
退職発令(主幹級以上) 千葉県
令和３年３月３１日付け

氏名 退職時所属職

（部長級）　　　　　

松尾　晴介 会計管理者

清水　生也 人事委員会事務局長

松本　貴 労働委員会事務局長

保坂　隆 県土整備部都市整備局長

永島　克彦 県土整備部理事

神作　秀雄 県土整備部理事

田邊　政裕 保健医療大学長

吉田　篤史 企業局管理部長

縣　雅明 企業局水道部長

中橋　正 企業局工業用水部長

櫻井　博幸 企業局土地管理部長

石井　猛 病院局がんセンター副病院長

石橋　巌 病院局救急医療センター病院長

村山　博和 病院局循環器病センター病院長

（次長級）　　　　　

瀧口　弘 防災危機管理部次長

中村　勝浩 健康福祉部次長

石出　広 健康福祉部次長

染屋　政幸 健康福祉部技監

森　美則 環境生活部次長

風間　慎吾 農林水産部次長

冨塚　浩一 農林水産部次長

杉森　浩 農林水産部次長

喜地　良男 県土整備部次長

高田　令子 県土整備部技監

上大川　順 葛南地域振興事務所長
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山下　裕 東葛飾地域振興事務所長

根本　正一 印旛地域振興事務所長

森竹　津四志 保健医療大学事務局長

雄賀多　聡 保健医療大学教授(兼)副学長

杉本　知子 保健医療大学教授

片平　伸子 保健医療大学教授

藤原　慶一 保健医療大学教授

東本　恭幸 保健医療大学教授

小柳　享 農林総合研究センター長

西野　文智 北部林業事務所長

根本　嘉生 千葉土木事務所長

水垣　浩 君津土木事務所長

宇内　光太郎 企業局水道部次長

長田　克也 企業局千葉水道事務所長

青墳　裕之 病院局こども病院技監

（課長級）　　　　　

田中　深図穂 総務部市町村課長

渡邉　浩司 総合企画部副技監

市川　滋子 健康福祉部副技監

中村　敏彦 環境生活部副参事

向後　喜子 農林水産部副技監

飯田　正信 海匝地域振興事務所長

笹生　健司 山武地域振興事務所長

池田　一浩 安房地域振興事務所長

名川　哲哉 君津地域振興事務所次長

一松　明美 中央県税事務所長

塚田　慶 千葉西県税事務所長

大吉　英夫 船橋県税事務所長

高宮　久美 佐倉県税事務所長
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鈴木　信行 旅券事務所長

水野　昇 男女共同参画センター所長

石橋　一洋 消防学校副校長

渡辺　紀之 習志野健康福祉センター副技監(兼)副センター長(兼)習志野保健
所次長

池田　凡美 夷隅健康福祉センター長(兼)夷隅保健所長

小神野　光俊 市原高等技術専門校長

中村　敏親 障害者高等技術専門校長

篠原　賢治 東葛飾農業事務所長

伊藤　静雄 香取農業事務所長

熊谷　一秀 君津農業事務所長

家壽多　正樹 農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所長

吉原　岳 畜産総合研究センター次長

渡辺　和彦 畜産総合研究センター次長

米良　信雄 長生土木事務所長

岩田　昭男 企業局管理部業務振興課長

秋場　忠彦 企業局水道部浄水課長

鈴木　正巳 企業局船橋水道事務所長

粕谷　喜久夫 企業局施設整備センター所長

大谷　美子 病院局がんセンター医療局薬剤部長

北崎　等 病院局佐原病院医療局診療部整形外科部長

伊藤　正秀 議会事務局政務調査課長

（副課長・主幹級）　

小嶋　秀之 総合企画部政策企画課主幹

佐藤　邦彦 総合企画部報道広報課主幹

内山　薫 健康福祉部健康福祉政策課主幹

高品　登美子 健康福祉部障害者福祉推進課副課長

強口　英行 環境生活部循環型社会推進課主幹

小高　直子 環境生活部ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進局事前ｷｬﾝﾌﾟ・大会競技支援
課副課長

菊地　清恭 県土整備部都市整備局建築指導課副課長
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小川　三朗 東葛飾地域振興事務所出納課長

