
 
【参考】略歴 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 理事長 

 

 ○水
みず

野
の

  正
まさ

望
み

  昭和 28年 3月 19日生 

 

昭和５０年 ３月 慶應義塾大学経済学部卒業 

 

昭和５０年 ４月 (株)三菱銀行入行 本店配属 

平成１０年 ２月 (株)東京三菱銀行　大阪支店副支店長  

  １３年 ４月 同 五反田支社長 

  １４年 ３月 同 法人営業部長 

      ６月 同 執行役員 法人営業部長 

  １６年 ５月 同 執行役員 法人業務第二部長   

１８年 １月 (株)三菱東京ＵＦＪ銀行　常務執行役員　東日本エリア支社   

          担当並びに法人企画部・法人業務第二部・中小企業部の担当 

６月 同 常務執行役員 退任 

６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 

代表取締役副社長 

２２年 ６月 三菱製紙(株)取締役専務執行役員 

２３年 ６月  同 代表取締役専務執行役員 

２７年１０月 (独)勤労者退職金共済機構理事長（現任） 

 

 

 

 

 

  ○和田
わ だ

 慶
よし

宏
ひろ

  昭和 29年 1月 17日生 

 

昭和５４年 ３月 東京大学法学部卒業     

          

昭和５４年 ４月 旭化成工業(株)入社 

平成１５年 ６月  旭化成(株)人事労務センター人事制度グループ長 

１７年 ５月  旭化成ファーマ(株)人事部長 

２０年 ４月  同 経営統括総部長 

２２年 ４月  同 執行役員 経営統括総部長 

２３年 ４月  旭化成(株)執行役員 人財・労務部長 

２５年 ６月  同 取締役兼上席執行役員 

２６年 ６月  同 上席執行役員 

２７年１０月  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長（現任） 

 

 

 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 理事長 

 



 

 

 

 

    ○中村
なかむら

 裕一
ひろかず

  昭和 29年 12月 21日生 

 

昭和５２年 ３月 東京大学教養学部卒業 

 

昭和５２年 ４月 三菱信託銀行(株)入行 

平成１２年 ２月  同 東京営業第５部長 

   １４年 ４月  同 高松支店長 

   １５年 ４月 同 営業第４部長 

     １０月 同 年金営業第４部長 

   １７年 ６月 同 執行役員 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ営業部長 

１０月 三菱ＵＦＪ信託銀行(株)執行役員 

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ営業部長 

   １９年 ６月 同 理事 

   ２１年 ６月 ｴﾑ･ﾕｰ･ﾄﾗｽﾄ･ｱｯﾌﾟﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)専務取締役 

                   兼 三菱ＵＦＪ信託銀行(株)業務顧問 

   ２２年 ６月 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券(株)常勤監査役 

２６年 ８月 菱進ホールディングス(株)取締役社長 

   ２７年１０月 (独)福祉医療機構理事長（現任） 

   

 

 

 

 

  ○深代
ふかしろ

 敬
たか

久
ひさ

  昭和 32年 1月 24日生 

 

  昭和５６年 ３月 東北大学法学部卒業 

 

  昭和５６年○４月 群馬県利根福祉事務所 

  平成２０年○４月 同 健康福祉部子育て支援課長 

 ２１年○４月 同 健康福祉部障害政策課長  

  ２３年○４月 同 総務部市町村課長 

  ２５年 ４月 同 総務部財政課長 

  ２６年 ４月 同 企画部副部長 

２７年 ４月 同 総務部長 

２９年 ４月 (独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人福祉医療機構 理事長 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 理事長 



 

 

 

 

  ○樋口
ひ ぐ ち

 美
よし

雄
お

  昭和 27年 11月 23日生 

 

  昭和５０年 ３月 慶應義塾大学商学部卒業 

    ５５年 ３月 慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程修了 

 

  昭和５７年○４月 慶應義塾大学商学部助教授（至 平成３年３月） 

    ６０年 ４月 コロンビア大学経済学部客員研究員（至 昭和６２年３月） 

  平成 ３年○４月 慶應義塾大学商学部教授（現任） 

        ６月 商学博士号取得 

     ７年 ４月 スタンフォード大学経済政策研究所客員研究員 

（至 平成８年３月） 

           オハイオ州立大学経済学部客員教授（至 平成８年３月） 

    ２１年 ５月 慶應義塾大学商学部長・大学院商学研究科委員長 

           （至 平成２５年９月） 

       １０月 内閣府統計委員会委員長（至 平成２６年１月） 

    ２４年 ６月 日本経済学会会長（至 平成２５年６月） 

    ２６年 ６月 OECD・ELSA客員フェロー（至 平成２６年８月） 

           フランス国立社会科学高等研究院客員研究員 

（至 平成２６年８月） 

    ２５年 ４月 厚生労働省労働政策審議会会長（現任） 

    ２８年 ９月 内閣官房働き方改革実現会議構成員（現任） 

    ２９年 ９月 内閣官房人生１００年時代構想会議構成員（現任） 

             

  

 

 

 ○尾身
お み

 茂
しげる

  昭和 24年 6月 11日生 

 

昭和５３年 ３月 自治医科大学医学部卒業 

 

昭和５３年    東京都立墨東病院研修医 

         東京都立広尾病院外科医師 

  ６２年    自治医科大学予防生態学教室助手 

平成 元年 ４月 厚生省保険局医療課医療指導監査室医療指導監査官 

   ２年 ４月 同 特別医療指導監査官 

      ９月 ＷＨＯ西太平洋地域事務局拡大予防接種計画課課長補佐 

   ５年 ３月 同 拡大予防接種計画課長 

   ７年 ６月 同 感染症対策部長 

  １０年 ５月 自治医科大学公衆衛生学教授 

  １１年 ２月 ＷＨＯ西太平洋地域事務局長 

  ２１年 ２月 自治医科大学地域医療学センター教授 

      ５月 ＷＨＯ執行理事 

  ２３年 ５月 （独）国立国際医療研究センター理事（非常勤） 

  ２４年 ４月 （独）年金・健康保険福祉施設整理機構理事長 

  ２６年 ４月 （独）地域医療機能推進機構理事長（現任） 

※平成２年９月～平成７年３月 厚生省からＷＨＯへ派遣 

独立行政法人労働政策研究・研修機構 理事長 

独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長 


