
令和２年度等退職者（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

1 防災危機管理部長 石　渡　敏　温 令和3年4月26日 首都圏新都市鉄道株式会社　常務取締役 令和3年6月24日 有

東葉高速鉄道株式会社　顧問 令和3年5月1日

東葉高速鉄道株式会社　代表取締役社長 令和3年6月24日

3 会計管理者 松　尾　晴　介 令和3年3月31日 北総鉄道株式会社　常務取締役 令和3年6月23日 有

4 人事委員会事務局長 清　水　生　也 令和3年3月31日
株式会社千葉ニュータウンセンター　常勤監
査役

令和3年6月18日 有

5 労働委員会事務局長 松　本　　　貴 令和3年3月31日 一般財団法人千葉県まちづくり公社　理事長 令和3年4月1日 有

6 県土整備部都市整備局長 保　坂　　　隆 令和3年3月31日 公益財団法人千葉県下水道公社　理事長 令和3年4月1日 有

7 県土整備部理事 永　島　克　彦 令和3年3月31日
千葉商工会議所　専務理事
一般社団法人千葉県商工会議所連合会　専
務理事

令和3年6月28日 有

公益財団法人千葉県建設技術センター　理
事長

令和3年4月1日 有

千葉県道路公社　理事長 令和3年4月27日 有

京葉臨海鉄道株式会社　顧問 令和3年6月1日

京葉臨海鉄道株式会社　代表取締役専務 令和3年6月23日

10 企業局水道部長 縣　　　雅　明 令和3年3月31日
一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会　顧
問

令和3年4月1日 有

11 企業局工業用水部長 中　橋　　　正 令和3年3月31日
パシフィックコンサルタンツ株式会社　嘱託社
員・技術顧問

令和3年4月1日 有

12 企業局土地管理部長 櫻　井　博　幸 令和3年3月31日 株式会社オリエンタルランド　理事 令和3年4月1日 有

13 病院局がんセンター副病院長 石　井　　　猛 令和3年3月31日 医療法人社団郷愛会湯山整形外科　医師 令和3年4月1日 無

14
病院局救急医療センター病院
長

石　橋　　　巌 令和3年3月31日 医療法人梨香会秋元病院　院長 令和3年4月1日 無

15
病院局循環器病センター病院
長

村　山　博　和 令和3年3月31日 医療法人鎗田病院　医師 令和3年4月1日 無

16 教育庁企画管理部長 藤　谷　　　誠 令和3年3月31日 公益財団法人千葉県学校給食会　理事長 令和3年7月1日 有

17 教育庁教育振興部長 中　村　敏　行 令和3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3年7月1日 有

18 健康福祉部次長 中　村　勝　浩 令和3年3月31日
一般財団法人千葉港湾福利厚生協会　常務
理事(兼)事務局長

令和3年5月26日 有

19 健康福祉部次長 石　出　　　広 令和3年3月31日 佐藤製薬株式会社　次長 令和3年4月16日 無

20 健康福祉部技監 染　屋　政　幸 令和3年3月31日
社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業
団　医師

令和3年4月1日 無

一般財団法人千葉県まちづくり公社　顧問 令和3年4月1日

一般財団法人千葉県まちづくり公社　常務理
事

令和3年6月24日

22 農林水産部次長 風　間　慎　吾 令和3年3月31日 株式会社幕張メッセ　総務総括部長 令和3年4月1日 有

23 農林水産部次長 冨　塚　浩　一 令和3年3月31日 千葉県農業信用基金協会　監事 令和3年7月7日 有

公益社団法人千葉県園芸協会　参与(兼)農
地部長

令和3年4月1日

公益社団法人千葉県園芸協会　理事(兼)農
地部長

令和3年4月30日

農林水産部次長 杉　森　　　浩 令和3年3月31日 有

8 県土整備部理事 神　作　秀　雄 令和3年3月31日

企業局管理部長 吉　田　篤　史 令和3年3月31日

24

2

9 有

企業局長 岡　本　和　貴 令和3年4月26日 有

21 有環境生活部次長 森　　　美　則 令和3年3月31日

1 / 3 ページ
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25 県土整備部次長 喜　地　良　男 令和3年3月31日 阿部建設株式会社　参事 令和3年4月21日 無

26 葛南地域振興事務所長 上大川　　　順 令和3年3月31日 山武市　副市長 令和3年7月1日 無

27 東葛飾地域振興事務所長 山　下　　　裕 令和3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

令和3年4月1日 有

28 印旛地域振興事務所長 根　本　正　一 令和3年3月31日 千葉県住宅供給公社　常務理事 令和3年4月1日 有

29 保健医療大学事務局長 森　竹　津四志 令和3年3月31日
公益財団法人ちば県民保健予防財団　調査
研究部長

令和3年4月1日 有

30 保健医療大学教授(兼)副学長 雄賀多　　　聡 令和3年3月31日
医療法人グリーンエミネンス中村古峡記念
病院　医師

令和3年4月1日 無

31 保健医療大学教授 宮　﨑　知　子 令和3年3月31日 北里大学看護学部　教授 令和3年4月1日 無

32 保健医療大学教授 片　平　伸　子 令和3年3月31日 国際医療福祉大学大学院　教授 令和3年4月1日 無

33 保健医療大学教授 藤　原　慶　一 令和3年3月31日 千葉大学　客員教授 令和3年4月1日 無

34 保健医療大学教授 東　本　恭　幸 令和3年3月31日 医療法人平成博愛会印西総合病院　医師 令和3年4月1日 無

公益社団法人千葉県園芸協会　参与(兼)総
務企画部長

令和3年4月1日

公益社団法人千葉県園芸協会　専務理事
(兼)総務企画部長

令和3年4月30日

公益社団法人千葉県緑化推進委員会　事務
局長

令和3年5月1日

公益社団法人千葉県緑化推進委員会　専務
理事

令和3年6月21日

37 千葉土木事務所長 根　本　嘉　生 令和3年3月31日 飛島建設株式会社　技術部長 令和3年4月1日 有

38 君津土木事務所長 水　垣　　　浩 令和3年3月31日 東洋建設株式会社　顧問 令和3年4月1日 有

39 企業局水道部次長 宇　内　光太郎 令和3年3月31日
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株
式会社　マッピングソリューション部長

