
 

令和元年１１月２９日 

総 務 局 人 事 部 

 
 

一般職員の再就職状況について 

 
 
 

 東京都における一般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３０年８月１日から令和元年７月３１日までの間に都を退職した一般職員のうち、定年・

勧奨退職者及び勤続２０年以上の者 

※東京都職員の退職管理に関する規則第 19 条及び東京都職員の退職管理の運営等に関する規則第８条

に規定する職員を除く 

※都に再任用された後、退職した者を含む 

※平成３０年７月３１日以前に東京都を退職し、昨年度の公表後、新たに再就職の届出のあった者につ

いても公表 

 

２ 再就職状況 

（１）総括表（団体別の再就職者数等） 

                  （人） 

政策連携 

団体 

（※１） 

事業協力 

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 

59 6 23 11 418 536 1053 

 

※1 政策連携団体とは、事業協力団体のうち、都と協働して事業等を執行し、又は提案し、都と政

策実現に向け連携するなど、特に都政との関連性が高い団体で、全庁的に指導監督を行う必要

があるものをいいます。 

※2 事業協力団体とは、事業活動範囲が主に都の区域内であるもの又は事業活動目的が主に都の区

域内の発展に寄与するものであり、かつ、都が展開する政策の一端を担うなど、主体的に都と

事業協力を行う団体であって、「東京都政策連携団体等の指導監督等に関する基準」において

定める要件を満たす団体をいいます。 

ただし、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）に規定する地方独立行政法人その他

個別の法令により、適正かつ効率的な運営を行うための仕組みが担保されている団体を除きま

す。 

なお、事業協力団体等には、政策連携団体を除く事業協力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、公益財団（社団）法人、一般財団（社団）法人、社会福祉法人等を含みます

（政策連携団体、事業協力団体は除く）。 

※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、都以外の地方公共団体等のその他団体への再就職、及び未就職者です。  

 
 



 

 
 

（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、政策連携団体、事業協力団体等、公益団体等、民

間企業及びその他団体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 政策連携団体      別紙１    

② 事業協力団体等     別紙２ 

   ③ 公益団体等     別紙３ 

   ④ 民間企業      別紙４ 

  ⑤ その他団体    別紙５ 

＜問い合わせ先＞ 

総務局人事部人事課 

電話 直通 （５３８８）２３７４ 

内線 ２４－５２６、５２９ 



別　　紙　　１

※　再就職日は、再就職先の政策連携団体の役職に就任した日

№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1 財務局財産運用部管理課課長代理 主事 平成31年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
嘱託員

平成31年4月1日

2 目黒都税事務所徴収課課長代理 主事 平成31年3月31日
（公財）東京税務協会
派遣職員

平成31年4月1日

3 荒川都税事務所徴収課課長代理 主事 平成31年3月31日
（公財）東京税務協会
派遣職員

平成31年4月1日

4 荒川都税事務所徴収課主任 主事 平成31年3月31日
（公財）東京税務協会
派遣職員

平成31年4月1日

5
練馬都税事務所総務課統括課長代
理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京税務協会
課長代理

平成31年4月1日

6
都市整備局都市づくり政策部緑地景
観課統括課長代理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京動物園協会
係長

