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平成30年1月15日

件名:【決裁】原稿の提出について(政官要覧H30.1.9現在）

標記について，
ることとしたい。

(株)政官要覧社から原稿の提出依頼があったので,別紙名簿(案)を提出す

ク

（） ○基準日は本年1月9日現在です。

○略歴については, 「法務省における幹部公務員の略歴の公表について(依命通知)｣に準じ
た取扱いとして,平成19年から掲載依頼に応じることとしています。

○新規掲載者の内容について,各局部課の庶務係等を通じて確認･承諾を得ています。

○新規に掲載するポストはありません。

）州嘘燃に"
※青字:新規掲載者
､赤字:名簿内移動者(⑤⑥更新)．
黒字:前回と変更なし

※経歴の①～⑥は以下のとおり
①生年月②出身地(省略)③最終学校･学部④入省年⑤前職⑥就任年月

ｄ
０
８
、

し

＆

人事課長 官房付 総括補佐官 補佐官 記録表彰係 起案



平成30年1月9日現在

法務省

〒100－8977千代田区霞が関1－1－1

電話03 （3580） 4111

法務大臣 上川陽子 かみかわようこ

副大臣 葉梨康弘 はなしやすひろ

大臣政務官 山下貴司 やましたたかし

事務次官 黒川弘務 くるかわひろむ

①32年2月③東大法④56年司法修習生⑤大臣官房長⑥28年9月

大臣秘書官 西谷康祐 にしたにこうすけ

大臣秘書官事務取扱 神渡史仁 かみわたり ふみひと

大臣官房

官房長 小山太士 おやまたいじ

①36年5月③東大法④61年司法修習生⑤最高検察庁検事⑥30年1月

官房審議官（総括担当） 金子 修 かねこおさむ

①37年9月③東大法④63年司法修習生⑤大臣官房審議官（民事局担当）⑥29年7月

官房審議官（国際・人権担当）

菊池 浩 きくちひろし

①38年11月③東大法④63年司法修習生⑤東京地方検察庁交通部長⑥28年4月

サイバーセキュリティ・情報化審議官

今福章二 いまふく しようじ

、①35年3月③京大法④60年⑤保護局総務課長⑥30年1月

官房審議官（民事局担当） 筒井健夫 つついたけお

①37年8月③京大法④平元年司法修習生⑤民事局民事法制管理官⑥29年7月

官房審議官（刑事局担当） 加藤俊治 かとう としはる

①41年7月③早大法④平2年司法修習生⑤刑事局刑事法制管理官⑥28年9月

官房審議官（矯正局担当） 大橋 哲 おおはし さとる

①35年9月③早大法④59年⑤大臣官房施設課長⑥29年7月

官房審議官（訟務局担当） 武笠圭志 むかさけいじ

①36年11月③早大法④63年司法修習生⑤訟務局訟務企画課長⑥27年10月

官房審議官（訟務局担当） 西山卓爾 にしやまたくじ

①41年10月③東大法④平3年司法修習生⑤大臣官房司法法制部司法法制課長⑥28年7月
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平成30年1月

