
退職発令(主幹級以上) 千葉県
令和２年３月３１日付け

氏名 退職時所属職

（部長級）　　　　　

今泉　光幸 総務部長

吉野　毅 商工労働部長

半田　徹也 農林水産部長

玉田　浩一 企業局長

矢島　鉄也 病院局長

葉岡部　循一 監査委員事務局長

藤田　厳 人事委員会事務局長

大木　実 労働委員会事務局長

柴田　利雄 県土整備部理事

倉持　俊哉 企業局管理部長

山口　武人 病院局がんセンター病院長

（次長級）　　　　　

菅野　健司 総合企画部参事

大谷　俊介 健康福祉部次長

米山　和喜 健康福祉部参事

吉永　勝訓 健康福祉部技監

根本　均 農林水産部水産局長

岩渕　善彦 農林水産部次長

小湊　宏明 県土整備部次長

増田　亨 県土整備部次長

永長　徹 葛南地域振興事務所長

横尾　明広 印旛地域振興事務所長

内山　真義 長生地域振興事務所長

齋藤　賢 文書館長

淡路　武夫 消防学校長

佐藤　至 東総食肉衛生検査所長
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工藤　智子 環境研究センター長

石田　和也 山武農業事務所長

橋本　信一 北部林業事務所長

伊藤　千秋 病院局こども病院副病院長

峯　清一郎 病院局循環器病センター副病院長

内田　整 病院局こども病院医療局診療部長

林田　直樹 病院局循環器病センター医療局診療部長

堤　紳一 議会事務局次長

（課長級）　　　　　

佐々木　一也 総務部副参事

井上　進 総務部副参事

三林　直慶 総合企画部交通計画課長

佐藤　理 健康福祉部医療整備課長

松本　正敏 健康福祉部薬務課長

北橋　伸一 環境生活部大気保全課長

岩崎　進 農林水産部団体指導課長

塩崎　桂司 農林水産部副技監

村椙　紀雄 県土整備部道路環境課長

川上　勉 県土整備部営繕課長

岡澤　孝 県土整備部副技監

関　芳信 県土整備部都市整備局下水道課長

宝田　晃 県土整備部都市整備局建築指導課長

白井　隆雄 山武地域振興事務所長

早川　直樹 夷隅地域振興事務所長

河口　靖行 安房地域振興事務所長

原　正則 職員能力開発センター次長

香取　宏信 中央県税事務所長

毛呂　正明 佐倉県税事務所長

日暮　幸一 自動車税事務所長
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松本　登 旅券事務所長

田畑　智子 男女共同参画センター所長

坂本　泰啓 市川健康福祉センター長

山中　辰吉 環境研究センター次長

竹之内　肇 産業支援技術研究所次長

澤川　隆 千葉農業事務所長

籾山　和夫 長生農業事務所長

山口　朝彦 農林総合研究センター次長

森田　秀雄 中央家畜保健衛生所長

相原　考一 畜産総合研究センター次長

南山　明義 中部林業事務所長

伊菅　久雄 水産総合研究センター次長

椎名　正一 銚子土木事務所長

大野　敏夫 夷隅土木事務所長

本澤　規儀 印旛沼下水道事務所長

東城　一郎 企業局管理部副参事

野口　幹夫 企業局県水お客様センター長

堀津　誠 企業局柏井浄水場長

茂野　誠一 企業局水質センター所長

池田　篤 病院局がんセンター主任医長

水貝　昌弘 病院局こども病院事務局長

西須　孝 病院局こども病院医療局診療部整形外科部長

高井　孝子 病院局こども病院看護局長

（副課長・主幹級）　

山田　久仁子 健康福祉部子育て支援課副課長

坂元　依子 農林水産部畜産課主幹

高柴　安志 県土整備部都市整備局建築指導課副課長

萩原　紀兆 県土整備部都市整備局住宅課副課長

清水　芳明 海匝地域振興事務所次長
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平野　明久 海匝地域振興事務所地域環境保全課長

能城　秀雄 山武地域振興事務所主幹

松本　菊夫 夷隅地域振興事務所地域環境保全課長

峯　雅男 夷隅地域振興事務所出納課長

下鳥　恵美子 千葉西県税事務所次長

高橋　幸代 佐倉県税事務所次長

田島　惠美子 香取県税事務所長

鎌形　永子 香取県税事務所次長

山口　政明 館山県税事務所長

佐藤　誠一 市原県税事務所長

小原　清一 習志野健康福祉センター監査指導課長

吉田　留美子 松戸健康福祉センター副センター長

穴澤　信寛 海匝健康福祉センター健康生活支援課長

浜名　正徳 夷隅健康福祉センター副センター長

川名　千春 君津健康福祉センター副センター長

福原　祐子 君津健康福祉センター地域保健課長

池田　美佐子 市原健康福祉センター副センター長

石井　章 衛生研究所次長

木内　哲也 衛生研究所次長

吉岡　みどり 衛生研究所健康疫学研究室長

井上　正史 東上総児童相談所次長

榎本　和彦 富浦学園次長

西織　哲大 中央障害者相談センター所長

福島　昌子 保健医療大学准教授

竹内　弥彦 保健医療大学准教授

浦野　圭司 動物愛護センター所長

齋藤　了 中央食肉衛生検査所長

岡　千寿 産業支援技術研究所主席研究員

宮城　淳 産業支援技術研究所主席研究員
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金子　晃造 船橋高等技術専門校副校長

鵜澤　新 旭高等技術専門校副校長

小松　利一 東金高等技術専門校副校長

井月　明 印旛農業事務所次長

川本　一俊 香取農業事務所次長

吉井　俊勝 香取農業事務所次長

篠塚　正夫 海匝農業事務所次長

小林　正和 海匝農業事務所次長

加瀬　誠 海匝農業事務所次長

田中　完佳 君津農業事務所次長

古川　雅文 農林総合研究センター検査業務課長

佐藤　三郎 農林総合研究センター暖地園芸研究所特産果樹研究室長

岩澤　勝巳 農林総合研究センター森林研究所長

小林　伸三 農業大学校教授

鈴木　和美 畜産総合研究センター養豚養鶏研究室長

川嶋　賢二 畜産総合研究センター嶺岡乳牛研究所長

青木　克真 北部林業事務所次長

小林　正明 中部林業事務所次長

松本　信久 中部林業事務所次長

木村　由紀雄 水産総合研究センター内水面水産研究所長

戸村　勝男 銚子漁港事務所長

大川　克己 銚子漁港事務所次長

日下部　誠 千葉土木事務所用地課長

佐藤　文雄 東葛飾土木事務所用地課長

飯田　哲夫 成田土木事務所次長

宮本　信輔 海匝土木事務所次長

苅草　清和 安房土木事務所次長

前田　裕之 君津土木事務所用地課長

畠山　正夫 高滝ダム管理事務所長
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須藤　英徳 木更津区画整理事務所次長

前澤　聡央 江戸川下水道事務所次長

野中　津義 企業局工業用水部工業用水管理課主幹

大山　久雄 企業局千葉水道事務所千葉西支所長

高木　清 企業局船橋水道事務所千葉ニュータウン支所長

福田　昭雄 企業局栗山浄水場次長

関　哲雄 企業局ちば野菊の里浄水場長

宮崎　啓彰 企業局北船橋給水場次長

木島　健治 企業局水質センター次長

伊藤　厚行 企業局葛南工業用水道事務所次長

梅津　健太郎 病院局こども病院主任医長

椛沢　政司 病院局循環器病センター主任医長
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