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１． 平成２７年度退職者の再就職状況

（１） 退職者の状況(平成２７年度末退職者）　　※静岡市立の小学校及び中学校の職員を含まない。
局長級 局次長級 参与級 課長 小計 その他 合計

定年退職 9 10 18 18 55 109 164
定年前早期退職 1 1 2 32 34
普通退職等 1 2 1 4 81 85

計 10 13 20 18 61 222 283
※地方独立行政法人静岡市立静岡病院への身分引継及び教員の帰任等を除く実質退職者のみ

（２） 市以外の団体への再就職の状況(平成２７年度退職者）　　※静岡市立の小学校及び中学校の職員を含まない。
局長級 局次長級 参与級 課長 小計 その他 合計

外郭団体 3 3 5 2 13 3 16
公益団体等 3 3 4 4 14 6 20
上記以外 3 2 1 6 6

計 6 9 11 7 33 9 42
※公表時までに把握しているもののみ

（３） 課長以上名簿　　※静岡市立の小学校及び中学校の職員を含まない。

水道施設課長 大畑　辰夫 （特非）静岡県建築物安全確保支援協会 技監

公共建築課長 高橋　俊次 静岡県建築住宅まちづくりセンター 内勤在宅検査員
給水装置課長 三浦　一敏 （公財）静岡市文化振興財団 葵生涯学習センター次長

湾岸消防署長 久保田　雅弘 （公財）静岡市まちづくり公社 静岡ヘリポート課長

保健所精神保健福祉課長 原田　まゆみ （福）静岡市社会福祉協議会 地域福祉権利擁護センタ―所長

静岡看護専門学校事務長 川村　浩康 清水区生涯学習交流館運営協議会 折戸生涯学習交流館長

地域リハビリテーション推進センター所長 白鳥　孝子 （公財）静岡市文化振興財団 西部生涯学習センター長

下水道部参与 青地　雄介 清水埠頭（株） 施設管理室長
税制課長 北沢　丈平 静岡市職員互助会 事務局次長

建築部参与 春名　繁樹 （公財）静岡産業振興協会 施設担当課長
土木部参与 鈴木　雅章 （公財）静岡市体育協会 所長

保健所参与 杉山　信弘 静岡市学校給食会 事務長
子ども未来局参与 伊藤　彰 蒲原商工会 事務局長

福祉部参与 森　昭彦 （福）静岡市厚生事業協会 静岡市わらしな学園長
保健衛生部参与 牧野　光男 （公財）静岡市まちづくり公社 まちづくり支援部長

公営競技事務所長 小林　新二 （公財）静岡市文化振興財団 事務局次長
市民局参与 増田　隆志 （学）常葉学園　短期大学部 学生課長

警防部長 青野　公則 （有）新日邦 開発事業部顧問（防災担当）

議会事務局長 岡田　貞夫 （福）葵寮 参与

建築部長 小林　善徳 （公財）静岡市体育協会 施設事業課長
道路部長 柴　吉寬 静岡市土地開発公社 副理事長

商工部港湾担当部長 西山　祐一 （公社）静岡市シルバー人材センター 事務局次長兼東事務所長
交通政策担当部長 小林　孝好 服部エンジニア（株） 業務部長

事務局長

静岡競輪公営競技弘済事業団 副理事長
葵区長 大場　知明 静岡商工会議所 専務理事

駿河区副区長 劔持　雅之 （一財）静岡市環境公社 事務局長
消防局長 大橋　正行 （公財）静岡市体育協会 事務局長
病院局長 上松　憲之

市退職時の役職 氏　　　名
再　　就　　職　　先

団　体　名 役　職　名

静岡病院薬剤部長 勝山　徹 （地独）静岡市立静岡病院 技監（再）

駿河区長 磯部　正己 （公財）静岡市文化振興財団 理事兼静岡音楽館長
環境局長 小林　正和 （公財）静岡市まちづくり公社 事務局長兼総務部長

清水区副区長 石原　英登

危機管理統括監 中野　達也

（地独）静岡市立静岡病院 副理事長

（福）静岡市社会福祉協議会 介護事業部長
福祉部理事 望月　久稔 静岡特産工業協会
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（４） 退職校長名簿（静岡市立の小学校及び中学校の校長の職）

