
平成２３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２２年８月１日から平成２３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 10 5 3  - -  1 19 

部長級 12 5 18 17 12 7 71 

課長級 20 6 20 12 32 24 114 

計 42 16 41 29 44 32 204 

※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 ２４－５２１、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 比留間　英　人 総務局長 平成23年7月15日
（株）東京臨海ホールディングス兼東京
港埠頭（株）
代表取締役社長

平成23年10月1日

2 松　本　義　憲
総務局理事＜公立大学法人首都大
学東京派遣＞

平成23年7月15日
（公財）東京都農林水産振興財団
理事長

平成23年8月1日

3 及　川　繁　巳
総務局理事＜特別区人事・厚生事務
組合派遣＞

平成23年7月15日
（株）東京ビッグサイト
代表取締役常務

平成23年9月1日

4 荒　川　　　満 主税局長 平成23年7月15日
東京臨海熱供給（株）
代表取締役社長

平成23年9月7日

5 並　木　一　夫 生活文化局長 平成23年7月15日
（財）東京都スポーツ文化事業団
理事長

平成23年9月1日

6 河　島　　　均
東京都技監（都市整備局長・都市整
備局技監兼務）

平成23年7月15日
東京都住宅供給公社
理事長

平成23年8月1日

7 　　　貴三男 都市整備局技監 平成23年7月15日
（財）東京都新都市建設公社
理事

平成23年8月1日

8 森　　　浩　志 環境局次長 平成23年7月15日
（財）東京都環境整備公社
理事長

平成23年8月1日

9 吉　岡　則　重 福祉保健局次長 平成23年7月15日
（株）東京臨海ホールディングス
常勤監査役

平成23年10月1日

10 田　中　啓　二
福祉保健局理事＜（財）東京都医学
総合研究所派遣＞

平成23年7月15日
（財）東京都医学総合研究所
所長

平成23年7月16日

11 山　口　　　明 建設局道路監 平成23年7月15日
東京トラフィック開発（株）
代表取締役社長

平成23年8月1日

12 岡　田　　　至 中央卸売市場長 平成23年7月15日
東京熱供給（株）
代表取締役社長

平成23年9月1日

13 山　本　洋　一 労働委員会事務局長 平成23年7月15日
東京都国民健康保険団体連合会
常勤監事

平成23年8月1日

14 藤　井　芳　弘 収用委員会事務局長 平成23年7月15日
（公財）東京動物園協会
理事長

平成23年8月1日

15 金　子　正一郎 交通局長 平成23年7月15日
（株）はとバス
代表取締役社長

平成23年9月27日

16 尾　﨑　　　勝 水道局長 平成23年7月15日
（社）日本水道協会
専務理事

平成23年10月27日

局 長 等 職 員 の 再 就 職 状 況

　　 平成２２年８月１日から平成２３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。）



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

17 岩　佐　哲　男
教育庁理事（教職員研修センター所
長兼務）

平成23年5月26日
江東区教育委員会
教育長

平成23年6月1日

18 宮　川　雄　司 選挙管理委員会事務局長 平成23年7月15日
東京都職業能力開発協会
専務理事

平成23年8月1日

19 白　石　弥生子 議会局長 平成23年7月15日
（財）東京都福祉保健財団
理事長

平成23年8月1日



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 比留間　英　人 総務局長 平成23年7月15日
（株）東京臨海ホールディングス兼東京
港埠頭（株）
代表取締役社長

