
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 和泉　雅幸 理事兼総務局長 R3.3.31 R3.4.1
地方独立行政法人神奈川県
立産業技術総合研究所

理事 あり

2 石渡　美枝子 環境農政局長 R3.3.31 R3.4.1
一般財団法人神奈川県厚生
福利振興会

理事長 あり

3 上前　行男 県土整備局長 R3.3.31 R3.7.1 厚木市 副市長

4 谷川　純一 議会局長 R3.3.31 R3.4.1 神奈川県行政書士会 常務理事兼事務局長 あり

5 清水　周 県立高校改革担当局長 R3.3.31 R3.6.25
公益財団法人神奈川産業振
興センター

専務理事 あり

6 川合　充 人事委員会事務局長 R3.3.31 R3.6.1 神奈川県信用保証協会 常任監事 あり

7 宮越　雄司
スポーツ局参事監（オリ
ンピック・パラリンピック
担当）

R3.3.31 R3.4.1 大磯町 副町長

8 関矢　博己
県土整備局技監兼都市
部長

R3.3.31 R3.4.1 首都高技術株式会社 参与 あり

9 横溝　博之 藤沢土木事務所長 R3.3.31 R3.6.29
公益財団法人神奈川県公園
協会

理事長 あり

10 石川　信之 会計局副局長 R3.3.31 R3.4.1
公益社団法人神奈川県医師
会

事務局次長（管理担当） あり

11 松井　聡明 県立図書館長 R3.3.31 R3.7.1
一般財団法人かながわ水・エ
ネルギーサービス

理事長 あり

12 守屋　充 監査事務局副事務局長 R3.3.31 R3.4.1
全国知事会
公益財団法人都道府県セン
ター

事務局次長兼管理部長事務
取扱兼災害共済部長

あり

【知事部局等職員】（部長・参事級）

13 村島　正章
総務局参事（本庁庁舎再
編整備担当）

R3.3.31 R3.4.1 神奈川県住宅供給公社 賃貸事業部上席調査役 あり

14 浜田　和徳 厚木県税事務所長 R3.3.31 R3.6.23
公益財団法人神奈川県学校
給食会

理事長 あり

15 小林　幸文 環境農政局環境部長 R3.3.31 R3.4.1 南足柄市 参事 あり

16 西田　周史 農業技術センター所長 R3.3.31 R3.4.1
神奈川県農業協同組合中央
会

顧問 あり

17 山崎　育子
健康医療局県立病院担
当部長

R3.3.31 R3.4.1
地方独立行政法人神奈川県
立病院機構

経営管理室長 あり

18 山本　洋一
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）

R3.3.31 R3.4.1 全国公営競馬主催者協議会 参与 あり

19 加藤　紳一
健康医療局生活衛生部
長

R3.3.31 R3.4.1
公益財団法人神奈川県生活
衛生営業指導センター

専務理事 あり

20 柿木　秀文
かながわ労働センター所
長

R3.3.31 R3.4.1 株式会社湘南なぎさパーク 湘南港管理部長 あり

令和２年度県退職者等の再就職状況

令和3年8月31日

※　順不同
※　令和２年７月１日から令和３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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21 佐藤　治郎
県土整備局収用委員会
事務局担当部長

