
職員名簿（市川市）特別職・7級職以上 （平成31年4月1日現在）

所属 職名 漢字氏名

市長 村越 祐民

副市長 佐藤 尚美

副市長 笠原 智

代表監査委員 菅原 卓雄

教育長 田中 庸惠

危機管理監 水野 雅雄

危機管理室 室長 麻生 文喜

危機管理課長 仙波 俊郎

危機管理課副参事 平賀 遵

地域防災課長 立花 学

地域防災課副参事 佐藤 敦

総務部 部長 大津 政雄

理事 関 武彦

次長 秋本 賢一

総務課長 増田 浩子

総務課副参事 木村 進

人事課長 後藤 貴志

職員課長 吉田 一弘

職員課行政対象暴力担当室長 高橋 知也

人材育成課長 町田

男女共同参画・多様性社会推進課長 六郷 真紀子

法務課長 長谷川 皇一

（千葉県後期高齢者医療広域連合 派遣） 西澤 重悟

企画部 部長 佐野 滋人

次長 小泉 貞之

次長 和紀

企画課長 小沢 俊也

秘書課長 松丸 晃博

秘書課副参事 宮﨑 美穂

行政経営課長 山室 繁央

広報広聴課長 日暮 真司

広報広聴課副参事 丸山 賢

国際政策課長 生澤 治

財政部 部長 金子 明

次長 田中 雅之

財政課長 大塚 信之

管財課長 橋本 克裕

契約課長 湯本 明男

納税・債権管理課長 増田 誠一

納税・債権管理課副参事 片橋 正朗

市民税課長 藤城 好明

固定資産税課長 須賀 裕子



所属 職名 漢字氏名

情報政策部 部長 稲葉 清孝

次長 佐藤 敏和

情報政策課長 白鳥 武志

情報システム管理課長 小林 茂雄

文化スポーツ部 部長 谷内 弘美

次長 小川 広行

文化振興課長 菊池 淳郎

東山魁夷記念館施設長 中澤 彰

スポーツ課長 小島 信也

市民部 部長 伊藤 博

次長 大場 亨

地域振興課長 鈴木 秀行

ボランティア・ＮＰＯ課長 藤田 俊雄

市民安全課長 若菜 克彦

市民課長 河野 謙一

市民課副参事 市川 洋介

総合市民相談課長 小林 純一郎

国民年金課長 冨島 淳一

大柏出張所長 山田 利朗

市川駅行政サービスセンター所長 木村 泰子

経済部 部長 川島 智

次長 立場 久美子

産業振興課長 青田 維也

農業振興課長 関上 亨

観光プロモーション課長 中崎 士

福祉部 部長 永田 治

次長 菊池 武

福祉政策課長 高橋 一三

地域支えあい課長 岡﨑 祥江

介護福祉課長 菊池 桂子

障がい者支援課長 髙橋 やす子

障がい者施設課長 佐々木 敏樹

生活支援課長 賢樹

生活支援課副参事 丸島 理佳

市営住宅課長 加藤 俊也

こども政策部 部長 市來 均

次長 高久 聡

子育て支援課長 荒井 義光

子育て支援課虐待対策担当室長 杉山 育子

こども福祉課長 河村 裕司

こども施設入園課長 宮内 徹

こども施設運営課長 舘野 裕之

こども施設運営課副参事 長谷川 美加

こども施設計画課長 横山 京子

発達支援課長 鷺沼 隆



所属 職名 漢字氏名

保健部 部長 鹿倉 信一

次長 飯塚 浩一

保健医療課長 寺島 崇

保健医療課健康都市担当室長 毛利 洋美

斎場霊園管理課長 藤城 久保

保健センター健康支援課長 野村 良二

保健センター健康支援課副参事 松﨑 順子

保健センター疾病予防課長 岡野谷

国民健康保険課長 岩井 滴

国民健康保険課副参事 渡部 薫

環境部 部長 大平 敏之

次長 川島 俊介

循環型社会推進課長 佐久間 剛

生活環境整備課長 西倉 和弘

生活環境保全課長 石橋 久男

清掃事業課長 二宮 賢司

新クリーンセンター建設準備課長 阪田 尚久

クリーンセンター所長 伊藤 正宏

クリーンセンター副参事 椎名 勝行

街づくり部 部長 菊田 滋也

次長 小塚 眞康

都市計画課長 佐原 達雄

街づくり推進課長 長島 武志

まち並み景観整備課長 金子 豊

開発指導課長 小山松 健

建築指導課長 鈴木 政文

設計監理課長 小林 良二

新庁舎建設課長 品川 貴範

新庁舎建設課副参事 酒井 佳奈子

道路交通部 部長 横地 眞美惠

次長 藤田 泰博

次長 米﨑 勝則

交通計画課長 磯部 高志

道路管理課長 髙山 輝美

道路建設課長 岩佐

道路安全課長 金坂 雄一

道路安全課副参事 松丸 宏

水と緑の部 部長 中野 政夫

次長 伊藤 幸仁

次長 髙久 利明

下水道経営課長 鎌田 秀孝

河川・下水道管理課長 北市 勝

河川・下水道建設課長 八田 一生

河川・下水道建設課副参事 大川 満司

公園緑地課長 加科 学

動植物園長 須藤 治

動植物園副参事 水品 繁和



所属 職名 漢字氏名

行徳支所 支所長 森田 敏裕

理事 瀧上 和彦

次長 岩井 忠良

総務課長 崇本 浩

市民課長 岡村 勝彦

福祉課長 杉山 秀子

南行徳市民センター所長 髙橋 昭彦

地域整備課長 白鳥 洋一

臨海整備課長 小林 英樹

会計課 会計管理者 山元 康裕

議会事務局 事務局長 植草 耕一

次長 板垣 道佳

庶務課長 林 一茂

議事課長 佐藤 暢一

選挙管理委員会事務局 事務局長 秋本 弘

次長 宮下 靖弘

監査委員事務局 事務局長 荒井 俊行

次長 小林 経之

農業委員会事務局 事務局長 谷地 正道

次長 石井 啓友

教育委員会 教育次長 松丸 多一

生涯学習部 部長 松尾 順子

次長 根本 泰雄

教育総務課長 池田 孝広

教育施設課長 鎌形 秀昭

青少年育成課長 田中 英一

社会教育課長 笈川 孝之

中央図書館館長 大里 宗行

考古博物館館長 杉山 元明

学校教育部 部長 小倉 貴志

次長 川又 和也

義務教育課長 鈴木 孝弘

義務教育課学校安全安心対策担当室長 石田 清彦

指導課長 石井 辰治

就学支援課長 福田 雅人

保健体育課長 田中 成志

学校地域連携推進課長 堀江 智

教育センター所長 早川 淳子