平成23年10月1日

2 松　本　義　憲
総務局理事＜公立大学法人首都大
学東京派遣＞

平成23年7月15日
（公財）東京都農林水産振興財団
理事長

平成23年8月1日

3 岸　上　　　隆 職員共済組合事務局管理部長 平成23年7月15日
東京都住宅供給公社
監事

平成23年8月1日

4 谷　中　俊　男 主税局徴収部計画課長（統括課長） 平成23年3月31日
（財）東京税務協会
品川事業所長

平成23年4月1日

5 金　丸　克　己 新宿都税事務所滞納整理専門課長 平成23年3月31日
（財）東京税務協会
専門講師

平成23年4月1日

6 並　木　一　夫 生活文化局長 平成23年7月15日
（財）東京都スポーツ文化事業団
理事長

平成23年9月1日

7 江　川　秀　章
生活文化局担当部長＜（公財）東京
都歴史文化財団派遣＞

平成23年7月31日
（公財）東京都歴史文化財団
東京文化発信プロジェクト室長（管理課
長事務取扱）

平成23年8月1日

8 河　島　　　均
東京都技監（都市整備局長・都市整
備局技監兼務）

平成23年7月15日
東京都住宅供給公社
理事長

平成23年8月1日

9 　　　貴三男 都市整備局技監 平成23年7月15日
（財）東京都新都市建設公社
理事

平成23年8月1日

10 瀧　永　　　登
都市整備局担当部長＜（株）建設資
源広域利用センター派遣＞

平成23年3月31日
（財）東京都新都市建設公社
発生土再利用センター管理事務所長

平成23年4月1日

11 森　　　浩　志 環境局次長 平成23年7月15日
（財）東京都環境整備公社
理事長

平成23年8月1日

12 吉　岡　則　重 福祉保健局次長 平成23年7月15日
（株）東京臨海ホールディングス
常勤監査役

平成23年10月1日

13 田　中　啓　二
福祉保健局理事＜（財）東京都医学
総合研究所派遣＞

平成23年7月15日
（財）東京都医学総合研究所
所長

平成23年7月16日

14 狩　野　信　夫 福祉保健局高齢社会対策部長 平成23年3月31日
東京都住宅供給公社
少子高齢対策部長

平成23年4月1日

15 佐　藤　栄　作 北療育医療センター事務長 平成23年7月31日
（財）東京都保健医療公社
事務局事務局長

平成23年8月1日

16 福　山　雅　史 立川児童相談所長（統括課長） 平成23年3月31日
（社福）東京都社会福祉事業団
小山児童学園長

平成23年4月1日

監 理 団 体 へ の 再 就 職 状 況

平成２２年８月１日から平成２３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（※）

17 中　原　秋　男 城東職業能力開発センター所長 平成23年3月31日
（公財）東京しごと財団
参事（障害者就業担当）

平成23年4月1日

18 佐  藤  公  茂
産業労働局商工部担当課長＜（財）
東京都中小企業振興公社派遣＞

平成23年3月31日
（公財）東京都中小企業振興公社
総合支援部企業人材支援課長

平成23年4月1日

19 鈴　木　憲　司
第一建設事務所副所長兼庶務課長
（統括課長）

平成23年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
道路事業推進担当部長

平成23年4月1日

20 長　島　和　夫
東部公園緑地事務所管理課長（統括
課長）

平成23年3月31日
（公財）東京都公園協会
公園事業部公園課長

平成23年4月1日

21 伊　藤　慶　治
建設局公園緑地部担当課長（統括課
長）＜（公財）東京都公園協会派遣＞

平成23年3月31日
（公財）東京都公園協会
公園事業部調査･研究開発担当副参事

平成23年4月1日

22 高　橋　康　夫 建設局公園緑地部公園建設課長 平成23年3月31日
（公財）東京都公園協会
神代植物公園サービスセンター長

平成23年4月1日

23 渡　　　　進 第四建設事務所工事第一課長 平成23年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
土木材料試験センター長

平成23年4月1日

24 木　村　俊　次 西多摩建設事務所工事第一課長 平成23年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
道路部工事担当課長