平成31年4月1日

7
都市整備局都営住宅経営部住宅整
備課主任

主事 平成31年3月31日
東京都住宅供給公社
嘱託員

平成31年4月1日

8
福祉保健局総務部総務課主任＜
（公財）東京都医学総合研究所派遣
＞

主事 平成31年3月31日 （公財）東京都医学総合研究所 平成31年4月1日

9
福祉保健局高齢社会対策部計画課
主任

主事 平成31年3月31日 （公財）東京都福祉保健財団 平成31年4月1日

10
福祉保健局少子社会対策部育成支
援課主任＜（社福）東京都社会福祉
事業団派遣＞

主事 平成31年3月31日
（社福）東京都社会福祉事業団
勝山学園契約職員

平成31年4月1日

11 小平児童相談所課長代理 主事 平成31年3月31日
（公財）東京都福祉保健財団
非常勤職員（専門相談員）

平成31年4月1日

12
産業労働局農林水産部調整課課長
代理＜（公財）東京都農林水産振興
財団派遣＞

主事 平成31年3月31日 （公財）東京都農林水産振興財団 平成31年4月1日

13
産業労働局農林水産部調整課主任
＜（公財）東京都農林水産振興財団
派遣＞

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都農林水産振興財団　花粉対策
室

平成31年4月1日

14
建設局公園緑地部管理課統括課長
代理＜（公財）東京動物園協会派遣
＞

主事 平成31年3月31日
（公財）東京動物園協会　恩賜上野動物園
嘱託員

平成31年4月1日

15
建設局公園緑地部管理課＜（公財）
東京動物園協会派遣＞

主事 平成31年3月31日
（公財）東京動物園協会　多摩動物公園
嘱託員

平成31年4月1日

16 西多摩建設事務所管理課主任 主事 平成31年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
用地部用地課多摩支所常勤嘱託

平成31年4月1日

政 策 連 携 団 体 へ の 再 就 職 状 況 （ 一 般 職 員 ）

平成３０年８月１日から令和元年７月３１日までの間に東京都を退職した一般職員（非管理職）のうち、再就職状況届出義務のある者で、
政策連携団体に再就職した者は、以下のとおりです。
※平成３０年７月３１日以前に東京都を退職した一般職員のうち、再就職状況届出義務のある者で、昨年度の公表後、新たに届出のあっ
た者についても掲載



№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

17 西多摩建設事務所管理課主任 主事 平成31年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
用地部用地課用地担当係長

平成31年4月1日

18
南多摩東部建設事務所町田西工区
主任

主事 平成30年3月31日
(公財)東京都道路整備保全公社
道路部みちづくり推進課多摩南部地中化工
事事務所

平成31年4月1日

19
土木技術支援・人材育成センター技
術支援課課長代理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
道路部土木材料試験センター技術係長

平成31年4月1日

20
東部公園緑地事務所庶務課課長代
理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
嘱託職員

平成31年4月1日

21
東部公園緑地事務所庶務課課長代
理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
用地部木密用地第二課木密用地担当係長

平成31年4月1日

22 江東治水事務所高潮工事課主任 主事 平成31年3月31日
（公財）東京都公園協会
水辺事業部河川事業支援課工事監督担当係
長

平成31年4月1日

23 交通局車両電気部管理課課長代理 主事 平成31年3月31日
東京交通サービス（株）
車両電気本部車両・機械部庁舎管理課長

平成31年4月1日

24 交通局電気総合管理所課長代理 主事 平成31年3月31日
東京交通サービス（株）
車両電気本部電気部電機設備工事監理課担
当課長

平成31年4月1日

25
交通局建設工務部管理課統括課長
代理

主事 平成31年3月31日
東京交通サービス（株）
課長

平成31年4月1日

26 交通局建設工務部計画改良課主任 主事 平成31年3月31日 東京交通サービス（株） 平成31年4月1日

27 交通局志村保線管理所主任 主事 平成31年3月31日 東京交通サービス（株） 平成31年4月1日

28
水道局職員部人事課主任＜東京水
道サービス（株）派遣＞

主事 平成30年9月30日
東京水道サービス（株）
中野給水管工事事務所一般社員

平成31年2月1日

29
水道局水運用センター施設管理課
主任

主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
嘱託社員

平成31年4月1日

30 水道局中央支所港営業所主任 主事 平成31年3月31日
（株）ＰＵＣ
嘱託主事

平成31年4月1日

31 水道局東部第一支所配水課主任 主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
管路管理部管路第三課嘱託社員

平成31年4月1日

32
水道局東部第一支所江戸川営業所
主任

主事 平成31年3月31日 （株）ＰＵＣ 平成31年4月1日

33 水道局東部第二支所配水課主任 主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
東久留米管路管理所嘱託員

平成31年4月1日

34 水道局東部第二支所給水課 主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
江戸川給水管工事事務所嘱託社員

