
【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

総合調整幹付主幹 県民・国際課課付 原口　正直

総合調整幹付主幹 保・保健医療政策課主幹 佐藤　慶朗

秘書課主幹 県民・ＮＰＯ活動推進課課付 鈴木　智行

秘書課主幹 総合調整幹付主幹 飯田　朊宏

秘書課主幹 議会・政策調査課主査 内田　浩明

企画財政部企画総務課主幹 東京事務所担当部長 岡　精一

企画財政部計画調整課主幹 県民・広聴広報課主査 加来　卓三

企画財政部財政課主幹 企財・計画調整課主幹 都丸　久

企画財政部財政課主幹 保・保健医療政策課課付 築地　良和

企画財政部財政課主幹 企財・市町村課課付 島村　克己

企画財政部財政課主幹 県民・国際課課付 福原　紀明

企画財政部改革推進課主幹 企財・土地水政策課主幹 福田　弘昌

企画財政部改革推進課主幹 企財・地域政策課主幹 井部　徹

企画財政部情報企画課主幹 総合調整幹付主幹 島田　厚

企画財政部情報企画課主幹 企財・システム管理課主幹 篠沢　成雄

企画財政部システム管理課主幹 教育・高校教育指導課主幹 高山　一根

企画財政部地域政策課主幹 総・職員健康支援課主幹 菅原　仁志

企画財政部地域政策課主幹 環・環境政策課主幹 益城　英一

企画財政部地域政策課主幹 企財・市町村課主査 塚本　英樹

企画財政部市町村課主幹 企財・企画総務課主幹 吉田　雄一

企画財政部市町村課課付（白岡町派遣） 環・環境政策課主査 田辺　勝広

企画財政部土地水政策課主幹 産・企業立地課主幹 玉井　康雄

企画財政部土地水政策課主幹 大久保浄水場担当課長 辻　孝之

企画財政部土地水政策課主幹 都市・田園都市づくり課主幹 榎本　正之

総務部行政監察幹付主幹 総・入札企画課主査 大澤　勇

総務部人事課主幹 環・みどり再生課課付 野々部　勝

総務部人事課主幹 企財・市町村課課付 横田　淳一

総務部人事課主幹 大宮県税事務所担当部長 片桐　徹也

総務部人事課課付（広域連合派遣） 県民・ＮＰＯ活動推進課主査 星　友治

総務部職員健康支援課主幹 環・温暖化対策課主幹 竹内　正明

総務部職員健康支援課主幹 議会・図書室主幹 中崎　正美

総務部職員健康支援課主幹 狭山保健所担当課長 谷戸　典子

総務部職員健康支援課課付（地方公務員
安全衛生推進協会派遣）

県民・広聴広報課主査 滝田　欽輝



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

総務部文書課主幹 総・人事課課付 須田　茂利

総務部文書課主幹 環境科学国際センター担当部長 谷津　禎彦

総務部文書課主幹 保・医療整備課主幹 武田　一彦

総務部学事課主幹兼福祉部福祉政策課主
幹

企財・土地水政策課主幹 佐々木　徳孝

総務部学事課主幹 総合教育センター指導主事 矼　秀年

総務部税務課主幹兼浦和県税事務所担当
部長

総・税務課主幹 大島　清

総務部税務課主幹 下・下水道管理課主査 西村　憲一

総務部税務課主幹 総・特別徴収課税調査課主幹 志村　光則

総務部特別徴収対策課主幹 総務部行政監察幹付主幹 田沼　孝夫

総務部特別徴収対策課主幹 総・税務課主幹 釆澤　健治

総務部特別徴収対策課主幹 大宮県税事務所担当部長 伊藤　隆

総務部管財課主幹 越谷建築安全センター担当部長 小野　幸一

総務部管財課主幹 危・化学保安課主査 野中　廣幸

総務部管財課主幹 都市・設備課主査 玉野　和夫

総務部管財課主幹 産・産業労働政策課課付 湯本　秀男

総務部管財課主幹 都市・設備課主幹 小林　良二

総務部管財課主幹 総・総務事務センター主幹 玉置　守

総務部統計課主幹 産・産業支援課主幹 結城　幹夫

総務部総務事務センター主幹 大宮单高等学校事務室長 森田　充

総務部入札企画課主幹 北本県土整備事務所道路公園河川部長 野呂瀬　貞隆

総務部入札審査課主幹 都市・都市整備政策課主幹 初雁　正人

総務部入札審査課主幹 県土・建設管理課主幹 白石　明生

総務部入札執行課主幹 営繕工事事務所担当課長 会田　守克

