
令和３年４月１日付
総務局総務部人事課

[局長級]

総務局長 峯村　政道 （こども未来局長）

財政局長 米満　実 （環境局長）

こども未来局長 大野　和広 （教育次長）

環境局長 柗戸　利一 （環境局資源循環部長）

建設局長 斉藤　平 （建設局次長・水道局長併任）

建設局次長・水道局長併任 野村　和茂 （建設局下水道建設部長）

中央区長 藤代　真史 （総合政策局総合政策部長）

会計管理者 松浦　良恵 （教育総務部長）

教育委員会事務部局へ出向・教育次長 宮本　寿正 （総務局総務部長）

[部長級]

総務局危機管理監 那須　一恵 （市民局生活文化スポーツ部長）

総務局市長公室長 相楽　俊洋 （総務局危機管理監）

総務局総務部長 久我　千晶 （監査委員事務局長）

総務局情報経営部長 安部　浩成 （中央図書館長）

総合政策局総合政策部長 堺　逸樹 （総合政策局総合政策部政策企画課長）

市民局生活文化スポーツ部長 神田　稔 （監査委員事務局行政監査課長）

保健福祉局医療衛生部長 柿崎　恵司 （保健福祉局医療衛生部参事）

環境局環境保全部長 安西　司有 （環境局環境保全部環境保全課長・環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室
長兼務）

環境局資源循環部長 足立　憲彦 （総務局総務部総務課長）

建設局下水道建設部長 鎗田　篤治 （若葉土木事務所長・若葉土木事務所維持建設課長事務取扱）

花見川区長 折原　亮 （総務局市長公室長）

稲毛区長 宍倉　和美 （稲毛区役所保健福祉センター所長・稲毛区役所保健福祉センター高齢障害支援
課長事務取扱）

若葉区長 齋木　久美子 （総務局市長公室秘書課長）

人事委員会事務局へ出向・人事委員会事務局長・人事委員会事務局次長事務取扱 中尾　嘉之 （総務局総務部人事課長）

監査委員事務局へ出向・監査委員事務局長 今泉　雅子 （保健福祉局医療衛生部長）

○行政委員会等

教育委員会事務部局へ出向・教育総務部長 香取　徹哉 （人事委員会事務局長・人事委員会事務局次長事務取扱）

人　　事　　発　　令

1



[参事・技監級]

東部市税事務所長・東部市税事務所資産税課長事務取扱 時田　繁 （若葉区副区長・若葉区役所地域振興課長事務取扱）

西部市税事務所長・西部市税事務所納税第一課長事務取扱 髙間　勝三 （財政局税務部課税管理課長）

保健福祉局医療衛生部参事 白井　耕一 （保健福祉局保健福祉総務課長）

保健所次長 南　久志 （保健所次長・環境保健研究所次長兼務）

経済農政局経済部参事・公営事業事務所長事務取扱 鴻﨑　豊宏 （公営事業事務所長）

経済農政局経済部参事・地方卸売市場長事務取扱 伊藤　文一 （美浜区副区長・美浜区役所地域振興課長事務取扱）

中央・美浜土木事務所長 慈道　浩一 （花見川・稲毛土木事務所長・花見川・稲毛土木事務所維持建設課長事務取扱）

花見川・稲毛土木事務所長・花見川・稲毛土木事務所維持建設課長事務取扱 小林　正徳 （建設局土木部技術管理課長）

若葉土木事務所長・若葉土木事務所維持建設課長事務取扱 西川　勝 （緑区役所地域振興課担当課長・緑区役所地域振興課くらし安心室長兼務）

稲毛区役所保健福祉センター所長・稲毛区役所保健福祉センター高齢障害支援課
長事務取扱

鈴木　雅一 （緑区役所保健福祉センター健康課長）

若葉区副区長・若葉区役所地域振興課長事務取扱 山崎　洋喜 （市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課長）

美浜区副区長・美浜区役所地域振興課長事務取扱 髙本　哲郎 （西部市税事務所長・西部市税事務所納税第一課長事務取扱）

[課長級]

