
                     　　　　　　　　　　　　　　    （令和５年４月１日現在）

氏名 ふりがな

大臣 鈴木　俊一 すずき　しゅんいち

副大臣 藤丸　敏 ふじまる　さとし

大臣政務官 鈴木　英敬 すずき　えいけい

大臣秘書官 鈴木　俊太郎 すずき　しゅんたろう

大臣秘書官事務取扱 齊藤　将彦 さいとう　まさひこ

氏名 ふりがな

長官 中島　淳一 なかじま　じゅんいち

天谷　知子 あまや　ともこ

総合政策局長 栗田　照久 くりた　てるひさ

＜官房部門＞

石田　晋也 いしだ　しんや

川﨑　暁 かわさき　さとる

岡田　大 おかだ　ひろし

組織戦略監理官（兼）
人事企画室長
開発研修室長（兼）

小長谷　章人 こながや　あきと

人事調査官 林　秀憲 はやし　ひでのり

管理室長 西山　香織 にしやま　かおり

情報化統括室長
IFIAR戦略企画本部ＩＦＩＡＲ戦略企画室長（兼）

鳩間　正也 はとま　まさや

職員相談サポート室長 馬渕　久一 まぶち　きゅういち

総務課長 太田原　和房 おおたわら　まさのぶ

総括企画官
広報室長（兼）

守屋　貴之 もりや　たかゆき

総括管理官 矢野　翔平 やの　しょうへい

総括管理官
公文書管理室長（兼）
情報公開・個人情報保護室長（兼）

矢野　真弘 やの　まさひろ

法令審査室長 太田　昌男 おおた　まさお

国会連絡室長 大澤　清司 おおさわ　きよし

審判手続室長
法務支援室長（兼）

野部　秀幸 のべ　ひでゆき

審判官 髙津戸　朱子 たかつと　しゅし

同 日浅　さやか ひあさ　さやか

同 城處　琢也 きどころ　たくや

同 美濃口　真琴 みのぐち　まこと

堀本　善雄 ほりもと　よしお

総合政策課長 高田　英樹 たかだ　ひでき

チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサー（兼） 池田　賢志 いけだ　さとし

総合政策監理官 岸本　学 きしもと　まなぶ

資産運用高度化室長 安達　ゆり あだち　ゆり

総合政策企画室長
研究開発室長（兼）

犬塚　誠也 いぬづか　まさや

サステナブルファイナンス推進室長 西田　勇樹 にしだ　ゆうき

金融国際審議官

政策立案総括官

○金融庁

参事官（兼）
公文書監理官（兼）

金 融 庁 幹 部 名 簿

職名

秘書課長

総括審議官

職名



＜国際部門＞

有泉　秀 ありいずみ　しげる

長岡　隆 ながおか　たかし

参事官 川﨑　暁 かわさき　さとる

参事官 椎名　康 しいな　やすし

国際政策管理官 山下　裕司 やました　ゆうじ

国際室長 永山　玲奈 ながやま　れな

国際政策管理官 坂巻　綴 さかまき　つづり

＜モニタリング部門＞

審議官 屋敷　利紀 やしき　としのり

柳瀬　護 やなせ　まもる

 リスク分析総括課長 森　拡光 もり　ひろみつ

情報分析監理官
データ分析統括室長（兼）
マクロ分析室長（兼）
チーフ・データ・オフィサー（兼）

村木　圭 むらき　けい

情報・分析室長 宇根　賢治 うね　けんじ

野村　俊之 のむら　としゆき

リスク管理検査室長 山崎　勝行 やまざき　かつゆき

コンダクト企画室長 信森　毅博 のぶもり　たけひろ

金融トラブル解決制度推進室長 今西　隆浩 いまにし　たかひろ

金融サービス利用者相談室長 青木　利和 あおき　としかず

主任統括検査官 小笠原　規人 おがさわら　のりと

同 田邊　亮二 たなべ　りょうじ

同 竹内　信近 たけうち　のぶちか

同 白藤　文祐 はくとう　ぶんゆう

統括検査官 児玉　紀秋 こだま　のりあき

同 坂井　平典 さかい　ひらのり

同 前田　茂輝 まえだ　しげてる

同 川路　智 かわじ　さとし

サイバーセキュリティ対策企画調整室長 齊藤　剛 さいとう　つよし

大手銀行モニタリング室長 佐藤　雅之 さとう　まさゆき

健全性基準室長 青崎　稔 あおさき　みのる

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場　大輔 まんば　だいすけ

経済安全保障室長 野原　哲也 のはら　てつや

貸金業室長 小畠　貴志 こばたけ　たかし

眞下　利春 ました　としはる

イノベーション推進室長
チーフフィンテックオフィサー（兼）

牛田　遼介 うしだ　りょうすけ

フィンテックモニタリング室長
暗号資産モニタリング室長（兼）

曽根　康司 そね　こうじ

資金決済モニタリング室長
金融サービス仲介業室長（兼）
電子決済等代行業室長（兼）

伊藤　公祐 いとう　こうすけ

企画市場局長 井藤　英樹 いとう　ひでき

審議官 田原　泰雅 たはら　やすまさ

井上　俊剛 いのうえ　としたけ

参事官 尾﨑　有 おざき　ゆう

審議官

参事官

審議官

国際総括官
政策立案総括審議官（兼）

フィンテック参事官

検査監理官



総務課長 若原　幸雄 わかはら　ゆきお

調査室長
調整室長（兼）
保険企画室長（兼）

白井　宏幸 しらい　ひろゆき