平成31年4月1日

35 水道局西部支所配水課主任 主事 平成31年3月31日 （公財）東京都道路整備保全公社 平成31年4月1日

36 水道局南部支所庶務課主任 主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
嘱託社員

平成31年4月1日



№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

37 水道局南部支所給水第一課主任 主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
嘱託社員

平成31年4月1日

38
水道局東村山浄水管理事務所境浄
水場主任

主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
多摩技術部設計課嘱託社員

平成31年4月1日

39
水道局金町浄水管理事務所三郷浄
水場主任

主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
設備管理部江東事業所嘱託社員

平成31年4月1日

40
水道局東部建設事務所工事第二課
主任

主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
嘱託社員

平成31年4月1日

41
水道局西部建設事務所工事第二課
主任

主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
多摩技術部設計課嘱託社員

平成31年4月1日

42
多摩水道改革推進本部多摩給水管
理事務所八王子給水事務所主任

主事 平成31年3月31日
東京水道サービス（株）
嘱託社員

平成31年4月1日

43
下水道局課長代理＜東京都下水道
サービス（株）派遣＞

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
課長代理

平成31年4月1日

44
下水道局課長代理＜東京都下水道
サービス（株）派遣＞

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
施設部東部第一センター東部第一ポンプ所
保全事業所技術主任

平成31年4月1日

45
下水道局主任＜東京都下水道サー
ビス（株）派遣＞

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術部企画調整課主任

平成31年4月1日

46 下水道局経理部会計課課長代理 主事 平成31年3月31日
（公財）東京都都市づくり公社
下水道部主任

平成31年4月1日

47
下水道局中部下水道事務所お客さ
まサービス課

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術主任

平成31年4月1日

48
下水道局中部下水道事務所芝浦水
再生センター主任

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術担当

平成31年4月1日

49
下水道局北部下水道事務所三河島
水再生センター課長代理

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術担当

平成31年4月1日

50
下水道局北部下水道事務所三河島
水再生センター主任

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
事務担当

平成31年4月1日

51
下水道局東部第一事務所砂町水再
生センター主任

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術担当

平成31年4月1日

52
下水道局東部第二下水道事務所施
設課課長代理

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
研修企画課下水道技術実習センター技術担
当

平成31年4月1日

53
下水道局東部第二下水道事務所施
設課課長代理

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術主任

平成31年4月1日

54
下水道局東部第二下水道事務所中
川水再生センター課長代理

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術主任

平成31年4月1日

55
下水道局西部第一下水道事務所お
客さまサービス課統括課長代理

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
統括課長代理

平成31年4月1日

56
下水道局西部第一下水道事務所落
合水再生センター課長代理

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術担当

平成31年4月1日



№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

57
下水道局西部第一下水道事務所落
合水再生センター主任

主事 平成31年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術主任

平成31年4月1日

58
下水道局森ヶ崎水再生センター課長
代理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都都市づくり公社
下水道部発生土再利用センター管理事務所
係長

平成31年4月1日

59
下水道局第一基幹施設再構築事務
所庶務課課長代理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都都市づくり公社
係長

平成31年4月1日



別　　紙　　２

※　再就職日は、再就職先の事業協力団体等の役職に就任した日

№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1
総務局人事部職員支援課主任＜
（一財）東京都人材支援事業団派遣
＞

主事 平成31年3月31日
（一財）東京都人材支援事業団　業務部業務
課

平成31年4月1日

2
都市整備局総務部技術管理課統括
課長代理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター
課長

平成31年4月1日

3
第一市街地整備事務所事業課課長
代理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部防火設備課定期調査報告担当
係長

平成31年4月1日

4
西部住宅建設事務所管理課統括課
長代理

主事 平成31年3月31日
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター
経営管理部事業推進課課長

平成31年4月1日

5
東京港管理事務所施設補修課課長
代理

主事 平成31年3月31日
（株）東京テレポートセンター
事業部技術課統括課長補佐

平成31年4月1日

6
下水道局東部第一下水道事務所ポ
ンプ施設課課長代理

主事 平成31年3月31日
東京下水道エネルギー（株）
新砂事業所長

平成31年4月1日

事 業 協 力 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況 （ 一 般 職 員 ）

平成３０年８月１日から令和元年７月３１日までの間に東京都を退職した一般職員（非管理職）のうち、再就職状況届出義務のある者
で、事業協力団体等に再就職した者は、以下のとおりです。
※平成３０年７月３１日以前に東京都を退職した一般職員のうち、再就職状況届出義務のある者で、昨年度の公表後、新たに届出の
あった者についても掲載



