
平成２９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２８年８月１日から平成２９年７月３１日までの間に都を退職した、課長級以上の職員 

 ※平成２８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） 

  
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 1 2 5 0 0 1 9 

部長級 12 5 13 1 6 5 42 

課長級 18 1 13 2 36 16 86 

計 31 8 31 3 42 22 137 

※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、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

（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、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、監理団体、報告団体等、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 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 

  ⑥ その他団体    別紙６ 

     ＜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 柳　瀬　　　治 府中療育センター院長 平成29年3月31日
東京都立東大和療育センター
院長

平成29年4月1日

2 梅　北　信　孝 墨東病院長 平成29年3月31日
（一社）巨樹の会江東リハビリテーション病院
院長

平成29年4月1日

3 秋　山　秀　樹
病院経営本部理事＜（公財）東京都
保健医療公社派遣＞

平成29年3月31日
東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合
病院
血液内科部長兼臨床研修担当部長

平成29年4月1日

4 醍　醐　勇　司 水道局長 平成29年7月31日
多摩都市モノレール（株）
代表取締役社長

平成29年8月1日

5 石　原　清　次 下水道局長 平成29年7月31日
（株）東京ビッグサイト
代表取締役社長

平成29年8月1日

6 伊　東　　　哲
教育監（教職員研修センター所長兼
務）

平成29年3月31日
国立大学法人東京学芸大学
教授

平成29年4月1日

7 高　橋　　　淳 消防総監 平成29年7月31日
（一財）消防試験研究センター
常務理事

平成29年8月1日

8 塚　本　直　之 会計管理局長 平成28年6月30日
日本自動車ターミナル（株）
常勤監査役

平成29年6月26日

局 長 等 職 員 の 再 就 職 状 況

平成２８年８月１日から平成２９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２～６において再掲
※平成２８年７月３１日以前に東京都を退職した局長級以上の職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者についても公表



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 鈴　木　克　己
総務局担当部長＜（一財）東京都人
材支援事業団派遣＞

平成29年3月31日
（株）多摩ニュータウン開発センター
常勤監査役

平成29年6月28日

2 　田　光　男 千代田都税事務所固定資産税課長 平成29年3月31日
（公財）東京税務協会
練馬事業所長

平成29年5月1日

3 渡　辺　正　英 世田谷都税事務所長 平成29年3月31日
（公財）東京税務協会
企画広報部長

平成29年4月1日

4   西  正  信 荒川都税事務所徴収課長 平成29年3月31日
（公財）東京税務協会
事業部事業課長

平成29年4月1日

5 齊　藤　和　弥
環境局局務担当部長＜（公財）東京
都環境公社派遣＞

平成29年3月31日
（公財）東京都環境公社
常務理事

平成29年4月1日

6 西  村  信  一 福祉保健局高齢社会対策部長 平成29年3月31日
（公財）東京都医学総合研究所
事務局長

平成29年4月1日

7 川　手　秀　一
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29年3月31日
（公財）東京都農林水産振興財団
有機農業堆肥センター長

平成29年4月1日

8 山　巻　　　毅 産業労働局金融部長 平成29年7月31日
（公財）城北労働・福祉センター
理事長

平成29年8月1日

9 五十嵐　政　郎 建設局公園緑地部長 平成29年3月31日
（公財）東京都公園協会
常務理事

平成29年4月1日

10 寺　内　定　雄
北多摩南部建設事務所副所長兼庶
務課長

平成29年3月31日
（公財）東京都スポーツ文化事業団
東京武道館館長

平成29年4月1日

11 菊　池　正　芳 西部公園緑地事務所長 平成29年3月31日
（公財）東京都公園協会
防災担当部長

平成29年4月1日

12 鈴　木　　　孝 第四建設事務所用地専門課長 平成29年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
用地部マンション用地課長

平成29年4月1日

13 根　津　和　近 西多摩建設事務所奥多摩出張所長 平成29年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
道路部橋梁担当課長

