
所属 職名 氏名

1 さいたま市 子育て支援政策課 参事兼課長 安部　健一

2 川越市 こども未来部　こども政策課 課長 北條 克彦

3 熊谷市 福祉部　こども課 課長 堀口 雅弘

4 川口市 子ども部　子ども総務課 次長 秋葉　知佳子

5 行田市 健康福祉部　子ども未来課 課長 上野　浩二

6 秩父市 福祉部　こども課 課長 黒澤　美紀子

7 所沢市 こども未来部　こども政策課 課長 一色　義直

8 飯能市 健康福祉部　子育て支援課 課長 須田　あゆみ

9 加須市 こども局　子育て支援課 副局長兼課長 塩崎　昇一

10 本庄市 保健部　子育て支援課 課長 加藤　久美子

11 東松山市 子ども家庭部　子育て支援課 課長 落合　要之

12 春日部市 こども未来部こども政策課 次長兼課長 野口 勉

13 狭山市 福祉こども部　こども支援課 課長 田中　忠博

14 羽生市 市民福祉部　子育て支援課 課長 池澤 一記

15 鴻巣市 こども未来部　こども応援課 課長 矢澤　潔

16 深谷市 こども未来部　こども青少年課 課長 美野田　芳二

17 上尾市 子ども未来部　子ども支援課 課長 内田雅幸

18 草加市 子ども未来部　子育て支援課 課長 藤倉　智弘

19 越谷市 子ども家庭部　子ども施策推進課 課長 永瀬 一広

20 蕨　市 健康福祉部　児童福祉課 次長兼課長 福田 望

21 戸田市 こども健やか部　こども家庭支援室 担当課長 石橋　晴美

22 入間市 こども支援部　こども政策室 室長 徳山　雅美

23 朝霞市 こども未来課 課長 高橋　賢一郎

24 志木市 子ども・健康部　子ども支援課 課長 金澤　嘉子

25 和光市 子どもあんしん部　ネウボラ課 課長 亀井　誠

26 新座市 こども未来部　こども支援課 課長 伊藤　好治

27 桶川市 健康福祉部　子ども未来課 課長 町田　敦子

28 久喜市 健康・子ども未来部　子ども未来課 課長 堀口　ひとみ

29 北本市 福祉部　子育て支援課 副部長兼課長 柿沼　新司

30 八潮市 子育て福祉部　子育て支援課 課長 小林健一

31 富士見市 子ども未来部　子育て支援課 課長 渋川 富美枝
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32 三郷市 子ども未来部　子ども政策室 副部長兼室長 関根　弥生

33 蓮田市 生涯学習部　子ども支援課 課長 坂口　洋子

34 坂戸市 福祉部　子育て支援課 次長兼課長 柴﨑　慎二

35 幸手市 健康福祉部　こども支援課 課長 中野　仁美

36 鶴ヶ島市 健康福祉部　こども支援課 課長 小沢 拓

37 日高市 福祉子ども部　子育て応援課 課長 髙山　知子

38 吉川市 こども福祉部　子育て支援課 課長 桜井 健一

39 ふじみ野市 こども・元気健康部　子育て支援課 課長 土屋 範久

40 白岡市 健康福祉部　子育て支援課 課長 大久保　栄

41 伊奈町 子育て支援課 課長 瀬尾　奈津子

42 三芳町 こども支援課 課長 中島　弘恵

43 毛呂山町 子ども課 課長 小川　賢三

44 越生町 子育て支援課 課長 長島 伸子

45 滑川町 健康福祉課 課長 木村　晴彦

46 嵐山町 福祉課 課長 前田　宗利

47 小川町 子育て支援課 課長 石川 勝

48 川島町 子育て支援課 課長 関　吉治

49 吉見町 子育て支援課 課長 冨田　安紀子

50 鳩山町 町民健康課 課長 田嶋　正久

51 ときがわ町 福祉課 課長 山﨑　俊樹

52 横瀬町 子育て支援課 課長 浅見　雅子

53 皆野町 健康こども課 課長 梅津　順子

54 長瀞町 健康福祉課 課長 中畝　康雄

55 小鹿野町 住民生活課 課長 島﨑　健司

56 東秩父村 住民福祉課 課長 宮崎　士朗

57 美里町 福祉課 課長 齊藤　万寿彦

58 神川町 町民福祉課 課長 山田　栄次

59 上里町 子育て共生課 課長 飯塚　郁代

60 寄居町 子育て支援課 課長 持田　真利

61 宮代町 子育て支援課 課長 横内　宏巳

62 杉戸町 子育て支援課 課長 植原 政彦

63 松伏町 すこやか子育て課 課長 目黒　健二