佐久間　浩樹 長生地域振興事務所地域環境保全課長

児安　伸之 夷隅地域振興事務所次長

大野　政浩 安房地域振興事務所地域環境保全課長

井上　千晶 松戸県税事務所次長

山田　規雄 柏県税事務所次長

稲葉　輝男 香取県税事務所長

柴　文子 東金県税事務所長

宮本　やよい 館山県税事務所長

坂口　昌伸 市川健康福祉センター副センター長(兼)市川保健所次長

古川　恭子 印旛健康福祉センター副センター長(兼)印旛保健所次長

鈴木　和広 香取健康福祉センター健康生活支援課長

中澤　繁樹 海匝健康福祉センター副センター長(兼)海匝保健所次長

塚本　清江 海匝健康福祉センター副センター長(兼)海匝保健所次長

青柳　秀明 海匝健康福祉センター主幹

菅野　昇哲 安房健康福祉センター副センター長(兼)安房保健所次長

中橋　ひろみ 安房健康福祉センター副センター長(兼)安房保健所次長

堀切　利男 君津健康福祉センター副センター長(兼)君津保健所次長

荘司　一彦 衛生研究所次長

遠藤　幸男 衛生研究所生活環境研究室長

久米　功樹 中央障害者相談センター所長

金子　潤 保健医療大学准教授

古澤　千鶴 野田看護専門学校副校長

大日方　洋一 動物愛護センター所長

高橋　孝二 中央食肉衛生検査所長

山田　裕康 南総食肉衛生検査所長

大岩　洋 南総食肉衛生検査所次長

吉井　直美 環境研究センター廃棄物・化学物質研究室長

風岡　修 環境研究センター主席研究員
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徳永　健一 船橋高等技術専門校長

本澤　正利 船橋高等技術専門校副校長

園田　学 我孫子高等技術専門校長

上山　祥輝 旭高等技術専門校長

相澤　智之 東金高等技術専門校長

竹内　均 千葉農業事務所改良普及課長

大久保　幸彦 千葉農業事務所基盤整備課長

大嶋　敏昭 印旛農業事務所次長

小林　厚 香取農業事務所次長

内田　精一 香取農業事務所改良普及課長

加藤　清 山武農業事務所次長

廣田　龍司 山武農業事務所次長

原　浩文 山武農業事務所改良普及課長

大塚　淳子 長生農業事務所次長

篠田　令子 長生農業事務所次長

本忠　正一郎 長生農業事務所次長

大和久　隆男 夷隅農業事務所次長

福田　寛 農林総合研究センター病理昆虫研究室長

清島　浩之 農林総合研究センター主席研究員

原　大 農業大学校教授

林　貴雄 農業大学校教授

片山　雅一 東部家畜保健衛生所長

原　普 南部家畜保健衛生所長

大嶋　英二郎 中部林業事務所次長

進藤　重興 中部林業事務所主幹

森　健治 南部林業事務所次長

木村　斉 印旛土木事務所次長

金親　正治 銚子土木事務所次長

久我　満 千葉港湾事務所次長
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石井　光男 木更津港湾事務所長

大塚　和裕 高滝ダム管理事務所長

遠藤　弘行 柏区画整理事務所次長

渡邉　晃 手賀沼下水道事務所長

白井　一夫 手賀沼下水道事務所次長

村田　和巳 企業局管理部業務振興課主幹

渡辺　高之 企業局土地管理部資産管理課主幹

白戸　康浩 企業局土地管理部土地分譲課主幹

砂田　浩史 企業局千葉水道事務所次長

荻生　孝男 企業局千葉水道事務所千葉西支所長

素野　和雄 企業局千葉水道事務所市原支所長

三上　真 企業局船橋水道事務所次長

後藤　秋彦 企業局船橋水道事務所千葉ニュータウン支所長

冨田　健士 企業局市川水道事務所次長

田中　孝男 企業局市川水道事務所松戸支所長

本多　和広 企業局市川水道事務所葛南支所長

君塚　健文 企業局栗山浄水場次長

中村　勝徳 企業局北総浄水場長

時田　浩 企業局葛南工業用水道事務所長

蕨　庫雄 企業局君津工業用水道事務所長

吉田　泰司 病院局がんセンター主任医長

塚西　敏則 病院局がんセンター主任医長

影山　肇 病院局がんセンター主幹

中村　洋子 病院局がんセンター主席研究員

光永　哲也 病院局こども病院主任医長

浅子　恵利 病院局こども病院医療局薬剤部長

永野　修 病院局循環器病センター医療局診療部脳神経外科部長

景山　貴洋 病院局循環器病センター医療局検査部長

山老　繁樹 病院局循環器病センター医療局薬剤部長
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久保田　剛 病院局佐原病院主任医長

薮　一男 議会事務局総務課副課長

今野　有子 議会事務局総務課副課長

古市　貴子 議会事務局図書課副課長
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