
番
号

氏名 離職時の職 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先における地位
キャリアバ
ンクの利用

【知事部局等職員】（理事級、局長・参事監級）

1 田代　良一 理事（共生担当） R元.5.31 R元.7.1 神奈川県信用保証協会 会長 あり

2 楯岡　信一 理事兼政策局長 R元.5.31 R元.6.20 株式会社産業貿易センター 常務取締役 あり

3 藤巻　均 環境農政局長 H30.3.31 R元.5.27
一般財団法人シニアライフ
振興財団

理事長 あり

4 山田　学 人事委員会事務局長 H30.3.31 H30.10.2
地方独立行政法人神奈川県
立病院機構

コンプライアンス推進室長 あり

5 神山　光義 東京事務所長 H31.3.31 R元.6.25
社会福祉法人神奈川県総合
リハビリテーション事業団

専務理事兼副センター長 あり

6 堀江　信夫 公文書館長 H31.3.31 R元.6.24
公益財団法人神奈川産業振
興センター

専務理事 あり

7 河原　知德 くらし安全防災局長 R元.5.31 R元.6.20
公益財団法人神奈川県結核
予防会

専務理事兼事務局長 あり

8 鈴木　祥一 県土整備局長 R元.5.31 R元.6.1 京浜急行電鉄株式会社 副本部長（嘱託） あり

9 船本　和則
県央地域県政総合セン
ター所長

R元.5.31 R元.6.26 株式会社湘南国際村協会 常務取締役 あり

10 久我　肇 県立高校改革担当局長 H31.3.31 H31.4.1 神奈川県農業信用基金協会 専務理事 あり

11 小宮　重寿 監査事務局長 R元.5.31 R元.6.27
公益財団法人神奈川県労働
福祉協会

理事長 あり

12 杉原　英和 総合防災センター所長 H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人神奈川県建設
業協会

事業部長 あり

13 志村　知昭
県土整備局技監兼都市
部長

H31.3.31 R元.6.24
公益財団法人神奈川県都市
整備技術センター

理事長 あり

14 市川　喜久男 藤沢土木事務所長 H31.3.31 H31.4.1 神奈川県道路公社 理事兼技術部長 あり

15 二見　美行 会計局副局長 H31.3.31 R元.6.24
公益財団法人神奈川県都市
整備技術センター

専務理事 あり

16 此田　雅之 県立図書館長 H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人シルクセン
ター国際貿易観光会館

事務局長兼管理部長 あり

【知事部局等職員】（部長・参事級）

17 黒澤　勝雄
総務局システム担当部
長

H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人神奈川県結核
予防会

情報管理部長 あり

平成30年度県退職者等の再就職状況

令和元年８月30日

※　順不同
※　平成30年７月１日から令和元年６月30日までの再就職状況（ただし、可能な限り最新の状況を掲載）
※　「再就職先における地位」欄は、可能な限り最新の役職を記載
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18 中村　博 横浜県税事務所長 H31.3.31 H31.4.1
一般財団法人神奈川県建築
安全協会

総務部長兼総務課長 あり

19 金子　謙二 戸塚県税事務所長 H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人神奈川県市町
村振興協会

