
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】（特別職）

1 長谷川　幹男
公営企業管理者　企業
庁長

R4.3.31 R4.6.1 神奈川県信用保証協会 会長 あり

2 桐谷　次郎 教育長 R4.3.31 R4.7.1 神奈川県住宅供給公社 理事長 あり

【知事部局等職員】（理事、局長・参事監級）

3 長野　敏昭 東京事務所長 R4.3.31 R4.4.1
公益財団法人神奈川県私学
退職基金財団

事務局長 あり

4 藤澤　恭司
県西地域県政総合セン
ター所長

R4.3.31 R4.4.1
公立大学法人神奈川県立保
健福祉大学

ヘルスイノベーションスクール
担当次長

あり

5 平井　和友 議会局長 R4.3.31 R4.4.1
公益社団法人神奈川県薬剤
師会

事務局長 あり

6 川瀬　良幸 監査事務局長 R4.3.31 R4.6 横浜高速鉄道株式会社 代表取締役常務 あり

7 出口　満美 労働委員会事務局長 R4.3.31 R4.6.22 株式会社湘南国際村協会 常務取締役 あり

8 市川　喜久江
政策局参事監（ヘルスケ
ア・ニューフロンティア推
進担当）

R3.12.19 R3.12.20 平塚市 監査委員

9 田中　秀基 企業局副局長 R4.3.31 R4.4.1
地方独立行政法人神奈川県
立病院機構

情報システム担当局長 あり

10 霜尾　克彦 議会局副局長 R4.3.31 R4.6.28
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

11 南雲　正二 県立図書館長 R4.3.31 R4.4.1
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

【知事部局等職員】（部長・参事級）

12 小泉　洋 横浜県税事務所長 R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人行政書士試験
研究センター

総務課長 あり

13 海老原　隆 相模原県税事務所長 R4.3.31 R4.6
横浜シティ・エア・ターミナル
株式会社

常勤監査役 あり

14 香川　康夫 自動車税管理事務所長 R4.3.31 R4.4.1
社会福祉法人神奈川県社会
福祉協議会

地域福祉部生活支援担当部
長

あり

15 秋山　昌弘
くらし安全防災局消費生
活担当部長

R4.3.31 R4.4.1 社会福祉法人紅梅会 事務局長 あり

16 加藤　洋 環境農政局環境部長 R4.3.31 R4.5.1
一般社団法人神奈川県高圧
ガス保安協会

常任理事兼副会長 あり

17 濵名　成之 環境農政局緑政部長 R4.3.31 R4.4.1 相模原市 主幹 あり

18 小島　厚
子ども自立生活支援セ
ンター所長

R4.3.31 R4.4.1
社会福祉法人宝安寺社会事
業部

ほうあんふじ施設長 あり

19 横溝　克明
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）

R4.3.31 R4.4.1 学校法人大谷学園 秘書室長 あり

20 髙崎　智彦 衛生研究所長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社ビー・エム・エル 顧問 あり

令和３年度県退職者等の再就職状況

令和4年8月31日

※　順不同
※　令和３年７月１日から令和４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 塩川　圭一
県土整備局建築住宅部
長

R4.3.31 R4.4.1
公益財団法人神奈川芸術文
化財団

県民ホール施設運営課担当
課長

あり

22 相原　久彦 横須賀土木事務所長 R4.3.31 R4.4.1
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ

参与 あり

23 久保　徹 平塚土木事務所長 R4.3.31 R4.4.1 神奈川県道路公社
理事兼技術部長兼横須賀三
浦有料道路管理事務所長

あり

24 森谷　保 厚木土木事務所長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社フジタ横浜支店 技術顧問 あり

25 笠間　順 県西土木事務所長 R4.3.31 R4.4.1
公益財団法人神奈川県公園
協会

参事兼公園課長 あり

26 影山　雅映 企業局利水電気部長 R4.3.31 R4.4.1 東洋建設株式会社横浜支店 嘱託 あり

【知事部局等職員】（課長級）

27 鈴木　誠
農業技術センター病害
虫防除担当部長

R3.3.31 R4.4.1 セレサ川崎農業協同組合 技術顧問 あり

28 阿部　司
さがみ緑風園生活支援
部長

R3.3.31 R4.4.1 社会福祉法人紅梅会 紅梅ホーム施設長

29 戸田　博之 厚木土木事務所副所長 R3.3.31 R3.9.1 神奈川県町村会 事務局次長 あり

30 河原　一夫 横須賀県税事務所長 R4.3.31 R4.4.1
一般社団法人神奈川県商工
会議所連合会

事業課長 あり

31 榎木　良雄
環境農政局総務室経理
担当課長

R4.3.31 R4.4.1 神奈川県商工会連合会 事務局長 あり

32 利波　之徳 水産技術センター所長 R4.3.31 R4.4.1 横須賀市大楠漁業協同組合 事務局長 あり

33 椎野　こずえ
かながわ男女共同参画
センター所長

R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人シルクセンター
国際貿易観光会館

企画・業務担当課長 あり

34 髙須　正幸
大和綾瀬地域児童相談
所長

R4.3.31 R4.4.1 学校法人鎌倉女子大学 准教授 あり

35 山田　泰志

健康医療局保健医療部
担当課長（公立大学法
人神奈川県立保健福祉
大学派遣)