平成29年4月1日

14 江　澤　直　人 南多摩西部建設事務所補修課長 平成29年3月31日
（公財）東京都道路整備保全公社
道路部工事調整担当課長

平成29年4月1日

15 夏　目　賢　一 東部公園緑地事務所事業推進課長 平成29年3月31日
（公財）東京都公園協会
公園事業部事業調整課長

平成29年4月1日

16 永　井　　　清
建設局公園緑地部担当課長（統括
課長）＜（公財）東京動物園協会派
遣＞

平成29年3月31日
（公財）東京動物園協会
多摩動物公園園長

平成29年4月1日

17 高　橋　滋　之
病院経営本部局務担当部長＜駒込
病院事務局長＞

平成29年3月31日
多摩都市モノレール（株）
常勤監査役

平成29年6月26日

18 相　田　行　雄
交通局局務担当課長（統括課長）＜
志村車両検修場長＞

平成29年3月31日
東京交通サービス（株）
車両電気本部車両・機械部車両担当部長

平成29年4月1日

監 理 団 体 へ の 再 就 職 状 況

平成２８年８月１日から平成２９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。
※平成２８年７月３１日以前に東京都を退職し、監理団体に再就職した課長級以上の職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者に
　 ついても公表



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

19 佐久間　昌　晴
交通局車両電気部車両課長（統括
課長）

平成29年7月31日
東京交通サービス（株）
車両電気本部車両・機械部長（機械設備担当
部長兼務）

平成29年8月1日

20 村　山　　　眞 水道局南部支所配水第二課長 平成29年3月31日
東京水道サービス（株）
プロジェクト推進部プロジェクト推進担当部長

平成29年4月1日

21 太　田　　　寛 水道局中央支所長 平成29年3月31日
東京水道サービス（株）
監査室長

平成29年4月1日

22 新　井　規　夫 水道局東部第一支所長 平成29年3月31日
（株）PUC
嘱託参与

平成29年4月1日

23 磯　崎　　　茂 水道局三郷浄水場長（統括課長） 平成29年3月31日
東京水道サービス（株）
設備管理部設備担当部長

平成29年4月1日

24 中　村　考　一 水道局東部第一支所庶務課長 平成29年3月31日
（株）PUC
嘱託参事

平成29年4月1日

25 醍　醐　勇　司 水道局長 平成29年7月31日
多摩都市モノレール（株）
代表取締役社長

平成29年8月1日

26 田　村　正　明 下水道局建設部工務課長 平成29年3月31日
東京都下水道サービス（株）
管路部土木技術課長

平成29年4月1日

27 内  田  雅  巳
下水道局東部第一下水道事務所建
設課長

平成29年3月31日
東京都下水道サービス（株）
技術部事業推進担当課長（管路部中部施工
調整担当課長兼務）

平成29年4月1日

28 安　藤　康　宏 下水道局東部第二下水道事務所長 平成29年7月31日
東京都下水道サービス（株）
下水道研修センター長

平成29年8月1日

29 村　田　邦　安
下水道局西部第一下水道事務所お
客さまサービス課長

平成29年3月31日
東京都下水道サービス（株）
管理部営業課長

平成29年4月1日

30 田　部　国　晴
流域下水道本部技術部施設管理課
長

平成29年3月31日
東京都下水道サービス（株）
南部スラッジセンター長

平成29年4月1日

31 今　野　幸　江
北多摩北部建設事務所用地専門課
長

平成28年3月31日
（公財）東京都福祉保健財団
人材養成部職員研修室研修事務員

平成29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 菊　地　俊　夫 総務局復興支援対策部長 平成29年7月31日
（株）セントラルプラザ
管理部長

平成29年8月1日

2 山　口　祐　一 都市整備局基地対策部長 平成29年3月31日
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター
事務局長