参事 あり

20 慶德　俊哉 相模原県税事務所長 H31.3.31 H31.4.1
一般財団法人シルクセン
ター国際貿易観光会館

博物館長兼担当課長 あり

21 山﨑　宣明 環境農政局環境部長 H31.3.31 H31.4.1
公益社団法人日本産業廃棄
物処理振興センター

参与 あり

22 稲垣　敏明
自然環境保全センター
所長

H31.3.31 R元.6.1 神奈川県森林組合連合会 専務理事 あり

23 菊池　雅美 農業技術センター所長 H31.3.31 H31.4.1
神奈川県農業協同組合中央
会

技術顧問 あり

24 髙橋　文明 中央児童相談所長 H31.3.31 H31.4.1 社会福祉法人よるべ会 梅香園施設長 あり

25 草野　伊知郎
健康医療局参事（地方
独立行政法人神奈川県
立病院機構派遣）

H31.3.31 H31.4.1
株式会社日本宝くじシステ
ム

主幹(運用管理専門職) あり

26 石合　昇一
健康医療局参事（地方
独立行政法人神奈川県
立病院機構派遣）

H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人かながわ健康
財団

総務課長兼がん対策推進室
長

あり

27 梶木　富美恵
健康医療局生活衛生部
長

H31.3.31 R元.5.7
公益財団法人理容師美容師
試験研修センター

業務部専門職

28 剣持　栄
県土整備局事業管理部
長

H31.3.31 H31.4.1
一般財団法人あしがら勤労
者いこいの村

理事長 あり

29 根岸　宏文
県土整備局公共住宅担
当部長

H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人かながわ土地
建物保全協会

技術管理部参与 あり

30 三枝　薫 平塚土木事務所長 H31.3.31 H31.4.1 株式会社大林組 東京本店土木事業部参与 あり

31 伊東　祐治 相模原水道営業所長 H30.3.31 R元.6.1 神奈川県商工会連合会 専務理事 あり

32 菊田　稔 藤沢水道営業所長 H30.3.31 H31.4.1
地方独立行政法人神奈川県
立病院機構

内部統制・コンプライアン
ス室長

あり

33 伊勢　茂樹 鎌倉水道営業所長 H31.3.31 H31.4.1
公益社団法人神奈川県産業
資源循環協会 事務局長 あり

34 宮林　正彦 平塚水道営業所長 H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人神奈川県建築
士会 専務理事兼事務局長 あり

35 大嶽　真紀 監査事務局総務課長 H31.3.31 H31.4.1
一般財団法人シルクセン
ター国際貿易観光会館

総務担当次長兼総務課長 あり

※　順不同
※　平成30年７月１日から令和元年６月30日までの再就職状況（ただし、可能な限り最新の状況を掲載）
※　「再就職先における地位」欄は、可能な限り最新の役職を記載
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【知事部局等職員】（課長級）

36 廣武　豊
保健福祉局生活衛生部
生活衛生課長

H30.3.31 H30.10.1 株式会社魚喜 食品衛生室長

37 西條　由人
かながわ県民活動サ
ポートセンター副所長

H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人神奈川県専修
学校各種学校協会

事務局長 あり

38 西條　由人
かながわ県民活動サ
ポートセンター副所長

H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人神奈川県専修
学校各種学校退職基金財団

事務局長 あり

39 杉山　宏 緑県税事務所副所長 H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人神奈川県精神
科病院協会

事務局長 あり

40 宮下　馨 川崎県税事務所長 H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人神奈川県商工
会議所連合会

