
 

 

 

 

 

 

退職者の再就職状況について 

 

１ 要旨・目的 

  元職員の再就職について透明性の確保のため，「退職職員の再就職状況の届出及び公表

に関する要綱」に基づき，再就職の状況について公表する。 

 

２ 現状・背景 

 ○ 再就職者が管理職員（管理職手当の受給者等）で営利企業等に再就職した場合（報酬

を得る場合に限る）は，離職後２年間，再就職状況の届出が必要。 

 ○ 届け出た再就職状況は「退職職員の再就職状況の届出及び公表に関する要綱」に基づ

き，毎年公表。 

   

３ 概要 

(1)  公表対象者                 

令和３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)  公表時点                              

令和４年７月１日現在 

 

(3)  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 

９人 ０人 ４人 １５人 ６人 ３４人 

 

４ その他（関連情報等） 

  県ホームページでも公表する。 

 

令和４年７月 19日 
課 名 総務局人事課 
担当者 課長 木村 
内 線 2239 

資料番号  総務８ 



令和４年７月１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 坂井　浩明 総務局長 R4.3.31 日本赤十字社広島県支部 事務局長 R4.4.1

2 松井　浩美 経営戦略審議官 R4.3.31 （社福）広島県福祉事業団 副理事長 R4.6.23

広島県土地開発公社 理事

広島県道路公社 常務理事

広島県住宅供給公社 常務理事

4 來山　　哲 地域政策局総括官（地域振興） R4.3.31 中国税理士会 事務局長 R4.4.1

5 高木　孝夫 農林水産局総括官（林業振興） R4.3.31 （一社）広島県森林協会 指定職参事 R4.4.1

6 大畑　史也 議会事務局次長 R4.3.31 （公財）広島県男女共同参画財団 常務理事（兼）事務局長 R4.4.1

7 出原　寿之 監査委員事務局長 R4.3.31 （公財）広島県学校給食会 常務理事 R4.7.1

8 山本　泰之 労働委員会事務局次長 R4.3.31 日本赤十字広島看護大学 事務局次長（兼）教務学生課長 R4.4.1

9 桜井　勝広 東部総務事務所長 R4.3.31 （公財）広島県教育事業団 理事長 R4.4.1

10 石迫　弘幸 北部総務事務所長 R4.3.31 （一財）広島県環境保全公社 業務執行理事（兼）事務局長 R4.4.1

11 大内　貞夫 自治総合研修センター所長 R4.3.31 （公財）ひろしま産業振興機構 常務理事 R4.4.1

12 内山　偉文 西部こども家庭センター所長 R4.3.31 （公財）広島原爆被爆者援護事業団 広島原爆養護ホーム 神田山やすらぎ園長 R4.4.1

13 宮本　通孝 西部建設事務所長 R4.3.31 基礎地盤コンサルタンツ（株）中国支社 参与 R4.4.1

14 岡本　一哉 環境県民局環境県民総務課長 R4.3.31 （公財）広島県私立幼稚園連盟 事務局長 R4.4.1

15 佐藤　文昭 環境県民局付（課長） R4.3.31 （一財）広島県環境保全公社 総務課長 R4.4.1

16 大和　伸明 土木建築局付（課長） R4.3.31 （株）ダイヤコンサルタント 中国支店 技師長 R4.4.1

17 迫田　克幸 土木建築局付（課長） R4.3.31 広島県住宅供給公社 参与 R4.4.1

18 東　　義弘 土木建築局用地課長 R4.3.31 （公社）広島県宅地建物取引業協会 事務局次長 R4.4.1

再　就　職　状　況　一　覧

3 城田　俊彦 会計管理者（兼）会計管理部長 R4.3.31 R4.4.1



令和４年７月１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

19 武田　和史 土木建築局河川課長 R4.3.31 山陽建設（株） 技術部長 R4.4.1

20 大谷　和久 企業局付（課長） R4.3.31 （一財）広島県環境保全公社 出島管理事務所施設課長 R4.4.1

21 財満　芳洋 監査委員事務局監査管理監 R4.3.31 広島県住宅供給公社 参与（サニーコート広島支配人） R4.4.1

22 藤原　義則 西部県税事務所東広島分室長（兼）政策監 R4.3.31 広島県軽油引取税納税組合 事務局長 R4.4.1

23 木村　秀則 東部厚生環境事務所福山支所長 R4.3.31 （公財）広島県地域保健医療推進機構 地域医療支援センター次長
（兼）地域医療支援課長 R4.4.1

24 蒲原　靖男 広島障害者職業能力開発校長 R4.3.31 （学）広島女学院 法人・大学管理部長 R4.4.1

25 神川　勇人 西部農林水産事務所東広島農林事業所長 R4.3.31 （一社）広島県木材組合連合会 常務理事 R4.4.1

26 大竹　昭仁 西部畜産事務所長 R4.3.31 （一社）広島県畜産協会 主管嘱託 R4.4.1

27 畠山　誠司 北部建設事務所庄原支所長 R4.3.31 復建調査設計（株） 広島支社理事 R4.4.1

28 竹内　恒治 広島港湾振興事務所次長 R4.3.31 (株)セトウチ 技術部長 R4.4.1

29 下川　英明 広島水道事務所長 R4.3.31 洋伸建設（株） 調査役 R4.4.1

30 松岡　博光 消防学校教頭（兼）総務課長 R4.3.31 広島県行政書士会 事務局長 R4.4.1

31 神田　則昭 総合技術研究所畜産技術センター次長 R4.3.31 （一社）家畜改良事業団 広島産肉能力検定場 次長 R4.4.1

32 猪原　知司 地域政策局付（担当監） R4.3.31 （公財）ひろしま国際センター 研修部管理課課長代理 R4.4.1

33 内山　圭二 農林水産局農業技術課食品表示担当監 R4.3.31 福山市農業協同組合 嘱託職員 R4.4.1

34 宮本　猛治 西部農林水産事務所東広島農林事業所次長 R4.3.31 （一社）広島県森林協会 事務局次長兼課長 R4.4.1