総務局市長公室秘書課長 西　公厚 （美浜区役所地域振興課担当課長・美浜区役所地域振興課地域づくり支援室長兼
務）

総務局市長公室国際交流課長 市倉　秀子 （総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課長）

総務局総務部総務課長 山崎　哲 （総務局総務部政策法務課担当課長・総務局総務部政策法務課市政情報室長兼
務）

総務局総務部総務課総括主幹 香川　靖雄 （総務局総務部人事課長補佐）

総務局総務部政策法務課担当課長・総務局総務部政策法務課市政情報室長兼務 石川　真二 （若葉区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐）

総務局総務部人事課長 大宮　真人 （消防局総務部人事課コンプライアンス担当課長）

総務局総務部人事課担当課長・総務局総務部人事課コンプライアンス推進室長兼
務

亀井　俊介 （保健福祉局健康福祉部健康推進課長補佐）

総務局情報経営部業務改革推進課長 上原　弘之 （総務局情報経営部情報システム課長）

総務局情報経営部業務改革推進課行政改革担当課長 大須賀　隆之 （稲毛区役所地域振興課担当課長・稲毛区役所地域振興課地域づくり支援室長兼
務）

総務局情報経営部情報システム課長 小林　崇 （総務局情報経営部業務改革推進課行政改革担当課長）

総合政策局総合政策部政策企画課長 濤岡　徳康 （総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課長）

総合政策局総合政策部政策企画課担当課長・総合政策局総合政策部政策企画課統
計室長兼務

岡　武史 （財政局財政部資金課総括主幹）

総合政策局総合政策部政策企画課総括主幹 成澤　昌明 （経済農政局経済部経済企画課長補佐）

総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課長 中臺　英世 （都市局海辺活性化推進課長）

総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課長 吉野　嘉人 （総合政策局総合政策部政策企画課総括主幹）

財政局財政部資金課総括主幹 皐月　裕美子 （総合政策局未来都市戦略部スマートシティ推進課長補佐）

財政局税務部課税管理課長 髙木　健司 （総務局総務部人事課担当課長・総務局総務部人事課コンプライアンス推進室長
兼務）

市民局市民自治推進部市民総務課総括主幹 阿部　哲也 （議会事務局総務課長補佐）

市民局市民自治推進部市民自治推進課長 平野　大貴 （保健福祉局健康福祉部健康推進課担当課長・保健福祉局健康福祉部健康推進課
受動喫煙対策室長兼務）
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市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課長 村田　真澄 （美浜図書館長）

保健福祉局保健福祉総務課長 髙石　憲一 （保健福祉局高齢障害部高齢福祉課長）

保健福祉局保健福祉総務課担当課長・保健福祉局保健福祉総務課監査指導室長兼
務

藤牧　靖 （保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課長補佐）

保健福祉局保健福祉総務課総括主幹 高瀬　大 （経済農政局経済部経済企画課施策推進担当課長・経済農政局経済部経済企画課
250競輪準備室長兼務）

保健福祉局保護課担当課長・保健福祉局保護課不正受給対策室長兼務 岡野　篤 （保健福祉局医療衛生部生活衛生課長補佐）

保健福祉局健康福祉部地域福祉課長 和田　明光 （保健福祉局健康福祉部地域福祉課長補佐）

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課長 前嶋　祥子 （美浜区役所保健福祉センター健康課長）