調整課長 あり

41 斎藤　英一 平塚県税事務所長 H31.3.31 H31.4.1 神奈川県道路公社 真鶴道路管理事務所副所長 あり

42 高橋　力
環境農政局環境部環境
整備センター担当課長

H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人かながわ海岸
美化財団

事務局長 あり

43 渋谷　光彦 湘南家畜保健衛生所長 H31.3.31 H31.4.1
公益社団法人神奈川県獣医
師会

事務局長 あり

44 内田　俊弘
かながわ労働センター
県央支所長

H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人神奈川県公園
協会

茅ケ崎里山公園副園長兼総
括管理主任

あり

45 酒井　弘幸
県土整備局建築住宅部
営繕計画課長

H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人神奈川県建築
士事務所協会

専務理事 あり

46 山中　孝文
厚木土木事務所東部セ
ンター所長

H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人神奈川県公園
協会

公園課長 あり

47 松田　和幸
流域下水道整備事務所
長

H31.3.31 H31.4.1
株式会社エイト日本技術開
発

理事 あり

48 松井　英樹
酒匂川水系ダム管理事
務所足柄発電管理所長

H31.3.31 H31.4.1
学校法人聖マリアンナ医科
大学

主幹 あり

49 井上　宏一 県立近代美術館副館長 H30.3.31 H31.4.1
社会福祉法人みその法人本
部

常務理事兼事務局長・統括
会計責任者

あり

50 目黒　節子 県立歴史博物館副館長 H31.3.31 H31.4.1 神奈川県鉄構業協同組合 事務局長 あり

【教員】

51 折笠　初雄 教育監 H31.3.31 H31.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

嘱託 あり

52 佐藤　到 横浜翠嵐高等学校長 H31.3.31 H31.4.1 永田台コミュニティハウス スタッフ

53 松本　哲 光陵高等学校長 H31.3.31 H31.4.1 神奈川県高等学校体育連盟 理事長 あり

※　順不同
※　平成30年７月１日から令和元年６月30日までの再就職状況（ただし、可能な限り最新の状況を掲載）
※　「再就職先における地位」欄は、可能な限り最新の役職を記載
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54 木谷　葉太郎 荏田高等学校長 H31.3.31 H31.4.1
神奈川県立高等学校ＰＴＡ
連合会

事務局長 あり

55 東城　俊也 生田東高等学校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人理知の杜松本国際
高等学校東京校

通信制課程総括本部長

56 米山　謙 麻生高等学校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人常陽学園東京医療
学院大学

シニアアドバイザー あり

57 反町　聡之 小田原高等学校長 H31.3.31 H31.4.1 学校法人東海大学 特任教授 あり

58 程島　宏美 上溝南高等学校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

経営管理本部企画入学課
嘱託

あり

59 坂本　万里 弥栄高等学校長 H30.3.31 H31.4.1 学校法人東京純心女子学園
次長（広報担当）兼法人企
画調整役

あり

60 久保田　啓一 伊志田高等学校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

主査 あり

61 鈴木　正一 秦野養護学校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

主査 あり

62 新井　雅明 えびな支援学校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人調布学園田園調布
学園大学

人間福祉学部心理福祉学科
教授

あり

63 伊藤　敬 瀬谷高等学校副校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人桜美林学園桜美林
中学・高等学校

教諭 あり

64 笠間　待男 座間高等学校副校長 H31.3.31 H31.4.1
学校法人日本大学第三学園
日本大学第三中学・高等学
校

任期制教諭

65 山口　英博 橋本高等学校教頭 H31.3.31 R元.6.18
学校法人横浜雙葉学園横浜
雙葉中学高等学校

教諭

【警察職員】（警視）

66 山口　雅見 横浜市警察部副部長 H31.3.31 H31.4.1 株式会社横浜銀行 主任調査役 あり

67 吉田　肇 横浜市警察部副部長 H29.9.30 H31.4.1 コネクシオ株式会社 渉外担当 あり

68 稲葉　弘行 相模方面本部副本部長 H30.9.30 H30.10.1
株式会社ジャパンニューア
ルファ

顧問 あり

69 小森　安晃 相模方面本部副本部長 H29.9.30 H30.4.1 有限会社三征 土木作業、交通誘導員

70 小森　安晃 相模方面本部副本部長 H29.9.30 H31.4.1
平塚市公営事業部
小田原市公営事業部

自警隊員 あり

71 鈴木　宣明 警察学校副校長 H30.9.30 H30.10.1
株式会社横浜グランドイン
ターコンチネンタルホテル

安全保安担当部長 あり

※　順不同
※　平成30年７月１日から令和元年６月30日までの再就職状況（ただし、可能な限り最新の状況を掲載）
※　「再就職先における地位」欄は、可能な限り最新の役職を記載
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72 吉留　育宏 都筑警察署長 H30.9.30 H30.10.1 株式会社たいよう共済 副支店長 あり