県民生活部広聴広報課主幹 企財・改革推進課主幹 秋山　純

県民生活部広聴広報課主幹 教育・教職員課主幹 佐藤　卓史

県民生活部ＮＰＯ活動推進課主幹 福・尐子政策課主幹 碓井　真紀

県民生活部ＮＰＯ活動推進課主幹 総・管財課主幹 清水　隆

県民生活部ＮＰＯ活動推進課課付（いき
いき埼玉派遣）

加須農林振興センター副所長 武田　史夫

県民生活部県政情報センター主幹 福・高齢介護課主幹 斉藤　勤

県民生活部文化振興課主幹 産・産業労働政策課主幹 妹尾　弘成

県民生活部文化振興課課付（芸術文化振
興財団派遣）

企財・財政課主査 関根　章雄

県民生活部国際課主幹 東京事務所担当部長 田村　和彦



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

県民生活部国際課主幹 保・疾病対策課主幹

県民生活部国際課主幹 県民・国際課主査 飯田　美季

県民生活部国際課課付（自治体国際化協
会派遣）

産・金融課主査 長濱　尚

県民生活部国際課課付（国際交流協会派
遣）

企財・企画総務課主査 岩本　如貴

県民生活部国際課課付（国際交流協会派
遣）

保・医療整備課主査 新井　里世

県民生活部青尐年課主幹 人委・任用審査課主査 鈴木　康之

県民生活部消費生活課主幹 総・入札審査課主幹 伊藤　仁

危機管理防災部危機管理課主幹
（株）デジタルスキップステーション総
務部総務課長

危機管理防災部危機管理課主幹 県民・青尐年課主幹 金井　啓充

危機管理防災部危機管理課主幹（東京都
派遣）

危・消防防災課主査 岡部　敏行

危機管理防災部化学保安課主幹 環・資源循環推進課主幹

危機管理防災部消防防災課主幹 危・消防防災課主幹（東京都派遣） 山田　勲

環境部環境政策課主幹 企財・改革推進課主査 加藤　孝之

環境部温暖化対策課主幹 秘書課主幹 鶴見　恒

環境部温暖化対策課主幹 越谷環境管理事務所担当部長 渡邊　良明

環境部温暖化対策課主幹 中央環境管理事務所担当部長 田中　淑子

環境部温暖化対策課主幹 環・産業廃棄物指導課主幹 池田　雅範

環境部大気環境課主幹 危・消防防災課主幹 藤倉　敏雄

環境部水環境課主幹 環・温暖化対策課主幹 齋藤　忠俊

環境部水環境課主幹 環・資源循環推進課主幹 石鍋　恵子

環境部産業廃棄物指導課主幹 環・水環境課主幹 鈴木　郁夫

環境部産業廃棄物指導課主幹 総・文書課主幹 木崎　正司

環境部産業廃棄物指導課主幹 産・産業支援課主幹 小川　正見

環境部資源循環推進課主幹 環・産業廃棄物指導課主幹 齊藤　正浩

環境部資源循環推進課主幹 朝霞県土整備事務所担当部長 町田　茂

環境部自然環境課主幹 秘書課主幹 松井　明彦

環境部みどり再生課主幹 都市・田園都市づくり課課付 坂　行正

環境部みどり再生課主幹 教育・小中学校人事課主任管理主事 伊藤　憲司

環境部みどり再生課課付（さいたま緑の
トラスト協会派遣）

県民生活部副参事 横山　正明

福祉部福祉政策課主幹 教育・財務課主幹 中嶋　範幸

福祉部福祉政策課主幹 福・障害者福祉推進課主幹 渡辺　千津子



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

福祉部福祉政策課主幹 福・障害者福祉推進課主査 秋山　芳幸

福祉部社会福祉課主幹 西部地域振興センター担当部長 木村　俊文

福祉部高齢介護課主幹 県民・広聴広報課主幹 斎藤　勇一

福祉部高齢介護課主幹 福・子育て支援課主幹 金子　直史

福祉部高齢介護課主幹 総・統計課主幹 井上　道明

福祉部高齢介護課主幹 総・特別徴収課税調査課主幹 瀧本　治

福祉部障害者福祉推進課主幹 福・高齢介護課主幹 松本　博良

福祉部福祉監査課主任福祉施設監査員 福・高齢介護課主幹 福島　佐知子

福祉部福祉監査課主任福祉施設監査員 福・福祉監査課主幹 大谷　春彦

福祉部福祉監査課主任福祉施設検査員 都市・営繕課主査 大塚　宏宗

福祉部福祉監査課主幹 環・産業廃棄物指導課主幹 五十嵐　真一

福祉部尐子政策課主幹 福・こども安全課主査 齋藤　宏之