保健福祉局健康福祉部健康推進課担当課長・保健福祉局健康福祉部健康推進課受
動喫煙対策室長兼務

田中　保江 （保健福祉局保健福祉総務課総括主幹）

保健福祉局医療衛生部健康保険課担当課長・千葉県後期高齢者医療広域連合派遣 渡辺　晴之 （美浜区役所市民総合窓口課長補佐）

保健福祉局医療衛生部生活衛生課長 藤原　淳一 （都市局都市部都心整備課長）

動物保護指導センター所長 落合　弘章 （動物保護指導センター所長補佐）

桜木霊園管理事務所長 工藤　浩信 （緑区役所市民総合窓口課長・緑区会計管理者兼務）

保健所総務課長 及川　朗 （中央区役所保健福祉センター健康課長）

保健所感染症対策課長 椎名　政昭 （保健所感染症対策課担当課長）

保健所感染症対策課担当課長・保健所感染症対策課新型コロナウイルス対策室長
兼務

田中　俊光 （保健所食品安全課担当課長・保健所食品安全課市場・食鳥監視室長兼務）

保健所食品安全課長 田中　加代子 （保健所感染症対策課長）

保健所食品安全課担当課長・保健所食品安全課市場・食鳥監視室長兼務 髙梨　嘉光 （保健所食品安全課長補佐）

保健所環境衛生課長 川西　康隆 （保健所食品安全課長）

環境保健研究所環境科学課長 工平　晴俊 （環境局資源循環部産業廃棄物指導課長補佐）

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課長 清田　信之 （保健福祉局高齢障害部介護保険事業課長）

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課長 三枝　丈人 （保健福祉局保健福祉総務課担当課長・保健福祉局保健福祉総務課監査指導室長
兼務）

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課長 布施　善幸 （病院局経営企画課長）

こども未来局こども未来部こども企画課総括主幹 安西　雅樹 （こども未来局こども未来部こども企画課長補佐）

環境局環境保全部環境総務課総括主幹 中野　保 （総務局危機管理課長補佐）

環境局環境保全部環境保全課長・環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室長
兼務

木下　英明 （環境局環境保全部環境規制課長）

環境局環境保全部環境規制課長 山内　雅充 （環境保健研究所環境科学課長）

環境局資源循環部廃棄物対策課長 東端　真吾 （総務局市長公室国際交流課長）

若葉・緑環境事業所長 薬師神　賢治 （花見川区役所市民総合窓口課長・花見川区会計管理者兼務）

環境局資源循環部産業廃棄物指導課担当課長・環境局資源循環部産業廃棄物指導
課監視指導室長兼務

天野　泰男 （経済農政局農政部農地活用推進課長補佐・千葉市農業委員会事務局次長補佐併
任）

経済農政局経済部経済企画課施策推進担当課長 濱木　功 （総務局総務部総務課総括主幹）

経済農政局経済部経済企画課総括主幹 蚊谷　友浩 （経済農政局経済部観光プロモーション課長補佐）

公営事業事務所事業推進担当課長 内山　拓之 （経済農政局経済部観光ＭＩＣＥ企画課長補佐）

経済農政局農政部農政課長 渡部　義憲 （中央区役所地域振興課担当課長・中央区役所地域振興課くらし安心室長兼務）

経済農政局農政部農地活用推進課長・千葉市農業委員会事務局次長併任 圓城寺　英樹 （農政センター農業生産振興課長）

農政センター農業生産振興課長 森田　悟 （経済農政局経済部経済企画課総括主幹）
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都市局都市総務課長 橋本　敏行 （都市局都市部都市計画課長）