平成23年4月1日

25 神　白　和　正
駒込病院臨床検査科技師長（統括課
長）

平成23年3月31日
（財）東京都保健医療公社
東部地域病院検査科技師長

平成23年4月1日

26 千　葉　正　志 大塚病院検査科技師長 平成23年3月31日
（財）東京都保健医療公社
豊島病院検査科技師長

平成23年4月1日

27 千　葉　　　茂
小児総合医療センター診療放射線科
技師長

平成23年3月31日
（財）東京都保健医療公社
荏原病院放射線科技師長

平成23年4月1日

28 藤　井　芳　弘 収用委員会事務局長 平成23年7月15日
（公財）東京動物園協会
理事長

平成23年8月1日

29 広　川　徳　彦 交通局車両電気部長 平成23年7月31日
東京交通サービス（株）
常務取締役駅務機器本部長兼務

平成23年8月1日

30 橿　尾　恒　次 交通局技術管理担当部長 平成23年3月31日
東京交通サービス（株）
常務取締役工務本部長兼務

平成23年6月27日

31 鈴　木　秀　晶
交通局担当部長＜運輸指令所長事
務取扱＞

平成23年3月31日
東京交通サービス（株）
車両電気本部車両・機械部長

平成23年4月1日

32 両　　幸　範 交通局建設工務部計画改良課長 平成23年3月31日
東京交通サービス（株）
工務本部荒川・舎人担当部長

平成23年4月1日

33 大　野　　　隆 交通局新宿線電気管理所長 平成23年3月31日
東京交通サービス（株）
車両電気本部信号通信担当部長

平成23年4月1日

34 木　村　茂　春
交通局電車部担当課長＜東京臨海
高速鉄道（株）派遣＞

平成23年7月31日
東京臨海高速鉄道（株）
運輸部営業課管理駅長

平成23年8月1日

35 入　谷　眞　 水道局東部第一支所長 平成23年7月31日
（株）ＰＵＣ
嘱託参与

平成23年8月1日



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

36 栗　原　達　夫 水道局建設部管路設計課長 平成23年3月31日
東京水道サービス（株）
管路整備担当部長

平成23年4月1日

37 寺　原　千　治 水道局大田営業所長 平成23年7月31日
（株）ＰＵＣ
板橋営業所長

平成23年8月1日

38 渡　辺　俊　夫
多摩水道改革推進本部多摩給水管
理事務所施設課長

平成23年3月31日
東京水道サービス（株）
多摩設備部設備担当部長

平成23年4月1日

39 髙　相　恒　人 下水道局建設部長 平成23年7月31日
東京都下水道サービス（株）
管路部長

平成23年9月1日

40 小　池　哲　治
下水道局担当部長＜東京都下水道
サービス（株）派遣＞

平成23年3月31日
東京都下水道サービス（株）
経営企画担当部長

平成23年4月1日

41 磯　貝　達　男
中央図書館管理部総務課長（統括課
長）

平成23年3月31日
（株）多摩ニュータウン開発センター
営業統括

平成23年4月1日

42 白　石　弥生子 議会局長 平成23年7月15日
（財）東京都福祉保健財団
理事長

平成23年8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 及　川　繁　巳
総務局理事＜特別区人事・厚生事務
組合派遣＞