福祉部子育て支援課主幹 都市・公園スタジアム課課付 大木　正仁

福祉部こども安全課主幹 保・疾病対策課主幹 久保　秀之

福祉部こども安全課主幹 福・高齢介護課主査 庄司　正樹

保健医療部保健医療政策課主幹 福・高齢介護課主幹 黒澤　玲子

保健医療部保健医療政策課主幹 精神医療センター主幹 江森　正幸

保健医療部保健医療政策課主幹 企財・改革推進課主査 池澤　裕和

保健医療部保健医療政策課課付 保・保健医療政策課課付 番場　宏

保健医療部保健医療政策課課付（埼玉県
立大学派遣）

総・人事課主査 山口　達也

保健医療部保健医療政策課課付（埼玉県
立大学派遣）

総・税務課主査 岩崎　正史

保健医療部国保医療課主幹 環・温暖化対策課主幹 荻原　和代

保健医療部医療整備課主幹兼福祉部福祉
政策課主幹

県民・文化振興課課付 武井　裕之

保健医療部医療整備課主幹 東松山保健所担当部長 五十嵐　利行

保健医療部医療整備課主幹 都市・公園スタジアム課課付 冨田　克実

保健医療部健康づくり支援課主幹 保・医療整備課主幹 佐々木　勉

保健医療部健康づくり支援課医幹兼福祉
部福祉政策課医幹

春日部保健所医幹 黒野　健司

保健医療部疾病対策課医幹 川口保健所医幹 望月　修一

保健医療部疾病対策課主幹兼危機管理防
災部危機管理課主幹

保・疾病対策課主幹 小泉　宗俊

保健医療部疾病対策課主幹 総・職員健康支援課課付 臼倉　弘

保健医療部食品安全課主幹 幸手保健所担当部長 横張　康夫



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

保健医療部食品安全課主幹 川口保健所担当課長 市川　克己

保健医療部食品安全課主幹 食肉衛生検査センター担当課長 木下　正保

保健医療部薬務課主幹 教育・保健体育課主幹 芦村　達哉

保健医療部薬務課主幹 保・薬務課主査 岡地　哲也

産業労働部産業労働政策課主幹 産・産業支援課課付 浪江　治

産業労働部産業労働政策課主幹 産・産業支援課課付 斉藤　豊

産業労働部産業労働政策課主幹 保・国保医療課主幹 井上　昭夫

産業労働部産業労働政策課主幹 農・経済流通課主幹 横溝　善弘

産業労働部産業労働政策課課付（産業文
化センター派遣）

荒川左岸北部下水道事務所担当部長 西沢　信行

産業労働部産業労働政策課課付（産業振
興公社派遣）

産・産業支援課課付 金子　安雄

産業労働部産業労働政策課課付（産業振
興公社派遣）

企財・改革推進課主査 三橋　亨

産業労働部産業労働政策課課付（産業振
興公社派遣）

企財・市町村課主査 栫　一之

産業労働部産業労働政策課課付（商工会
議所連合会派遣）

都市・公園スタジアム課主査 杉山　きよみ

産業労働部商業・サービス産業支援課主
幹

産・産業拠点整備課主幹 堀光　美知子

産業労働部産業支援課主幹 川越比企地域振興センター担当部長 田邊　亮

産業労働部産業支援課主幹 創業・ベンチャー支援センター担当部長 家田　忠

産業労働部産業支援課主幹（本庄国際リ
サーチパーク研究推進機構駐在）

産・産業労働政策課主査 檜山　清

産業労働部産業支援課主幹 産・新産業育成課主幹 碓井　誠一

産業労働部産業支援課主幹 産・金融課主幹 望月　聡

産業労働部企業立地課主幹 県民・国際課主幹 坂下　正道

産業労働部企業立地課主幹 産・企業立地課主査 鳥海　靖弘

産業労働部金融課主幹兼危機管理防災部
危機管理課主幹

産・金融課主幹 大塩　澄男

産業労働部観光課主幹 県民・防犯・交通安全課主幹 福島　るり子

産業労働部就業支援課主幹 川越比企地域振興センター担当部長 黛　晴美

産業労働部就業支援課主幹 危・危機管理課主幹 田口　修

産業労働部就業支援課主幹 産・企業立地課主査 久保　佳代子

産業労働部産業人材育成課主幹 出納総務課主幹 山田　勇

農林部農業政策課主幹 総・入札審査課主幹 贄田　法夫

農林部農業政策課主幹 さいたま農林振興センター担当部長

農林部農業政策課主幹 農・生産振興課主幹 高村　茂