別　　紙　　３

※　再就職日は、再就職先の公益団体等の役職に就任した日

№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1
総務局統計部人口統計課統括課長
代理

主事 平成31年3月31日
東京都職員信用組合
営業部営業推進課長

平成31年4月1日

2 大島支庁土木課 主事 平成31年3月31日 （社福）大島藤倉学園 平成31年4月1日

3 八丈支庁総務課課長代理 主事 平成31年3月31日
（一財）東京都弘済会
総務課長

平成31年4月1日

4
職員共済組合事務局管理部総務課
統括課長代理

主事 平成31年3月31日
（一社）東京都昇降機安全協議会
総務部長

平成31年4月1日

5
福祉保健局医療政策部医療人材課
課長代理

主事 平成31年3月31日 （公社）日本臓器移植ネットワーク 平成31年4月1日

6
福祉保健局少子社会対策部家庭支
援課主任

主事 平成31年3月31日
自治労東京都庁職員労働組合
執行委員長

平成31年4月1日

7 女性相談センター主任 主事 平成31年3月31日
（社福）おもいやり福祉会　ちはら台南保育園
保育士

平成31年4月1日

8
福祉保健局障害者施策推進部施設
サービス支援課

主事 平成31年3月31日
自治労連東京都庁職員労働組合
自治労連副委員長

平成31年4月1日

9 西多摩保健所保健対策課主任 主事 平成31年3月31日
医療法人社団碧水会長谷川病院　特定相談
支援・一般相談支援事業所

平成31年4月1日

10
多摩立川保健所生活環境安全課統
括課長代理

主事 平成31年3月31日
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
嘱託職員

平成31年4月1日

11
府中療育センター指導科指導主任
技術員

主事 平成31年3月31日
(社福）愛隣会　目黒若葉寮
施設長

平成31年4月1日

12
健康安全研究センター広域監視部
食品監視第二課統括課長代理

主事 平成31年3月31日
(一社)東京都食品衛生協会
技術主幹（課長職）

平成31年4月1日

13
健康安全研究センター広域監視部
薬事監視指導課統括課長代理

主事 平成31年3月31日
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
嘱託職員

平成31年4月1日

14 市場衛生検査所検査課課長代理 主事 平成31年3月31日
（一社）東京都食品衛生協会　東京食品技術
研究所
食品衛生コンサルタント

平成31年4月1日

15
産業労働局農林水産部調整課課長
代理＜（公財）東京都農林水産振興
財団派遣＞

主事 平成31年3月31日 （一社）東京都農業会議 平成31年4月1日

16
労働相談情報センター亀戸事務所
主任

主事 平成31年3月31日
東京都職業能力開発協会
総務・振興課長

平成31年4月1日

17
城東職業能力開発センター訓練課
主任指導員

主事 平成31年3月31日 東京都職業能力開発協会 令和元年6月1日

公 益 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況 （ 一 般 職 員 ）

平成３０年８月１日から令和元年７月３１日までの間に東京都を退職した一般職員（非管理職）のうち、再就職状況届出義務のある者
で、公益団体等に再就職した者は、以下のとおりです。
※平成３０年７月３１日以前に東京都を退職した一般職員のうち、再就職状況届出義務のある者で、昨年度の公表後、新たに届出の
あった者についても掲載