官房審議官（入国管理局担当）佐々木聖子 ささき しょうこ

①36年10月③東大文④60年⑤大臣官房会計課長⑥27年4月

官房付（政策評価企画室長） 関口新太郎 せきぐち， しんたろう

①48年5月③慶大法④平9年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥29年8月

官房参事官（予算担当） 大原義宏 おおはら よしひろ

①48年8月③東大法④平8年司法修習生⑤刑事局参事官⑥28年9月

官房参事官（民事担当） 中辻雄一朗 なかつじゆういちろう

①44年11月③東大法④平7年司法修習生⑤民事局参事官⑥29年7月

官房参事官（刑事担当） 上原 龍 うえはら りゅう

①48年2月③慶大法④平7年司法修習生⑤大臣官房付⑥28年6月

官房参事官（矯正担当） 本田久人 ほんだひさと

①34年4月③中京大体④57年⑤大阪矯正管区第一部長⑥28年6月

官房参事官（訟務担当） 小林康彦 こばやしやすひこ

①41年9月③京大法④平5年司法修習生⑤東京高等・簡易裁判所判事⑥29年4月

官房参事官（訟務担当） 内野宗揮 うちのむねき

①48年1月③中大法④平8年司法修習生⑤民事局参事官⑥28年7月

官房参事官（訟務担当） 加藤経将 かとう つねまさ

①47年4月③東大法④平8年司法修習生⑤訟務局参事官⑥28年7月

官房参事官（訟務担当） 初又且敏 はつまたかつとし

①41年5月③東大法④平8年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥29年4月

9日現在

秘書課長 松本 裕 まつもと ゆたか

①39年9月③阪大法④平成元年司法修習生⑤東京地方検察庁総務部長⑥28年8月

人事課長 伊藤栄二 いとう えいじ

①41年10月③東大法④平成元年司法修習生⑤刑事局総務課長⑥27年10月

会計課長 田野尻 猛 たのじり たける

①42年12月③東大法④平3年司法修習生⑤刑事局刑事法制管理官⑥29年9月

施設課長 佐藤 淳 さとう あつし

①44年1月③上智大法④平4年司法修習生⑤刑事局刑事課長⑥29年7月

厚生管理官 江崎孝司 えざきたかし

①35年10月③静岡大法経短期④54年⑤最高検察庁刑事部刑事事務課長⑥29年4月

◎司法法制部

司法法制部長 小出邦夫 こいで くにお

①40年2月③一橋大法④62年司法修習生⑤大臣官房会計課長⑥29年9月
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平成30年1月

