内線 ２４－５０９、５２３ 



別　　紙　　１

※　再就職日は、再就職先の企業等の役職に就任した日

№ 氏　　　　名 職　　　　　名 退　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1 宮　嵜　泰　樹 危機管理監 平成27年3月31日
(株)東京ビッグサイト
常勤監査役

平成27年10月16日

2 中　村　長　年
総務局次長（総務局理事（人権担
当）兼務）

平成27年7月15日
（公社）東京都教職員互助会
理事長

平成27年9月30日

3 塚　田　祐　次 主税局長 平成27年7月15日
東京都職員信用組合
理事長

平成27年8月31日

4 　本　裕　之
都市整備局理事＜東京都住宅供給
公社派遣＞

平成27年3月31日
東京都住宅供給公社
理事

平成27年4月1日

5 横　溝　良　一 東京都技監（建設局長兼務） 平成27年7月15日
（公財）東京都道路整備保全公社
理事長

平成27年7月16日

6 新　田　洋　平 交通局長 平成27年7月15日
東京ガス（株）
顧問

平成27年9月1日

7 吉　田　　　永 水道局長 平成27年7月15日
東京都市開発（株）
顧問

平成27年7月16日

8 松　田　芳　和 下水道局長 平成27年7月15日
（株）セントラルプラザ
代表取締役社長

平成27年8月3日

9 黒　住　光　浩 流域下水道本部長 平成27年6月25日
（公社）日本下水道協会
常務理事

平成27年6月26日

10 高　野　敬　三
教育監（教職員研修センター所長兼
務）

平成27年3月31日
学校法人明海大学
教授

平成27年4月1日

11 松　井　多美雄 選挙管理委員会事務局長 平成27年6月30日
（株）日本宝くじシステム
代表取締役常務

平成27年7月1日

局 長 等 職 員 の 再 就 職 状 況

　　 平成２６年８月１日から平成２７年７月３１日までの間に東京都を退職した局長級以上の職員の再就職状況は、以下のとおりです。
　　　（局長級以上の職員については、再就職先の区分ごとに別紙２～５において再掲しております。）



別　　紙　　２

※　再就職日は、再就職先の監理団体の役職に就任した日

№ 氏　　　　名 職　　　　　名 退　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1 村　上　秀　男
総務局情報システム部情報処理専
門課長

平成27年3月31日
（株）東京国際フォーラム
施設部情報管理担当課長

平成27年7月1日

2 中　村　　　豊 総務局統計部長 平成27年7月15日
（公財）東京都環境公社
東京都環境科学研究所長

平成27年7月16日

3 岡  倉  健  一 主税局資産税部固定資産税課長 平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
事業企画担当課長

平成27年4月1日

4 石  塚  克  義 主税局資産税部資産評価専門課長 平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
専門講師

平成27年4月1日

5 風　間　久　枝 主税局資産税部資産評価専門課長 平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
事業課長代理

平成27年4月1日

6 髙根澤　克　彦 主税局資産税部資産評価専門課長 平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
教務課長代理

平成27年4月1日

7 山　下　　　明 墨田都税事務所徴収課長 平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
品川事業所副事業所長

平成27年4月1日

8 角  田      正 北都税事務所総務課長 平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
練馬事業所長

平成27年4月1日

9 望  月  光  政 練馬都税事務所長 平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
事業部長