R3.3.31 R3.4.1
公益財団法人神奈川県公園
協会

事務局長 あり

22 立川　直 鎌倉水道営業所長 R3.3.31 R3.4.1 神奈川県商工会連合会 事務局長 あり

23 中村　猛 藤沢水道営業所長 R3.3.31 R3.4.1
社会福祉法人かながわ共同
会

常務理事兼統括管理室長 あり

【知事部局等職員】（課長級）

24 加藤　照之 温泉地学研究所長 R3.3.31 R3.4.1
学校法人大正大学地域構想
研究所

特命教授

25 早川　剛弘 環境科学センター副所長 R3.3.31 R3.4.1
公益社団法人神奈川県ＬＰガ
ス協会

専務理事 あり

26 北浦　健生
農業技術センター生産技
術部長

R3.3.31 R3.4.1 さがみ農業協同組合 技術顧問 あり

27 後藤　文郎 畜産技術センター副所長 R3.3.31 R3.4.1
社会福祉法人恩賜財団済生
会

監査指導室長 あり

28 廣瀬　茂 東部漁港事務所長 R3.3.31 R3.4.1
公益財団法人神奈川県都市
整備技術センター

工務部長 あり

29 寶珠山　正和 西部漁港事務所長 R3.3.31 R3.4.1
公益財団法人神奈川県公園
協会

自然公園担当課長兼地域連
携推進担当課長

あり

30 平野　雅己
中井やまゆり園生活支
援部長

R3.3.31 R3.4.1 社会福祉法人幸保園 業務執行理事兼園長 あり

31 山下　穣 衛生研究所副所長 R3.3.31 R3.4.1
地方独立行政法人神奈川県
立産業技術総合研究所

施設運営担当課長 あり

32 露木　美和子
鎌倉保健福祉事務所三
崎センター所長

R3.3.31 R3.4.1
神奈川県国民健康保険団体
連合会

非常勤職員 あり

33 石原　旬
厚木保健福祉事務所生
活衛生部長

R3.3.31 R3.4.1
公益社団法人神奈川県食品
衛生協会

専務理事兼事務局長 あり

34 板橋　み雪
横須賀土木事務所副所
長

R3.3.31 R3.4.1
公益社団法人神奈川県薬剤
師会

管理課長 あり

35 秋澤　潔史 県西土木事務所副所長 R3.3.31 R3.4.1
公益財団法人相模メモリアル
パーク

特定課題担当部長 あり

36 川崎　俊明
横浜川崎治水事務所川
崎治水センター所長

R3.3.31 R3.4.1
公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺
振興財団

施設課長 あり

37 鈴木　勲生
流域下水道整備事務所
長

R3.3.31 R3.4.1 株式会社奥村組 技術部長 あり

38 三橋　昭彦 厚木水道営業所長 R3.3.31 R3.6.1
公益財団法人神奈川県結核
予防会

事務局業務部長（かながわク
リニック担当）兼かながわクリ
ニック事務長

あり

39 藤田　弘子 谷ケ原浄水場副場長 R3.3.31 R3.4.1
一般社団法人神奈川県商工
会議所連合会

事業課長 あり

40 小野関　浩人 議会局議事課長 R3.3.31 R3.4.1
公立大学法人神奈川県立保
健福祉大学

企画・地域貢献部長 あり

41 山口　英紀 川崎図書館副館長 R3.3.31 R3.4.1 神奈川県道路公社 事業企画課長 あり

※　順不同
※　令和２年７月１日から令和３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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42 直井　宏 金沢文庫副文庫長 R3.3.31 R3.6.25
公益財団法人神奈川産業振
興センター

常務理事 あり

【教員】

43 伊藤　美紀 松陽高等学校長 R3.3.31 R3.4.1
学校法人玉川学園玉川大学
大学院

教育学研究科教職専攻准教
授

あり

44 森　加津子 新城高等学校長 R3.3.31 R3.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

学生支援本部学生課学生サ
ポート室嘱託

あり

45 伊原　伸一郎 相模原弥栄高等学校長 R3.3.31 R3.4.1 学校法人東京純心女子学園 入試・広報担当課長 あり

46 林　忠 小田原高等学校長 R3.3.31 R3.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

学生支援本部キャリア就職課
嘱託

あり

47 市川　道伸 茅ケ崎北陵高等学校長 R3.3.31 R3.4.1 学校法人鎌倉女子大学
教育学部教育学科特任准教
授

あり

48 上前　悟 厚木高等学校長 R3.3.31 R3.4.1
国立研究開発法人科学技術
振興機構

主任調査員 あり

49 藤田　正樹 山北高等学校長 R3.3.31 R3.4.1 株式会社アグサ 施設運営アドバイザー あり

50 饗場　博 商工高等学校副校長 R3.3.31 R3.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