信用制度参事官 大来　志郎 おおきた　しろう

信用法制企画調整官 宮部　大輝 みやべ　だいき

信用制度企画室長 安富　稔晃 あどみ　としあき

デジタル・分散型金融企画室長 玉川　英資 たまがわ　えいすけ

銀行法制管理官 児玉　勝義 こだま　かつよし

市場課長 島崎　征夫 しまざき　まさお

市場機能強化室長 古角　壽雄 こかど　としお

市場企画管理官 桑田　尚 くわた　ひさし

市場業務監理官 中島　康夫 なかじま　やすお

企業開示課長 廣川　斉 ひろかわ　ひとし

開示業務室長 齊藤　貴文 さいとう　たかふみ

企業財務調査官 大谷　潤 おおたに　じゅん

企業統治改革推進管理官 谷口　達哉 たにぐち　たつや

監督局長 伊藤　豊 いとう　ゆたか

審議官 三好　敏之 みよし　としゆき

新発田　龍史 しばた　たつふみ

参事官 野崎　英司 のざき　えいじ

総務課長 池田　賢志 いけだ　さとし

監督調査室長 慶野　吉則 けいの　よしのり

地域金融支援室長（兼） 今泉　宣親 いまいずみ　よしちか

信用機構対応室長
企画調整室長（兼）
RRP室長（兼）

村口　和人 むらぐち　かずと

監督管理官 清水　茂 しみず　しげる

監督企画調査官 橋本　成央 はしもと　ひでお

郵便貯金・保険監督総括参事官 澤飯　敦 さわい　あつし

郵便保険監督参事官 水谷　準 みずたに　じゅん

監督企画官 神谷　征彦 かみや　まさひこ

銀行第一課長 山下　正通 やました　まさみち

銀行第二課長 田部　真史 たなべ　まさし

地域金融生産性向上支援室長
地域金融企画室長（兼）

今泉　宣親 いまいずみ　よしちか

地域銀行調整官 柴田　幹司 しばた　みきじ

協同組織金融室長 松田　泰幸 まつだ　やすゆき

地域金融監理官 細田　均 ほそだ　ひとし

主任統括検査官 加藤　光伸 かとう　みつのぶ

同 町井　智 まちい　さとし

統括検査官 山下　治久 やました　はるひさ

同 岡田　実成 おかだ　みなり

保険課長 三浦　知宏 みうら　ともひろ

損害保険・少額短期保険監督室長 政平　英雄 まさひら　ひでお

保険商品室長（兼） 白藤　文祐 はくとう　ぶんゆう

保険モニタリング室長（兼） 川路　智 かわじ　さとし

参事官



主任統括検査官 清水　洋一 しみず　よういち

八木　瑞枝 やぎ　みずえ

大手証券等モニタリング室長（兼） 藤岡　由佳子 ふじおか　ゆかこ

参事官 中川　彩子 なかがわ　さいこ

監督企画官
市場仲介モニタリング室長（兼）
資産運用モニタリング室長（兼）

豊永　康史 とよなが　やすし

○証券取引等監視委員会

氏名 ふりがな

委員長 中原　亮一 なかはら　りょういち

委員 加藤　さゆり かとう　さゆり

同 橋本　尚 はしもと　たかし

事務局長 油布　志行 ゆふ　もとゆき

次長 石村　幸三 いしむら　こうぞう

同 　 大西　勝滋 おおにし　かつしげ

市場監視総括官 鈴木　慎二郎 すずき　しんじろう

 総務課長 木股　英子 きまた　えいこ

情報解析室長 西澤　伸彦 にしざわ　のぶひこ

市場監視管理官 岡崎　洋太郎 おかざき　ようたろう

IT戦略室長 境　吉隆 さかい　よしたか

山谷　浩昭 やまや　ひろあき

総括証券取引審査官
統括特別調査官（兼）

湯ノ上　竜典 ゆのうえ　りゅうすけ

証券検査課長 有里　貴夫 ありさと　たかお

国際証券検査室長
国際統括検査官（兼）

長谷川　裕 はせがわ　ひろし

統括検査官 萩藤　博之 はぎとう　ひろゆき

同 坂部　一夫 さかべ　かずお

同 緒方　敬也 おがた　けいや

同 東原　都男 ひがしはら　くにお

取引調査課長 甲斐　英樹 かい　ひでき

統括調査官 竹内　肇 たけうち　はじめ

統括調査官
国際取引等調査室長（兼）

田中　賢次 たなか　けんじ

森島　英之 もりしま　ひでゆき

統括調査官 芳賀　裕司 はが　ゆうじ

特別調査課長 大城　健司 おおき　けんじ

特別調査管理官 今井　誠 いまい　まこと

統括特別調査官 渡辺　朋彦 わたなべ　ともひこ

同 澤田　幸利 さわだ　ゆきとし

開示検査課長

職名

市場分析審査課長
市場モニタリング室長（兼）

証券課長



〇公認会計士・監査審査会

氏名 ふりがな

会長 松井　隆幸 まつい　たかゆき

委員 青木　雅明 あおき　まさあき

同 浅見　裕子 あさみ　ゆうこ

同 上田　亮子 うえだ　りょうこ

同 古布　薫 こぶ　かおる

同 玉井　裕子 たまい　ゆうこ

同 千葉　通子 ちば　みちこ

同 德賀　芳弘 とくが　よしひろ

同 皆川　邦仁 みなかわ　くにひと

同 吉田　慶太 よしだ　けいた

事務局長（兼） 長岡　隆 ながおか　たかし

総務試験課長 繁本　賢也 しげもと　けんや

八木原　栄二 やぎはら　えいじ

金融研究センター長 吉野　直行 よしの　なおゆき

金融研究センター顧問 大庫  直樹 おおご　なおき

金融研究センター顧問 柳川　範之 やながわ　のりゆき

金融研究センター副センター長 高田　英樹 たかだ　ひでき

審査検査課長

職名


