
令和３年４月１日付

教育総務部教育職員課

［局長級］

教育次長 宮本　寿正 （総務局総務部長）

千葉市長事務部局へ出向 大野　和広 （教育次長）

［部長級］

教育総務部長 香取　徹哉 （人事委員会事務局長）

学校教育部長 鶴岡　克彦 （学校教育部教育指導課長）

千葉市長事務部局へ出向 松浦　良恵 （教育総務部長）

［参事・技監級］

学校教育部参事・教育改革推進課長事務取扱 片見　悟史 （学校教育部教育改革推進課長）

中央図書館長・中央図書館管理課長事務取扱 中島　千恵 （生涯学習部生涯学習振興課長）

千葉市長事務部局へ出向 安部　浩成 （中央図書館長）

［課長級］

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）

教育総務部教育職員課企画調査担当課長 渡邊　直子 （教育総務部総務課総括主幹）

教育総務部教育職員課統括管理主事 長谷川　信 （千葉市立千城台南小学校長）

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）学校教育部教育指導課長 樋口　雅也 （学校教育部教育指導課統括指導主事）

学校教育部教育指導課統括指導主事 八斗　孝之 （生涯学習部生涯学習振興課統括管理主事）

教育センター所長 川名　正雄 （教育総務部教育職員課統括管理主事）

養護教育センター所長 久保木　修 （千葉市立養護学校長）

生涯学習部生涯学習振興課長 小倉　とも子 （生涯学習部生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長）