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

農林部農業政策課主幹 農・経済流通課主幹 八須　徳明

農林部農業政策課主任協同組合検査員 農・経済流通課主任協同組合検査員 新井　敦子

農林部農業政策課主任協同組合検査員 農・経済流通課主任協同組合検査員 後藤　正樹

農林部農業政策課課付（農林公社派遣） 本庄農林振興センター担当課長 山口　敦

農林部農業政策課課付（農林公社派遣） 農林総合研究センター専門研究員 濱野　俊彦

農林部農業政策課課付（坂戸市派遣） 加須農林振興センター担当部長 横塚　正一

農林部農業ビジネス支援課主幹 産・産業労働政策課主幹 堤　清

農林部農業ビジネス支援課主幹 川越農林振興センター担当部長 原　聡

農林部農業ビジネス支援課主幹 農・農地活用推進課主幹 須永　真理子

農林部農業ビジネス支援課主幹 農・農地活用推進課主幹 山岸　典夫

農林部農業ビジネス支援課主幹 さいたま農林振興センター担当部長 川岸　正人

農林部農業ビジネス支援課主幹 農・経済流通課主幹 鹿山　光恵

農林部農業ビジネス支援課主幹 春日部農林振興センター担当課長 石澤　浩

農林部畜産安全課主幹 中央家畜保健衛生所担当部長 山品　恒郎

農林部畜産安全課主幹 川越家畜保健衛生所担当課長 斉藤　任亮

農林部畜産安全課主幹 大里農林振興センター担当部長 丸山　盛司

農林部農業支援課主幹 川越農林振興センター担当部長 渡辺　寛文

農林部農業支援課主幹 農・農村整備課主幹 小笠原　政徳

農林部農業支援課主幹兼農業ビジネス支
援課主幹

農・農業支援課主幹 藤岡　晃一

農林部農業支援課主幹 本庄農林振興センター担当部長 新井　利典

農林部生産振興課主幹 農・農業政策課主幹 小畑　幹

農林部生産振興課主幹 秩父農林振興センター担当部長 持田　孝史

農林部生産振興課主幹 農・経済流通課主幹 松本　龍衛

農林部生産振興課主幹 東松山農林振興センター担当課長 田口　智之

農林部生産振興課主幹 農・経済流通課主幹 山田　充広

農林部森づくり課主幹 浦和商業高等学校事務室長 永田　雅之

農林部森づくり課主幹 寄居林業事務所担当部長 荒木　恭志

農林部森づくり課主幹 企財・土地水政策課主査 須田　俊一

農林部森づくり課主幹 川越農林振興センター担当部長 井上　洋二

農林部森づくり課主幹 秩父農林振興センター担当部長 戸田　信司

農林部農村整備課主幹 加須農林振興センター担当部長 林　淳一

農林部農村整備課主幹 加須農林振興センター担当部長 森　和義

農林部農村整備課主幹 本庄農林振興センター担当部長 柴田　彰一



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

農林部農村整備課主幹 行田県土整備事務所担当部長 森　隆

県土整備部県土整備政策課主幹 県土・水辺再生課主幹 山科　昭宏

県土整備部県土整備政策課主幹 本庄県土整備事務所担当部長 矢島　典彦

県土整備部建設管理課主幹 都市・市街地整備課課付 田中　勝也

県土整備部建設管理課主幹 環・産業廃棄物指導課主幹 小林　一浩

県土整備部用地課主幹 川越県土整備事務所用地部長 春山　弘

県土整備部用地課主幹 東部地域振興センター担当部長 四方田　昌記

県土整備部用地課主幹 県土・水辺再生課主幹 金井　正義

県土整備部道路政策課主幹 県土・道路政策課主査 長谷部　進一

県土整備部道路街路課主幹 県土・道路政策課主幹 金子　勉

県土整備部道路街路課主幹 都市・都市計画課主幹 小倉　滋

県土整備部道路街路課課付（春日部市派
遣）

朝霞県土整備事務所担当課長 田中　久義

県土整備部道路街路課課付（飯能市派
遣）

西関東連絡道路建設事務所担当課長 高橋　厚夫

県土整備部道路環境課主幹 県民・県政情報センター主幹 大島　和雅

県土整備部道路環境課主幹 朝霞県土整備事務所担当部長 鳴海　太郎

県土整備部道路環境課主幹 県土・河川砂防課主幹 長嶝　俊広

県土整備部道路環境課主幹 越谷県土整備事務所担当部長 落合　誠