平成23年7月15日
（株）東京ビッグサイト
代表取締役常務

平成23年9月1日

2 星　川　敏　充
総務局局務担当部長＜（財）東京都
人材支援事業団派遣＞

平成23年3月31日
（財）東京都人材支援事業団
人材育成センター教授

平成23年4月1日

3 飯　野　和　雄
総務局担当部長＜（財）東京都人材
支援事業団派遣＞

平成23年6月30日
東京都プリプレス・トッパン（株）
取締役総務部長

平成23年7月1日

4 荒　川　　　満 主税局長 平成23年7月15日
東京臨海熱供給（株）
代表取締役社長

平成23年9月7日

5 佐　藤　茂　樹 生活文化局私学部私学行政課長 平成23年3月31日
東京港埠頭（株）
嘱託＜副参事（若洲公園担当）＞

平成23年4月1日

6 岡　田　　　博 東部住宅建設事務所長 平成23年3月31日
（財）東京都防災・建築まちづくりセン
ター
常勤嘱託（部長級）

平成23年4月1日

7 　渡　　　隆
再開発事務所補償担当課長（統括課
長）

平成23年3月31日
（財）東京都防災・建築まちづくりセン
ター
相談センター長

平成23年7月27日

8 藤　春　加代子 板橋ナーシングホーム介護課長 平成23年7月31日
（財）東京都人材支援事業団
相談室専務的非常勤相談員

平成23年8月1日

9 山　口　　　明 建設局道路監 平成23年7月15日
東京トラフィック開発（株）
代表取締役社長

平成23年8月1日

10 齊　藤　　　徹 港湾局港湾整備部施設建設課長 平成23年3月31日
東京港埠頭（株）
技術部技術担当課長

平成23年4月1日

11 岡　田　　　至 中央卸売市場長 平成23年7月15日
東京熱供給（株）
代表取締役社長

平成23年9月1日

12 金　子　正一郎 交通局長 平成23年7月15日
(株)はとバス
代表取締役社長

平成23年9月27日

13 廣　藤　信　行
交通局電車部局務担当課長＜西馬
込乗務管理所長＞

平成23年7月31日
(株)ゆりかもめ
運輸部長

平成23年9月1日

14 古　田　功　三 水道局三郷浄水場長（統括課長） 平成23年3月31日
水道マッピングシステム（株）
システム技術部長

平成23年4月1日

15 松　苗　昌　宏 多摩水道改革推進本部調整部長 平成23年7月31日
新宿グリーンビル管理（株）
専務執行役員

平成23年8月1日

16 柴　﨑　正　次 教育相談センター所長 平成23年3月31日
公立大学法人首都大学東京
日野キャンパス管理部長

平成23年4月1日

報 告 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況

平成２２年８月１日から平成２３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 小  泉      勇
総務局行政部担当課長（統括課長）
＜東京市町村総合事務組合派遣＞

平成23年3月31日
（財）行政書士試験研究センター
総務課長

平成23年4月1日

2 工　藤　英　明 副監察員（統括課長） 平成23年3月31日
（財）行政書士試験研究センター
企画課長

平成23年4月1日

3 金　子　敏　夫 財務局建築保全部長 平成23年3月31日
（一財）日本建築センター
特別参与

平成23年4月1日

4 堀　内　宣　好 主税局資産税部長 平成23年7月31日
東京都私立幼稚園連合会
事務局長

平成23年8月1日

5 桒　原　正　志
主税局局務担当部長＜中央都税事
務所長＞

平成23年3月31日
（財）東京市町村自治調査会
事務局長

平成23年4月1日

6 吉　田　長　生
主税局局務担当部長＜豊島都税事
務所長＞

平成23年7月31日
（財）東京水産振興会
総務部長

平成23年8月1日

7 平　井　孝　夫
都税総合事務センター品川自動車税
事務所長（統括課長）

平成23年3月31日
OSS都道府県税協議会
事務局長

平成23年4月1日

8 菊　地　秀　明 消費生活総合センター活動推進課長 平成23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23年4月1日