都市局都市総務課総括主幹 村上　暢一 （水道局水道総務課長補佐）

都市局海辺活性化推進課長 桜田　正彦 （都市局都市部都市計画課長補佐）

都市局都市部都市計画課長 金森　千裕 （都市局建築部宅地課長）

都市局都市部交通政策課長 大木戸　孝也 （都市局都市部交通政策課長補佐）

都市局都市部都心整備課長 丸山　尚正 （東幕張土地区画整理事務所長）

都市局都市部市街地整備課長・都市局都市部市街地整備課液状化対策室長兼務 諏訪　武雄 （都市局都市総務課長）

東幕張土地区画整理事務所長 佐藤　浩一 （都市局都市部市街地整備課担当課長・都市局都市部市街地整備課液状化対策室
長兼務）

都市局建築部建築管理課長 三田　日出美 （都市局都市総務課総括主幹）

都市局建築部住宅整備課長 前田　健治 （都市局建築部営繕課長）

都市局建築部宅地課長 森永　成 （教育総務部学校施設課長）

都市局建築部建築指導課長 保科　純一 （都市局建築部建築情報相談課長）

都市局建築部建築情報相談課長 千葉　雅一 （都市局建築部住宅整備課長）

都市局建築部営繕課長 豊田　宏 （都市局建築部建築指導課長）

都市局公園緑地部公園管理課運営調整担当課長 福原　健雄 （美浜公園緑地事務所長）

中央・美浜公園緑地事務所長 酒井　清 （中央・稲毛公園緑地事務所長）

若葉公園緑地事務所長 大野　剛 （建設局土木部技術管理課担当課長・建設局土木部技術管理課工事検査室長兼
務）

建設局建設総務課総括主幹 谷口　誠太郎 （建設局土木部土木保全課長補佐）

建設局土木部技術管理課長 柳澤　秀諭 （建設局建設総務課総括主幹）

建設局土木部技術管理課担当課長・建設局土木部技術管理課工事検査室長兼務 小林　隆行 （緑土木事務所維持建設課長補佐）

建設局土木部路政課長 杉山　信弘 （都市局建築部建築管理課長）

中央・美浜土木事務所管理課長 石渡　正幸 （建設局下水道建設部下水道整備課汚水対策担当課長）

中央・美浜土木事務所維持建設課長 遠藤　政行 （若葉公園緑地事務所長）

建設局下水道管理部下水道施設建設課長 山田　裕之 （水道局水道事業事務所長）

建設局下水道建設部下水道整備課長 小川　達生 （建設局下水道管理部下水道施設建設課長）

建設局下水道建設部下水道整備課汚水対策担当課長 市原　芳治 （建設局下水道管理部下水道営業課長補佐）

中央区役所地域振興課担当課長・中央区役所地域振興課くらし安心室長兼務 岡田　和之 （市民局市民自治推進部市民総務課総括主幹）

中央区役所市民総合窓口課長・中央区会計管理者兼務 長峯　道宏 （総務局情報経営部業務改革推進課長）

中央区役所保健福祉センター社会援護第二課長 石渡　真志 （保健福祉局医療衛生部健康保険課担当課長・千葉県後期高齢者医療広域連合派
遣）

中央区役所保健福祉センター健康課長 伊藤　英樹 （保健福祉局医療衛生部生活衛生課長）

花見川区役所地域振興課担当課長・花見川区役所地域振興課くらし安心室長兼務 大平　敏憲 （美浜区役所保健福祉センター高齢障害支援課担当課長・美浜区役所保健福祉セ
ンター高齢障害支援課介護保険室長兼務）

花見川区役所市民総合窓口課長・花見川区会計管理者兼務 太田　康幸 （中央図書館情報資料課長）

花見川区役所保健福祉センター社会援護課長 岡本　茂之 （経済農政局農政部農地活用推進課長・千葉市農業委員会事務局次長併任）

稲毛区役所地域振興課担当課長・稲毛区役所地域振興課地域づくり支援室長兼務 藤井　学 （環境局資源循環部産業廃棄物指導課担当課長・環境局資源循環部産業廃棄物指
導課監視指導室長兼務）

稲毛区役所保健福祉センターこども家庭課長 神津　規之 （保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課長）

稲毛区役所保健福祉センター健康課長 高橋　博幸 （花見川区役所保健福祉センター社会援護課長）

緑区役所地域振興課担当課長・緑区役所地域振興課くらし安心室長兼務 石黒　栄 （建設局道路部街路建設課長補佐）
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緑区役所市民総合窓口課長・緑区会計管理者兼務 塚越　剛 （緑区役所保健福祉センターこども家庭課長）

緑区役所保健福祉センターこども家庭課長 久保　浩司 （稲毛区役所保健福祉センター健康課長）

緑区役所保健福祉センター社会援護課長 和田　剛 （緑図書館長）

緑区役所保健福祉センター健康課長 柴崎　政俊 （美浜区役所保健福祉センターこども家庭課長）

美浜区役所地域振興課担当課長・美浜区役所地域振興課地域づくり支援室長兼務 古屋　朗子 （環境局環境保全部環境総務課総括主幹）

美浜区役所保健福祉センター高齢障害支援課担当課長・美浜区役所保健福祉セン
ター高齢障害支援課介護保険室長兼務

市川　康次 （中央図書館管理課読書環境整備担当課長）

美浜区役所保健福祉センターこども家庭課長 渋谷　哲一 （人事委員会事務局次長補佐）

美浜区役所保健福祉センター健康課長 石川　さゆり （保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課長）

