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市　長　星野順一郎

副市長　青  木　 章

部名 課名 役職 職員名 主な業務

企画総務部（60） 企画政策課 （兼）課長 高見澤隆 総合計画、広域行政、行政評価、庁議、
デジタル化の推進、行政改革部長 山元真二郎 （12） 副参事 海津里史

次長 高見澤隆 （成田線沿線活性化推進室） (兼）室長 高見澤隆 成田線の利便性向上、鉄道の輸送力強化、沿線活性化
参事 磯岡光夫

秘書広報課 課長 岡田一男 市長・副市長の秘書、市政への手紙、
陳情、法律相談、総合教育会議（15） 副参事 深田和彦

副参事 海老原出
（広報室） 室長 藤代健一 広報、ホームページ

（男女共同参画室）（兼）室長 藤代健一 男女共同参画プランの推進
（あびこの魅力発信室）（兼）室長 深田和彦 市の魅力の情報発信

人事課 課長 山﨑美弥子 職員の人事・給与・研修（9）

行政管理課 （兼）課長 磯岡光夫 統計、例規・議案の調製、訟務、情報公開、
組織、リスクマネジメント、情報システムの
管理運営、情報セキュリティー、工事検査

（15） 副参事 佐藤和文

企画総務部付け 参事 丸山正晃 東葛中部地区総合開発事務組合・後期高齢
者医療広域連合・内閣府・千葉県などへ派遣（6）

財政部（67） 財政課 （兼）課長 関口浩紀 予算の編成・執行調整、地方交付税、
市債、基金、ふるさと納税、地方公会計部長 小林　修 （9）

次長 関口浩紀
課税課 課長　 飯塚直則 市・県民税の賦課、税証明、土地・

家屋の調査・評価（28）

収税課 課長 並内秀樹 市・県民税の収納・滞納整理、納税
の相談・啓発（14）

（債権回収室） 室長 成嶋克佳 公債権の債権管理

資産管理課 課長　 神戸　明 公有財産の管理、市有建築物の営繕、
公共施設などの総合調整、入札・契約（14） 副参事 須賀隆光

市民生活部（42） 市民協働推進課 課長 小池博幸 市民との協働によるまちづくりの推進、
市民活動、ＮＰＯ法人、自治会、近隣セ
ンターの管理・運営、認可地縁団体

部長 海老原郁夫 （8）
次長 荒井康哲

市民課 （兼）課長 荒井康哲 戸籍、住民票、印鑑証明、住居表示、マイ
ナンバーカードの交付、一般旅券の発給（23）

市民安全課 課長 住安　巌 地域防災計画、防災訓練、防犯、交
通安全、空き家などの適正管理（9） 副参事 寺田秀樹

健康福祉部（152） 社会福祉課 （兼）課長 阿部政人 福祉全般の相談、ＤＶ相談、生活保護、
民生委員、健康福祉総合計画、人権
擁護、自殺対策

部長 三澤直洋 （27） 主幹 小笠原雅夫
次長 阿部政人
参事 中光啓子

健康づくり支援課 課長 根本久美子 母子・成人保健、休日診療所、健康
増進計画（32）

（新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室） （兼）室長 根本久美子 新型コロナウイルスワクチン接種対策

障害者支援課 課長 小池　斉 障害者の総合相談、障害福祉計画、
サービス利用計画作成（40） 主幹 竹井智人

（障害者就労支援センター） 所長 中泉美子 障害者の就労支援と相談
あらき園 （兼）園長 竹井智人 障害者の生活および社会参加への支援

障害者福祉センター （兼）所長 竹井智人 障害者の自立、社会参加を促進するための支援

高齢者支援課 （兼）課長 中光啓子
高齢者福祉、高齢者保健福祉計画（28） 主幹 加藤恒寿

主幹 長島公子
（高齢者なんでも相談室）（兼）室長 長島公子 高齢者の総合相談、介護予防事業の推進

（介護保険室） （兼）室長 加藤恒寿 介護保険

国保年金課 課長 本庄　勇 国民健康保険、国民年金、後期高齢
者医療（22） 副参事 海老原正

子ども部（１18） 子ども支援課 （兼）課長 山田和夫 放課後児童対策、児童手当、子ども医療、ひとり親
支援、青少年育成、少子化対策、子ども総合計画部長 星　範之 （15） 主幹 土屋弥世

次長 山田和夫
保育課 課長 石山達也

保育園、幼稚園、子育て支援拠点
（73） 主幹 落合幸恵

寿保育園 園長 稲野邉紀代子
湖北台保育園 園長 今井登茂子

つくし野保育園 園長 大野木浩美

子ども相談課 課長 鈴木将人 子どもと家庭の相談（28） 主幹 三澤由紀子
（子ども虐待防止対策室）（兼）室長 鈴木将人 子ども虐待の防止対策
こども発達センター (兼）所長 三澤由紀子 子どもの発達支援

環境経済部（49） 手賀沼課 （兼）課長 中場　聡 水質保全、谷津ミュージアム、地球温暖化対策、
公害・放射能対策、狂犬病予防、野生生物部長 山本康樹 （13）

次長 中場　聡
クリーンセンター 課長 佐野哲也 廃棄物・し尿の処理、資源の回収、リ

サイクルの推進（13）
（新クリーンセンター建設室）（兼）室長 佐野哲也 廃棄物処理施設の整備計画・建設

商業観光課 課長 加﨑　仁 商業観光の振興、消費生活相談（7） 主幹 工藤　文

企業立地推進課 課長 鈴木邦治 工業振興、中小企業への融資、雇用
対策、起業・創業支援（4）

農政課 課長 秋田芳博 農業の振興、農業施設の災害対策、
市民農園、地産地消（10）

建設部（53） 道路課 課長 井戸　俊 道路の整備、街路灯・街路樹の維持管理、
道路境界査定、駐輪場、市民バス、送迎バス部長 南川秀一 （26） 副参事 高倍宗一郎

