
◆　外郭団体役員の年収の状況

○　年収の平均　    633万円

○　社会保険料等を含む年間人件費の平均　    731万円　

◆　外郭団体役員への再就職状況 令和3年7月20日現在

名称等 役職等

1
社会福祉法人
千葉市社会福祉協議会

常務理事
兼事務局長

　千葉市社会福祉協議会は、千葉市における社会福祉事業その他の社会福祉を目
的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉
の推進を図る事業を実施している。
　常務理事兼事務局長は、会長・副会長を補佐し業務を執行する職であり、共助であ
る地域福祉を効率的かつ効果的にするためには、公助である行政との協働が必要で
あるため、公助に精通し、地域福祉に関し総合的なビジョンを有する市離職者の就任
が求められる。

矢澤　正浩
環境局環境保全部

長
令和3年3月31日 令和3年6月29日

2 株式会社千葉経済開発公社 代表取締役社長

　株式会社千葉経済開発公社は、千葉市における住宅団地等において、商業店舗、
事務所用の大規模施設の運営を通じ、地元商業の振興と地域住民の利便性の向上
に寄与することを目的に、千葉市を筆頭株主として設立され、地域住民の生活と密接
に関わる営業を展開している。
　代表取締役社長は、公社を代表し、経営を統括する職であり、公社の筆頭株主であ
る千葉市と協調・協力して、住民のﾆｰｽﾞを的確に捉えた経営を続けていくため、市の
行政方針、地域施策に精通している市離職者の就任が求められる。

小早川　雄司 会計管理者 令和3年3月31日 令和3年7月20日

3 千葉市住宅供給公社
常務理事
兼事務局長

　千葉市住宅供給公社は、居住環境の良好な賃貸住宅等を供給することで、市民の
生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として、特定優良賃貸住宅、市
営住宅及び駐車場の管理業務等を行っている。
　常務理事兼事務局長は、理事長を補佐し公社の運営を実務的に統括することを職
務としており、住宅政策や財務管理等に関する知識を有し、千葉市の住宅政策を補
完する実施機関として、市と連携した公社経営を行うことができる市離職者の就任が
求められる。

大崎　賢一 花見川区長 令和3年3月31日 令和3年4月1日

4 千葉都市モノレール株式会社 代表取締役社長

　千葉都市モノレール株式会社は、千葉市都心部とその周辺での慢性的な交通渋滞
を緩和し千葉市の都市交通体系の骨格を形成する目的で第三セクターとして設立さ
れた法人であり、軌道法によるモノレールの運行管理事業等を行っている。
　代表取締役社長は、同社を代表し、経営を統括する職であり、同社の株式92.96%を
有する千葉市と密接な関係で推進する業務が多数あることから、市政全般に渡る知
識と経験を有する市離職者の就任が求められる。

小池　浩和 財政局長 令和3年3月31日 令和3年6月24日

令和２年度退職者の外郭団体役員への再就職状況

再就職先 市離職者の就任が
求められる理由

氏名 離職時役職 離職日 就任日



◆　外郭団体役員の年収の状況

○　年収の平均　    632万円

○　社会保険料等を含む年間人件費の平均　    726万円　

◆　外郭団体役員への再就職状況 令和4年7月1 日現在

名称等 役職等

1
公益財団法人
千葉市国際交流協会

常務理事
兼事務局長

　千葉市国際交流協会は、市の国際化のため、地域の国際交流活動及び国際協力
活動の推進、様々な文化・価値観を持った人々が助け合いながら暮らすことのできる
多文化共生社会実現を目指し、市民生活に密着した事業を実施している。
　常務理事は理事会や評議員会の運営等協会経営を行い、事務局長として協会事
業全般を指導、指揮する職であり、行政全般における知識を有し、行政機関との連携
を果たすための総合調整能力を有した市離職者の就任が求められる。

