
平成30年度退職者（本庁課長級以上）の再就職状況

№ ①退職時所属・職 ②退職者氏名 ③退職年月日 ④再就職団体・役職名 ⑤再就職年月日
⑥県の紹介
等の有無

東葉高速鉄道株式会社　顧問 令和元年5月1日

東葉高速鉄道株式会社　代表取締役社長 令和元年6月21日

2 商工労働部長 吉　田　和　彦 平成31年3月31日 首都圏新都市鉄道株式会社　常務取締役 令和元年6月27日 有

3 会計管理者 岩　澤　好　宏 平成31年3月31日 北総鉄道株式会社　常務取締役 令和元年6月21日 有

公益財団法人千葉県私学教育振興財団　事
務局長

平成31年4月1日

公益財団法人千葉県私学教育振興財団　常
勤理事(兼)事務局長

令和元年6月26日

5 県土整備部都市整備局長 行　方　　　寛 平成31年3月31日 公益財団法人千葉県下水道公社　理事長 平成31年4月1日 有

6 総務部理事 伊勢田　洋　彰 平成31年3月31日 株式会社千葉ニュータウンセンター　監査役 令和元年6月21日 有

7 総合企画部理事 信　太　康　宏 平成31年3月31日
公益財団法人成田空港周辺地域共生財団
理事長

平成31年4月1日 有

8 県土整備部理事 大　塚　浩　雄 平成31年3月31日 株式会社オリエンタルランド　理事 平成31年4月1日 有

9 県土整備部理事 吉　田　行　伸 平成31年3月31日 千葉県道路公社　理事長 平成31年4月1日 有

10 県土整備部理事 龍　崎　和　寛 平成31年3月31日 清水建設株式会社　顧問 平成31年4月1日 有

京葉臨海鉄道株式会社　顧問 令和元年6月1日

京葉臨海鉄道株式会社　専務取締役 令和元年6月26日

12 病院局佐原病院長 山　本　　　宏 平成31年3月31日 佐原病院　スキルフル・ドクター 平成31年4月1日 -

13 教育庁企画管理部長 大　塚　一　朗 平成31年3月31日 公益財団法人千葉県学校給食会　理事長 令和元年7月1日 有

14 教育庁教育振興部長 奥　山　慎　一 平成31年3月31日
学校法人千葉敬愛学園敬愛学園高等学校
校長

平成31年4月1日 無

成田高速鉄道アクセス株式会社　総務担当
部長

平成31年4月1日

成田高速鉄道アクセス株式会社　総務部長 令和元年6月28日

16 健康福祉部技監 飯　塚　正　之 平成31年3月31日
医療法人社団城東桐和会タムス浦安病院
整形外科部長、千葉大学病院浦安リハビリ
テーション教育センター　特任教授

平成31年4月1日 無

17 健康福祉部技監 藤　縄　直　人 平成31年3月31日
社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業
団千葉県千葉リハビリテーションセンター
医師