9 民　部　俊　治 再開発事務所副所長兼管理課長 平成23年5月31日
（社）東京都宅地建物取引業協会
次長

平成23年6月1日

10 久　米　吉　裕
多摩環境事務所管理課長（統括課
長）

平成23年7月31日
（社）東京都トラック協会
交付金会計部部長代理

平成23年8月1日

11 鈴　木　賢　二 福祉保健局健康安全部長 平成23年7月31日
社会福祉法人三篠会
高齢者福祉施設神楽坂事務長兼（仮
称）さくらコート青葉町開設準備室次長

平成23年8月1日

12 日　置　豊　見 福祉保健局企画担当部長 平成23年7月31日
社会福祉法人浴風会
浴風会病院事務局長

平成23年8月1日

13 遠　藤　由美子
福祉保健局担当部長＜青梅看護専
門学校長事務取扱＞

平成23年3月31日
学校法人霞ヶ浦学園つくば国際大学
医療保健学部看護学科
基礎看護学教授

平成23年4月1日

14 林　　　慶　子
福祉保健局担当部長＜板橋看護専
門学校長事務取扱＞

平成23年3月31日
学校法人目白学園目白大学
看護学部看護学科教授

平成23年4月1日

15 松　田　雄　二 東村山ナーシングホーム所長 平成23年3月31日
社会福祉法人東京蒼生会
特別養護老人ホームさの施設長

平成23年4月1日

16 井　部　明　広 健康安全研究センター食品化学部長 平成23年3月31日
学校法人実践女子学園
教授

平成23年4月1日

公 益 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況

平成２２年８月１日から平成２３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（※）

17 須　賀　諭　吉
福祉保健局総務部契約管財課長（統
括課長）

平成23年3月31日
学校法人鴎友学園
事務長補佐

平成23年4月1日

18 西　藤　武　美
府中療育センター看護科長（統括課
長）

平成23年3月31日
社会福祉法人鶴風会
東京小児療育病院看護部長

平成23年4月1日

19 東　　　英　彦 南多摩保健所企画調整課長 平成23年3月31日
社会福祉法人黎明会
南台病院事務部医事課長

平成23年4月1日

20 吉　田　廣　通 多摩療育園事務長 平成23年3月31日
社会福祉法人鶴風会
総務部長

平成23年4月1日

21 小　野　べり子
福祉保健局総務部担当課長＜（財）
東京都福祉保健財団派遣＞

平成23年3月31日
社会福祉法人慈生会
ナザレットの家施設長

平成23年4月1日

22 日　請　哲　男 産業労働局雇用就業部長 平成23年7月31日
（財）東京都中央卸売市場環境整備協
会
会長

平成23年8月1日

23 佐　藤　徳　茂
中央・城北職業能力開発センター所
長

平成23年3月31日
東京都鍍金工業組合
専務理事

平成23年4月1日

24 植　竹　一　郎
産業労働局農林水産部森林課長（統
括課長）

平成23年3月31日
東京都森林組合連合会
専務理事

平成23年7月1日

25 井　野　健　一 産業労働局金融部貸金業対策課長 平成23年7月31日
（社）東京産業廃棄物協会
事務局長

平成23年8月1日

26 大久保　光　行
産業労働局農林水産部担当課長＜
（公財）東京都農林水産振興財団派
遣＞

平成23年3月31日
東京都農業共済組合
嘱託

平成23年4月1日

27 須　田　孝　雄 第四建設事務所管理課長 平成23年7月31日
（社）東京都トラック協会
教育研修部次長

平成23年8月1日

28 奥　野　喜美子 広尾病院看護部長 平成23年3月31日
社会福祉法人聖ヨハネ会
桜町病院看護部長

平成23年4月1日

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

平成23年3月31日
東京都リハビリテーション病院
薬剤検査科長

平成23年4月1日

30 熱　田　　　秀
中央卸売市場管理部食肉事業推進
担当課長（統括課長）

平成23年3月31日
（社）築地市場協会
次長（総務課長兼務）

平成23年4月1日

31 浅　野　高　光 中央卸売市場北足立市場場長 平成23年3月31日
（財）東京都中央卸売市場環境整備協
会
業務課長

平成23年4月1日

32 山　本　洋　一 労働委員会事務局長 平成23年7月15日
東京都国民健康保険団体連合会
常勤監事

平成23年8月1日

33 波多野　正　裕 交通局安全管理担当部長 平成23年7月31日
（財）東京都交通局協力会
参与

平成23年8月1日

34 丸　山　　　忍
交通局車両電気部管理課長（統括課
長）

平成23年7月31日
（財）東京都交通局協力会
メルシー事業室広告事業改善担当室長

平成23年8月1日

35 尾　﨑　　　勝 水道局長 平成23年7月15日
（社）日本水道協会
専務理事

平成23年10月27日



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

36 山　川　泰　子
水道局南部支所副支所長兼庶務課
長

平成23年3月31日
東京都国際交流委員会
事務局長

平成23年4月1日

37 太　田　英　雄
水道局給水部道路占用工事企業者
連絡協議会担当課長

平成23年3月31日
（社）日本水道協会
水道技術総合研究所主任研究員

平成23年4月1日

38 宮　垣　　　融 水道局水質センター企画調査課長 平成23年7月31日
（社）日本水道協会
品質認証センター川口試験所長

平成23年8月1日

39 東　郷　　　展 下水道局技術開発担当部長 平成23年7月31日
（社）東京下水道設備協会
専務理事

平成23年10月1日

40 髙　橋　文　行
下水道局担当部長＜（財）東京都新
都市建設公社派遣＞

平成23年3月31日
下水道メンテナンス協同組合
常務理事

平成23年4月1日

41 宮　川　雄　司 選挙管理委員会事務局長 平成23年7月15日
東京都職業能力開発協会
専務理事

平成23年8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 清　宮　眞知子 主席監察員 平成23年7月31日
（有）東京エイドセンター
法人事業部部長

