
 
 

退職者の再就職状況について               E 
   
 
 

１ 公表対象者 
 令和元年度に退職した管理職員のうち，営利企業等に再就職した者。 

  ※対象部局：知事部局，企業局，病院事業局，議会事務局，行政委員会（教育委員会，警察本

部を除く） 
  

２ 再就職状況の概要 
 

県出資法人 

公益法人等 企 業 合 計 

公益法人等 第三セクター 特別法人 

５人 ２人 ２人 １７人 １２人 ３８人 

 

 
３ 根 拠 
 退職職員の再就職状況の届出及び公表に関する要綱（平成２９年１月１日施行） 
 
 

資料番号 総務９ 

令和２年７月１７日 
人 事 課  



令和２年７月６日現在
No. 氏　　　名 退職時役職 退職年月日 再就職先名称 再就職先役職名 再就職年月日

1 小寺　洋 総務局長 R2.3.31 (公財)広島県下水道公社 理事長 R2.6.12

2 森永　智絵 環境県民局長 R2.3.31 （一財）広島県環境保全公社 理事長 R2.6.16

3 友道　康仁 土木建築局都市建築技術審議官 R2.3.31 広島高速道路公社 理事（総括） R2.7.6

4 岡﨑　泰充 議会事務局長 R2.3.31 タカノブ食品（株） 常勤顧問 R2.5.1

5 金光　義雅 会計管理者（兼）会計管理部長 R2.3.31 広島県市長会 事務局長 R2.6.1

広島県町村会 事務局長 R2.6.1

広島県市町総合事務組合 事務局長 R2.6.1

(公財)広島県市町村振興協会 常務理事(兼)事務局長 R2.6.1

6 井上　隆志 地域政策局付（部長） R2.3.31 （公財）ひろしま産業振興機構 産業会館館長 R2.4.1

7 新山　信夫 環境県民局付（部長） R2.3.31 広島県職業能力開発協会 専務理事(兼)事務局長 R2.4.1

8 寺崎　雅浩 健康福祉局付（部長） R2.3.31 （社福）ＩＧＬ学園福祉会 副施設長 R2.4.1

9 池田　浩二 農林水産局集中改革推進部長 R2.3.31 (一財)広島県森林整備・農業振興財団 理事長 R2.4.1

10 岡田　和行 企業局技術部長 R2.3.31 （株）水みらい広島 取締役副社長 R2.4.1

11 胡家　亮一 議会事務局次長 R2.3.31 （公社）広島県トラック協会 事務局長 R2.4.1

12 井口　秀登 監査委員事務局長 R2.3.31 （社福）恩賜財団済生会支部広島県済生会 事務局長（兼）済生会広島病院事務部長 R2.4.1

13 石井　和夫 西部建設事務所長 R2.3.31 広成建設（株） 施工統括部担当部長 R2.4.1

14 山口　英二 総務局研究開発課長 R2.3.31 広島県職業能力開発協会 技能振興コーナー長 R2.4.1

15 仁井　恭子 地域政策局スポーツ推進課長 R2.3.31 （公社）広島県社会福祉士会 広島県地域生活定着支援センター長 R2.4.1

16 德光　重雄 健康福祉局こども家庭課長 R2.3.31 （社福）広島県社会福祉協議会 総務部長 R2.4.1

17 八幡　毅 健康福祉局被爆者支援課長 R2.3.31 （公社）広島県就労振興センター 理事（兼）事務局長 R2.4.1

18 海嶋　照美 健康福祉局健康対策課長 R2.3.31 中国化薬（株） 専門部長 R2.5.1

19 松岡　俊彦 健康福祉局食品生活衛生課長 R2.3.31 （一社）三原薬剤師会 管理薬剤師 R2.4.1

20 應和　卓治 健康福祉局薬務課長 R2.3.31 （株）ジェイ・エム・エス 参事 R2.4.1

再　就　職　状　況　一　覧



令和２年７月６日現在
No. 氏　　　名 退職時役職 退職年月日 再就職先名称 再就職先役職名 再就職年月日

再　就　職　状　況　一　覧

21 平岩　幸夫 土木建築局付（課長） R2.3.31 （株）荒谷建設コンサルタント 福山支社参与 R2.4.1

22 吉田　晋司 土木建築局道路整備課長 R2.3.31 （株）安芸建設コンサルタント 取締役副社長 R2.4.1

23 平木　茂 企業局付（課長） R2.3.31 広建コンサルタンツ（株） 執行役員技術本部長 R2.4.1

24 中須　邦康 企業局土地整備課長 R2.3.31 （公財）ひろしま産業振興機構 部長 R2.4.1

25 井手野下　浩 消防学校長 R2.3.31 （一社）広島県危険物安全協会連合会 常務理事（兼）事務局長 R2.4.1

26 杉原　正夫 西部総務事務所次長 R2.3.31 （一社）広島県医師会 事務局次長 R2.4.1

27 宇佐川　秀輝 西部総務事務所呉支所長 R2.3.31 （公社）青少年育成広島県民会議 常務理事（兼）事務局長 R2.6.18

28 黒岡　浩文 西部総務事務所東広島支所長 R2.3.31 福山リサイクル発電（株） 次長（兼）総務課長 R2.4.1

29 信川　正次 西部厚生環境事務所呉支所長 R2.3.31 （社福）三篠会 白木の郷　事務長 R2.4.1

30 金只　久雄 西部東厚生環境事務所長 R2.3.31 （公社）広島県看護協会 事務局長 R2.4.1

31 稲角　亮次 西部建設事務所次長 R2.3.31 （一社）広島県土木協会 事務局長 R2.4.1

32 大石　幸司 東部建設事務所次長 R2.3.31 （株）日本空港コンサルタンツ 広島ヘリポート管理事務所副所長 R2.4.1

33 中本　俊幸 北部建設事務所長 R2.3.31 （株）荒谷建設コンサルタント 理事 R2.4.1

34 中村　幸雄 広島港湾振興事務所次長 R2.3.31 ジェイアール西日本コンサルタンツ（株） 調査役 R2.4.1

35 岡村　文生
県立安芸津病院副院長
（兼）県立安芸津病院事務長

R2.3.31 （一社）広島県医師会
事務局参事（兼）広島県立広島がん高精度放
射線治療センター事務長

R2.4.1

36 山本　雅治 危機管理監危機管理課防災担当監 R2.3.31 広島県綜合警備保障（株） 施設管理事業部付部長 R2.4.1

37 信政　幸伸 北部建設事務所次長 R2.3.31 広島県住宅供給公社 事業推進担当部長 R2.4.1

38 尾崎　彰 広島水道事務所次長 R2.3.31 （株）セトウチ 技術部長 R2.4.1
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