
退職発令(主幹級以上) 千葉県
令和４年３月３１日付け

氏名 退職時所属職

（部長級）　　　　　

石川　徹 総務部長

加瀬　博夫 健康福祉部長

田中　剛 企業局長

宇井　隆浩 議会事務局長

高橋　昌伸 監査委員事務局長

中村　耕太郎 人事委員会事務局長

吉田　謙 労働委員会事務局長

石家　健生 流通販売担当部長

萬谷　至康 県土整備部理事

入江　信明 企業局管理部長

五十嵐　隆夫 企業局工業用水部長

神部　眞一 副病院局長

星岡　明 病院局こども病院長

岡嶋　良知 病院局循環器病センター病院長

（次長級）　　　　　

後藤　信之 総合企画部参事

松上　晴彦 総合企画部参事

正木　忍義 環境生活部次長

岩見　泰洋 農林水産部次長

御園　直樹 県土整備部技術管理課長

岩岡　良 県土整備部技監

山本　篤 県土整備部技監

久保　俊明 葛南地域振興事務所長

渡辺　絹代 東葛飾地域振興事務所長

松宗　宏 長生地域振興事務所長

榎本　隆二 職員能力開発センター所長

－ 1 －



氏名 退職時所属職

松澤　英雄 文書館長

山口　幸宏 消防学校長

佐久間　文明 市川健康福祉センター長(兼)市川保健所長

大野　由記子 香取健康福祉センター長(兼)香取保健所長

井元　浩平 海匝健康福祉センター長(兼)海匝保健所長

麻賀　多美代 保健医療大学教授

小山　裕士 東総食肉衛生検査所長

小島　肇 消費者センター所長

三嶋　啓治 海匝農業事務所長

小川　勝 山武農業事務所長

立崎　政男 農業大学校長

富田　耕太郎 畜産総合研究センター長

平野　秀明 君津土木事務所長

林　薫 企業局千葉工業用水道事務所長

古口　徳雄 病院局救急医療センター副病院長

田中　武継 病院局佐原病院副病院長

石川　隆尉 病院局がんセンター医療局診療部長

増田　等 議会事務局次長

（課長級）　　　　　

石井　昭 総務部副参事

長井　文恵 総務部副参事

高梨　由一 総合企画部報道広報課長

木川　貴美子 健康福祉部副参事

田村　圭 健康福祉部医療整備課長

石毛　弘一 県土整備部副技監

板倉　照夫 県土整備部都市整備局市街地整備課長

貫井　浩 東葛飾地域振興事務所次長

渡辺　康夫 印旛地域振興事務所次長

萩原　稔之 香取地域振興事務所長
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宇山　浩幸 中央県税事務所長