平成31年4月1日 無

18 環境生活部次長 生　駒　昌　弘 平成31年3月31日 日本製鉄株式会社　君津製鉄所　主幹 平成31年4月1日 有

19 農林水産部水産局長 山　﨑　明　人 平成31年3月31日 公益財団法人千葉県水産振興公社　理事長 平成31年4月1日 有

20 農林水産部次長 杉　野　　　宏 平成31年3月31日
千葉県土地改良事業団体連合会　副会長兼
常務理事

平成31年4月1日 有

21 葛南地域振興事務所長 川　島　幸　雄 平成31年3月31日
株式会社千葉ニュータウンセンター　総務部
長

平成31年4月1日 有

成田高速鉄道アクセス株式会社　顧問 令和元年6月1日

成田高速鉄道アクセス株式会社　常勤監査
役

令和元年6月28日

23 職員能力開発センター所長 千　葉　総一郎 平成31年3月31日 京葉臨海鉄道株式会社　事業部長 平成31年4月1日 有

24 文書館長 目　黒　　　敦 平成31年3月31日 千葉県職業能力開発協会　事務局長 平成31年4月1日 有

25 精神保健福祉センター長 岡　田　眞　一 平成31年3月31日
社会医療法人社団さつき会袖ケ浦さつき台
病院　非常勤医師

平成31年4月5日 無

有平成31年3月31日

平成31年3月31日

山　中　精　一 有

小　澤　誠　一

総合企画部次長

1

22

15

総務部長

東葛飾地域振興事務所長

4

企業土地管理局副局長11

労働委員会事務局長 内　田　文　雄 平成31年3月31日

平成31年3月31日

飯　田　浩　子

有

平成31年3月31日

土　岐　健　文

有

有
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平成30年度退職者（本庁課長級以上）の再就職状況

№ ①退職時所属・職 ②退職者氏名 ③退職年月日 ④再就職団体・役職名 ⑤再就職年月日
⑥県の紹介
等の有無

26 保健医療大学教授 佐　藤　まゆみ 平成31年3月31日 順天堂大学　教授 平成31年4月1日 無

27 保健医療大学教授 渡　邊　智　子 平成31年3月31日
大乗淑徳学園淑徳大学　看護栄養学部　教
授

平成31年4月1日 無

28 保健医療大学教授 豊　島　裕　子 平成31年3月31日 戸板女子短期大学　教授 平成31年4月1日 無

29 保健医療大学教授 髙　橋　伸　佳 平成31年3月31日 脳神経内科津田沼　顧問 平成31年4月1日 無

30 産業支援技術研究所長 根　本　正　志 平成31年3月31日
公益財団法人千葉県産業振興センター　常
務理事(新事業支援部長）

平成31年4月1日 有

31 農林総合研究センター長 斉　藤　研　二 平成31年3月31日
全国農業協同組合連合会　耕種資材部東日
本営農資材事業所事業推進課　主席技術主
管

平成31年4月1日 無

公益社団法人千葉県畜産協会　事業部長 平成31年4月1日

公益社団法人千葉県畜産協会　常務理事
（兼）事業部長

令和元年6月24日

33 水道局水道部次長 剣　持　光　信 平成31年3月31日 公益社団法人日本水道協会　副主幹 平成31年4月1日 有

34
病院局がんセンター研究所が
ん治療開発グループ部長

田　川　雅　敏 平成31年3月31日
医療法人社団紺整会船橋整形外科病院　嘱
託医師

平成31年4月1日 無

35 教育庁教育振興部学校危機管理監 稲　葉　　　泰 平成31年3月31日
公益財団法人千葉県教育振興財団　理事
長

令和元年7月1日 有

36 さわやかちば県民プラザ所長 藤　田　　　武 平成31年3月31日
公益財団法人千葉県教育振興財団　千葉
県立房総のむら館長

平成31年4月1日 有

37 千葉県立中央図書館長 石　橋　芳　継 平成31年3月31日
公益財団法人千葉県下水道公社　専務理事
（総務部長事務取扱）

平成31年4月1日 有

38 千葉県立中央博物館長 萩　原　恭　一 平成31年3月31日
公益財団法人千葉県教育振興財団　主任上
席文化財主事

平成31年4月1日 無

39 総合企画部副技監 鈴　木　育　男 平成31年3月31日 八紘測量開発株式会社　技術顧問 平成31年4月1日 無

40 県土整備部副技監 岩　井　嘉　弘 平成31年3月31日
株式会社千葉ニュータウンセンター　事業管
理部長

平成31年4月1日 有

41 海匝地域振興事務所長 荒　川　裕　司 平成31年3月31日 公益社団法人千葉県看護協会　事務局長 平成31年4月1日 有

42 夷隅地域振興事務所長 齋　藤　　　修 平成31年3月31日 いすみ鉄道株式会社　経営企画部長 平成31年4月1日 有

43 中央県税事務所長 松　岡　のり子 平成31年3月31日 印旛郡酒々井町役場　税務住民課　副主幹 平成31年4月1日 無

44
習志野健康福祉センター副技
監(兼)副センター長

塚　本　　　宏 平成31年3月31日 エムエスデリカチーム協同組合　顧問 平成31年4月1日 無

45 市原健康福祉センター長 藤　川　眞理子 平成31年3月31日
学校法人帝京平成大学　　現代ライフ学部
教授

平成31年4月1日 無

46 環境研究センター次長 櫻　岡　裕　之 平成31年3月31日
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興セ
ンター　参与

平成31年4月1日 有

一般財団法人千葉県勝浦海中公園センター
所長

平成31年4月1日

一般財団法人千葉県勝浦海中公園センター
常務理事兼所長

令和元年6月3日

48 水道局水道部浄水課長 岡　戸　淳　一 平成31年3月31日 昱株式会社　技術参与 平成31年4月1日 有

49
企業土地管理局資産管理課工
務担当課長

石　橋　喜久雄 平成31年3月31日 株式会社エース　顧問 平成31年4月1日 有

50 病院局がんセンター看護局長 尾　出　真理子 平成31年3月31日
医療法人社団鎮誠会季美の森リハビリテー
ション病院　副看護部長

平成31年4月1日 無

51 病院局がんセンター主任医長 大　崎　達　也 平成31年3月31日
独立行政法人地域医療機能推進機構千葉
病院　副健康管理センター長

平成31年4月1日 無

52
病院局こども病院医療局診療
部循環器科部長

村　上　智　明 平成31年3月31日
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院　小児循環
器部長

平成31年4月1日 無

53 監査委員事務局調整課長 大　木　　　清 平成31年3月31日 東葉高速鉄道株式会社　経理課長 平成31年4月1日 有

平成31年3月31日 有

有32

水産総合研究センター次長47

畜産総合研究センター長

池　田　美　明

平成31年3月31日岡　田　　　望
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その他
　１　平成30年度退職者のうち、教育庁事務職員として課長級以上の職に就いた後、県立学校長で退職した者

№
①退職時所属・職

（課長級以上離職時の所属・
職）

②退職者氏名
③退職年月日
（離職年月日）

④再就職団体・役職名 ⑤再就職年月日
⑥県の紹介
等の有無

1

千葉県立特別支援学校流山高
等学園校長
(教育庁教育振興部特別支援教
育課長)

岡　田　哲　也
平成31年3月31日
(平成29年3月31日)

二松學舎大学　教職課程センター　教授 平成31年4月1日 無

　２　平成29年度以前退職者（本庁課長級以上）のうち、再就職の届出があった者

№ ①退職時所属・職 ②退職者氏名 ③退職年月日 ④再就職団体・役職名 ⑤再就職年月日
⑥県の紹介
等の有無

1 農林水産部技監 清　水　正　夫 平成30年3月31日
全国漁業信用基金協会　千葉支所　理事
（千葉支所担当）

令和元年7月1日 有

2 県土整備部技監 佐　藤　政　弘 平成30年3月29日 サンエス警備保障株式会社 平成30年8月1日 無

3 病院局がんセンター看護局長 茅　野　香　子 平成30年3月31日
地方独立行政法人東金九十九里地域医療
センター東千葉メディカルセンター　看護部
長

平成31年4月1日 有

4 県土整備部理事 飯　田　宏　行 平成29年3月31日 一般財団法人千葉県まちづくり公社　理事長 平成31年3月1日 有

　注　この表は、平成３０年８月１日から令和元年７月３１日までの間に、職員の退職管理に関する条例第３条の規定により届出があった再就職状況を掲載し
　　たものです。
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