R4.3.31 R4.4.1
公益財団法人かながわ健康
財団

専務理事兼事務局長 あり

36 石原　健
小田原保健福祉事務所
生活衛生部長

R4.3.31 R4.4.1
イオンリテール株式会社南関
東カンパニー

衛生管理アドバイザー あり

37 水野　政幸
神奈川障害者職業能力
開発校長

R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人消防試験研究
センター神奈川県支部

支部長 あり

38 竹山　幸夫
横須賀土木事務所計画
建築部長

R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人神奈川県建築
安全協会

検査部検査担当課長 あり

39 向井　潤一郎
厚木土木事務所計画建
築部長

R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人シルクセンター
国際貿易観光会館

施設担当課長 あり

40 鶴木　拓也 横浜川崎治水事務所長 R4.3.31 R4.4.1
八千代エンジニヤリング株式
会社

技師長 あり

41 宮本　信也
流域下水道整備事務所
長

R4.3.31 R4.4.1 愛川町 主査 あり

※　順不同
※　令和３年７月１日から令和４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 白岩　良雄
湘南地域県政総合セン
ター農政部長

R4.3.31 R4.4.1
公益社団法人神奈川県農業
公社

事務局長 あり

43 新井　匡
相模原水道営業所副所
長

R4.3.31 R4.7.1
公益財団法人かながわトラス
トみどり財団

専務理事兼事務局長 あり

44 後藤　守
津久井水道営業所副所
長

R4.3.31 R4.4.1
公益財団法人宮ヶ瀬ダム周
辺振興財団

あいかわ公園所長 あり

45 志村　政浩
相模川水系ダム管理事
務所副所長

R4.3.31 R4.4.1
公益財団法人宮ヶ瀬ダム周
辺振興財団

常務理事兼事務局長 あり

46 上田　尚弘 学校事務センター所長 R4.3.31 R4.6.16
一般財団法人神奈川県教育
福祉振興会

常務理事兼事務局長 あり

【教員】

47 岡野　親 教育監 R4.3.31 R4.4.1 学校法人五島育英会 専任部長 あり

48 田中　不二夫
スポーツ局参事監（ス
ポーツ振興担当）

R4.3.31 R4.6.25 (公財)神奈川県スポーツ協会 専務理事 あり

49 戸井田　洋 鶴見高等学校長 R4.3.31 R4.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

教職教員センター支援室嘱
託

あり

50 篠塚　弘康 横浜翠嵐高等学校長 R4.3.31 R4.4.1
学校法人五島育英会東京都
市大学付属中学校・高等学
校

校長 あり

51 佐野　朗子 横浜清陵高等学校長 R4.3.31 R4.4.1 学校法人北鎌倉女子学園 理事兼校長 あり

52 桜田　京子 横浜国際高等学校長 R4.3.31 R4.4.1
国立大学法人横浜国立大学
教職大学院

連携教授 あり

53 桜田　京子 横浜国際高等学校長 R4.3.31 R4.4.1 学校法人東海大学 非常勤講師 あり

54 小島　淳子 光陵高等学校長 R4.3.31 R4.4.1 学校法人鎌倉女子大学 准教授 あり

55 小林　芳明 上鶴間高等学校長 R4.3.31 R4.4.1
学校法人幾徳学園神奈川工
科大学

教育開発センター支援室嘱
託

あり

56 柏木　信一郎 藤沢清流高等学校長 R4.3.31 R4.4.1 学校法人東京理科大学 専門員兼非常勤講師 あり

57 及川　利紀 中原養護学校長 R4.3.31 R4.4.1 帝京大学大学院 教授

58 佐藤　雅己 秦野養護学校長 R4.3.31 R4.4.1 学校法人鎌倉女子大学 准教授 あり

59 田中　一也
横浜南陵高等学校副校
長

R4.3.31 R4.4.1 学校法人正栄学園 湘南こども園長 あり

60 福田　浩之 相模原高等学校副校長 R4.3.31 R4.4.1
国立研究開発法人科学技術
振興機構

主任専門員 あり

61 半田　昌孝 松陽高等学校教頭 R4.3.31 R4.4.1 学校法人誠心学園 校長補佐 あり

【警察職員】（警視）

62 若尾　康弘 横浜市警察部副部長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社神奈川銀行 顧問 あり