平成29年4月1日

3 松  尾      認
東京港建設事務所副所長兼高潮対
策センター所長

平成29年3月31日
（株）ゆりかもめ
安全推進室長

平成29年4月1日

4 近  田  毅  彦
港湾局港湾経営部経営課長（総括
課長）

平成29年3月31日
東京臨海熱供給（株）
総務部総務課長

平成29年4月1日

5 大　井　英　明
交通局局務担当部長＜研修所長事
務取扱＞

平成29年7月31日
（株）はとバス
取締役（路線バス受託事業本部長）

平成29年8月1日

6 横　田　秀　樹 水道局設備担当部長 平成29年3月31日
東京都市開発（株）
理事

平成29年4月1日

7 石　原　清　次 下水道局長 平成29年7月31日
（株）東京ビッグサイト
代表取締役社長

平成29年8月1日

8 塚　本　直　之 会計管理局長 平成28年6月30日
日本自動車ターミナル（株）
常勤監査役

平成29年6月26日

報 告 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況

平成２８年８月１日から平成２９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。
※平成２８年７月３１日以前に東京都を退職し、報告団体等に再就職した課長級以上の職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者に
　 ついても公表



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 遊　　通　男 小平都税支所長（統括課長） 平成29年3月31日
（社福）多摩養育園
管理部長

平成29年4月1日

2 小笠原　　　徹
世田谷都税事務所副所長兼総務課
長

平成29年3月31日
（一社）地方税電子化協議会
システム部長

平成29年4月1日

3 渡　部　達　朗
都市整備局市街地整備部担当課長
（統括課長）＜（株）多摩テレビ派遣
＞

平成29年3月31日
（一財）不動産適正取引推進機構
情報管理部次長

平成29年4月1日

4 小　林　幸　男 福祉保健局健康安全部長 平成29年3月31日
（社福）黎明会
常務理事

平成29年4月1日

5 城　所　敏　英
福祉保健局担当部長＜島しよ保健
所小笠原出張所副所長事務取扱＞

平成29年3月31日
東京都南新宿検査・相談室
室長

平成29年4月1日

6 柳　瀬　　　治 府中療育センター院長 平成29年3月31日
東京都立東大和療育センター
院長

平成29年4月1日

7 上　田　　　隆
福祉保健局保健政策部長（島しよ保
健所長兼務）

平成29年3月31日
日本赤十字社東京都赤十字血液センター
医師（非常勤嘱託）

平成29年4月1日

8 志　村　孝　雄 西多摩保健所生活環境安全課長 平成29年3月31日
（社福）桑の実会小手指サポートハウス24グ
ループホームこころ

平成29年8月1日

9 豊　岡　　　敬 誠明学園長 平成29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）
学校法人柏樹式胤学園日本文化大学
非常勤講師

平成29年4月1日

10 石　井　千　寿
建設局担当部長＜（公財）東京都道
路整備保全公社派遣＞

平成29年3月31日
（公社）東京ビルメンテナンス協会
専務理事

平成29年4月1日

11 脇　坂　義　祐
西部公園緑地事務所副所長兼庶務
課長（統括課長）

平成29年3月31日
東京浴場国民健康保険組合
常務理事兼事務局長

平成29年4月1日

12 田　中　　　徹
病院経営本部担当部長＜（公財）東
京都保健医療公社派遣＞

平成29年3月31日
医療法人財団保養会竹丘病院
理事

平成29年4月1日

13 梅　北　信　孝 墨東病院長 平成29年3月31日
（一社）巨樹の会江東リハビリテーション病院
院長

平成29年4月1日

14 河　上　淳　子 小児総合医療センター看護部長 平成29年3月31日
板橋区医師会病院
看護部長

平成29年4月1日

15 黒　田　美喜子 松沢病院看護部長 平成29年3月31日
（公社）東京都看護協会
常務理事

平成29年6月22日

16 秋　山　秀　樹
病院経営本部理事＜（公財）東京都
保健医療公社派遣＞

平成29年3月31日
東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合
病院
血液内科部長兼臨床研修担当部長

平成29年4月1日

公 益 団 体 等 へ の 再 就 職 状 況

平成２８年８月１日から平成２９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。
※平成２８年７月３１日以前に東京都を退職し、公益団体等に再就職した課長級以上の職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者に
　 ついても公表