次長 中野伴春
参事 安藤重治 下水道課 (兼）課長 中野伴春 事業計画、経営管理、公共下水道の

整備・維持管理、水洗化の普及（13） 主幹 林　園子

治水課 (兼）課長 安藤重治 治水対策、排水路の整備、雨水流出
抑制の指導（11） 主幹 西澤　卓

都市部（42） 都市計画課 課長 林　宏規 都市計画、土地利用計画、土地区画
整理部長 森　晋野 （8）

次長 篠崎啓一 （景観推進室） （兼）室長 林　宏規 景観形成

建築住宅課 課長 古泉信明 住宅政策、市営住宅、建築物の許認
可（16）

公園緑地課 課長 山下　透 公園の整備・維持管理、緑地・樹木
の保全、墓地（10）

市街地整備課 （兼）課長 篠崎啓一 開発行為の事前協議、開発許可（6）

会計（6） 会計課 （兼）課長 廣瀬英男 金銭の出納会計管理者 廣瀬英男 （5）

水道局（１９） 経営課 課長 嶋田　繁 事業計画、経営管理、経理、水道料
金の徴収、給水装置工事の受付局長 古谷　靖 （10） 主幹 遠藤忠信

工務課 課長 川村憲司 浄水場の管理運営、水道管路の更新・
維持管理（9） 主幹 山下大吾

消防本部（１57） 総務課 課長　　　 国本浩二 事業計画、消防の基本施策の企画消防長 石井雅也 （12）
次長 逆井和男

予防課 課長 玉置裕二 火災の予防、消防用設備などの設置
指導、雑草の除去指導（6）

警防課 課長 伊藤和行 消防団、水防、救急講習（11）
ちば北西部指令センター 主幹 松澤秋寿 通信指令

西消防署 （兼）署長 逆井和男
消火、災害救助、救急活動（80） 副署長（兼）主幹 田村秀信

副署長（兼）主幹 田中武彦
つくし野分署長 玉田耕作

東消防署 署長 鈴木徳昭 消火、災害救助、救急活動（46） 湖北分署長 宮崎　治

議会事務局（6） 事務局次長 大井一郎 議会の運営、議事録の調製、請願・
陳情の受付事務局長 中野信夫

監査委員事務局（３） 事務局次長 津川雄飛 出納・事務事業の監査、住民の請求
による監査など事務局長 渡辺健成

選挙管理委員会事務局（２） （併）事務局次長 高見澤隆 選挙人名簿の調製・閲覧、投票区の
設定、選挙の執行（併）事務局長 山元真二郎 （併）事務局次長 磯岡光夫

農業委員会事務局（３） 農地の権利移転調整・転用事務局長 柏木幸昌

教育委員会
教育長 丸　智彦

教育総務部（４4） 総務課 課長 森田康宏 教育委員会の庶務、学校施設の整備・
維持管理部長 飯田秀勝 （6） 主幹 髙橋　純

学校教育課 課長 鈴木伸樹 通学区域の設定、就学・転学、学校
保健、学校給食（22）

指導課 課長 佐々木祐子 学校教育の指針、教職員の研修・指
導（8） 主幹 森谷朋子

（少年センター） （兼）センター長 森谷朋子 街頭指導、少年相談
（小中一貫教育推進室）（兼）室長 佐々木祐子 小中一貫教育

教育相談センター 所長 遠藤美香 教育相談、特別支援教育、長期欠席
児童生徒対策（7）

生涯学習部（39） 生涯学習課 （兼）課長 小林　裕 生涯学習施策の企画・総合調整、学習情報の収
集・紹介、学習相談、学級、講座、展示会部長 菊地　統 （7）

次長 小林　裕 生涯学習センター （兼）センター長 小林　裕 生涯学習センターの管理・企画・運営
我孫子地区公民館 （兼）館長 小林　裕 我孫子地区公民館の管理・企画・運営

文化・スポーツ課 課長 辻　史郎 芸術文化の振興、文化財の保護、ス
ポーツの振興（11）

白樺文学館 （兼）館長 辻　史郎 白樺文学館の管理・企画・運営
杉村楚人冠記念館 （兼）館長 辻　史郎 杉村楚人冠記念館の管理・企画・運営

鳥の博物館 館長 木下登志子 博物館の管理・企画・運営、資料の収
集・保管・展示、調査研究、普及活動（6）

図書館 館長 穐村喜代子 図書館の管理・企画・運営、資料の
収集・保存・管理・提供（13）

職員数　令和4年4月1日時点　862人
　行政管理課・内線259

表の凡例
（　）内の数字は職員数です。職員名は原則、課長級以上を掲載しています。
（兼）兼務：本務の他に職務を兼ねるという表示です。
（併）併任：兼務と同様ですが、任命権者が異なります。
課内室：特定の行政課題に対応するため、課の内部組織として設置しています。

課内室は (  ) 内に表記しています。　例：企画政策課（成田線沿線活性化推進室）
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