消防局へ出向・総務部人事課コンプライアンス担当課長 塩谷　正樹 （総合政策局総合政策部政策企画課担当課長・総合政策局総合政策部政策企画課
統計室長兼務）

水道局水道事業事務所長 武田　眞 （建設局下水道建設部下水道整備課長）

病院局へ出向・病院局経営企画課総括主幹 植草　文江 （環境局資源循環部廃棄物対策課長補佐）

教育委員会事務部局へ出向・教育総務部総務課総括主幹 杉田　博儀 （こども未来局こども未来部健全育成課長補佐）

教育委員会事務部局へ出向・教育総務部学校施設課長 堀　明徳 （花見川区役所地域振興課担当課長・花見川区役所地域振興課くらし安心室長兼
務）

教育委員会事務部局へ出向・生涯学習部生涯学習振興課放課後子ども対策担当課
長

上田　昌弘 （こども未来局こども未来部こども企画課総括主幹）

教育委員会事務部局へ出向・花見川図書館長 三浦　修 （緑区役所保健福祉センター社会援護課長）

教育委員会事務部局へ出向・緑図書館長 真田　賢一 （中央区役所市民総合窓口課長・中央区会計管理者兼務）

監査委員事務局へ出向・監査委員事務局行政監査課長 谷　みどり （保健所総務課長）

[課長補佐級]

総務局危機管理課長補佐 高柳　弥 （総務局危機管理課主査）

総務局総務部総務課長補佐 椎名　雅明 （教育総務部教育給与課長補佐）

総務局総務部政策法務課長補佐 渡邊　賢一 （総務局総務部政策法務課主査）

総務局総務部人事課長補佐 小西　若菜 （総務局総務部人事課主査）

総務局総務部人材育成課長補佐 久保　律子 （病院局管理課長補佐）

東京事務所長補佐 大岸　望 （経済農政局経済部雇用推進課長補佐）

総合政策局未来都市戦略部スマートシティ推進課長補佐 竹内　公平 （市民局市民自治推進部広報広聴課主査）

総合政策局未来都市戦略部幕張新都心課長補佐 重原　秀雄 （総合政策局未来都市戦略部幕張新都心課主査）

財政局財政部資金課長補佐 金井　昌樹 （教育総務部総務課主査）

財政局資産経営部管財課長補佐 田村　慎吾 （保健福祉局医療衛生部医療政策課長補佐）

東部市税事務所市民税課長補佐 小高　正昭 （市民局市民自治推進部市民自治推進課長補佐）

東部市税事務所法人課長補佐 三橋　淳 （財政局資産経営部管財課主査）

西部市税事務所資産税課長補佐 武内　雅秀 （東部市税事務所法人課長補佐）

市民局市民自治推進部市民自治推進課長補佐 乃万　博文 （市民局市民自治推進部市民自治推進課主査）

市民局生活文化スポーツ部文化振興課長補佐 川口　彰子 （市民局生活文化スポーツ部文化振興課主査）

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課長補佐 堀　浩士 （市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課主査）

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課担当課長補佐 廣岡　徹彦 （教育委員会事務部局課長補佐）

市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課長補佐 木村　知美 （議会事務局調査課長補佐）

保健福祉局保健福祉総務課長補佐 吉田　誠 （保健福祉局保健福祉総務課主査）
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保健福祉局健康福祉部地域福祉課長補佐 小林　哲也 （保健福祉局健康福祉部地域福祉課主査）

保健福祉局健康福祉部健康推進課長補佐 高塚　美佐 （保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課主査）