学生支援本部キャリア就職課
嘱託

あり

51 松山　明彦
藤沢総合高等学校副校
長

R3.3.31 R3.4.1
一般社団法人平塚市観光協
会

事務局長 あり

52 荒井　智子
三浦初声高等学校副校
長

R3.3.31 R3.4.1 学校法人聖和学院 非常勤講師

【警察職員】（警視）

53 森　昌信 横浜市警察部副部長 R3.3.31 R3.4.1 株式会社たいよう共済 副支店長 あり

54 田中　勝 川崎市警察部副部長 R2.9.30 R2.10.1 株式会社東海ビルメンテナス 渉外担当部長 あり

55 工藤　浩一 相模原市警察部副部長 R3.3.31 R3.4.1 神奈川中央交通株式会社 顧問 あり

56 宮﨑　哲也 警察学校副校長 R3.3.31 R3.4.1 自動車安全運転センター 副参事 あり

57 佐藤　修 旭警察署長 R2.9.30 R2.10.1 株式会社ＫＳＰ 事業部長 あり

58 村山　英彦 港南警察署長 R2.9.30 R2.10.1 株式会社清光社 顧問 あり

59 齋藤　秀明 幸警察署長 R2.9.30 R2.10.1
有限会社小田原ドライビング
スクール

管理者 あり

60 蒲山　彰 中原警察署長 R2.9.30 R2.10.1
学校法人聖マリアンナ医科大
学

参与 あり

61 青木　正浩 藤沢警察署長 R3.3.31 R3.4.1 警察職員生活協同組合 参事 あり

62 小野　正男 相模原南警察署長 R2.9.30 R2.10.1 株式会社かんぽ生命保険 調査役 あり

※　順不同
※　令和２年７月１日から令和３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



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

63 野口　博 警務部教養課長 R3.3.31 R3.4.1 藤沢市
不当要求行為等対策担当主
任指導員

あり

64 飯高　一之 地域部自動車警ら隊長 R2.9.30 R2.10.1 株式会社協伸建材興業 安全衛生推進部長 あり

65 兼頭　文子人
刑事部組織犯罪対策本
部薬物銃器対策課長

R2.9.30 R2.10.1
東京海上日動火災保険株式
会社

神奈川損害サービス部付 あり

66 木村　和裕 磯子警察署長 R3.3.31 R3.4.1 株式会社関学サービス 学院渉外担当役 あり

67 大河原　文勝 栄警察署長 R3.3.31 R3.4.1 横浜信用金庫 顧問 あり

68 小林　仁司 泉警察署長 R2.9.30 R2.10.1 株式会社都南 管理者 あり

69 山田　俊 横浜水上警察署長 R3.3.31 R3.4.1 株式会社向ヶ丘自動車学校 管理者 あり

70 井原　義春 秦野警察署長 R2.9.30 R2.10.1 株式会社横浜自動車学校 管理者 あり

71 小林　淳一 座間警察署長 R3.3.31 R3.4.1 独立行政法人都市再生機構 顧問 あり

72 浅沼　貴浩 生活安全部管理官 R2.9.30 R2.10.1 横浜市立市民病院 保安担当課長 あり

73 名児耶　正
川崎市警察部担当管理
官

R3.3.31 R3.4.1
独立行政法人労働者健康安
全機構横浜労災病院

渉外担当役 あり

74 石渡　政徳 戸部警察署副署長 R3.3.31 R3.4.1
国家公務員共済組合連合会
横須賀共済病院

専門役 あり

75 増田　浩 小田原警察署副署長 R3.3.31 R3.4.1
株式会社京急自動車学校
茅ヶ崎校

管理者 あり

76 金田　圭介 警務部教養課課長代理 R3.3.31 R3.4.1 消費者庁 法執行専門職員 あり

77 金田　圭介 警務部教養課課長代理 R3.3.31 R3.8.1 株式会社ロピア 渉外対応 あり

78 奈良　和彦
地域部鉄道警察隊副隊
長

R3.3.31 R3.4.1 学校法人東海大学 渉外担当 あり

79 雪竹　英俊
刑事部機動捜査隊副隊
長

R3.3.31 R3.4.1 自動車安全運転センター 主幹 あり

80 青山　一穗 警察学校第二教養部長 R3.3.31 R3.4.1 晃陽電設株式会社 警備部副部長 あり

81 小津　岳彦 緑警察署副署長 R3.3.31 R3.4.1 東京ガスエコモ株式会社 お客様サービス部長 あり

82 尾方　喜英 栄警察署副署長 R3.3.31 R3.4.1 横浜市
資源循環局家庭系対策部管
理幹

あり

83 加瀨　俊治 逗子警察署副署長 R3.3.31 R3.4.1 株式会社南横浜自動車学校 管理者 あり

84 福本　正志 松田警察署副署長 R3.3.31 R3.4.1 株式会社たいよう共済 次長 あり

※　順不同
※　令和２年７月１日から令和３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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85 三上　圭司 津久井警察署副署長 R3.3.31 R3.4.1
公益財団法人神奈川県交通
安全協会

更新時・原付講習課長 あり

【警察職員】（課長級）

86 砂田　禎 総務部会計課長 R3.3.31 R3.4.1
一般社団法人神奈川県安全
運転管理者会連合会

常務理事 あり

※　順不同
※　令和２年７月１日から令和３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


