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●国家地方警察本部（昭和 23年設置）および警察庁（昭和 29年
設置）の職務に従事した警察官僚（キャリア組）1,200余名の入
庁以後の全経歴を収録。

●警察官僚（キャリア組）が歴任する警察庁の

課長ポストや道府県警察本部長など 200余の
主要な官職の歴代在職者を収録。

●日本近現代史、官僚制度の研究にとって必要

不可欠な資料であり、また、政府機関、自治

体、一般の民間企業などの事業展開や、マス

メディア関係者の活動にも好個の資料。

は し が き（抄） 

　この『日本警察官僚総合名鑑』は、第二次世界大戦後の混乱期から立ち直り、かつて世界一

安全な国とまでいわれた日本の、治安の維持の陣頭に立ってきた警察官僚の全名鑑である。 

日本占領の連合国軍総司令部（ＧＨＱ）による、警察制度の改革を目指した内務省の解体後、

昭和 23年（1948 年）に発足した国家地方警察本部、現行警察法のもと昭和 29年（1954 年）

に発足した警察庁、のそれぞれの公職に在職したことのある警察の高級官僚、いわゆる有資格

者（キャリア組）をすべて、収録してある。……戦後の警察に関係した警察官僚の全履歴を収

録、公刊したのは国際化、情報化の波に翻弄されるこの混濁の世に、第二次世界大戦後から今

日まで、日本の国家体制を支え、国民の安全な生活を守って日夜、奮闘してきた警察官僚の足

跡を、あらためて顕彰しておく必要があるのではないか、と考えたからである。 
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内　容　見　本 