73 石垣　吉雄 幸警察署長 H30.9.30 H30.10.1
三菱地所プロパティマネジ
メント株式会社

調査役 あり

74 山口　達夫 茅ケ崎警察署長 H30.9.30 H30.10.1 川崎信用金庫 担当部長 あり

75 近藤　誠 地域部自動車警ら隊長 H31.3.31 H31.4.1 キヤノン株式会社 主席 あり

76 坂本　隆一
刑事部組織犯罪対策本
部国際捜査課長

H30.9.30 H30.10.1
横浜ベイサイドマリーナ株
式会社

調査役 あり

77 細野　勝 刑事部機動捜査隊長 H31.3.31 H31.4.1 横浜トヨペット株式会社 顧問 あり

78 米川　僚一 交通部交通指導課長 H31.3.31 H31.4.1
神奈川県自動車交通共済協
同組合

調査役 あり

79 宮島　良 交通部運転教育課長 H31.3.31 H31.4.1 損害保険料率算出機構 本部長付調査役 あり

80 桑原　明夫 葉山警察署長 H30.9.30 H30.10.1 京浜警備保障株式会社 執行役員 あり

81 吉田　一長 逗子警察署長 H30.9.30 H30.10.1 神奈川相互交易株式会社 総務課長 あり

82 宮村　栄 鎌倉警察署長 H31.3.31 H31.4.1 医療法人横浜柏堤会 防犯・安全対策部長 あり

83 松嶋　誠 大磯警察署長 H31.3.31 H31.4.1 藤田観光株式会社 渉外支配人 あり

84 大泉　重弘 松田警察署長 H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人日本防災通信
協会

支部長 あり

85 岩田　雅明 伊勢原警察署長 H31.3.31 H31.4.1 小田原栄興自動車株式会社 学校長 あり

86 渡邉　浩一
相模方面本部首席管理
官

H31.3.31 H31.4.1
一般財団法人神奈川県警友
会けいゆう病院

健診科長 あり

87 石神　邦彦
総務部総務課取調べ監
督室長

H31.3.31 H31.4.1 株式会社全日警横浜支社 課長 あり

88 德城　満 港北警察署副署長 H30.9.30 H30.10.1
株式会社ＫＡＮＴＯモー
タースクール

校長（管理者） あり

89 中村　大介 総務部施設課課長代理 H31.3.31 H31.4.1 株式会社荒井自動車学校 校長（管理者） あり

90 中村　久生
交通部高速道路交通警
察隊副隊長

H31.3.31 H31.4.1
公益財団法人神奈川県交通
安全協会

講習課長 あり

※　順不同
※　平成30年７月１日から令和元年６月30日までの再就職状況（ただし、可能な限り最新の状況を掲載）
※　「再就職先における地位」欄は、可能な限り最新の役職を記載
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91 佐藤　敏雄 保土ケ谷警察署副署長 H31.3.31 H31.4.1 神奈川相互交易株式会社 調査課長 あり

92 髙城　正幸 都筑警察署副署長 H31.3.31 H31.4.1 株式会社ドコモＣＳ 専任部長 あり

93 二見　正廣 大磯警察署副署長 H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人神奈川県警親
会

総務部長 あり

94 二見　正廣 大磯警察署副署長 H31.3.31 R元.8.20 寒川神社 嘱託職員 あり

【警察職員】（課長級）

95 間庭　朝昭 警務部厚生課長 H31.3.31 H31.4.1 株式会社たいよう共済 副支店長 あり

96 鈴木　淳
総務部管理官兼総務部
情報管理課情報技術推
進室長

H31.3.31 H31.4.1 京急サービス株式会社 課長 あり

97 飯田　芳幸

交通部運転免許本部管
理官兼交通部運転免許
本部運転免許課課長代
理

H31.3.31 H31.4.1 警察職員生活協同組合 参事 あり

98 芦澤　清美
刑事部科学捜査研究所
次長

H31.3.31 H31.4.1
一般社団法人日本海事検定
協会

分析員 あり

99 芦澤　清美
刑事部科学捜査研究所
次長

H31.3.31 R元.8.1 川崎市市民文化局平和館 非常勤嘱託員

※　順不同
※　平成30年７月１日から令和元年６月30日までの再就職状況（ただし、可能な限り最新の状況を掲載）
※　「再就職先における地位」欄は、可能な限り最新の役職を記載