保健福祉局健康福祉部健康推進課長補佐 中臺　勉 （財政局資産経営部管財課長補佐）

保健福祉局健康福祉部健康支援課長補佐 佐藤　久美子 （若葉区役所保健福祉センター健康課長補佐）

保健福祉局医療衛生部医療政策課長補佐 中嶋　健 （総務局総務部総務課長補佐）

保健福祉局医療衛生部医療政策課長補佐 半沢　純 （こども未来局こども未来部こども家庭支援課長補佐）

保健福祉局医療衛生部医療政策課長補佐 山本　直 （保健福祉局医療衛生部健康保険課長補佐）

保健福祉局医療衛生部健康保険課長補佐 江頭　学 （西部市税事務所納税第一課主査）

保健福祉局医療衛生部生活衛生課長補佐 吉岡　信康 （総務局総務部政策法務課長補佐）

動物保護指導センター所長補佐 加曽利　東子 （保健所食品安全課長補佐）

保健所感染症対策課長補佐 三枝　真奈美 （こころの健康センター所長補佐）

保健所感染症対策課長補佐 石渡　奈美枝 （保健所環境衛生課長補佐）

保健所食品安全課長補佐 鈴木　智 （保健福祉局医療衛生部生活衛生課主査）

保健所環境衛生課長補佐 相良　真理子 （保健所環境衛生課主査）

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課長補佐 小出　八重子 （こころの健康センター主査）

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課長補佐 中川　俊夫 （保健福祉局高齢障害部介護保険事業課主査）

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課長補佐 石井　和孝 （保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課主査）

保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課長補佐 吉田　幹男 （美浜区役所保健福祉センター社会援護課長補佐）

こころの健康センター所長補佐 山田　裕一 （美浜区役所保健福祉センター高齢障害支援課長補佐）

こども未来局こども未来部こども企画課長補佐 酒井　名菜子 （財政局財政部資金課長補佐）

こども未来局こども未来部健全育成課長補佐 本吉　哲也 （経済農政局経済部産業支援課長補佐）

青少年サポートセンター担当所長補佐 角田　淳志 （教育委員会事務部局課長補佐）

青少年サポートセンター担当所長補佐 佐藤　秀作 （教育委員会事務部局課長補佐）

こども未来局こども未来部こども家庭支援課長補佐 宇野　貴博 （こども未来局こども未来部こども家庭支援課主査）

こども未来局こども未来部幼保運営課長補佐 仙田　真久 （中央区役所保健福祉センターこども家庭課主査）

環境局資源循環部廃棄物対策課長補佐 伊橋　かずみ （稲毛区役所市民総合窓口課長補佐）

中央・美浜環境事業所長補佐 山老　昭彦 （中央区役所保健福祉センター社会援護第一課長補佐）

花見川・稲毛環境事業所長補佐 酒井　禎之 （花見川・稲毛土木事務所管理課長補佐）

北清掃工場長 山尾　芳雄 （都市局建築部建築設備課長補佐）

環境局資源循環部産業廃棄物指導課長補佐 宮崎　高之 （環境局資源循環部産業廃棄物指導課主査）

経済農政局経済部経済企画課長補佐 清水　文朗 （総合政策局未来都市戦略部幕張新都心課長補佐）

経済農政局経済部雇用推進課長補佐 松木　ゆうき （市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課長補佐）

経済農政局経済部産業支援課長補佐 清水　健次 （経済農政局経済部経済企画課主査）

経済農政局経済部観光ＭＩＣＥ企画課長補佐 吉野　直樹 （市民局生活文化スポーツ部文化振興課長補佐）

経済農政局経済部観光プロモーション課長補佐 菅野　祐一 （経済農政局経済部観光プロモーション課主査）

経済農政局農政部農地活用推進課長補佐・千葉市農業委員会事務局次長補佐併任 齋藤　聡子 （保健福祉局保健福祉総務課長補佐）

都市局海辺活性化推進課長補佐 初芝　武夫 （都市局都市総務課主査）

都市局都市部都市計画課長補佐 谷澤　賢 （都市局建築部住宅政策課長補佐）

都市局都市部交通政策課長補佐 松﨑　克弥 （都市局都市部交通政策課主査）

都市局都市部都心整備課長補佐 長島　哲治 （検見川稲毛土地区画整理事務所長補佐）

都市局都市部市街地整備課長補佐 牧野　晃 （寒川土地区画整理事務所長補佐）

都市局都市部市街地整備課長補佐 太田　圭 （都市局海辺活性化推進課長補佐）
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検見川稲毛土地区画整理事務所長補佐 深山　美則 （都市局都市部市街地整備課長補佐）