第１部　履歴一覧 
昭和２年内務省入省者（戦後警察関係
者）から平成 16年までの警察庁入庁
者について、全経歴を収録 

第２部　主要官職歴代在職者一覧 

キャリア組が歴任する官職の歴代在
職者を収録 

第１部　履歴一覧

茨城県警察部警務課長，兵庫県警察
部経済保安課長
兵庫県警察部刑事課長，内務省警保
局

国家地方広島警察管区本部警備部
長，公安調査庁第二部第三課長

昭
和
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年

昭15

昭16

昭17

昭18

昭19

昭20

昭21

昭22

昭23

昭24

昭25

昭26

昭27

昭28

昭29

昭30

昭31

昭32

昭33

昭34

昭35

昭36

昭37

昭38

昭39

昭40

昭41

昭42

昭43

内務省入省，和歌山県学務部社会課

香川県経済部商工課長兼振興課長

香川県総務部庶務課長兼人事課長

和歌山県警察部警務課長

〃

内務省警保局

警視庁刑事部捜査第二課長

警視庁警務部監察官

国家地方警察徳島県本部警察隊長

〃

大阪市警視庁刑事部長

大阪市警察本部刑事部長

大阪府警察本部刑事部長

警察庁刑事部捜査課長

〃

警察庁刑事局捜査課長

〃

警視庁刑事部長

警視庁公安部長

〃

警視庁警務部長

〃

警察庁警備局長

警察庁警務局長

警視総監（第67代）

〃

秦　野　　　章
①明44. 10 ②神奈川　③日大専政

９．警　視　庁
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昭57 田　宮　栄　一 ＊

昭58 橋　本　忠　重 ＊

昭60 鴇　田　左　蒐 ＊

昭61 高　島　礼　次 ＊

昭62 坂　口　　　勉 ＊

平１ 橋　爪　　　茂 ＊

平２ 渡　辺　和　志 ＊

平３ 野　辺　耕　造 ＊

平４ 杢　尾　　　堯 ＊

平５ 金　子　和　夫 ＊

平７ 寺　尾　正　大 ＊

平９ 平　田　富　彦 ＊

平10 山　田　正　治 ＊

平11 一ノ口　正　士 ＊

平12 弘　光　　　朗 ＊

平13 菅　原　忠　雄 ＊

平14 井　出　正　則 ＊

平15 有　働　俊　明 ＊

平16 久　保　正　行 ＊

警視庁刑事部捜査第二課長

昭20 増　井　正次郎 （昭13）

昭22 玉　村　四　一 （昭14）

昭23 秦　野　　　章 （昭15）

昭24 松　本　　　彊 （昭15）

昭25 島　田　純一郎（昭16後）

昭27 浅　沼　清太郎 （昭17）

昭29 高　松　敬　治 （昭17）

昭31 関　根　廣　文 （昭18）

昭33 平　瀬　敏　夫 （昭20）

昭35 齊　藤　一　郎 （昭21）

昭36 林　　　康　平（昭22後）

昭38 小　林　　　朴 （昭23）

昭41 鎌　倉　　　節 （昭29）

昭44 平　井　寿　一 （昭30）

昭46 高　田　朗　雄 （昭31）

昭48 森　廣　英　一 （昭34）

昭51 上　野　浩　靖 （昭35）

昭52 立　花　昌　雄 （昭35）

昭53 石　田　慧　史 （昭36）

昭55 伊　藤　一　実 （昭40）

昭57 廣　瀬　　　権 （昭41）

昭58 佐　藤　英　彦 （昭43）

昭60 林　　　則　清 （昭44）

昭63 人　見　信　男 （昭47）

平１ 西　川　徹　矢 （昭47）

平３ 小　野　正　博 （昭51）

平５ 井　上　美　昭 （昭52）

平７ 金　高　雅　仁 （昭53）

平９ ã 綱　直　良 （昭56）

平11 樋　口　眞　人 （昭57）

平13 安　森　智　司 （昭57）

平15 中　村　　　格 （昭61）

警視庁生活安全部長

［警視庁保安少年部長］

昭23 古　屋　　　亨 （昭９）

［警視庁経済警察部長］

昭24 古　屋　　　亨 （昭９）

［警視庁防犯部長］

昭24 渡　邊　健次郎 ＊

昭27 綱　井　輝　夫 （昭15）

昭28 養　老　絢　雄 （昭14）

昭32 近　藤　　　貞 ＊

昭34 渡　邊　　　巌 ＊

昭35 上　村　貞　一 ＊

昭37 渡　邊　　　清 ＊

昭39 吉　武　辰　男 ＊

昭41 原　田　　　傳 ＊

昭43 折　田　二　雄 ＊

昭44 柿　内　正　憲 ＊

昭44 小野島　嗣　男 （昭21）

昭46 秋　山　　　進 （昭21）

昭47 佐々木　英　文 （昭24）

昭48 浜　崎　　　仁 ＊

昭51 三　松　正　男 ＊

昭52 飯　田　蔵　太 ＊

昭54 青　柳　敏　夫 ＊

昭55 友　延　昭　一 ＊

昭56 漆　間　英　治 （昭33）

昭58 横　内　基　康 ＊

昭59 土　橋　栄　一 ＊

昭61 藤　沼　保　司 ＊

