NPA 08 12 09 01

警察庁キャリア名簿No1　（警視監）　敬称略 
47年　安藤隆春　警察庁次長 경시청 공안부장 --> 경찰청 총괄심의관 --> 경찰청 관방장 
49     米村敏朗  警視総監  경찰청 인사과장 --> 경시청 공안부장 --> 경찰청 심의관(경비국)--> 오사카 부경본부장 --> 경시청 부총감 --> 경찰청 경비국장 --> 경찰청 관방장
50年　片桐裕　　警察庁官房長 경찰청 생활안전국장 -->
　　　縄田修　　大阪府警本部長 경찰청 형사국장 -->
51年　荒木次郎　九州管区警察局長 
　　　池田克彦　警察庁警備局長 경시청 경비부장 -->사이타마 현경 본부장 -->경시청 경무부장 
　　　小野正博　内閣衛星情報センター出向 내각위성정보센터 차장
　　　篠原渉　　中部管区警察局長 
　　　篠宮隆　　中国管区警察局長 
　　　巽高英　　警察庁生活安全局長 
　　　松尾庄一　近畿管区警察局長 
　　　山崎裕人　警察大学校長 
　　　吉田法英　関東管区警察局長 
　　　米田壮　　警察庁刑事局長 
52年　稲葉一次　関東管区警察局総務部長 
　　　井上美昭　警察庁審議官　生活安全局担当 
　　　植松信一　警視庁副総監 
　　　岡弘文　　宮内庁出向 
　　　片岡義篤　公安調査庁出向 공안조사청 조사1부장 広島県警本部長（警察大学校教務部長 <--아키타 현경） 05.
　　　加地正人　皇宮警察本部長 
　　　久保純二　福島県警本部長 
　　　塩田透　　東北管区警察局長 
　　　田村正博　福岡県警本部長 
　　　東川一　　警察庁交通局長 
　　　福島克臣　内閣副官房長官補付出向 
　　　宮越極　　国際警察センター所長 
　　　宮本和夫　警察庁組織犯罪対策部長 
　　　山本博司　四国管区警察局長 
　　　綿貫茂　　特別捜査幹部研修所長
53年　飯島久司　　警察共済組合出向 
　　　五十嵐邦雄　千葉県警本部長 
　　　石井研志　　自動車事故対策機構出向 
　　　金高雅仁　　警察庁総括審議官 경시청 형사부장 --> 경시청 경무부장
　　　近藤善弘　　警察庁首席監察官 
　　　高橋美佐男　警視庁総務部長 
　　　殿川一郎　　内閣府出向 
　　　永野賢治　　原子力安全基盤整備機構出向 
　　　原田宗宏　　静岡県警本部長 
　　　伴敏之　　　中小企業基盤整備機構出向 
　　　樋口建史　　警視庁警務部長 
　　　深草雅利　　警察庁審議官　交通局担当 
　　　南隆　　　　内閣情報調査出向　내각정보조사실 내각심의관 .납치문제대책 본부 사무국 정보 담당 차장
     경찰청 경비국 공안3과장 --> 공안1과장 --> 내각정보조사실 국제부 주간 --> 도치기 현경 본부장

54年*青木五郎　警視庁公安部長 교토부경 본부장 -->
　　　石井隆之　警察庁審議官　警備局担当 
　　　石田倫敏　科学警察研究所副所長 
　　　岩崎和彦　広島県警本部長 
　　　岩瀬充明　警視庁総務部長 
　　　太田裕之　兵庫県警本部長 
　　　折田康徳　群馬県警本部長 
　　　熊野義純　京都府警本部長 
　　　小風明　　茨城県警本部長 
　　　柴田健　　自動車安全センター出向 
　　　園田一裕　新潟県警本部長 
　　　田端智明　神奈川県警本部長 
　　　西村泰彦　警察大学副校長 
　　　船本馨　　警視庁刑事部長 
　　　松本冶男　埼玉県警本部長 
　　　渡部一成　近畿管区警察局総務監察部長　＊警視長 
　　　渡辺功　　早稲田大学出向 
55年　井口斉　　　岐阜県警本部長 
　　　内田淳一　　警察庁政策評価審議官 
　　　江原伸一　　岡山県警本部長 
　　　大山憲司　　宮城県警本部長 
　　　小澤真一　　関東管区警察局学校長　＊警視長 
　　　金山泰介　　栃木県警本部長 
　　　鎌田聡　　　北海道警本部長 
　　　北村滋　　　警察庁刑事企画課長　＊警視長 
　　　神山憲一　　愛知県警本部長 
　　　小谷渉　　　警視庁交通部長 
　　　高橋清孝　　警視庁警備部長 
　　　田中法昌　　警察政策研究センター所長 
　　　千場謹二　　警察大学教務部長　＊警視長 
　　　御手洗太郎　山口県警本部長 
　　　横山雅之　　大阪府警警務部長　 