寒川土地区画整理事務所長補佐 松澤　宏嗣 （都市局都市部都心整備課長補佐）

都市局建築部建築管理課長補佐 関谷　知之 （都市局建築部住宅整備課長補佐）

都市局建築部住宅政策課長補佐 谷川　健 （都市局建築部建築管理課長補佐）

都市局建築部住宅整備課長補佐 瀧本　英樹 （都市局建築部住宅整備課主査）

都市局建築部建築設備課長補佐 石橋　智幸 （北清掃工場長）

都市局公園緑地部緑政課長補佐 佐野　正人 （若葉公園緑地事務所長補佐）

都市局公園緑地部公園管理課長補佐 大津　忠雄 （美浜公園緑地事務所長補佐）

中央・美浜公園緑地事務所長補佐 稲増　真木子 （中央・稲毛公園緑地事務所長補佐）

若葉公園緑地事務所長補佐 柳　淳一 （都市局公園緑地部公園建設課長補佐）

都市局公園緑地部公園建設課長補佐 伊藤　泰明 （都市局公園緑地部緑政課長補佐）

建設局建設総務課担当課長補佐・一般財団法人道路管理センター派遣 秋葉　真人 （中央・美浜土木事務所管理課主査）

建設局土木部土木保全課長補佐 角田　英樹 （建設局道路部自転車政策課長補佐）

花見川・稲毛土木事務所管理課長補佐 川名　裕 （東部市税事務所市民税課長補佐）

緑土木事務所維持建設課長補佐 矢部　久広 （建設局下水道建設部下水道維持課長補佐）

建設局道路部街路建設課長補佐 大越　勝浩 （建設局建設総務課担当課長補佐・一般財団法人道路管理センター派遣）

建設局道路部自転車政策課長補佐 坂村　公章 （建設局道路部道路計画課主査）

建設局下水道管理部下水道営業課長補佐 三橋　康行 （建設局下水道建設部下水道計画課主査）

建設局下水道建設部下水道整備課長補佐 根木　義治 （建設局下水道建設部都市河川課主査）

建設局下水道建設部下水道維持課長補佐 鈴木　宏一 （建設局下水道建設部下水道整備課長補佐）

中央区役所地域振興課長補佐 長野　幾代 （総務局市長公室秘書課主査）

中央区役所松ヶ丘市民センター所長 秋葉　光太郎 （花見川区役所保健福祉センター健康課長補佐）

中央区役所区政事務センター所長補佐 相葉　忍 （中央区役所区政事務センター主査）

中央区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐 小田倉　真祈子 （稲毛区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐）

中央区役所保健福祉センター社会援護第一課長補佐 高石　英典 （保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課長補佐）

花見川区役所地域振興課長補佐 古谷　郁代 （花見川区役所保健福祉センター高齢障害支援課長補佐）

花見川区役所さつきが丘市民センター所長 藤代　雄治 （稲毛図書館副館長）

花見川区役所幕張本郷市民センター所長 佐藤　真智子 （若葉区役所市民総合窓口課長補佐）

花見川区役所保健福祉センター高齢障害支援課長補佐 稲増　浩 （花見川・稲毛環境事業所長補佐）

花見川区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐 笠井　勝広 （市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課長補佐）

花見川区役所保健福祉センター健康課長補佐 仁　義博 （中央区役所地域振興課長補佐）

稲毛区役所市民総合窓口課長補佐 柏原　美香 （花見川区役所幕張本郷市民センター所長）

稲毛区役所保健福祉センター高齢障害支援課長補佐 近藤　誠一郎 （花見川区役所地域振興課長補佐）

稲毛区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐 白壁　知義 （こども未来局こども未来部幼保運営課長補佐）

稲毛区役所保健福祉センター健康課長補佐 内谷　早苗 （緑区役所保健福祉センター健康課長補佐）

若葉区役所市民総合窓口課長補佐 田渕　一恵 （美浜区役所市民総合窓口課主査）

若葉区役所市民総合窓口課長補佐 佐野　由美 （市民局市民自治推進部区政推進課主査）

若葉区役所保健福祉センター高齢障害支援課長補佐 日色　康子 （花見川区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐）