湊　信幸 議会事務局次長 令和4年3月31日 令和4年7月1日

2
公益財団法人
千葉市文化振興財団

理事長

　千葉市文化振興財団は、文化振興・男女共同参画等の諸施策を実施する団体とし
て設立され、市民文化の向上、地域文化の振興、男女共同参画社会の形成促進に
関する事業を行っている。
　理事長は、財団の代表として、公平性・透明性が強く求められる。そのため、財団の
事業と密接に関連する文化行政の幅広い知識と経験を有し、強いリーダシップを発
揮できる市離職者の就任が求められる。

曽我辺　穣
美浜区長
（再任用）

令和4年3月31日 令和4年4月1日

3
公益財団法人
千葉市スポーツ協会

理事長

　千葉市スポーツ協会は、市のスポーツ行政を補完するために設立された団体で、
市民の健全な心身の発達と明るく豊かな地域社会の発展に寄与することを目的に、
スポーツレクリエーション活動の普及振興及びスポーツレクリエーションを通じた地域
コミュニティづくり支援事業を実施している。
　理事長は、法人を代表しその業務を執行する職であり、スポーツ行政に関する幅広
い知識と豊かな経験を有し、市との調整能力に優れた市離職者の就任が求められ
る。

野村　和茂 建設局次長 令和4年3月31日 令和4年7月1日

4
公益財団法人
千葉市スポーツ協会

常務理事
兼事務局長

　千葉市スポーツ振興財団は、市のスポーツ行政を補完するために設立された団体
で、市民の健全な心身の発達と明るく豊かな地域社会の発展に寄与することを目的
に、スポーツレクリエーション活動の普及振興及びスポーツレクリエーションを通じた
地域コミュニティづくり支援事業を実施している。
　常務理事は理事会や評議員会の運営等財団経営を行い、事務局長として協会事
業全般を指導、指揮する職であり、スポーツ行政に関する幅広い知識と豊かな経験
を有し、市との調整能力に優れた市離職者の就任が求められる。

小池　豊 緑区長 令和4年3月31日 令和4年7月1日

令和３年度退職者の外郭団体役員への再就職状況

再就職先 市離職者の就任が
求められる理由

氏名 離職時役職 離職日 就任日



◆　外郭団体役員の年収の状況

○　年収の平均　    632万円

○　社会保険料等を含む年間人件費の平均　    726万円　

◆　外郭団体役員への再就職状況 令和4年7月1 日現在

名称等 役職等

令和３年度退職者の外郭団体役員への再就職状況

再就職先 市離職者の就任が
求められる理由

氏名 離職時役職 離職日 就任日

5
公益財団法人
千葉市防災普及公社

理事長

　千葉市防災普及公社は、市民生活の安全と公共の福祉の増進に寄与することを目
的に設立された法人であり、防火防災意識の啓蒙、防災普及車による地震災害等に
対する防災知識の普及、応急手当の普及啓発による救命技術の習得、防災管理体
制の推進など実行性のある防災業務に取り組んでいる。
　理事長は、代表理事として法人を代表し、組織全体を統率するための指揮管理能
力や牽引力を発揮することが必要であり、防火防災等に関する専門的で幅広い知識
と豊富な経験を有し、市の消防行政に精通している市離職者の就任が求められる。

兼巻　重義
総務局参与
（再任用）

令和4年3月31日 令和4年7月1日

6
公益財団法人
千葉市防災普及公社

常務理事
兼事務局長

　千葉市防災普及公社は、市民生活の安全と公共の福祉の増進に寄与することを目
的に設立された法人であり、防火防災意識の啓蒙、防災普及車による地震災害等に
対する防災知識の普及、応急手当の普及啓発による救命技術の習得、防災管理体
制の推進など実行性のある防災業務に取り組んでいる。
　常務理事兼事務局長は、法人の常務を掌理するとともに、職員を指揮監督する職
であり、防火防災等に関する高い専門性と市の消防行政職員として培った職員の指
揮管理能力等を有し、行政との緊密な連携のもと業務を遂行できる市離職者の就任
が求められる。