昭62 藤　田　幸　夫 ＊

昭63 石　井　英　雄 ＊

平１ 横　山　　　樹 ＊

平３ 平　沢　勝　栄 （昭43）

平４ 黒　澤　正　和 （昭44）

平６ 坂　口　　　勉 ＊

平７ 渡　辺　和　志 ＊

平10 三　栖　賢　治 ＊

［警視庁生活安全部長］

平11 竹　花　　　豊 （昭48）

平12 寺　尾　正　大 ＊

平13 片　桐　　　裕 （昭50）

平14 渡　邊　　　晃 （昭52）

５．内 部 部 局
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交通局運転免許課長

昭38 藤　森　俊　郎 （昭20）

昭41 丸　山　　　昂 （昭21）

昭41 阪　田　正　仁 （昭20）

昭42 西　川　芳　雄（昭22前）

昭44 奥　秋　為　公 （昭23）

昭46 鈴　木　金太郎 （昭24）

昭48 塩　飽　得　郎 （昭28）

昭49 八　嶋　幸　彦 （昭31）

昭52 三　上　和　幸 （昭33）

昭54 森　田　雄　二 （昭34）

昭55 越　智　俊　典 （昭35）

昭57 長　倉　眞　一 （昭37）

昭59 柳　井　洋　蔵 （昭37）

昭60 徳　宿　恭　男 （昭38）

昭61 村　井　　　温 （昭41）

昭63 滝　藤　浩　二 （昭42）

平２ 加　藤　孝　雄 （昭43）

平４ 片　山　晴　雄 （昭47）

平６ 村　澤　眞一郎 （昭48）

平７ 松　尾　庄　一 （昭51）

平９ 吉　田　英　法 （昭51）

平11 田　村　正　博 （昭52）

平13 末　井　誠　史 （昭52）

平14 松　本　治　男 （昭54）

平15 坂　　　　　明 （昭56）

●交通局都市交通対策課長

［警察庁交通局高速道路管理官］

昭52 矢　部　昭　治 （昭34）

昭54 小　林　憲　司 （昭35）

昭55 榧　野　敏　雄 ＊

昭56 滝　沢　武　源 ＊

［警察庁交通局高速道路課長］

昭57 滝　沢　武　源 ＊

昭58 日下部　登　夫 ＊

昭59 橋　口　俊　二 ＊

昭60 馬　渡　　　暈 ＊

昭61 増　田　生　成 （昭42）

昭63 浅　川　　　章 （昭44）

平１ 小　池　登　一 （昭45）

平３ 中　川　雅　量 （昭47）

［警察庁交通局都市交通対策課長］

平４ 矢　代　隆　義 （昭48）

平６ 福　田　　　博 （昭49）

平７ 中　澤　見　山 （昭51）

平８ 末　井　誠　史 （昭52）

平８ 久　保　潤　二 （昭52）

平10 塩　田　　　透 （昭52）

平11 伴　　　敏　之 （昭53）

※平13.１廃止。所掌事務は交通企画，

交通指導，交通規制各課に

〈警　備　局〉

警 備 局 長

［国家地方警察本部警備部長］

昭23 樺　山　俊　夫 （昭８）

昭25 柏　村　信　雄 （昭９）

昭27 山　口　喜　雄 （昭９）

［警察庁警備部長］

昭29 山　口　喜　雄 （昭９）

［警察庁警備局長］

昭33 江　口　俊　男 （昭10）

昭35 三　輪　良　雄 （昭12）

昭38 後藤田　正　晴 （昭14）

昭40 秦　野　　　章 （昭15）

昭41 高　橋　幹　夫（昭16前）

昭43 川　島　廣　守 （昭17）

昭45 山　口　廣　司 （昭17）

昭46 富　田　朝　彦 （昭18）

昭47 山　本　鎮　彦 （昭18）

昭50 三　井　　　脩 （昭21）

昭53 鈴　木　貞　敏 （昭23）

昭56 山　田　英　雄 （昭28）

昭59 柴　田　善　憲 （昭30）

昭60 三　島　健二郎 （昭31）

昭62 新　田　　　勇 （昭32）

昭63 城　内　康　光 （昭33）

平３ 吉　野　　　準 （昭35）

平４ 菅　沼　清　高 （昭39）

平６ 杉　田　和　博 （昭41）

平９ 伊　達　興　治 （昭41）

平11 金　重　凱　之 （昭44）

平13 漆　間　　　巌 （昭44）

平14 奥　村　萬壽雄 （昭46）

平16 瀬　川　勝　久 （昭46）

警備局警備企画課長

［警察庁警備局資料課長］

昭38 畠　中　達　夫 （昭18）

昭40 國　島　文　彦 （昭20）

昭41 下稲葉　耕　吉（昭22後）

［警察庁警備局調査課長］

昭42 勝　田　俊　男 （昭21）

申
　
込
　
書 

日本警察官僚総合名鑑 
定価18,000円＋税（送料実費）　　　（　　　部） 
（〒　　　　－　　　） 

ご住所 

ご氏名 

E-mail

電話番号 

お申し込み方法 
この申込書は、はがきに貼るか、
このままＦＡＸで下記宛にお送り
下さい。 
 
株式会社　新時代社 
〒 101-0051 
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