
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　再就職状況の公表について

　　　　　　　　平成１６年１２月２７日

　　　　　　　　外　　　　務　　　　省

平成１５年８月１６日から平成１６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 再就職先の名称及び業務内容 再就職先での役職 再就職日 再就職承認関係

1 天木直人 56 特命全権大使 平成15年8月29日

2 本山　昭 59 領事 平成15年8月31日

3 伊藤哲朗 59 特命全権大使 平成15年9月1日 東海大学 教授 平成16年4月1日 不要

4 野上武久 63 特命全権大使 平成15年9月26日 （財）日本国際協力財団 常務理事 平成16年8月1日 不要

5 高木　量 62 特命全権大使 平成15年9月26日

6 伊藤庄亮 62 特命全権大使 平成15年9月26日

7 大塚　功 61 特命全権大使 平成15年9月26日 東京地下鉄（株）（鉄道事業） 監査役 平成16年4月1日 不要

8 畠中　篤 63 特命全権大使 平成15年9月30日 国際協力機構（独立行政法人） 副理事長 平成15年10月1日 不要

9 藤田　直 61 特命全権大使 平成15年9月30日 労働政策研究・研修機構（独立行政法人） 参与 平成15年10月1日 不要

10 五月女光弘 65 特命全権大使 平成15年11月7日 早稲田大学 非常勤講師 平成16年4月1日 不要

11 福島清介 62 特命全権大使 平成15年11月28日

12 松本和朗 62 特命全権大使 平成15年11月28日 関東学園大学 教授 平成16年4月1日 不要

13 長谷川憲正 60 特命全権大使 平成15年11月28日

14 和田章男 63 総領事 平成15年12月2日

15 佐藤俊一 62 特命全権大使 平成15年12月16日 パイオニア（株）（電気機器製造業） 取締役 平成16年6月1日 不要

16 上野景文 55 特命全権大使 平成16年2月10日 （財）国際研修協力機構 常務理事 平成16年2月11日 不要

17 佐藤昌史 57 外務事務官（公使） 平成16年2月29日

18 黒須宣勝 62 大臣官房会計課在外保健調整官 平成16年3月31日

19 矢川文洋 62 総領事 平成16年3月15日

20 川勝一成 60 研修所副所長 平成16年3月31日 警察職員生活協同組合 参与 平成16年4月1日 不要

21 伊達秀雄 63 総領事 平成16年3月31日

22 重光甫彦 63 参事官 平成16年3月31日

23 楠田正義 63 公使 平成16年3月31日

24 中島　栄 63 参事官 平成16年3月31日

25 棚木　元 63 総領事 平成16年3月31日

26 飯田吉輝 63 総領事 平成16年3月31日

27 平田　豊 63 総領事 平成16年3月31日

28 設楽　清 63 総領事 平成16年3月31日

29 徳田憲彰 63 大臣官房総務課外交史料館長 平成16年3月31日

30 若山喬一 63 総領事 平成16年3月31日

31 藤井直治 63 総領事 平成16年3月31日

32 原口邦紘 63 北米局北米第一課企画官 平成16年3月31日 中央大学 非常勤講師 平成16年4月1日 不要

33 石井修治 63 参事官 平成16年3月31日



34 館山　彰 63 参事官 平成16年3月31日

35 川本順一 63 参事官 平成16年3月31日

36 上条義春 63 参事官 平成16年3月31日

37 岡崎　清 63 外務事務官（総領事） 平成16年3月31日 （財）交流協会 日台交流センター所長 平成16年6月1日 不要

38 内田富夫 61 特命全権大使 平成16年4月2日 （財）日韓文化交流基金 理事長 平成16年4月9日 不要

39 佐々木　肇 64 特命全権大使 平成16年4月2日 旧ソ連非核化協力技術事務局（非ソ連邦諸国への非核化協力）事務局長 平成16年9月15日 不要

40 喜田　修 62 外務事務官（参事官） 平成16年4月7日 長榮大学 客員教授 平成16年8月1日 不要

41 青山鑛一 63 総領事 平成16年5月31日

42 出木場一實 64 特命全権大使 平成16年6月11日

43 池田　維 65 特命全権大使 平成16年6月11日

44 河村悦孝 63 特命全権大使 平成16年6月11日 東海富士総業（株）（不動産の管理、売買等） 取締役 平成16年7月30日 不要

45 浦部和好 61 特命全権大使 平成16年7月30日

46 本田　均 57 外務事務官（特命全権大使） 平成16年8月13日 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（独立行政法人） 特命参与 平成16年8月16日 不要

　また、平成１５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 再就職先の名称及び業務内容 再就職先での役職 再就職日 再就職承認関係

1 菅野悠紀雄 62 特命全権大使 平成14年10月18日 政策研究大学院大学 教授・国際開発戦略研究センンター所長 平成14年12月1日 不要

2 野瀬芳宏 62 特命全権大使 平成15年4月1日 （財）中小企業国際人材育成事業団 特別参与 平成16年4月1日 不要

3 田中辰夫 62 特命全権大使 平成15年4月1日 （財）国際協力推進協会 専務理事 平成16年7月11日 不要

4 松本紘一 62 特命全権大使 平成15年7月11日 総合警備保障（株） 顧問 平成16年1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。