※　順不同
※　令和３年７月１日から令和４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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63 八木　秀夫 川崎市警察部副部長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社ギオン 警備統括監 あり

64 岡部　郁夫 総務部留置管理課長 R4.3.31 R4.4.1
平塚市公営事業部
小田原市公営事業部

保安部長 あり

65 土屋　重雄
刑事部組織犯罪対策本
部組織犯罪分析課長

R4.3.31 R4.4.1 東京ガス株式会社 顧問 あり

66 藤田　和久 交通部交通総務課長 R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人横浜市交通安
全協会

交通安全担当部長 あり

67 古屋　貴祥
交通部運転免許本部運
転免許課長

R3.9.30 R3.10.1
神奈川県自動車交通共済協
同組合

調査役 あり

68 田中　武志 南警察署長 R3.9.30 R3.10.1
アマノマネージメントサービス
株式会社

顧問 あり

69 本城　宏一 旭警察署長 R3.9.30 R3.10.1 横浜市 総務局危機管理課参事 あり

70 櫻庭　嘉洋 青葉警察署長 R3.9.30 R3.10.1
株式会社横浜国際平和会議
場

参与 あり

71 磯野　正彦 相模原南警察署長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社綜合警備保障 参与 あり

72 髙橋　陽一
生活安全部少年育成課
長

R4.3.31 R4.4.1
公益社団法人神奈川県防犯
協会連合会

専務理事兼事務局長 あり

73 佐藤　公
生活安全部少年捜査課
長

R3.9.30 R3.10.1 イオンモール株式会社 渉外部長 あり

74 中村　和広 地域部自動車警ら隊長 R3.9.30 R3.10.1 旭興業株式会社 管理者 あり

75 八矢　洋一 地域部鉄道警察隊長 R4.3.31 R4.4.1
三井住友海上火災保険株式
会社

損害サポート顧問 あり

76 窪田　博行 警備部公安第三課長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社京急自動車学校 管理者 あり

77 田子　貴之
警備部危機管理対策課
長

R4.3.31 R4.4.1 株式会社横浜自動車学校 管理者 あり

78 村田　秀之 瀬谷警察署長 R4.3.31 R4.4.1 荒井商事株式会社 顧問 あり

79 廣石　尚博 横浜水上警察署長 R4.3.31 R4.4.1 シモハナ物流株式会社  安全教育課　課長待遇 あり

80 杉本　彰 浦賀警察署長 R4.3.31 R4.4.1 学校法人東海大学 渉外担当 あり

81 増山　靖彦 鎌倉警察署長 R3.9.30 R3.10.1 株式会社たいよう共済 副支店長 あり

82 鴻巣　龍太郎 大船警察署長 R4.3.31 R4.4.1
首都高メンテナンス神奈川株
式会社

担当課長(交通安全) あり

83 日原　修 大磯警察署長 R3.9.30 R3.10.1 株式会社荏原製作所 総務室担当部長 あり

84 竹田　茂 秦野警察署長 R4.3.31 R4.4.1 横浜トヨペット株式会社 顧問 あり

※　順不同
※　令和３年７月１日から令和４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 山田　隆 座間警察署長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社セノン 支社部長 あり

86 荒井　政晴 海老名警察署長 R3.9.30 R3.10.1 首都高速道路株式会社 常勤嘱託員 あり

87 森下　正喜 戸部警察署副署長 R4.3.31 R4.4.1 株式会社ケイデイエス 管理者 あり

88 八鍬　隆治
地域部鉄道警察隊副隊
長

R4.3.31 R4.4.1 関矢産業株式会社 管理者 あり

89 今井　学 栄警察署副署長 R4.3.31 R4.4.1 イオンリテール株式会社 保安担当 あり

90 萩原　朗 浦賀警察署副署長 R4.3.31 R4.4.1 イオンリテール株式会社 保安担当 あり

91 石井　成夫 大船警察署副署長 R4.3.31 R4.4.1
一般社団法人神奈川県警備
業協会

事務局長(理事) あり

92 久保寺　操 藤沢北警察署副署長 R4.3.31 R4.4.1 イオンリテール株式会社 保安担当 あり

【警察職員】（課長級）

93 小松原　覚 警務部厚生課長 R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人神奈川県警親
会

事業部長 あり

94 清水　滋 警察学校庶務部長 R4.3.31 R4.4.1
株式会社ジェーピーカード
サービス

課長 あり

95 八木　克之
総務部情報管理課情報
技術推進室長

R4.3.31 R4.4.1
公益社団法人神奈川県防犯
協会連合会

事務局次長 あり

※　順不同
※　令和３年７月１日から令和４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