平成23年8月1日

2 小笠原　広　樹 生活文化局消費生活部長 平成23年7月31日
（株）シミズオクト
営業開発参与

平成23年8月1日

3 萩　原　まき子 生活文化局男女平等参画担当部長 平成23年3月31日
（株）明治座
理事

平成23年4月1日

4 中　島　俊　明 都市整備局市街地建築部長 平成23年3月31日
清水建設（株）
参与

平成23年4月1日

5 山　口　幹　幸
都市整備局民間住宅施策推進担当
部長

平成23年3月31日
大成建設（株）
参与

平成23年4月1日

6 岡　沢　　　裕 都市整備局経営改革担当部長 平成23年3月31日
三菱地所（株）（（社）日本ビルヂング協
会連合会派遣）
参事役

平成23年4月1日

7 山　口　省　三 第一区画整理事務所長 平成23年7月31日
大和不動産鑑定（株）
再開発部長

平成23年8月1日

8 金　谷　輝　範
多摩建築指導事務所建築構造専門
課長

平成23年3月31日
（株）都市居住評価センター
確認検査事業部確認検査部次長

平成23年7月1日

9 小　川　誠　一 市場衛生検査所長 平成23年3月31日
（株）明治記念館
調理室保健衛生担当部長

平成23年4月1日

10 穴　田　和　男
福祉保健局高齢社会対策部担当課
長（統括課長）＜地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター派遣＞

平成23年7月31日
三菱UFJ信託銀行
財務相談役（嘱託社員）

平成23年10月1日

11 萩　原　松　博 建設局道路計画担当部長 平成23年7月31日
京浜急行電鉄（株）
上席調査役（参与）

平成23年8月1日

12 池　田　繁　敏 西多摩建設事務所長 平成23年3月31日
清水建設（株）
土木東京支店技術顧問

平成23年4月1日

13 林　　　幹　生
土木技術支援・人材育成センター所
長

平成23年3月31日
（株）奥村組
東京支店理事

平成23年4月1日

14 中　山　幾　雄 第三建設事務所副所長兼庶務課長 平成23年3月31日
（株）日貿
社員

平成23年4月1日

15 古　川　俊　明 北多摩南部建設事務所長 平成23年7月31日
前田建設工業（株）
東京土木支店土木部シニアマネー
ジャー

平成23年8月1日

16 遠  藤  俊  夫 第五建設事務所補修課長 平成23年3月31日
中央復建コンサルタンツ（株）
東京本社技術部長

平成23年5月1日

民 間 企 業 へ の 再 就 職 状 況

平成２２年８月１日から平成２３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。



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

17 野　村　　　隆
北多摩北部建設事務所工事第二課
長

平成23年7月31日
若築建設（株）
特別社員東京支店付次長

平成23年8月1日

18 阿　部　和　行 東京港建設事務所浚渫工事課長 平成23年3月31日
東亜建設工業（株）
技術担当部長

平成23年4月1日

19 若　尾　啓　介 東京港建設事務所長 平成23年7月31日
（株）竹中土木
東京本店技術・設計部部長

平成23年8月1日

20 　田　　　進 水道局設備担当部長 平成23年7月31日
水ｉｎｇ（株）
技術建設部担当部長

平成23年9月1日

21 篠　原　義　彰 水道局朝霞浄水管理事務所長 平成23年7月31日
（株）第一テクノ
東京支店顧問

平成23年8月1日

22 小　島　範　子
水道局東村山浄水管理事務所庶務
課長

平成23年3月31日
（株）新宿アイランド
施設部参与

平成23年4月1日

23 笠　原　広　志 水道局職員部人事課長（統括課長） 平成23年7月31日
東京西池袋ビル管理（株）
管理部長

平成23年9月1日

24 三　神　景　信
下水道局担当部長＜東京都下水道
サービス（株）派遣＞

平成23年7月31日
清水建設（株）
土木東京支店顧問

平成23年9月1日

25 小松原　修　義
下水道局東部第二下水道事務所施
設課長

平成23年3月31日
五洋建設（株）
調査役

平成23年5月1日

26 神　田　好　美 下水道局施設管理部排水設備課長 平成23年7月31日
戸田建設（株）
東京支店土木技術部専門部長

平成23年8月1日

27 梶　山　喜　市
下水道局北部下水道事務所ポンプ
施設課長

平成23年7月31日
アタカ大機（株）
環境プラント事業本部顧問

平成23年9月1日

28 中　尾　正　章
下水道局東部第二下水道事務所
西水再生センター長

平成23年7月31日
巴工業（株）
機械本部指導役

平成23年10月1日

29 吉　原　眞一朗
教育庁地域教育支援部健康教育担
当課長

平成23年7月31日
（有）東京エイドセンター
営業第一部主幹

平成23年8月1日
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