県土整備部河川砂防課主幹 さいたま県土整備事務所担当部長 北田　健夫

県土整備部河川砂防課主幹 総合治水事務所担当部長 石田　喜代志

県土整備部水辺再生課主幹 県土・道路街路課課付 伊田　恒弘

県土整備部水辺再生課主幹 県土・道路環境課主査 吉野　誠

都市整備部都市整備政策課主幹 都市・住宅課主幹 柿島　佳弘

都市整備部都市整備政策課主幹 総・文書課主幹 矢口　清治

都市整備部都市計画課主幹 越谷県土整備事務所担当部長 西村　冬樹

都市整備部都市計画課主幹 都市・都市計画課課付

都市整備部都市計画課主幹 県営競技事務所所付 森山　博久

都市整備部都市計画課課付（三郷市派
遣）

都市・住宅課主査 中村　克

都市整備部都市計画課課付（松伏町派
遣）

下・下水道管理課主査 小川　裕嗣

都市整備部市街地整備課主幹 都市・田園都市づくり課主査 志村　宏

都市整備部市街地整備課主幹 総・税務課主幹 根岸　一也

都市整備部市街地整備課課付（（独）都
市再生機構派遣）

県土・道路街路課主査 小島　孝文



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

都市整備部市街地整備課課付（鴻巣市派
遣）

県土・道路環境課主査 関　宏

都市整備部田園都市づくり課課付（幸手
市派遣）

人委・任用審査課主査 船橋　正道

都市整備部公園スタジアム課主幹 福・福祉監査課主任福祉施設監査員 青柳　伸毅

都市整備部公園スタジアム課主幹 都市・公園スタジアム課課付 根岸　克好

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

荒川右岸下水道事務所担当部長 須賀　利行

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

産・金融課主査 若山　晃

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

川越県土整備事務所担当課長 鈴木　勝浩

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

都市・都市整備政策課主査 櫻井　信幸

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

監査・監査第一課監査員 榎本　淳一

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

下・下水道管理課主査 須永　達雄

都市整備部建築安全課主幹 病院・がんセンター建設課主幹 野原　秀郎

都市整備部建築安全課主幹 越谷建築安全センター担当部長 川越　宏造

都市整備部建築安全課主幹 総・職員健康支援課主幹 小山　勲

都市整備部住宅課主幹 都市・都市計画課課付 知久　裕之

都市整備部住宅課主幹 総・入札執行課主幹 森田　義孝

都市整備部営繕課主幹 川越建築安全センター担当部長 横尾　桂

都市整備部営繕課主幹 越谷建築安全センター担当部長 川野辺　柳一

都市整備部営繕課主幹 熊谷建築安全センター担当部長 酒井　勝男

都市整備部営繕課主幹 農・森づくり課主査 金澤　圭竹

都市整備部設備課主幹 総・管財課主幹 高野　義明

都市整備部設備課主幹 大久保浄水場担当部長 金子　定史

都市整備部設備課主幹 総・管財課主幹 新井　斉

都市整備部設備課主幹 総・管財課主幹 村田　藤男

都市整備部設備課主幹 産・産業拠点整備課主査 大澤　春樹

出納総務課主幹 企業・総務課主幹 黛　昭則

出納総務課主幹 環・大気環境課主幹 辻　宏重

出納総務課主幹 福・こども安全課主幹 井上　美知子

出納総務課主幹 県土・用地課主幹 吉澤　利明

会計管理課主幹 教育・県立学校人事課主任管理主事 小菅　良二

埼玉県議会事務局政策調査課主幹 産・観光課主幹 島田　邦弘



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県議会事務局図書室主幹 総・職員健康支援課主幹 岩井　美文