56年　栗野友介　　財務捜査研修センター所長 
　　　石川正一郎　警察庁警備企画課長 
　　　大平修　　　科学警察研究所総務部長 
　　　沖田芳樹    ? 
      河辺有二　　内閣情報調査室出向 내각정보조사실 총무부 주간
　　　久我英一　　東京都出向 
　　　倉田潤　　　警察庁交通企画課長 
　　　栗生俊一　　警察庁企画分析課長 
　　　黒木慶英　　神奈川県警警務部長 
　　　坂明　　　　慶応義塾大学出向 
　　　佐々木真郎　中日本高速道路株式会社出向 
　　　繁田誠　　　内閣情報調査室出向 내각정보조사실 국제부 주간
　　　篠原寛　　　警察大学刑事教養部長 
　　　高綱直良　　警察庁人事課長 
　　　竹内直人　　？ 
　　　多湖令　　　皇宮警察警務部長 
　　　辻義之　　　警察庁生活環境課長 
　　　菱川雄治　　警察共済組合出向 
　　　平野和春　　関東管区警察局監察部長 
　　　安村隆司    警察大学警務教養部長　

57年　石川威一郎　青森県警本部長 
　　　大庭靖彦　　警察大学警備教養部長 
　　　荻野徹　　　警察庁国家公安委員会会務官 
　　　木岡保雄　　警察庁情報通信企画課長 
　　　杵淵智行　　内閣情報調査室出向 
　　　塩川実喜夫　？ 
　　　鈴木基久　　警察庁会計課長 
　　　滝澤裕昭　　警察庁外事課長 내각정보조사실 국제부 주간 
　　　谷直樹　　　関東管区警察局広域調整部長 
　　　種谷良二　　警察庁総務課長 
　　　坪田真明    宮内庁出向 
　　　樋口眞人　　警察庁捜査第二課長 
　　　三浦正充　　警視庁組織犯罪対策部長 
　　　室城信之　　内閣総理大臣秘書官事務取扱 
　　　森雅仁　　　警察庁国際総合研究官 
　　　安田貴彦　　警察庁生活安全企画課長 
　　　安森智司　　滋賀県警本部長　　　　　 
 
58年　井上剛志　国土交通省出向 
　　　入谷誠　　三重県警本部長 
　　　太田誠　　大阪府警刑事部長 
　　　門田渉    警察庁参事官 
　　　齊藤良雄　富山県警本部長 
　　　杉山芳朗　警察大学交通教養部長 
　　　砂山俊哉　長崎県警本部長 
　　　竹内浩司　秋田県警本部長 
　　　鶴谷明憲　警察庁国際捜査管理官 
　　　平井興宣　高知県警本部長 
　　　藤山雄治　鹿児島県警本部長 
　　　桝田好一　警察庁情報技術犯罪対策課長 
　　　松本光弘　警察庁公安課長 
　　　宮城直樹　山梨県警本部長 
　　　森田幸典　奈良県警本部長 
　　　山下史雄　警察庁給与厚生課長 
　　　横内泉　　熊本県警本部長 
　　　吉田尚正　警察庁捜査第一課長　　　 

59年　相浦勇二　宮崎県警本部長 
　　　伊藤智　　佐賀県警本部長　 
　　　大橋旦　　島根県警本部長 
　　　笠原俊彦  警察庁国際課長 
　　　河合潔　　内閣官房副長官補付出向 
　　　西郷正美　中日本高速道路株式会社出向 
　　　島根悟　　警察庁参事官　企画担当 
　　　田代裕昭　鳥取県警本部長 
　　　得津八郎　沖縄県警本部長 
　　　永井達也　香川県警本部長 
　　　名和振平　内閣官房出向 
　　　橋本晃　　警察庁参事官　高度道路交通政策担当 
　　　広田耕一　愛媛県警本部長 
　　　堀金雅男　山形県警本部長 
　　　村田隆　　警察庁国際テロリズム対策課長　 