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）

中央図書館情報資料課長 山崎　克彦 （花見川図書館長）

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）

緑図書館長 真田　賢一 （中央区役所市民総合窓口課長）

千葉市長事務部局へ出向 森永　成 （教育総務部学校施設課長）

千葉市長事務部局へ出向 市川　康次 （中央図書館管理課読書環境整備担当課長）

千葉市長事務部局へ出向 太田　康幸 （中央図書館情報資料課長）

千葉市長事務部局へ出向 和田　剛 （緑図書館長）

千葉市長事務部局へ出向 村田　真澄 （美浜図書館長）

人　　事　　発　　令

1



［課長補佐級］

教育総務部企画課主任管理主事 千脇　卓也 （千葉市立鶴沢小学校教頭）

教育総務部教育職員課主任管理主事 森﨑　大祐 （千葉市立打瀬中学校教頭）

教育総務部教育職員課管理主事 鳥海　亮 （千葉市立山王小学校教頭）

教育総務部教育職員課管理主事 出水　秀樹 （千葉市立大宮小学校教頭）

教育総務部教育職員課管理主事 大塚　公男 （千葉市立椿森中学校教頭）

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）

教育総務部学校施設課長補佐 福島　悟 （学校教育部保健体育課主査）

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）

学校教育部学事課管理主事 須永　玲子 （千葉市立高洲小学校教頭）

学校教育部学事課管理主事 木村　健治 （教育総務部教育職員課管理主事）

学校教育部教育改革推進課指導主事 藤本　朱子 （千葉市立稲浜中学校教頭）

学校教育部教育指導課指導主事 大堀　英洋 （千葉市立蘇我中学校教頭）

学校教育部教育指導課指導主事 畠山　裕子 （千葉市立あやめ台小学校教頭）

学校教育部教育指導課指導主事 岡村　忍 （千葉市立柏台小学校教頭）

学校教育部教育支援課指導主事 川辺　裕子 （千葉市立泉谷小学校教頭）

学校教育部保健体育課長補佐 野崎　崇 （千葉市立誉田小学校教頭）

教育センター主任指導主事 渡辺　佳代子 （千葉市立稲丘小学校教頭）

教育センター主任指導主事 杉岡　潤 （千葉市立幕張西小学校教頭）

教育センター指導主事 石塚　千佳 （学校教育部教育指導課指導主事）

養護教育センター主任指導主事 渡辺　千映子 （千葉市立高洲第四小学校教頭）

養護教育センター主任指導主事 渡邊　幸也 （千葉市立誉田東小学校教頭）

中央図書館情報資料課長補佐 髙本　恭子 （中央図書館管理課主査）

中央図書館情報資料課担当課長補佐 大川　修一 （教育センター主任指導主事）

みやこ図書館副館長 山田　真也 （市立海浜病院事務局事務長補佐）

花見川図書館副館長 大塚　恭子 （花見川図書館主査）

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）

美浜図書館副館長 布川　悟 （みやこ図書館副館長）

千葉市長事務部局へ出向 椎名　雅明 （教育総務部教育給与課長補佐）

千葉市長事務部局へ出向 荒井　健二 （教育総務部学校施設課長補佐）

千葉市長事務部局へ出向 小川　誠司 （学校教育部学事課長補佐）

千葉市長事務部局へ出向 藤代　雄治 （稲毛図書館副館長）
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※学校関係

［校長］

千葉市立学校長 鈴木　巧 （学校教育部教育改革推進課主任指導主事）

千葉市立学校長 楠瀬　千夏 （中央図書館情報資料課担当課長補佐）

千葉市立学校長 宇川　光男 （教育センター主任指導主事）

千葉市立学校長 佐藤　克己 （養護教育センター副所長）

千葉市立学校長 岡田　直美 （学校教育部教育指導課指導主事）

千葉市立学校長 地曵　克浩 （学校教育部保健体育課主任指導主事）

千葉市立学校長 曽根　伸二 （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）

千葉市立学校長 上野　泰明 （教育総務部教育職員課管理主事）

千葉市立学校長 北島　正尋 （教育総務部教育職員課主任管理主事）

千葉市立学校長 小石　伸一 （学校教育部教育指導課主任指導主事）

千葉市立学校長 望月　宏次 （教育総務部企画課主任管理主事）

千葉市立学校長 安井　忍 （学校教育部学事課主任管理主事）

千葉市立学校長 寺田　靖夫 （学校教育部学事課管理主事）

千葉市立学校長 千葉　直敏 （養護教育センター所長）

千葉市立学校長 石川　英明 （教育センター所長）

千葉市立学校長 栗田　謙正 （教育総務部教育職員課主任管理主事）

千葉市立学校長 保田　裕介 （学校教育部教育支援課主任指導主事）

千葉市立学校長 太刀川　裕 （学校教育部保健体育課長補佐）

千葉市立学校長 豊川　ますみ （学校教育部教育指導課主任指導主事）

千葉市立学校長 岡田　哲 （青少年サポートセンター担当所長補佐）

千葉市立学校長 石川　徹 （青少年サポートセンター担当所長補佐）

千葉市立学校長 萩原　忠 （教育センター主任指導主事）

千葉市立学校長 三橋　一裕 （学校教育部教育支援課主任指導主事）

千葉市立学校長 三宅　健二朗 （養護教育センター主任指導主事）

［副校長・教頭］

千葉市立学校教頭 星野　充啓 （教育総務部企画課管理主事）

千葉市立学校教頭 大庭　征親 （青少年サポートセンター主査）

千葉市立学校教頭 東　大介 （教育センター指導主事）

千葉市立学校教頭 三幣　良 （教育センター指導主事）

千葉市立学校教頭 小林　輝 （教育センター指導主事）

千葉市立学校教頭 山根　充世 （児童相談所主任主事）

千葉市立学校教頭 藤田　洋介 （学校教育部教育支援課指導主事）

千葉市立学校教頭 山田　哲三 （こども未来局こども未来部健全育成課主査）

千葉市立学校教頭 柴﨑　淳 （教育総務部教育職員課管理主事）
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千葉市立学校教頭 勝部　恭央 （学校教育部教育改革推進課指導主事）

千葉市立学校教頭 丸山　武 （学校教育部教育指導課指導主事）

千葉市立学校教頭 髙橋　泰雄 （学校教育部教育支援課指導主事）

千葉市立学校教頭 前田　務 （学校教育部教育指導課指導主事）

千葉市立学校教頭 熊切　政貴 （教育総務部教育職員課管理主事）

千葉市立学校教頭 梅野　祥史 （教育センター指導主事）

千葉市立学校教頭 大木　恵一 （青少年サポートセンター主査）

千葉市立学校教頭 廣森　貴恭 （養護教育センター指導主事）
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