佐々木　輝子 千葉西県税事務所長

皆川　武司 松戸県税事務所長

澤田　浩 旅券事務所長

小山　庸男 消防学校副校長

野田　秀平 印旛健康福祉センター長(兼)印旛保健所長

奥野　智禎 中央児童相談所長

二瓶　一嗣 市川児童相談所長

久保田　由美 女性サポートセンター所長

平川　久美子 環境研究センター次長

石井　克明 産業支援技術研究所次長

森田　雄 計量検定所長

川村　治朗 千葉農業事務所長

五味　弘一 農林総合研究センター次長

福地　信彦 農林総合研究センター次長

芦澤　尚義 中央家畜保健衛生所長

渡辺　博剛 畜産総合研究センター次長

梶山　誠 水産総合研究センター次長

山口　浩 香取土木事務所長

橋本　大義 長生土木事務所長

坂元　三千代 病院局副技監

浮ケ谷　芳子 病院局こども病院看護局長

（副課長・主幹級）　

秋山　尚 総合企画部報道広報課副課長

福井　淳子 商工労働部企業立地課主幹

斉藤　公一 農林水産部農林水産政策課主幹

平間　良子 出納局主幹

湯浅　正人 印旛地域振興事務所地域環境保全課長

原　隆彦 印旛地域振興事務所主幹

－ 3 －



氏名 退職時所属職

小出　弘美 香取地域振興事務所出納課長

五木田　弘之 山武地域振興事務所次長

高木　康広 千葉西県税事務所次長

狩野　桂子 松戸県税事務所次長

土屋　幸一 香取県税事務所長

盛田　信 館山県税事務所長

柴崎　邦彦 文書館県史・古文書課長

石原　徳子 習志野健康福祉センター副センター長(兼)習志野保健所次長

渡部　三喜男 市川健康福祉センター副センター長(兼)市川保健所次長

池田　紀子 松戸健康福祉センター副センター長(兼)松戸保健所次長

中西　希代子 松戸健康福祉センター検査課長

木村　日出男 海匝健康福祉センター副センター長(兼)海匝保健所次長

鵜沢　広行 山武健康福祉センター副センター長(兼)山武保健所次長

来栖　恵美子 長生健康福祉センター検査課長

小川　貴裕 夷隅健康福祉センター副センター長(兼)夷隅保健所次長

松原　千栄里 市原健康福祉センター副センター長(兼)市原保健所次長

秋谷　英之 市原健康福祉センター副センター長(兼)市原保健所次長

横山　栄二 衛生研究所細菌研究室長

須賀　正美 衛生研究所食品化学研究室長

松島　孝 市川児童相談所次長

萱原　里香 東上総児童相談所長

斎藤　みどり 東上総児童相談所主席児童福祉司

在原　進 富浦学園次長

美細津　昭久 東葛飾障害者相談センター所長

河野　公子 保健医療大学准教授

安部　能成 保健医療大学准教授

蓬田　盛弘 野田看護専門学校副校長

竹田　雅一 南総食肉衛生検査所長

清水　明 環境研究センター廃棄物・化学物質研究室長
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寺田　泰治 船橋高等技術専門校長

永長　美里 千葉農業事務所次長

大内　英典 印旛農業事務所次長

野村　幸司 印旛農業事務所改良普及課長

橋野　康治 印旛農業事務所主席普及指導員

平野　和則 山武農業事務所改良普及課長

山田　えりか 山武農業事務所主席普及指導員

荒井　真澄 長生農業事務所次長

板倉　洋子 夷隅農業事務所次長

渡辺　正巳 安房農業事務所次長

山田　博 安房農業事務所改良普及課長

松井　丈夫 君津農業事務所次長

河名　利幸 農林総合研究センター暖地園芸研究所長

西川　康之 農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所水田利用研究室長

草川　知行 農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所水稲温暖化対策研究
室長

佐瀬　善浩 農業大学校教授

武石　佳夫 中央家畜保健衛生所次長

篠原　栄里子 中央家畜保健衛生所次長

遠藤　義彦 北部林業事務所次長

相沢　忠浩 中部林業事務所次長

菊池　年男 中部林業事務所次長

鈴木　達也 水産総合研究センター種苗生産研究所長

長谷川　真澄 南部漁港事務所次長

高坂　次男 千葉土木事務所用地課長

中島　始 柏土木事務所次長

中村　直 印旛土木事務所次長

川口　博 成田土木事務所次長

菅谷　浩己 成田土木事務所用地課長

桐谷　尚宏 香取土木事務所次長
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小林　浩 長生土木事務所用地課長

鎗田　秀 夷隅土木事務所主幹

長谷川　隆弘 北千葉道路建設事務所次長

大林　大 木更津区画整理事務所次長

熊川　欣道 企業局土地管理部土地事業調整課副課長

粕谷　健 企業局土地管理部土地事業調整課主幹

君塚　靖 企業局千葉水道事務所千葉西支所長

三上　史郎 企業局船橋水道事務所次長

森本　浩生 企業局船橋水道事務所千葉ニュータウン支所長

始関　俊夫 企業局柏井浄水場次長

小倉　正浩 企業局北船橋給水場長

市村　憲一 企業局松戸給水場長

宮田　晴通 企業局千葉工業用水道事務所施設管理課長

星野　敢 病院局がんセンター主任医長

郡司　久 病院局がんセンター主任医長

松野　公紀 病院局救急医療センター医療局診療部循環器治療科部長

桝田　宏輔 病院局救急医療センター主任医長

幸部　吉郎 病院局救急医療センター主任医長

山出　晶子 病院局こども病院医療局診療部アレルギー・膠原病科部長

松永　綾子 病院局こども病院主任医長

井上　祐三朗 病院局こども病院主任医長

齋藤　江里子 病院局こども病院主任医長

武智　史恵 病院局循環器病センター主任医長

北原　友輔 病院局佐原病院医療局診療部麻酔科部長
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