60年　　石田高久　警察庁交通指導課長 
　　　　牛嶋正人　警察庁交通規制課長 
　　　　尾崎徹　　防衛省出向 
　　　　越智浩　　大阪府警生活安全部長 
　　　　加藤達也　内閣衛星情報センター出向 내각위성정보센터 운용정보관리과장 경시청 참사관 -->
　　　　貴志浩平　警察庁暴力団対策課長 
　　　　北村博文　内閣官房出向 
　　　　樹下尚    警察庁官房付 
　　　　小島隆雄　内閣府出向　 
　　　　齊藤寛　　警察庁犯罪収益移転防止管理官 
　　　　斉藤実　　警察庁警備課長　　　 
　　　　坂井孝行　警察庁地域課長 
　　　　鈴木三男　内閣官房副長官補付出向 
　　　　中尾克彦　警察庁少年課長 
　　　　中川正浩　警察大学生活安全教養部長 
　　　　西川直哉　警察庁薬物銃器対策課長 

61年　石田勝彦　　埼玉県警警務部長 
　　　大石吉彦　　危機管理企画官 
　　　大澤裕之　　大阪府警警備部長 
　　　加藤晃久　　愛知県警刑事部長 
　　　釜野郁夫　　警察大学術科教養部長 
　　　桑原振一郎　内閣情報調査室出向 가나가와 현경 형사부장 -->
　　　白川靖浩　　警察庁刑事指導室長 
　　　筋伊知郎　　内閣情報調査室出向 (후임은?)--> 警備局警備企画課危機管理企画官08.7  　　　
      露木康浩　　内閣法制局出向 
　　　徳永崇　　　東京大学出向 
　　　富田邦敬　　警察庁外事調整指導官 
　　　内藤浩文　　国土交通省出向 
　　　中村格　　　警視庁警務部参事官兼人事第一課長取扱 
　　　花岡和道　　中部管区警察局広域調整部長 
　　　福本茂伸　　防衛省出向 
　　　藤村博之　　北海道警警務部長 
　　　古谷洋一　　内閣情報調査室出向 
　　　山岸直人    総務省出向 
　　　吉岡健一郎　内閣情報調査室出向 경찰청 경비국 외사정보부 외사과 납치문제대책실장.납치문제대책본부 사무  국 정책기획실 참사관
　　　世取山茂    埼玉県警刑事部長　　　　 
　　　和田昭夫　　神奈川県警刑事部長　　 

６１年組　大石吉彦警視長（内閣官房空港港湾水際危機管理チーム参事官） 
　　　　　筋伊知郎警視長（警察庁警備局警備企画課危機管理企画官） 
以上訂正です。H２０年１２月現在 
６１年組　内藤浩文警視長（警察大学校地域教養部長） 
以上訂正です。　H２０年１２月現在 


62年　植田直人　　警察庁情報公開・個人情報保護室長 
　　　緒方禎己    ? 
     小田部耕治　警視庁第一方面本部長兼警務部参事官 
　　　笠原基輝　　警察庁人事課課長補佐　＊警視 
　　　河合信之　　内閣情報室出向 
　　　桐原弘　　　神奈川県警警備部長 
　　　小林良樹　　警察庁政策企画官 
　　　四方光　　　警察庁生活保護対策室長 
　　　高木紳一郎　兵庫県警刑事部長 
　　　高木勇人    警察庁犯罪被害対策室長　　 
　　　高須一弘　　兵庫県警警備部長 
　　　田中勝也　　警察庁組織犯罪情報官 
　　　種部滋康　　内閣情報調査室出向 
　　　新美恭生　　内閣情報調査室出向 내각정보조사실 국제부 참사관(총괄?) 경찰청 경비국 외사정보부 국제테러대  책과 국제테러정보관 -->
　　　早川冶　　　内閣情報調査室出向 
　　　福田守雄　　京都府警警務部長 
　　　藤本孝史　　警察庁会計企画官兼理事官 
　　　松本裕之　　北海道警警備部長 
　　　山本有一　  国土交通省出向　

平成12年以降の資料がありませんので、 
昭和63年と平成元年～6年の名簿を書き込みます。 
昭和63年は警視長昇進年次ですが、数名しか把握していませんので、警視正のままです。 
人事異動を完全に把握していませんので、旧職があると思いますが、その都度ご指摘願います。 

