
（別表）

　平成19年8月16日から20年8月15日までの１年間に当省課長・企画官相当職以上で退職した職員の再就職状況は次のとおりです。

整理
番号

氏名
退職時
年齢

退職時官職 退職日 再就職先での役職 再就職日
再就職承
認関係

1 小川　郷太郎 64 特命全権大使 平成19年8月31日 顧問（非常勤） 平成19年10月1日 不要
2 伊藤　新一 57 公使 平成19年8月31日 特任参事（非常勤） 平成19年9月1日 不要
3 大島　賢三 64 特命全権大使 平成19年9月4日 副理事 平成19年10月1日 不要
4 西村　六善 67 特命全権大使 平成19年9月4日
5 四之宮　平佑 64 特命全権大使 平成19年9月30日 代表取締役社長 平成19年11月1日 不要
6 榎　泰邦 61 特命全権大使 平成19年10月31日 顧問 平成19年11月1日 不要
7 阿部　知之 64 特命全権大使 平成19年11月9日 理事長（非常勤） 平成20年3月12日 不要
8 菊池　龍三 66 特命全権大使 平成19年11月9日
9 上田　秀明 63 特命全権大使 平成19年11月30日 顧問（非常勤） 平成20年1月1日 不要
10 梅津　至 64 特命全権大使 平成19年12月18日 特別顧問（非常勤） 平成20年4月1日 不要
11 谷内　正太郎 64 外務事務次官 平成20年1月17日 客員教授（非常勤） 平成20年4月1日 不要
12 白川　光徳 63 特命全権大使 平成20年3月14日
13 乳井　忠晴 62 特命全権大使 平成20年3月14日
14 大島　正太郎 64 特命全権大使 平成20年3月31日 上級委員会委員 平成20年6月1日 不要
15 伊藤　正春 63 領事 平成20年3月31日
16 倉又　徹 63 参事官兼領事 平成20年3月31日
17 渡邉　奉勝 63 参事官 平成20年3月31日
18 久保　克彦 63 参事官 平成20年3月31日
19 中野　勝一 63 総領事 平成20年3月31日 非常勤講師 平成20年4月1日 不要
20 岩田　義正 63 総領事 平成20年3月31日 事務局長 平成20年11月1日 不要
21 阿部　孝哉 63 総領事 平成20年3月31日 理事・事務局長 平成20年4月4日 不要
22 堀江　副武 63 総領事 平成20年3月31日
23 安井　兵典 63 総領事 平成20年3月31日
24 岡本　毅 63 総領事 平成20年3月31日
25 大橋　迅五 60 外務事務官 平成20年3月31日
26 岡田　武夫 63 参事官 平成20年3月31日
27 赤間　昭夫 63 参事官 平成20年3月31日 総務主事 平成20年4月1日 不要

世界貿易機関

早稲田大学日米研究機構日米研究所

（株）三菱重工業

大東文化大学国際関係学部
(社)霞関会
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独立行政法人海洋研究開発機構

(株)三井物産

再就職先の名称及び業務内容

独立行政法人国際協力機構

(株)霞友サービス（損害保険代理店業務）
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28 齋賀　富美子 64 特命全権大使 平成20年4月1日 裁判官 平成20年6月1日 不要
29 花形　莞司 64 特命全権大使 平成20年4月11日
30 片岡　林造 64 特命全権大使 平成20年4月22日
31 野上　義二 65 特命全権大使 平成20年5月31日 常任顧問 平成20年6月1日 不要
32 加藤　良三 66 特命全権大使 平成20年6月30日 コミッショナー 平成20年7月1日 不要
33 飯山　常成 65 特命全権大使 平成20年7月11日
34 飯野　建郎 63 特命全権大使 平成20年7月11日 顧問（非常勤） 平成20年8月1日 不要

注１）「退職時官職」欄のカッコ書き官職については、過去５年間に就いていた最高位の官職です。

注２）「再就職承認」とは、国家公務員法第１０３条第３項等により、在職中一定の関係にあった営利企業に就職しようとする場合に求められている手続きです。

注３）退職後、再就職していない退職者又は当省において再就職状況を把握していない退職者については、「再就職先の名称及び業務内容」から「再就職承認関係」までの欄を空欄と

しています。

　また、平成19年8月15日以前に当省課長・企画官相当職以上で退職した職員の再就職状況の追加公表は次のとおりです。

整理
番号

氏名
退職時
年齢

退職時官職 退職日 再就職先での役職 再就職日
再就職承
認関係

1 中軽米重男 63 総領事 平成19年3月31日 シニアコンサルタント（非常勤） 平成20年11月1日 不要
2 山崎　秀明 63 参事官 平成19年3月31日 専門部長 平成20年4月1日 承認

再就職先の名称及び業務内容

国際刑事裁判所

(株)みずほコーポレート銀行
日本プロフェッショナル野球組織

安全サポート株式会社

(社)太平洋諸島地域研究所

(株)沖電気工業