若葉区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐 小川　誠司 （学校教育部学事課長補佐）

若葉区役所保健福祉センター健康課長補佐 太田　道子 （保健福祉局高齢障害部高齢福祉課主査）

緑区役所土気市民センター所長 松田　昌幸 （会計室長補佐）

緑区役所保健福祉センター健康課長補佐 鈴木　純子 （保健福祉局健康福祉部健康支援課主査）
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美浜区役所市民総合窓口課長補佐 安藤　正明 （中央区役所松ヶ丘市民センター所長）

美浜区役所保健福祉センター高齢障害支援課長補佐 鈴木　健司 （中央区役所保健福祉センターこども家庭課長補佐）

美浜区役所保健福祉センター社会援護課長補佐 大嶋　雄一 （保健福祉局高齢障害部介護保険事業課長補佐）

水道局水道総務課長補佐 夏目　一広 （市立海浜病院事務局主査）

病院局へ出向・市立海浜病院事務局事務長補佐 海保　暁 （中央区役所市役所前市民センター主査）

会計室長補佐 高橋　久典 （保健福祉局健康福祉部健康支援課長補佐）

教育委員会事務部局へ出向・教育総務部教育給与課長補佐 高橋　清和 （総務局総務部人材育成課長補佐）

教育委員会事務部局へ出向・学校教育部学事課長補佐 萩原　理香 （若葉区役所保健福祉センター高齢障害支援課長補佐）

教育委員会事務部局へ出向・稲毛図書館副館長 米満　和代 （若葉区役所市民総合窓口課長補佐）

人事委員会事務局へ出向・人事委員会事務局次長補佐 中川　功介 （総務局総務部給与課主査）

○行政委員会等

議会事務局総務課長補佐 村藤　直宏 （議会事務局総務課主査）

議会事務局へ出向・議会事務局調査課長補佐 荒井　健二 （教育総務部学校施設課長補佐）

【保育所関係】

こども未来局こども未来部幼保運営課保育所指導担当課長 小俣　由佳理 （こども未来局こども未来部幼保運営課主幹・幸第一保育所長事務取扱）

こども未来局こども未来部幼保運営課主幹・新宿保育所長事務取扱 田中　悦子 （こども未来局こども未来部幼保運営課保育所指導担当課長）

こども未来局こども未来部幼保運営課主幹・轟保育所長事務取扱 伊藤　貴子 （こてはし台保育所長）

こども未来局こども未来部幼保運営課主幹・幕張第二保育所長事務取扱 鈴木　久美子 （千草台保育所長）

こども未来局こども未来部幼保運営課主幹・幸第一保育所長事務取扱 茂木　千晴 （幕張第三保育所長）

こども未来局こども未来部幼保運営課主幹・千城台東第一保育所長事務取扱 馬原　美恵子 （白旗保育所長）

白旗保育所長 中村　明美 （真砂第三保育所長）

長沼原保育所長 浜舘　範子 （花見川第一保育所総括主任保育士）

亥鼻保育所長 喜多見　清美 （星久喜保育所長）

千草台保育所長 宮野　美香 （弁天保育所長）

あやめ台第一保育所長 杉本　智弓 （小深保育所総括主任保育士）

誉田保育所長 渡邉　かおり （園生保育所長）

稲毛海岸保育所長 佐々木　久仁子 （神明保育所長）

天台保育所長 初芝　恭子 （轟保育所総括主任看護師）

あやめ台第二保育所長 石渡　真由美 （千城台東第一保育所主幹・千城台東第一保育所長事務取扱）

さつきが丘第一保育所長 野村　幸子 （磯辺保育所長）

こてはし台保育所長 堀江　由佳 （宮野木保育所長）

桜木保育所長 岸本　敏子 （川戸保育所長）

川戸保育所長 川瀬　和代 （幸第一保育所総括主任栄養士）

真砂第三保育所長 松村　文子 （長作保育所長）

宮野木保育所長 平川　敬子 （さつきが丘第一保育所長）

幕張第三保育所長 柴田　久枝 （天台保育所長）
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