埼玉県監査事務局監査第二課主任監査員 監査・監査第二課監査員 番匠　博英

埼玉県監査事務局監査第二課主任監査員 保・医療整備課主幹 三上　耕司

埼玉県監査事務局監査第二課主任監査員 産・新産業育成課主幹

企業局総務課主幹 福・こども安全課主幹 石田　恵一

企業局総務課主幹 危・消防防災課主幹 富山　晶

企業局総務課主幹（水道技術研究セン
ター派遣）

新三郷浄水場担当課長 會見　卓也

企業局財務課主幹 総・人事課主幹 小松原　誠

企業局地域整備課主幹 産・新産業育成課主幹 加藤　優

企業局地域整備課主幹 企業・水道施設課主幹 佐藤　正道

企業局水道企画課主幹 県民・国際課主幹 山下　貴央

企業局水道企画課主幹 企財・土地水政策課主幹 清水　隆

企業局水道管理課主幹 新三郷浄水場担当部長 久保田　満

企業局水道管理課主幹 吉見浄水場担当課長

企業局水道管理課主幹 荒川左岸单部下水道事務所担当部長 岡安　光之

病院局経営管理課主幹 精神医療センター主幹 塚田　務

病院局経営管理課主幹 循環器・呼吸器病センター看護部副部長 守谷　明子

病院局経営管理課主幹 監査・監査第二課主任監査員 松塚　研一

病院局がんセンター建設課主幹 病院・がんセンター建設課主査 本橋　弘

病院局がんセンター建設課主幹 農・農業支援課主幹 川本　勇人

病院局がんセンター建設課主幹 都市・市街地整備課主査 牧野　秀昭

病院局がんセンター建設課主幹 循環器・呼吸器病センター主幹 池田　光生

下水道局下水道管理課主幹 企財・情報企画課主幹 金子　貴之

下水道局下水道管理課主幹 産・産業労働政策課主幹 長沼　真一

埼玉県東京事務所担当部長 県民・広聴広報課主査 関根　昌浩

埼玉県单部地域振興センター担当部長 企財・財政課主幹 大森　明紀

埼玉県单西部地域振興センター担当部長 北部地域振興センター担当部長 蟹谷　和弘

埼玉県单西部地域振興センター担当部長 飯能県税事務所担当部長 武田　玲子

埼玉県東部地域振興センター担当部長 企業・財務課主査 高木　剛

埼玉県東部地域振興センター担当部長 県民・国際課主幹 原田　富美枝

埼玉県県央地域振興センター担当部長 都市・都市計画課課付 坂田　将美

埼玉県川越比企地域振興センター担当部
長

監査・監査第二課主任監査員 陸名　万年



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県川越比企地域振興センター担当部
長

本庄県土整備事務所担当課長 小西　浩之

埼玉県川越比企地域振興センター担当部
長

利根地域振興センター担当部長 大沢　栄

埼玉県川越比企地域振興センター担当部
長

自動車税事務所担当部長 高橋　寛文

埼玉県西部地域振興センター担当部長 西部環境管理事務所担当部長 柄島　孝弘

埼玉県利根地域振興センター担当部長
総合リハビリテーションセンター担当部
長

廣田　和夫

埼玉県利根地域振興センター担当部長 県土・河川砂防課主査 横田　弘一

埼玉県利根地域振興センター担当部長 保・保健医療政策課主査 大熊　誉隆

埼玉県北部地域振興センター担当部長 消防学校担当部長 横須賀　章郎

埼玉県北部地域振興センター担当部長 さいたま県土整備事務所担当課長 多田　邦彦

埼玉県北部地域振興センター担当部長 企財・財政課主幹 小林　竜也

埼玉県北部地域振興センター担当部長 総・管財課主幹 坂田　義雄

埼玉県北部地域振興センター担当部長 循環器・呼吸器病センター主幹

埼玉県北部地域振興センター担当部長
（本庄地方庁舎駐在）

福・社会福祉課主幹 井上　雅広

埼玉県秩父地域振興センター担当部長 労委・審査調整課主査 持田　正美

埼玉県秩父地域振興センター担当部長 熊谷県土整備事務所担当課長 小林　好

埼玉県秩父地域振興センター担当部長 出納総務課主幹 茂木　伸一

埼玉県浦和県税事務所担当部長 企業・水道業務課主幹 小林　行雄

埼玉県大宮県税事務所担当部長 環・環境政策課主査 廣藤　秀明

埼玉県大宮県税事務所担当部長 報道長付主査 尾崎　彰哉

埼玉県大宮県税事務所担当部長 大宮県税事務所担当部長 鈴木　文男

埼玉県上尾県税事務所担当部長 企財・市町村課主査 松澤　純一

埼玉県川越県税事務所担当部長 川越県税事務所担当部長

埼玉県川越県税事務所担当部長 都市・公園スタジアム課主査 佐藤　保志

埼玉県川越県税事務所担当部長 総・管財課主査 島崎　二郎

埼玉県川越県税事務所担当部長 農・経済流通課協同組合検査員 飯田　智明

埼玉県所沢県税事務所担当部長 農・経済流通課主査 横山　伸行

埼玉県飯能県税事務所担当部長 大宮県税事務所担当課長 中野　和隆

埼玉県秩父県税事務所担当部長 総・特別徴収課税調査課主査 増田　正

埼玉県秩父県税事務所担当部長 行田県税事務所担当課長 新井　保宏

埼玉県熊谷県税事務所担当部長 本庄県税事務所担当課長 池田　恒文

埼玉県熊谷県税事務所担当部長 総・特別徴収課税調査課主幹 須賀　茂



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県熊谷県税事務所担当部長 熊谷県税事務所担当部長 根岸　幹一郎