平成27年4月1日

10 小野島　正　彰
江戸川都税事務所副所長兼総務課
長（統括課長）

平成27年3月31日
（公財）東京税務協会
千代田事業所長

平成27年4月1日

11 滝　島　浩　子 生活文化局都民生活部旅券課長 平成27年3月31日
（公財）東京都スポーツ文化事業団
スポーツ事業担当部長兼東京体育館副館
長

平成27年4月1日

12 　本　裕　之
都市整備局理事＜東京都住宅供給
公社派遣＞

平成27年3月31日
東京都住宅供給公社
理事

平成27年4月1日

13 細　渕　順　一 都市整備局総務部長 平成27年7月15日
東京都住宅供給公社
理事

平成27年7月16日

14 鈴　木　昭　利 都市整備局市街地整備部長 平成27年3月31日
東京都住宅供給公社
監事

平成27年7月16日

15 小　島　正　雄
第二区画整理事務所換地計画専門
課長

平成27年3月31日
（公財）東京都都市づくり公社
沿道まちづくり事務所非常勤嘱託員

平成27年4月1日

16 横　溝　良　一 東京都技監（建設局長兼務） 平成27年7月15日
（公財）東京都道路整備保全公社
理事長

平成27年7月16日

17 山　下　博　史 西部公園緑地事務所長 平成27年3月31日
（公財）東京動物園協会
参与（総務部施設課長）

平成27年4月1日

18 大和田　　　元 港湾局港湾整備部長 平成27年7月15日
（株）多摩ニュータウン開発センター
代表取締役社長

平成27年7月16日

19 星　　　博　子
病院経営本部経営企画部担当課長
＜（公財）東京都保健医療公社派遣
＞

平成27年3月31日
（公財）東京都保健医療公社
多摩南部地域病院栄養科長

平成27年4月1日

20 宇　井　利　見 水道局サービス企画担当部長 平成27年7月15日
東京水道サービス（株）
理事

平成27年7月16日

監 理 団 体 へ の 再 就 職 状 況

平成２６年８月１日から平成２７年７月３１日までの間に東京都を退職し、監理団体に再就職した課長級以上の職員は、以下のとおりです。



№ 氏　　　　名 職　　　　　名 退　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

21 佐　藤　圭　一 水道局水質センター監視課長 平成27年3月31日
東京水道サービス（株）
プロジェクト推進担当部長

平成27年4月1日

22 新　井　和　美 水道局中央支所配水課長 平成27年3月31日
東京水道サービス（株）
給水装置担当部長

平成27年4月1日

23 熊　谷　　　透 下水道局経理部長 平成27年3月31日
東京都下水道サービス（株）
専務取締役

平成27年7月1日

24 中　里　　　博
下水道局南部下水道事務所庶務課
長

平成27年3月31日
東京都下水道サービス（株）
管理部営業課長（企画担当課長兼務）

平成27年4月1日



別　　紙　　３

※　再就職日は、再就職先の報告団体等の役職に就任した日

№ 氏　　　　名 職　　　　　名 退　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1 宮　嵜　泰　樹 危機管理監 平成27年3月31日
(株)東京ビッグサイト
常勤監査役

平成27年10月16日

2 谷　島　明　彦
地方公務員災害補償基金東京都支
部事務長

平成27年7月15日
東京都農業信用基金協会
専務理事

平成27年8月1日

3 入　谷　清　美
総務局担当部長＜（一財）東京都人
材支援事業団派遣＞

平成27年3月31日
（一財）東京都人材支援事業団
人材育成センター教授

平成27年4月1日

4 室　木　眞　則 財務局建築保全部長 平成27年3月31日
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター
理事長

平成27年8月1日

5 藤　村　栄　一 再開発事務所副所長兼管理課長 平成27年3月31日
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター
経営管理部担当部長

平成27年4月1日

6 山　根　修　一
環境局調整担当部長（環境局スー
パーエコタウン担当部長兼務）

平成27年7月15日
東京臨海熱供給（株）
技術部長

平成27年7月16日

7 𡈽　屋　彰　夫
廃棄物埋立管理事務所技術担当課
長

平成27年3月31日
東京熱供給（株）
光が丘支社技術担当課長

平成27年4月1日

8 小　幡　和　輝
港湾局島しょ・小笠原空港整備担当
部長

平成27年3月31日
東京港埠頭（株）
公園事業室長

平成27年4月1日

9 舛　本　啓　子
交通局担当部長＜研修所長事務取
扱＞

平成27年7月15日
（株）はとバス
執行役員（路線バス受託事業副本部長）

平成27年9月1日

10 吉　田　　　永 水道局長 平成27年7月15日
東京都市開発（株）
顧問

平成27年7月16日

11 林　　　美　治 水道局建設部管理課長 平成27年3月31日
水道マッピングシステム（株）
総務部長

平成27年4月1日

12 原　　　　　正 水道局東部第一支所長 平成27年7月15日
東京熱供給（株）
経営管理部長

平成27年7月16日

13 松　田　芳　和 下水道局長 平成27年7月15日
（株）セントラルプラザ
代表取締役社長

平成27年8月3日

報 告 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況

平成２６年８月１日から平成２７年７月３１日までの間に東京都を退職し、報告団体等に再就職した課長級以上の職員は、以下のとおりです。



別　　紙　　４

※　再就職日は、再就職先の公益団体等の役職に就任した日

№ 氏　　　　名 職　　　　　名 退　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1 中　村　長　年
総務局次長（総務局理事（人権担
当）兼務）