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

17 伊　澤　　　敦
交通局担当部長＜江戸川自動車営
業所長事務取扱＞

平成29年3月31日
（一財）東京都営交通協力会
コマース本部広告部業務改善担当部長

平成29年4月1日

18 前　田　淳　一
下水道局局務担当部長＜西部第二
下水道事務所長＞

平成29年3月31日
（一社）東京下水道設備協会
専務理事

平成29年5月12日

19 伊　東　　　哲
教育監（教職員研修センター所長兼
務）

平成29年3月31日
国立大学法人東京学芸大学
教授

平成29年4月1日

20 伊  藤  彰  彦 中部学校経営支援センター所長 平成29年3月31日
（公社）東京のあすを創る協会
常務理事・事務局長

平成29年4月1日

21 神　山　直　子
教育庁指導部主任指導主事＜多摩
市教育委員会派遣＞

平成29年3月31日
学校法人　東京純心女子学園
東京純心大学　講師

平成29年4月1日

22 中　西　　　郁 都立北特別支援学校長 平成29年3月31日
学校法人十文字学園十文字学園女子大学
教授

平成29年4月1日

23 大　野　　　弘 都立戸山高等学校長 平成29年3月31日

国立大学法人東京学芸大学
教授
東京学芸大学附属高等学校
校長

平成29年4月1日

24 宮　川　隆　史 都立足立西高等学校長 平成29年3月31日
上海日本人学校
高等部校長

平成29年4月1日

25 仙　田　直　人 都立三鷹中等教育学校長 平成29年3月31日
学校法人品川女子学院
高等部校長・中等部副校長

平成29年4月1日

26 石　坂　敦　子 都立鷺宮高等学校長 平成29年3月31日

（公財）全国高等学校家庭科教育振興会
参事
全国高等学校長協会課程化部会
参事

平成29年4月1日

27 宮　下　義　弘 都立練馬工業高等学校長 平成29年3月31日
（公財）数学オリンピック財団
事務局次長

平成29年4月1日

28 赤　石　定　治 都立科学技術高等学校長 平成29年3月31日
国立研究開発法人化学技術振興機構
任期制契約職員（主任調査員）

平成29年4月1日

29 高　橋　　　淳 消防総監 平成29年7月31日
（一財）消防試験研究センター
常務理事

平成29年8月1日

30 栁　沢　　　潔 神経病院事務局長 平成28年3月31日
（一社）公営交通事業協会
総務部長

平成29年8月1日

31 岡　本　恭　広 交通局電車部長 平成28年6月30日
（一財）東京都営交通協力会
ステーション本部長

平成29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 後　藤　啓　一 総務局情報政策担当部長 平成28年9月30日
PwCコンサルティング合同会社
シニアマネージャー

平成28年10月1日

2 伊　達　有希子
労働委員会事務局審査調整法務担
当課長

平成29年6月30日
新千代田総合法律事務所
弁護士

平成29年7月3日

3 鈴　木　　　翼
労働委員会事務局審査調整法務担
当課長

平成28年6月30日
田辺総合法律事務所
アソシエイト（勤務弁護士）

平成29年7月1日

民 間 企 業 へ の 再 就 職 状 況

平成２８年８月１日から平成２９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。
※平成２８年７月３１日以前に東京都を退職し、民間企業に再就職した課長級以上の職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者に
　 ついても公表



別　　紙　　６

※　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 長谷川　昌　伸 副監察員（統括課長） 平成29年3月31日
墨田区
監査委員

平成29年4月1日

2 稲　田　　　優 総務局総務部法務担当課長 平成29年3月31日
姫路市
法務専門員

平成29年4月1日

3 臼　井　　　建 議会局管理部広報課長 平成29年2月28日
あきる野市
市議会議員

平成29年7月1日

そ の 他 団 体 へ の 再 就 職 状 況

平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日までの間に東京都を退職し、その他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。
※平成２８年７月３１日以前に東京都を退職し、その他団体に再就職した課長級以上の職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者に
　 ついても公表