令和3年4月1日 有

40 企業局千葉水道事務所長 長　田　克　也 令和3年3月31日 前澤工業株式会社　顧問 令和3年4月1日 有

41
病院局救急医療センター医療
局長

武　内　重　康 令和2年8月31日
一般社団法人巨樹の会千葉みなとリハビリ
テーション病院　医師

令和2年9月1日 無

42 病院局こども病院技監 青　墳　裕　之 令和3年3月31日 病院局こども病院　スキルフル・ドクター 令和3年4月1日 －

43 教育庁学校危機管理監 望　月　賢　二 令和3年3月31日
公益財団法人千葉県教育振興財団　房総の
むら館長

令和3年4月1日 有

44 総務部副参事 山　田　智　志 令和3年3月30日 横芝光町　副町長 令和3年4月1日 無

45 総合企画部副技監 渡　邉　浩　司 令和3年3月31日 株式会社ウォーターエージェンシー　理事 令和3年4月1日 有

46 海匝地域振興事務所長 飯　田　正　信 令和3年3月31日
一般社団法人千葉県商工会議所連合会　事
務局次長

令和3年4月1日 有

47 山武地域振興事務所長 笹　生　健　司 令和3年3月31日
公益財団法人ちば国際コンベンションビュー
ロー　千葉県国際交流センター長

令和3年4月1日 有

48 安房地域振興事務所長 池　田　一　浩 令和3年3月31日 公益財団法人千葉県消防協会　事務局次長 令和3年4月1日 有

49 中央県税事務所長 一　松　明　美 令和3年3月31日
公益財団法人千葉県産業振興センター　副
参事(兼)事業推進課長

令和3年4月1日 有

50 船橋県税事務所長 大　吉　英　夫 令和3年3月31日 首都圏廃棄物事業協同組合 令和3年4月1日 無

51 佐倉県税事務所長 高　宮　久　美 令和3年3月31日
一般社団法人千葉県産業資源循環協会　参
事(兼)業務相談員

令和3年4月1日 有

52 男女共同参画センター所長 水　野　　　昇 令和3年3月31日
公益財団法人千葉県産業振興センター　副
参事(兼)就業支援課長

令和3年4月1日 有

35

北部林業事務所長 西　野　文　智 令和3年3月31日 有

小　柳　　　享 令和3年3月31日 有農林総合研究センター長

36
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53
夷隅健康福祉センター長(兼)夷
隅保健所長

池　田　凡　美 令和3年3月31日 静岡市　保健所長 令和3年4月1日 無

54 市原高等技術専門校長 小神野　光　俊 令和3年3月31日
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
事務局長

令和3年4月1日 有

55 君津農業事務所長 熊　谷　一　秀 令和3年3月31日 株式会社クボタ　技術顧問 令和3年4月1日 無

56 畜産総合研究センター次長 吉　原　　　岳 令和3年3月31日 千葉県職業能力開発協会　事務局長 令和3年4月1日 有

57 長生土木事務所長 米　良　信　雄 令和3年3月31日
八千代エンジニヤリング株式会社　参与・技
師長

令和3年4月1日 有

58 企業局水道部浄水課長 秋　場　忠　彦 令和3年3月31日 公益社団法人日本水道協会　主任研究員 令和3年4月1日 有

59 企業局船橋水道事務所長 鈴　木　正　巳 令和3年3月31日 株式会社フソウ　顧問 令和3年4月1日 有

60
病院局佐原病院医療局診療部
整形外科部長

北　﨑　　　等 令和3年3月31日 病院局佐原病院　医師（非常勤） 令和3年4月1日 －

61 議会事務局政務調査課長 伊　藤　正　秀 令和3年3月31日 京葉臨海鉄道株式会社　事業部事業課長 令和3年4月1日 有

その他
１　令和２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 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）

堀　子　　　榮 令和3年3月31日
学校法人東京聖徳学園聖徳大学大学院教
職研究科　教授

令和3年4月1日 無

2
千葉県立東葛飾中学校・高等
学校校長
（千葉県立現代産業科学館長）

平　賀　洋　一 令和3年3月31日
学校法人植草学園植草学園大学・植草学園
短期大学　地域連携推進室長・特命教授

令和3年4月1日 無

２　令和元年度以前退職者（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 農林水産部次長 岩　渕　善　彦 令和2年3月31日 一般社団法人千葉県農業会議　事務局次長 令和3年4月1日 有

№
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 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
千葉県立船橋高等学校校長
（総合教育センター所長）

安　藤　久　彦 令和2年3月31日 学校法人清真学園高等学校・中学校　参事 令和3年4月1日 無

　注　この表は、令和２年度８月１日から令和３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。

３　令和元年度以前退職者のうち、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で、
　再就職の届出があった者
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