平成27年7月15日
（公社）東京都教職員互助会
理事長

平成27年9月30日

2 大　朏　秀　次 主席監察員 平成27年7月15日
（一財）不動産適正取引推進機構
試験部次長

平成27年7月16日

3 大　関　誠一郎 監察員 平成27年3月31日
（一財）東京都弘済会
事業部長

平成27年4月1日

4 前　川　秀　則 監察員 平成27年3月31日
（一社）東京都建築士事務所協会
専務理事

平成27年4月1日

5 島　﨑　　　勉
総務局担当部長＜（一財）東京都人
材支援事業団派遣＞

平成27年7月15日
（一社）東京食肉市場協会
専務理事・事務局長

平成27年8月1日

6 今　井　俊　幸
財務局財産運用部利活用調整担当
課長

平成27年3月31日
（一財）東京私立中学高等学校協会
参事代理

平成27年4月1日

7 塚　田　祐　次 主税局長 平成27年7月15日
東京都職員信用組合
理事長

平成27年8月31日

8 南　　　敏　郎
港都税事務所副所長兼総務課長
（統括課長）

平成27年3月31日
東京納税貯蓄組合総連合会
事務局次長

平成27年4月1日

9 松　村　　　博
主税局局務担当部長＜北都税事務
所長＞

平成27年3月31日
（一社）東京建設業協会
専務理事

平成27年4月1日

10 枦　山　日出男 福祉保健局高齢社会対策部長 平成27年7月15日
（社福）東京福祉会
総務経理部長

平成27年8月1日

11 中　谷　肇　一 福祉保健局健康安全部長 平成27年7月15日
（社福）邦友会
新宿けやき園副施設長

平成27年7月16日

12 田    達  明
福祉保健局健康安全部食品監視課
長

平成27年3月31日
学校法人関東学院大学
教員

平成27年4月1日

13 浦　澤　　　明 北療育医療センター城北分園次長 平成27年3月31日
（一財）東京都ひとり親家庭福祉協議会
事務局長（常任理事）

平成27年4月1日

14 田　部　光　宏
健康安全研究センター企画調整部
管理課長（統括課長）

平成27年3月31日
（公社）東京都医師会
東京都リハビリテーション病院事務次長

平成27年4月1日

15 井　嶋　陽　一
福祉保健局障害者施策推進部担当
課長（統括課長）＜東京都社会福祉
事業団派遣＞

平成27年3月31日
（社福）東京都社会福祉事業団
日野療護園園長

平成27年4月1日

16 我　妻　　　弘
福祉保健局担当部長＜東京都社会
福祉事業団派遣＞

平成27年3月31日
（社福）武蔵野会
練馬福祉園園長

平成27年4月1日

17 石　原　　　肇 農業振興事務所長 平成27年3月31日
学校法人大阪産業大学
人間環境学部生活環境学科教授

平成27年4月1日

18 杉　村　　　勝
農業振興事務所西多摩農業改良普
及センター所長

平成27年3月31日
東京都農業会議
経営構造コンダクター

平成27年4月1日

19 岡　田　義　之 森林事務所長 平成27年3月31日
（一社）東京都木材団体連合会
事務局長

平成27年4月1日

20 岡　村　さちえ
城東職業能力開発センター台東分
校長＜皮革技術センター台東支所
長兼務＞

平成27年3月31日 （一社）全国技能士会連合会 平成27年4月1日

公 益 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況

平成２６年８月１日から平成２７年７月３１日までの間に東京都を退職し、公益団体等に再就職した課長級以上の職員は、以下のとおりです。



№ 氏　　　　名 職　　　　　名 退　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

21 中川原　勝　弘
産業労働局雇用就業部局務担当課
長＜多摩職業能力開発センター八
王子校長＞

平成27年3月31日
東京都職業能力開発協会
指導・業務課長

平成27年4月1日

22 笹　川　文　夫 港湾局臨海開発部長 平成27年7月15日
（一社）東京港運協会
専務理事

平成27年7月30日

23 宮　永　泰　博 東京港建設事務所庶務課長 平成27年7月15日
（一社）東京港運協会
理事

平成27年7月30日

24 横　山　　　宏
青少年・治安対策本部総合対策部
長

平成27年7月15日
（社福）東京都社会福祉協議会
副会長兼常務理事

平成27年9月1日

25 長　澤　准　一 駒込病院臨床検査科技師長 平成27年3月31日
（社福）全国重症心身障害児（者）を守る会
東京都立東大和療育医療センター薬剤検
査科検査室係長