石川　裕也 消防局警防部長 令和4年3月31日 令和4年7月1日

7
公益財団法人千葉市
教育振興財団

常務理事
兼事務局長

　千葉市教育振興財団は、市民のため、教育及び文化に関する事業を総合的に振
興することにより、心豊かで活力に満ちた市民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された団体であり、生涯学習や美術、文化財や教育及び文化振興に係る各種
事業を行っている。
　常務理事は、財団の日常業務の掌理のみならず、理事会や評議員会の運営を行
い、かつ事務局長として事業を指揮監督する職であり、市民視点での事業展開力、
組織における統率力及び施設管理に係る知見などを兼ね備え、豊富な行政経験を
有する市離職者の就任が求められる。

志村　和彦 財政局税務部長 令和4年3月31日 令和4年7月1日

8
公益社団法人
千葉市観光協会

専務理事

　千葉市観光協会は、千葉市及びその周辺地域の産業、技術や文化、歴史等の資
源を活用して、千葉市における魅力ある観光と国際的なコンベンションの振興を図
り、もって千葉市の産業と経済を活性化させるとともに、文化の向上と国際相互理解
の増進に寄与することを目的に、観光プロモーション事業をはじめとする事業の推進
を図っている。
　専務理事は、法人の意思決定に参加し、業務を執行することを職務としており、千
葉市の文化、歴史をはじめ都市計画及び地域経済など幅広い分野の知識を有し、地
域とのネットワークとマネジメントに優れた市離職者の就任が求められる。

植草　栄司
こども未来局

こども未来部長
令和4年3月31日 令和4年6月15日



◆　外郭団体役員の年収の状況

○　年収の平均　    632万円

○　社会保険料等を含む年間人件費の平均　    726万円　

◆　外郭団体役員への再就職状況 令和4年7月1 日現在

名称等 役職等

令和３年度退職者の外郭団体役員への再就職状況

再就職先 市離職者の就任が
求められる理由

氏名 離職時役職 離職日 就任日

9
社会福祉法人
千葉市社会福祉協議会

会長

　千葉市社会福祉協議会は、千葉市における社会福祉事業その他の社会福祉を目
的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉
の推進を図る事業を実施している。
　会長は経営・運営についての執行責任者であり、かつ、対外的には法人を代表す
るため、地域福祉に関する高い見識、豊かな経験を有し、適切な経営判断能力及び
責任感が求められる。また、共助である地域福祉を効率的かつ効果的なものとする
ためには、公助である行政との協働が必要であるため、公助の施策・制度に精通し、
地域福祉推進に関し総合的なビジョンを有する市離職者の就任が求められる。

初芝　勤 病院局次長 令和4年3月31日 令和4年6月29日

10 千葉市住宅供給公社 理事長

　千葉市住宅供給公社は、居住環境の良好な賃貸住宅等を供給することで、市民の
生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として、市営住宅の管理及び駐
車場の管理業務等を行っている。
　理事長は、公社を代表し公社業務を掌理することを職務としており、市の施策等を
考慮した総合的かつ効率的な公社経営を行うため、市の施策や組織、業務などに精
通し、かつ優れた経営感覚を有する市離職者の就任が求められる。

出山　利明
建設局参与
（再任用）

令和4年3月31日 令和4年7月1日

11 株式会社千葉マリンスタジアム 代表取締役社長

　株式会社千葉マリンスタジアムは、千葉マリンスタジアムの管理運営を行う目的で
第三セクターとして設立された法人であり、現在はZOZOマリンスタジアム、市コミュニ
ティセンター、蘇我スポーツ公園の管理運営等を実施している。
　代表取締役社長は、同社を代表し、経営を統括する職であり、管理運営する施設に
ついては高い公共性が求められるとともに、千葉市と協働で事業を推進する必要が
あることから、市政全般に渡る知識及び企業会計や指定管理者制度など、豊富な行
政経験を有する市離職者の就任が求められる。

竹本　和義 都市局次長 令和4年3月31日 令和4年6月27日