司法法制課長 吉川 崇 きっかわたかし

①43年4月③京大法④平5年司法修習生⑤大臣官房付⑥29年9月

審査監督課長 金沢孝志 かなざわたかし

①36年12月③早大商④60年国税庁⑤財務省大臣官房付⑥28年7月

参事官 山 口貴亮 やまぐちたかあき

①46年12月③東大法④平10年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥29年4月

参事官 藤田正人 ふじたまさと

①49年9月③京大法④平lO年司法修習生⑤東京高等・簡易裁判所判事⑥28年8月

9日現在

民事局

局長 小野瀬 厚 おのせあつし

①35年9月③東大法④59年司法修習生⑤東京地方裁判所判事⑥29年7月

総務課長 野口宣大 のぐちのぶひろ

①42年8月③明大法④平4年司法修習生⑤民事局民事第二課長⑥29年4月

民事第一課長 渡邊ゆ り わたなくゆり

①44年10月③一橋大法④平6年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥28年7月

民事第二課長 坂本三郎 さかもと さぶろう

①43年2月③一橋大法④平5年司法修習生⑤民事局商事課長⑥29年4月

商事課長 松井信憲 まついのぷかず

①46年8月③東大法④平6年司法修習生⑤民事局参事官⑥29年4月

民事法制管理官 堂薗幹一郎 どうぞのかんいちろう

①45年12月③九大法④平6年司法修習生⑤大臣官房参事官⑥29年7月

参事官 村松秀樹 むらまつひでき

①50年2月③東大法④平9年司法修習生⑤民事局付⑥26年7月

参事官 大野晃宏 おおのあきひろ

①49年12月③東大法④平10年司法修習生⑤東京地方・簡易裁判所判事⑥29年4月

参事官 竹林俊憲 たけばやし としかず

①50年7月③慶大法④平10年司法修習生⑤東京地方・簡易裁判所判事⑥27年4月

参事官 笹井朋昭 ささいともあき

①49年9月③東大法④平ll年司法修習生⑤さいたま地方・家庭・簡易裁判所判事⑥29年7

月

参事官 大谷 太 おおやたい

①50年9月③同志社大法④平ll年司法修習生⑤民事局付⑥28年4月

刑事局
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9日現在平成30年1月

局長 辻 裕教 つじひろゆき

①36年10月③東大法④59年司法修習生⑤大臣官房長⑥30年1月

総務課長 松下裕子 まつしたひろこ

①43年2月③早大法④平3年司法修習生⑤刑事局刑事課長⑥29年1月

国際課長 山内由光 やまうちよしみつ

①41年1月③上智大法④平5年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥27年10月

刑事課長 濱 克彦 はまかつひこ

①43年10月③東大法④平5年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥29年7月

公安課長 内藤惣一郎 ないとう そういちろう

①44年8月③東大法④平5年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥29年1月

刑事法制管理官 保坂和人 ほさかかずひと

①43年12月③東大法④平5年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥29年9月

参事官 古宮久枝 こみやひさえ

①45年12月③東大法④平9年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥28年7月

参事官 是木 誠 これきまこと

①48年9月③東大法④平9年司法修習生⑤大臣官房付⑥28年9月

参事官 陽 ，良行 つつみよしゆき

①48年12月③京大法④平9年司法修習生⑤刑事局付⑥28年8月

参事官 羽柴愛砂 はしばあいさ

①49年12月③一橋大社④平10年司法修習生⑤刑事局付⑥29年9月

矯正局

局長 富山 聡 とみやま さとし

①33年4月③中大法④56年⑤大臣官房審議官（矯正局担当）⑥28年6月

総務課長 島 孝－ しまこういち

①34年7月③北海学園大法④58年⑤大臣官房参事官⑥28年6月

成人矯正課長 松村憲一 まつむらけんいち

①39年1月③明大法④62年⑤高松矯正管区第一部長⑥28年4月

少年矯正課長 木村 敦 きむらあっし

①35年5月③京大経④60年⑤広島矯正管区第三部長⑥27年4月

矯正医療管理官 中山 鋼 なかやま こう

①41年5月③秋田大医④平4年⑤厚生労働省大臣官房付⑥29年4月

参事官 小玉大輔 こだまだいすけ

①49年12月③東大法④平10年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥29年4月
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平成30年1月

保護局

局長 畝本直美 うねもと なおみ

①37年7月③中大法④61年司法修習生⑤高知地方検察庁検事正⑥28年6月

総務課長 古田康輔 ふるたこうすけ

①35年7月③武蔵大人文④60年⑤保護局更生保護振興課長⑥30年1月

更生保護振興課長 古川芳昭 ふるかわよしあき

①37年4月③法政大第一社会④61年⑤千葉保護観察所長⑥30年1月

観察課長 宮田祐良 みやたゆうりょう

①37年4月③広島大教④61年⑤保護局参事官⑥28年4月

9日現在

人権擁護局

局長 名執雅子 なとり まさこ

①36年3月③慶大法④58年⑤大臣官房審議官（矯正局担当）⑥29年7月

総務課長 佐久間佳枝 さくまかえ

①38年lO月③九大法④平5年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥29年6月

調査救済課長 前田敦史 まえだあっし

①48年8月③早大法④平10年司法修習生⑤人権擁護局参事官⑥29年4月

人権啓発課長 中村 誠 なかむらまこと

①41年5月③早大法④平2年⑤厚生労働省大臣官房総務課企画官⑥29年4月

参事官 谷中文彦 やなかふみひこ

①49年12月③早大院法④平12年司法修習生⑤人権擁護局付⑥29年4月

一

〆

訟務局

局長 舘内比佐志 たてうちひさし

①35年11月③東大法④61年司法修習生⑤東京地方裁判所判事⑥29年7月

訟務企画課長 松本明敏 まつもと あきとし

①38年1月③早大法④平3年司法修習生⑤東京法務局訟務部長⑥29年4月

民事訟務課長 新田和憲 にったかずのり

①40年11月③早大法④平6年司法修習生⑤広島法務局訟務部長兼法務総合研究所広島支所教

官⑥29年4月

行政訟務課長 清野正彦 きよのまさひこ

①42年11月③中大法④平4年司法修習生⑤東京地方裁判所判事⑥27年10月

租税訟務課長 保木本正樹 ほきもと まさき

①46年11月③京大法④平8年司法修習生⑤大臣官房参事官（訟務担当)@29年4月

訟務支援管理官 山崎栄一郎 やまさきえいいちろう
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平成30年1月9日現在
①40年12月③慶應大法④平6年司法修習生⑤訟務局付⑥29年4月

参事官 澁谷勝海 しぷやかつみ

①43年11月③早大法④平9年司法修習生⑤大臣官房参事官⑥27年4月

参事官 新谷貴昭 しんたにたかあき

①48年2月③東大法④平9年司法修習生⑤訟務局付⑥28年7月
P

入国管理局

局長 和田雅樹 わだまさき

①36年12月③東大法④60年司法修習生⑤最高検察庁検事⑥29年1月

総務課長 佐藤 剛 さとう たけし

①46年5月③東大法④平6年司法修習生⑤東京地方検察庁立川支部検事⑥29年4月

入国在留課長 丸山秀治 まるやまひではる ．

①39年7月③広島大法④62年⑤入国管理局審判課長⑥27年4月

審判課長 根岸 功 ねぎしいさお

①44年6月③明大政経④平4年⑤入国管理局総務課入国管理企画官⑥29年4月

警備課長 君塚 宏 きみづかひろし

①39年12月③明大政経④63年⑤入国管理局審判課長⑥29年4月

出入国管理情報官 福原申子 ふぐはらのぶこ

①43年5月③一橋大法④平3年⑤入国管理局総務課難民認定室長⑥29年4月

参事官 田中宏幸 たなかひろゆき

①50年6月③東大法④平ll年司法修習生⑤広島地方検察庁検事⑥29年4月

◎法務総合研究所

所長 佐久間達哉 さくまたつや

①31年10月③東大法④56年司法修習生⑤千葉地方検察庁検事正⑥28年6月
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