
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   課長補佐クラス以上の異動は次のとおりです。 

発令事項 氏 名 現官職 

【部長等クラス】   

東京税関成田税関支署長 若林  仁 総務部長 

総務部長 秋田  潤 調査部長 

主計局局付 平田 武司 業務部長 

業務部長 脇坂  豊 神戸税関広島税関支署長 

調査部長 迫田 英明 東京税関新潟税関支署長 

監視部次長 小椋 洋一  東京税関調査部特別関税調査官 

八代税関支署長 長谷川幸夫 横浜税関総務部人事課長  

大臣官房会計課監査室長 伊東 元一 鹿児島税関支署長 

鹿児島税関支署長 緒方 一郎 八代税関支署長 

佐世保税関支署長 渡邉 由尚 鹿児島税関支署次長 

退職（6月30日付） 久保 義一 監視部次長 

【課長クラス】   

［出向］横浜税関 富永 芳次 総務部総務課長 

［出向］名古屋税関 五反田勇三 総務部会計課長 

［出向］東京税関 鈴木  功 総務部システム企画調整官 

［出向］税関研修所（長崎支所研修課長） 高田 和寛 総務部税関広報広聴官 

［出向］財務省 坂田 耕一 総務部税関監察官 

［出向］横浜税関 野口 秀利 業務部統括審査官（総括） 

［出向］大阪税関 武田 康彦 調査部統括審理官（総括・審理） 

［出向］東京税関 江藤 俊昭 調査部情報管理官（通関情報） 

［転入］三池税関支署統括審査官 岡部 浩章 税関研修所（長崎支所研修課長） 

［転入］総務部総務課長 堂下 孝明 財務省 

［転入］監視部密輸対策企画室長 桂田  理 東京税関 

［転入］調査部情報管理官（通関情報） 笠松  敏 東京税関 

［転入］調査部管理課長 西山 光明 大阪税関 

長 崎 税 関 人 事 異 動（７月１日付）  
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発令事項 氏 名 現官職 

［転入］監視部統括監視官（検査） 梶原 秀一 門司税関 

総務部税関広報広聴官 松尾  晃 総務部会計課会計監査官 

総務部会計課長 牧山 英史 監視部管理課長 

総務部税関監察官 山﨑 勝巳 監視部密輸対策企画室長 

監視部統括監視官（第3） 水野 利広 監視部統括監視官（第1） 

業務部統括審査官（通関） 工藤志磨人 監視部統括監視官（検査） 

鹿児島税関支署次長 坂下 幸男 監視部特別監視官（第1） 

総務部システム企画調整官 池田  真 監視部特別監視官（第2） 

監視部統括監視官（第1） 好光  豊 業務部統括審査官（通関） 

業務部統括審査官（総括） 福田 尚幸 業務部特別審査官（輸出） 

鹿児島税関支署志布志出張所統括監視官 永瀬 政司 業務部関税鑑査官 

監視部管理課長 下和田幸夫 調査部管理課長   

調査部統括調査官（第3） 登山 克彦 調査部統括調査官（第2） 

鹿児島税関支署志布志出張所長 鵜家  悟 調査部統括調査官（第3） 

鹿児島税関支署統括監視官（総括・第1） 上山 裕章 調査部情報管理官（犯則情報） 

調査部情報管理官（犯則情報） 井上 俊彦 三池税関支署統括審査官 

業務部特別審査官（輸出） 工藤 弘道 佐世保税関支署長 

鹿児島税関支署統括審査官 大迫 正之 八代税関支署管理課長 

八代税関支署統括監視官 江住富家志 八代税関支署統括監視官（総括・第1） 

監視部統括監視官（第4） 森山 伸幸 八代税関支署統括監視官（第2） 

監視部特別監視官 古瀬 恭浩 鹿児島税関支署統括監視官（総括・第1） 

調査部統括調査官（第2） 山口 昌彦 鹿児島税関支署統括監視官（第2） 

鹿児島税関支署統括監視官（第2） 後藤 利規 鹿児島税関支署統括審査官 

業務部関税鑑査官 冨田 寿文 鹿児島税関支署枕崎出張所長 

八代税関支署管理課長 大塩 武一 鹿児島税関支署志布志出張所長 

調査部統括審査官（総括・審理） 有村 浩美 鹿児島税関支署志布志出張所統括監視官 

【課長補佐クラス】   

［出向］東京税関 川野 一郎 鹿児島税関支署志布志出張所上席監視官 

［転入］佐世保税関支署統括監視官付上席監視官 首藤 秀規 東京税関 

［転入］調査部統括調査官（総括・第1）付上席調査官 橋本 研一 東京税関 

鹿児島税関支署鹿児島空港出張所上席監視官 楠本 朋久 総務部総務課総務第1係長 

調査部管理課課長補佐 井上  健  総務部人事課課長補佐 

調査部統括審理官（総括・審理）付上席審理官 吉野 敏弘 総務部会計課経理係長 

長崎空港出張所長 泉   渉 監視部統括監視官（第1）付上席監視官 

鹿児島税関支署枕崎出張所長 小林  亨 業務部管理課課長補佐 

八代税関支署統括審査官付上席審査官 平川 敏則 調査部管理課課長補佐 

業務部管理課課長補佐 小牟禮秀一  調査部統括調査官（総括・第1）付上席調査官 



発令事項 氏 名 現官職 

三池税関支署統括審査官付上席監視官 山本 敏昌 調査部統括審理官（総括・審理）付上席審理官 

業務部統括審査官（通関）付上席審査官 武富 幸則 三池税関支署統括審査官付上席監視官 

八代税関支署熊本空港出張所長 加藤 純一 三池税関支署統括審査官付審査官 

八代税関支署熊本出張所長 小栁 新吾 佐世保税関支署統括監視官付上席監視官 

総務部人事課課長補佐 松尾水流美 佐世保税関支署統括監視官付監視官 

監視部特別監視官付上席監視官 大野 信一 八代税関支署統括監視官（総括・第1）付上席監視官 

八代税関支署統括監視官付上席監視官 田実 真二 八代税関支署統括監視官（総括・第1）付審理官  

監視部統括監視官（第3）付上席監視官 西村 勝利 鹿児島税関支署統括監視官（総括・第1）付上席監視官  

鹿児島税関支署統括監視官（総括・第1）付上席監視官  鈴木 栄二 鹿児島税関支署統括監視官（総括・第1）付監視官 

総務部会計課会計監査官 小川  悟 長崎空港出張所長 

監視部統括監視官（第1）付上席監視官 本村 政司 八代税関支署熊本出張所長 

鹿児島税関支署統括監視官（第2）付上席審理官  重森 紀昭 鹿児島税関支署志布志出張所統括審査官付審査官 

        

 

 

 

 