埼玉県春日部県税事務所担当部長 所沢県税事務所担当部長 高橋　達夫

埼玉県春日部県税事務所担当部長 春日部県税事務所担当部長 田森　千和子

埼玉県春日部県税事務所担当部長 春日部県税事務所担当部長 寺下　治孝

埼玉県春日部県税事務所担当部長 県民・文化振興課主幹 有泉　嘉津彦

埼玉県越谷県税事務所担当部長 総・特別徴収課税調査課主幹 金子　禎之

埼玉県越谷県税事務所担当部長 総・職員健康支援課主査 加藤　浩子

埼玉県自動車税事務所熊谷支所担当部長 北部地域振興センター担当部長 栗原　正子

埼玉県自動車税事務所春日部支所担当部
長

産・産業人材育成課主幹 高野　宏之

埼玉県自動車税事務所担当部長（大宮合
同庁舎駐在）

自動車税事務所担当課長 久田　浩司

埼玉県県営競技事務所主幹 危・危機管理課主査 深野　成昭

埼玉県県営競技事務所主幹 産・産業拠点整備課主査 佐野　正明

埼玉県平和資料館担当部長 監査・監査第一課主任監査員 島田　克美

埼玉県平和資料館担当部長 教育・生涯学習文化財課主査 村田　章人

埼玉県パスポートセンター川越支所担当
部長

消費生活支援センター担当部長 兵頭　裕子

埼玉県パスポートセンター川越支所担当
部長

出納総務課主幹 奥村　裕一

埼玉県パスポートセンター春日部支所担
当部長

産業技術総合センター担当部長 坂井　義彦

埼玉県消費生活支援センター担当部長 県民・消費生活課主幹 宮田　明宏

埼玉県消費生活支援センター担当部長 都市・建築安全課主査 高山　みどり

埼玉県消防学校担当部長 農・経済流通課主任協同組合検査員 関口　勝行

埼玉県消防学校主任講師 北部環境管理事務所担当部長 若山　正夫

埼玉県中央環境管理事務所担当部長 西部環境管理事務所担当課長 平田　裕子

埼玉県中央環境管理事務所担当部長 下・下水道管理課主査 小林　優

埼玉県西部環境管理事務所担当部長 企業・地域整備課主幹 中村　雅文

埼玉県東松山環境管理事務所担当部長 中央環境管理事務所担当部長 吉崎　和雄

埼玉県北部環境管理事務所担当部長兼秩
父環境管理事務所担当部長

北部環境管理事務所担当部長 前島　実

埼玉県北部環境管理事務所担当部長 保・生活衛生課主査 蓮沼　弘行

埼玉県越谷環境管理事務所担当部長 東松山環境管理事務所担当課長 眞砂　和彰

埼玉県東部環境管理事務所担当部長 企財・企画総務課主査 山下　弘晃

埼玉県東部環境管理事務所担当部長 環・水環境課主査 塩田　寛司

埼玉県東部環境管理事務所担当部長 危・化学保安課主査 堀江　亨



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県環境科学国際センター担当部長 利根地域振興センター担当部長 石崎　秀夫

埼玉県環境科学国際センター担当部長 環境科学国際センター主任研究員 松本　利恵

埼玉県東部中央福祉事務所担当部長 総・人事課主幹 針ヶ谷　貴徳

埼玉県東部中央福祉事務所担当部長 農・経済流通課主査 高山　文子

埼玉県西部福祉事務所担当部長 福・福祉監査課主任福祉施設監査員 茂村　和也

埼玉県西部福祉事務所担当部長 福・社会福祉課主査 播磨　高志

埼玉県秩父福祉事務所担当部長 秩父県税事務所担当部長

埼玉県総合リハビリテーションセンター
担当部長

福・福祉監査課主任福祉施設監査員 岡本　薫

埼玉県総合リハビリテーションセンター
担当部長

福・障害者福祉推進課主査 猪野塚　将

埼玉県総合リハビリテーションセンター
医療局診療部薬剤科技師長兼科長

小児医療センター薬剤部副技師長 佐々木　孝

埼玉県総合リハビリテーションセンター
医療局診療部検査科技師長兼科長

循環器・呼吸器病センター検査技術部副
部長

多田　三男

埼玉県総合リハビリテーションセンター
医療局診療部放射線科技師長兼科長

がんセンター放射線技術部副技師長 橋本　正美

埼玉県立精神保健福祉センター精神保健
福祉部長

精神保健福祉センター主幹 菊池　礼子

埼玉県中央児童相談所医幹 中央児童相談所担当課長 鈴木　洋子

埼玉県中央児童相談所担当部長 中央児童相談所担当課長 山口　勇次

埼玉県中央児童相談所担当部長 危・危機管理課主幹 川田　康弘

埼玉県中央児童相談所担当部長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福
祉課母子家庭等自立支援室女性保護専門
官