平成27年4月1日

26 　口　正　勝 交通局資産運用部長 平成27年7月15日
（一社）東京電業協会
専務理事

平成27年9月25日

27 加　藤　義　信 交通局大門駅務管理所長 平成27年3月31日
（一財）東京都営交通協力会
施設運用本部賃貸事業部計画調整担当課
長

平成27年4月1日

28 佐　藤　福　男 水道局西部支所長 平成27年7月15日
（公社）日本水道協会
主任調査役

平成27年7月16日

29 岡　野　敏　彦 下水道局施設管理部排水設備課長 平成27年3月31日
日本ＳＰＲ工法協会
技術部長

平成27年4月1日

30 松　岡　　　孝
下水道局総務部局務担当課長＜
（公社）日本下水道協会派遣＞

平成27年3月31日
（公社）日本下水道協会
総務部経理課長

平成27年4月1日

31 黒　住　光　浩 流域下水道本部長 平成27年6月25日
（公社）日本下水道協会
常務理事

平成27年6月26日

32 高　野　敬　三
教育監（教職員研修センター所長兼
務）

平成27年3月31日
学校法人明海大学
教授

平成27年4月1日

33 髙　畑　崇　久 教育庁福利厚生部長 平成27年7月15日
東京都私立幼稚園連合会
事務局長

平成27年7月16日

34 黒　川　信　夫
東部学校経営支援センター管理課
長（統括課長）

平成27年3月31日
東京中央市場青果卸売会社協会
理事（事務局長）

平成27年4月1日

35 三  浦  英  美
中部学校経営支援センター管理課
長

平成27年3月31日
（一財）行政書士試験研究センター
試験実施担当課長

平成27年4月1日



別　　紙　　５

※　再就職日は、再就職先の民間企業の役職に就任した日

№ 氏　　　　名 職　　　　　名 退　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1 川　合　　　純 総務局復興支援対策部長 平成27年7月15日
（株）両国シティコア
代表取締役社長兼取締役企画部長

平成27年7月31日

2 松　岡　玉　記 総務局監察担当部長 平成27年7月15日
（有）東京エイドセンター
法人営業部長

平成27年7月16日

3 本　間　正　勝 監察員 平成27年7月15日
東京木材埠頭（株）
取締役管理本部長

平成27年8月1日

4 黒　川　　　亨 都市整備局連絡調整担当部長 平成27年3月31日
新宿サブナード（株）
常務取締役総務部長

平成27年4月1日

5 原　　　和　義
都市整備局市街地整備部換地計画
専門課長

平成27年3月31日
昭和（株）
顧問

平成27年4月1日

6 臼　田　　　仁
都市整備局局務担当部長＜市街地
整備部多摩ニュータウン事業室長事
務取扱＞

平成27年3月31日
東武鉄道（株）
経営企画部参事役

平成27年4月1日

7 村  山  公  一
多摩建築指導事務所開発指導第二
課長

平成27年3月31日
（株）ＵＲリンケージ
都市整備本部企画営業部技術顧問

平成27年4月1日

8 星　野　宏　充 建設局道路管理部長 平成27年7月15日
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
渉外企画室担当部長

平成27年10月1日

9 横　井　純　夫 建設局道路計画担当部長 平成27年3月31日
東武鉄道（株）
鉄道事業本部計画管理部参事役

平成27年5月1日

10 藤　田　雅　人 北多摩北部建設事務所長 平成27年3月31日
東急不動産（株）
都市事業ユニット都市事業本部顧問

平成27年4月1日

11 田　中　一　正
東部公園緑地事務所副所長兼庶務
課長

平成27年3月31日
（株）大東運輸
常務取締役兼総務部長

平成27年4月1日

12 山　縣　正　彦
西部公園緑地事務所副所長兼庶務
課長（統括課長）

平成27年3月31日
東京ガス（株）
導管企画部顧問

平成27年4月1日

13 新　田　洋　平 交通局長 平成27年7月15日
東京ガス（株）
顧問

平成27年9月1日

14 中　神　章　弘 水道局荒川営業所長 平成27年3月31日
ヴェオリア・ジェネッツ（株）
東京支店顧問

平成27年4月1日

15 萩　原　秀　昭 水道局東村山浄水管理事務所長 平成27年7月15日
コスモ工機（株）
技術開発担当部長

平成27年8月1日

16 髙　木　順　一 教育庁福利厚生部給付貸付課長 平成27年3月31日
（有）東京エイドセンター
総務企画部主幹

平成27年4月1日

17 松　井　多美雄 選挙管理委員会事務局長 平成27年6月30日
（株）日本宝くじシステム
代表取締役常務

平成27年7月1日

民 間 企 業 へ の 再 就 職 状 況

平成２６年８月１日から平成２７年７月３１日までの間に東京都を退職し、民間企業に再就職した課長級以上の職員は、以下のとおりです。