№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

18
城東職業能力開発センター訓練課
主任指導員

主事 平成31年3月31日
東京都職業能力開発協会
指導課　検定委員

平成31年4月1日

19
城東職業能力開発センター江戸川
校主任

主事 平成31年3月31日
東京都職業能力開発協会
人材アドバイザー

平成31年4月1日

20
東部公園緑地事務所工事課課長代
理

主事 平成31年3月31日
東京都森林組合
総合企画部長

平成31年4月1日

21
水道局東部第二支所給水課統括課
長代理

主事 平成31年3月31日
（公社）給水工事技術振興財団
教務部課長

平成31年4月1日

22 水道局南部支所庶務課 主事 平成31年3月31日
全水道東京水道労働組合
書記長

平成31年4月1日

23
水道局朝霞浄水管理事務所三園浄
水場主任

主事 平成31年3月31日
宗教法人おうかんみち（東京出張所）
事務員

平成31年4月1日



別　　紙　　４

※　再就職日は、再就職先の民間企業の役職に就任した日

№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1
都市整備局市街地整備部再開発課
課長代理

主事 平成31年3月31日
シュウコーエンジニアリング（株）練馬支店
支店長

平成31年4月9日

2
環境局資源循環推進部計画課課長
代理＜（公財）東京都環境公社派遣
＞

主事 平成31年3月31日 （株）タグボート 平成31年4月1日

3
福祉保健局障害者施策推進部施設
サービス支援課主任＜（社福）東京
都社会福祉事業団派遣＞

主事 平成31年3月31日
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
主任

平成31年4月1日

4
多摩立川保健所生活環境安全課統
括課長代理

主事 平成31年3月31日
（株）メフォス
安全衛生推進室参与

平成31年4月1日

5
児童相談センター保護第二課課長
代理

主事 平成30年12月31日 （有）秋多運送 平成31年1月15日

6 市場衛生検査所検査課課長代理 主事 平成31年3月31日
（有）ソーシン
一般

平成31年4月1日

7 第一建設事務所管理課課長代理 主事 平成31年3月31日 （有）福田園芸 平成31年4月1日

8
江東治水事務所庶務課統括課長代
理

主事 平成31年3月31日 内田農園 平成31年4月22日

9 水道局経理部出納課課長代理 主事 平成31年3月31日
全電協(株)
一般職

平成31年4月1日

10
下水道局西部第一下水道事務所お
客さまサービス課課長代理

主事 平成31年3月31日
昱（株）
サービス本部

平成31年4月1日

11
教育庁都立学校教育部学校健康推
進課

主事 平成31年2月28日
セーフティオイルトランスポート（株）市川営業
所
契約社員

平成31年4月1日

民 間 企 業 へ の 再 就 職 状 況 （ 一 般 職 員 ）

平成３０年８月１日から令和元年７月３１日までの間に東京都を退職した一般職員（非管理職）のうち、再就職状況届出義務のある者
で、民間企業に再就職した者は、以下のとおりです。
※平成３０年７月３１日以前に東京都を退職した一般職員のうち、再就職状況届出義務のある者で、昨年度の公表後、新たに届出の
あった者についても掲載



別　　紙　　５

※　再就職日は、再就職先のその他団体の役職に就任した日

№ 離職時の所属、職名
離職時の職
（職層等）

離　　職　　日 再就職先の団体名、役職名 再　就　職　日（※）

1
福祉保健局障害者施策推進部施設
サービス支援課課長代理＜（社福）
東京都社会福祉事業団派遣＞

主事 平成31年3月31日
袖ケ浦市高齢者支援課
非常勤介護予防支援専門員

平成31年4月1日

2 多摩療育園事務室課長代理 主事 平成31年3月31日
北海道教育庁檜山教育局
主査

平成31年4月1日

3 江東児童相談所課長代理 主事 平成31年3月31日
那覇市こどもみらい部子育て応援課
非常勤職員

平成31年4月1日

4 多摩児童相談所課長代理 主事 平成31年3月31日
世田谷区子ども・若者部子ども家庭課
要保護児童支援専門員

平成31年4月1日

5
多摩小平保健所保健対策課課長代
理

主事 平成31年3月31日 八王子市保健所 平成31年4月1日

6
児童相談センター相談援助課課長
代理

主事 平成31年3月31日
港区子ども家庭支援センター
非常勤

平成31年4月1日

7
産業労働局農林水産部調整課課長
代理＜（公財）東京都農林水産振興
財団派遣＞

主事 平成31年3月31日
福島県農林水産部水産事務所漁業振興課
福島海区漁業調整委員会事務局主事

平成31年4月1日

8 北多摩北部建設事務所用地課 主事 平成31年3月31日
小金井市
都市整備部都市計画課非常勤嘱託職

平成31年4月1日

9
東部公園緑地事務所庶務課課長代
理

主事 平成31年3月31日 中野区総務部用地経理課 平成31年4月1日

10
下水道局西部第二下水道事務所施
設課統括課長代理

主事 平成31年3月30日
青森県西北地域県民局地域整備部
技師

平成31年4月1日

そ の 他 団 体 へ の 再 就 職 状 況 （ 一 般 職 員 ）

平成３０年８月１日から令和元年７月３１日までの間に東京都を退職した一般職員（非管理職）のうち、再就職状況届出義務のある者
で、その他団体に再就職した者は、以下のとおりです。
※平成３０年７月３１日以前に東京都を退職した一般職員のうち、再就職状況届出義務のある者で、昨年度の公表後、新たに届出の
あった者についても掲載
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