２． 平成２６年度退職者の再就職状況
※平成２７年７月１日公表分からの追加・変更の状況

（１） 課長以上名簿　　※静岡市立の小学校及び中学校の職員を含まない。

（２） 退職校長名簿（静岡市立の小学校及び中学校の校長の職）

清水辻小学校長 岡田　克彦 静岡県立大学附属図書館 事務長

長田南中学校長 大長　功 （公財）静岡市体育協会 所長
清水第六中学校長 田中　勝 東海大学短期大学部／クラーク記念国際高校 非常勤講師／教育部長

長田西小学校長 本間　文基 静岡市学校給食会 常務理事
千代田東小学校長 青木　克顕 （公財）静岡市文化振興財団静岡科学館る・く・る 次長

参与（株）静岡教育出版社

大里西小学校長 牧野　富晴

静岡県教育会館 理事長

西奈南小学校長 森　初枝 静岡県福祉長寿局地域福祉課 非常勤嘱託員

中田小学校長 橋本　ひろ子 静岡県PTA連絡協議会 事務局長
安西小学校長 鈴木　淑弘 国際観光（株） 参与

安東中学校長 岩崎　敏宏 静岡大学　教職センター 特任教授
東中学校長 石田　弘幸 静岡女子高等学校

石井　嘉一

校長

静岡インターナショナルスクール

主任
葵小学校長 長谷川　敬剛 （一社）静岡県出版文化会 理事長

清水船越小学校長 八木　いくみ （学）常葉学園　短期大学部 特任教授

長田北小学校長 松永　元雄 （学）千代田学園　千代田幼稚園 園長
清水入江小学校長 池田　浩士 静岡市動物園協会 参事兼公益事業係長
清水岡小学校長 粉川　克彦 （学）常葉学園　常葉大学教職大学院 准教授

観山中学校長

長田東小学校長 福原　章浩 日本赤十字社静岡県支部 常勤嘱託

西奈小学校長 肥田　進 静岡市校長会 事務局長
足久保小学校長 伊東　一洋 静岡市文化財協会 静岡市文化財資料館　館長

横内小学校長 山下　雄二 （公財）静岡市体育協会 副所長

南中学校長 安本　重幸 （学）新静岡学園　静岡学園中学校・高等学校 入試広報担当参与
清水興津中学校長 望月　一民 静岡県埋蔵文化財センター

浜部　健二 （一財）静岡県教育会館 事務局長
安倍川中学校長 殿岡　靖男 （公財）静岡市体育協会 副所長

退職時の役職 氏　　　名
再　　就　　職　　先

団　体　名 役　職　名

稲葉　孝秋 （一財）静岡県教職員互助組合静岡支部 事務局長

豊田中学校長

市退職時の役職 氏　　　名
再　　就　　職　　先　（変更後）

団　体　名 役　職　名

清水飯田東小学校長 山崎　康好 （一財）静岡県教職員互助組合清庵支部 事務局長

清水第七中学校長 西子　好之 国際観光（株） 常務取締役

大里東小学校長 川合　百合子 （公財）日本教育公務員弘済会静岡支部 参与

新通小学校長

事務長兼理事長代理

番町小学校長 宇佐美　昌好 （公財）静岡市体育協会 所長

安東小学校長 大坪　弘典 （学）常葉学園　短期大学部 特任教授

城内中学校長 望月　大司

清水区長 府川　佳弘 （公社）静岡市シルバー人材センター 常務理事兼事務局長
消防局湾岸消防署長 若月　敬 （株）東京ドームスポーツ 野球場支配人

退職時の役職 氏　　　名
再　　就　　職　　先

団　体　名 役　職　名