63年　伊藤昇一　　警察庁情報技術犯罪捜査指導官 
　　　井上一志　　警察庁国際テロリズム情報官 
　　　今林寛幸　　法務省出向 
　　　大賀眞一　　警察庁特殊事件捜査室長 
　　　扇沢昭宏　　警察庁国際協力室長 
　　　小嶋典明　　経済産業省出向 
　　　小島裕史　　警察庁国際組織犯罪対策官＊ 
　　　後藤和宏　　警察政策研究センター教授 
　　　桜澤健一　　警察庁人事総括企画官 
　　　佐藤正顕　　山形県警警務部長 
　　　柴山克彦　　警察庁留置管理室長 
　　　下田隆文　　警察庁広報室長 
　　　鈴木信弘　　埼玉県警警務部長＊ 
　　　千野啓太郎　警察庁監察官 
　　　野村護　　　警視庁組織犯罪対策総務課長 
　　　福田正信　　国税庁出向 
　　　松岡亮介　　警察庁暴力団排除対策官＊ 
　　　山本仁　　　警視庁公安部参事官＊ 
＊　警視長　　　 


警察庁キャリア名簿No1（警視正）　敬称略 
元年　池田克史　警察庁交通安全企画官 
　　　今井勝典　警察庁総務課企画官兼理事官 
　　　上野正史　警察庁犯罪抑止対策室長 
　　　大塚尚　　警察庁知的財産権保護対策官 
　　　奥野省吾  公安調査庁出向 공안조사청 조사2부 제4부문 공안조사관리관 경시청 경비부경비1과장 --> 08.9
　　　河野真　　警察庁警護室長 
　　　楠芳伸　　？ 
　　　國枝冶男　警察庁国家公安委員会会務官付理事官 
　　　黒川智　　？ 
　　　近藤知尚　警視庁公安総務課長 
　　　坂口拓也  警察庁情報分析支援室長 
　　　杉本孝    警察庁情報通信企画課企画官兼理事官 
　　　田中俊恵　？ 
　　　堀誠　　　国税庁出向 
　　　向山喜浩　警察庁国際課理事官 
　　　村木一郎　警察大学警務教養部教授 
　　　山岸一生  防衛省出向 
　　　山本和穀　？　　　　　　　　　 

2年　飯利雄彦　警察庁捜査第二課理事官 
　　　伊藤泰充　鹿児島県警警務部長 
　　　大原光博　総務省出向 
　　　岡部正勝　警察庁外国人運転者対策官 
　　　加藤伸宏　徳島県警警務部長 
　　　直江利克　警視庁交通総務課長 
　　　那須修　　警察政策研究センター教授 
　　　難波健太　警察庁官房付（前長崎県警警務部長） 
　　　野井祐一　警察庁刑事企画課企画官兼理事官 
　　　林学　　　愛知県警警備部長 
　　　松阪規生　警視庁生活安全総務課長 
　　　村井紀之　警察庁生活環境課理事官 
　　　村田達哉　皇宮警察警備部長 
　　　森内彰　　警視庁組織犯罪対策第四課長 
　　　安田浩己　？ 
　　　山田知裕　福岡県警警備部長 
　　　渡邊国佳　警視庁捜査第二課長 

3年　猪原誠司　　京都府警刑事部長 
　　岸田憲夫　　警察庁交通指導課理事官 
　　倉木豊史　　千葉県警警備部長 
　　小西康博　　京都府警警備部長 
　　小柳誠二　　警視庁広報課長 
　　小山巌　　　警察庁企画分析課理事官 
　　郷冶知道　　大阪府警警務部参事官兼警務課長事務取扱 
　　迫田裕冶　　沖縄県警警務部生活安全部刑事部交通部警備部参事官兼内閣官房出向 
　　白井利明　　警察庁国際課理事官 
　　鈴木基之　 
　　住友一仁　　警察庁交通企画課企画官兼理事官 
　　太刀川浩一　警察庁総務課企画官兼理事官　 
　　津田隆好　　佐賀県警警務部長 
　　根本純史　　？ 
　　檜垣重臣　　兵庫県警警備部長 
　　宮沢忠孝　　？ 
　　森元良幸　　人事院出向 
　　屋久哲夫　　関東管区警察局広域調整第一課長 

