
（令和２年１０月１日現在）

役  職 氏  名 就任年月日 経 歴

学長 田野 俊一 令和2年4月1日 昭和５８年 ４月 株式会社日立製作所開発研究所 入社

平成 ２年 ４月 退職

平成 ２年 ５月 カーネギー・メロン大学客員研究員

平成 ３年 ４月 退職

平成 ３年 ５月 国際ファジィ工学研究所 入社

平成 ６年 ２月 退職

平成 ６年 ３月 株式会社日立製作所システム開発研究所主任研究員

平成 ８年 ３月 退職

平成 ８年 ４月 電気通信大学大学院情報システム学研究科助教授採用

平成１４年 ９月 電気通信大学大学院情報システム学研究科教授

平成１９年 ４月 電気通信大学評議員（～平成２０年３月まで）

平成２０年 ４月 電気通信大学副学長（～平成２２年３月まで）

平成２２年 ４月 電気通信大学学長補佐（スーパー連携大学院担当）

（～平成２９年３月まで）

平成２７年 ４月 電気通信大学評議員（～平成２８年３月まで）

平成２８年 ４月 電気通信大学大学院情報理工学研究科教授

平成２９年 ４月 電気通信大学評議員（～令和２年３月まで）

平成２９年 ４月 電気通信大学学術院長（～平成３１年３月まで）

平成２９年 ４月 電気通信大学院情報理工学研究科長（～令和２年３月まで）

理事 小花 貞夫 令和2年4月1日 昭和５３年 ４月 国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社

平成２３年 ９月 退職

平成２３年１０月 電気通信大学大学院情報理工学研究科教授採用

平成２６年 ４月 電気通信大学評議員（～平成３０年３月まで）

平成２８年 ４月 電気通信大学学術院長（～平成２９年３月まで）

平成２８年 ４月 電気通信大学情報理工学域長（～平成３０年３月まで）

平成３０年 ４月 電気通信大学学長補佐（産学官連携担当）（～平成３１年３月まで）

平成３１年 ３月 電気通信大学定年退職

平成３１年 ４月 電気通信大学特任教授採用

平成３１年 ４月 電気通信大学産学官連携センター長（～令和２年３月まで）

理事 阿部 浩二 令和2年4月1日 昭和６０年 ９月 電気通信大学採用

昭和６２年１２月 電気通信大学電気通信学部助手

平成 ６年 ４月 電気通信大学電気通信学部講師

平成 ８年 ８月 電気通信大学電気通信学部助教授

平成１９年 ４月 電気通信大学電気通信学部教授

平成２２年 ４月 電気通信大学大学院情報理工学研究科教授

平成２２年 ４月 電気通信大学副学長（～令和２年３月まで）

平成２４年 ４月 電気通信大学評議員（～令和２年３月まで）

理事 三浦 和幸 令和2年4月1日 昭和６１年 ４月 東京工業大学採用

平成 ２年 ４月 文科省

平成１４年 ４月 新潟大学経理部主計課長

平成１６年 ４月 新潟大学財務部財務企画課長

平成１７年 ４月 文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐

平成２０年 ４月 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課課長補佐

平成２２年 ２月 文部科学省高等教育局高等教育企画課課長補佐

平成２４年 ４月 九州大学企画部長

平成２５年 ４月 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室長

平成２７年 ７月 京都大学教育推進・学生支援部長

平成２８年 ９月 京都大学財務部長

平成２９年 ７月 文部科学省高等教育局大学振興課長

令和 元年  ７月 大学改革支援・学位授与機構審議役

令和 ２年 ３月 文部科学省退職（役員出向）

理事 植村 隆 平成31年4月1日 昭和５７年 ４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社

平成１３年１０月 会社分割により現野村證券株式会社に転籍

平成１５年 ４月 野村證券株式会社 営業企画部次長

平成１６年 ７月 野村證券株式会社 千葉支店次長

平成１７年１０月 野村證券株式会社 千葉支店（基幹職）（制度改訂に伴う発令方法の変更）

平成２１年 ７月 野村證券株式会社 本店ファイナンシャル・コンサルティング部（基幹職）

平成２２年 ４月 野村證券株式会社 本店ファイナンシャル・コンサルティング部（経営職）

独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の公表について

「特殊法人等整理合理化計画」（平成１３年１２月１９日閣議決定）、「公務員制度改革大綱」（平成１３年１２月２
５日閣議決定）及び「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」（平成１４年４月２６日閣議
決定）に基づき、次のとおり公表いたします。

国立大学法人電気通信大学
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平成２２年１２月 野村證券株式会社 本店営業部次長（経営職）

平成２４年 ４月 国立大学法人電気通信大学理事（出向）

平成２６年 ４月 野村證券株式会社 ライフプラン・サービス部 官公庁担当部長（経営職）

平成３０年 ４月 野村證券株式会社 投資情報部次長（経営職）

平成３０年 ４月 野村證券株式会社 投資情報部（再雇用）（～平成３１年３月まで）

監事 吉海 正憲 令和2年9月1日 昭和４７年 ５月 通商産業省入省

（非常勤） 昭和５７年 ４月 埼玉大学大学院政策科学研究科助教授

平成 ３年 ３月 ＪＥＴＲＯロンドンメタルセンター所長

平成１０年 ６月 通商産業省機械情報産業局審議官

平成１２年 ６月 通商産業省産業技術環境局審議官

平成１３年 ７月 経済産業省商務情報政策局審議官

平成１４年 ７月 独立行政法人産業技術総合研究所理事・企画本部長

平成１９年 ８月 住友電気工業株式会社技師長

平成２１年 ４月 住友電気工業株式会社常務執行役員

平成２５年 ６月 住友電気工業株式会社顧問

平成２６年 ６月 株式会社ＪＶＣケンウッド社外取締役

平成２９年 ６月 同社社外取締役退任

平成３０年 ６月 住友電気工業株式会社顧問退任

監事 名取 はにわ 平成28年4月1日 昭和４８年 ４月 法務省入省

（非常勤） 平成 ６年 ４月 内閣官房外政審議室（インドシナ難民連絡調整帯側室）内閣審議官

平成 ７年 ４月 総理大臣官房男女共同参画室長・内閣審議官

平成１１年 ７月 総理府日本学術会議学術部長

平成１３年 １月 文部科学省生涯学習政策局主任社会教育官

平成１５年 ７月 内閣府大臣官房審議官（総合調整担当）

平成１５年 ８月 内閣府男女共同参画局長

平成１８年 ７月 退職

平成１９年 ４月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員

平成２３年１０月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会会長代理

平成２５年 ３月 任期満了

平成２５年 ６月 特定非営利活動法人日本ＢＰＷ連合会理事長（～平成２９年６月まで）

平成２９年 ９月 学校法人日本社会事業大学理事長
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