4年　青山彩子　　東京都出向 
　　　一瀬圭一　　？ 
　　　岩下剛　　　？　　　 
　　　逢坂貴士　　？ 
　　　鎌田徹郎　　？ 
　　　後藤輝久　　？ 
　　　滝澤幹滋　　警察庁交通規制課理事官 
　　　滝澤依子　　警察庁国際連携官付理事官 
　　　友井昌宏　　警察庁薬物銃器対策課理事官 
　　　早川智之　　警察庁運転免許課理事官 
　　　原幸太郎　　秋田県警警務部長 
　　　原田義久　　警察庁暴力団対策課理事官 
　　　松下整　　　高知県警警務部長 
　　　三田豪士　　大分県警警務部長 
　　　森末冶　　　警察庁地域課理事官兼鉄道警察管理室長 
　　　和田薫　　　？ 

池田宏　　　新潟県警警務部長 
伊藤隆行　　内閣法制局出向 
今村剛　　　？　　　 
小澤孝文　　警察庁少年課理事官 
片倉秀樹　　警視庁教養課長　 
児島洋平　　沖縄県警警務部長 
佐野朋毅　　内閣情報調査室出向 
佐野裕子　　？　　 
重松弘教　　警察庁刑事企画課理事官 
島村英　　　岩手県警警務部長 
杉内由美子　警察庁情報管理課理事官 
竹迫宣哉　　総務省出向 
立崎正夫　　？　　 
谷滋行　　　？ 
千代延晃平　？ 
筒井洋樹　　警察庁人事課理事官 
中谷昇　　　？　　　 
久田誠　　　警察庁生活安全企画課理事官 
森寛悟　　　？ 

6年　阿部文彦　　警察庁生活環境課課長補佐 
　　　石川泰三　　？ 
　　　宇田川桂宏　前警視庁外事第三課長 
　　　江口有隣　　？ 
　　　大窪雅彦　　警視庁三鷹署長 
　　　大濱健志　　警察庁刑事企画課課長補佐 
　　　岡素彦　　　？ 
　　　小笠原和美　特別捜査幹部研修所教授 
　　　岡田祟史　　？ 
　　　日下真一　　？ 
　　　熊坂隆　　　国土交通省出向 
　　　佐藤隆司　　？ 
　　　重永達矢　　？ 
　　　親家和仁　　法務省出向 
　　　杉本伸正　　警察庁総務課課長補佐 
　　　鈴木達也　　警視庁刑事部刑事総務課理事官 
　　　鈴木敏夫　　？ 
　　　聖成竜太　　？ 
　　　堀内尚　　　？ 
　　　山口寛嶺　　大阪府警捜査第二課長 
　　　若田英　　　？ 

警察庁参事官は、現在5名です。 
人員・担当は、年によって変動するようです。 
参事官　企画担当　　　　　　　島根悟（59年）警視長　前法務省出向 
参事官　　　　　　　　　　　　門田渉（58年）警視長　前総務省出向 
参事官　高度道路交通政策担当　橋本晃（59年）警視長　前警察庁参事官 
参事官　右翼対策・国際担当　　吉田光雄（ノンキャリア）警視長　前富山県警本部長 
参事官　特殊組織犯罪対策担当　青木信義（防衛省から出向）警視長 

九州管区警察局広域調整部長（警視長）に、平成17年より防衛省からの出向者。 
現在小波功氏で、森桂美氏に次ぐ2代目。 
以前はノンキャリアポストでした。 
防衛省の指定ポストになったのかな・・・？　珍しいケースです。 

池田克彦氏 
警察庁総務課長（警視長）－警視庁警備部長（警視長　警視監）－埼玉県警本部長ー警視庁警務部長ー警察庁警備局長 
　巽高英氏 
警察庁外事課長（警視長）－警備企画課長ー兵庫県警本部長（警視監）－警察庁審議官　生活安全担当ー総括審議官ー生活安全局長 
　米田壮氏 
警視庁刑事部長（警視長）－京都府警本部長（警視監）－警察庁組織犯罪対策部長ー刑事局長 

兵庫県警本部長は、太田裕之（54年）警視監。 
平成19年就任。今年で在任2年。　今年は、異動だと思います。 

　太田裕之氏の経歴 
沖縄県警本部長（警視長）－中部管区警察局総務監察部長ー警察政策研究センター所長ー警察庁刑事企画課長ー兵庫県警本部長（警視監） 

金高雅仁（53年）警察庁総括審議官の経歴 
警察庁捜査第二課長（警視長）－人事課長（警視長　警視監）－警視庁刑事部長ー警務部長ー警察庁総括審議官 
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