相澤　孝予

埼玉県中央児童相談所担当部長 福・社会福祉課主査 单　和彦

埼玉県单児童相談所担当部長 浦和県税事務所担当部長 永松　孝幸

埼玉県单児童相談所担当部長 中央児童相談所担当課長

埼玉県川越児童相談所担当部長 越谷児童相談所担当課長 寺中　玲子

埼玉県所沢児童相談所担当部長 所沢児童相談所担当課長 坂本　由美子

埼玉県所沢児童相談所担当部長 農・農業支援課主査 渡辺　佐京

埼玉県所沢児童相談所担当部長 越谷児童相談所担当部長 西川　達男

埼玉県熊谷児童相談所担当部長 越谷児童相談所草加支所担当部長 鬼沢　平隆

埼玉県越谷児童相談所担当部長
総合リハビリテーションセンター担当部
長

湊　研二

埼玉県越谷児童相談所草加支所担当部長 福・こども安全課課付 倉田　新二

埼玉学園担当部長 中央児童相談所担当部長 齊藤　公志

埼玉県川口保健所担当部長 産・産業労働政策課主査 原田　和典

埼玉県川口保健所担当部長 朝霞保健所担当部長 萩原　まり子



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県川口保健所担当部長 狭山保健所担当部長 澤登　智子

埼玉県朝霞保健所担当部長 保・健康づくり支援課主幹 斉藤　富美代

埼玉県朝霞保健所担当部長 春日部保健所担当課長 鈴木　洋子

埼玉県朝霞保健所担当部長 春日部保健所担当課長 山我　伸代

埼玉県春日部保健所担当部長 保・薬務課主幹 鈴木　博典

埼玉県鴻巣保健所担当部長 川口保健所担当部長 籔内　ふく恵

埼玉県鴻巣保健所担当部長 川口保健所担当課長 橋谷田　元

埼玉県東松山保健所担当部長 保・医療整備課主査 矢萩　義則

埼玉県坂戸保健所担当部長 保・健康づくり支援課主幹 原田　由美子

埼玉県狭山保健所担当部長 東松山保健所担当課長 山崎　恭子

埼玉県狭山保健所担当部長 朝霞保健所担当部長

埼玉県加須保健所担当部長 鴻巣保健所担当部長 笠原　利子

埼玉県加須保健所担当部長 春日部保健所担当課長 井上　裕子

埼玉県幸手保健所担当部長 総・職員健康支援課主幹 浅井　澄代

埼玉県幸手保健所担当部長 春日部保健所担当課長 富岡　明子

埼玉県幸手保健所担当部長 鴻巣保健所担当部長 兵頭　圭子

埼玉県熊谷保健所担当部長 加須保健所担当部長 飯野　真理子

埼玉県本庄保健所担当部長 熊谷保健所担当部長 金井　正巳

埼玉県本庄保健所担当部長 食肉衛生検査センター北部支所担当部長 小暮　孝之

埼玉県秩父保健所担当部長 本庄保健所担当課長 岡田　省司

埼玉県衛生研究所担当部長 衛生研究所専門研究員 徳留　明美

埼玉県衛生研究所担当部長 衛生研究所主任研究員 野本　かほる

埼玉県衛生研究所主任研究員 衛生研究所専門研究員 三宅　定明

埼玉県立高等看護学院次長兼総務課長 がんセンター事務局業務部長 金子　保治

埼玉県食肉衛生検査センター担当部長 都市・営繕課主査 関根　春巳

埼玉県食肉衛生検査センター担当部長 保・食品安全課主幹 大塚　孝康

埼玉県食肉衛生検査センター担当部長 食肉衛生検査センター担当課長 津田　辰夫

埼玉県食肉衛生検査センター担当部長 動物指導センター单支所担当部長 伊藤　学

埼玉県食肉衛生検査センター北部支所担
当部長

本庄保健所担当部長 鈴木　充

埼玉県計量検定所担当部長 福・こども安全課主幹 立石　裕之

埼玉県計量検定所担当部長 計量検定所担当課長 黒金　優一

埼玉県創業・ベンチャー支援センター担
当部長

企財・財政課主査 熊谷　元一郎



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県産業技術総合センター担当部長 産・産業支援課課付 名倉　寿夫

埼玉県産業技術総合センター主任研究員 産・産業支援課主査 福島　泰年

埼玉県産業技術総合センター北部研究所
担当部長

北部地域振興センター担当部長 村田　恵美子

埼玉県産業技術総合センター北部研究所
担当部長

産業技術総合センター主任研究員 小島　登貴子

埼玉県産業技術総合センター北部研究所
主任研究員

産業技術総合センター専門研究員 横堀　正敏

埼玉県産業技術総合センター北部研究所
担当部長

産・産業人材育成課主幹 高木　利光

埼玉県産業技術総合センター担当部長 出納総務課主幹 山岸　善行

埼玉県産業技術総合センター担当部長 産・新産業育成課主幹 宮原　進

埼玉県立中央高等技術専門校担当部長 職業能力開発センター担当部長 山崎　裕

埼玉県立中央高等技術専門校担当部長 浦和工業高等学校事務室長 猪俣　誠司

埼玉県立川口高等技術専門校担当部長 産・産業労働政策課課付 小林　仁

埼玉県立川越高等技術専門校担当部長 单西部地域振興センター担当部長 沼　尚司

埼玉県立熊谷高等技術専門校担当部長 春日部高等技術専門校担当部長 谷部　訓

埼玉県立熊谷高等技術専門校担当部長 春日部高等技術専門校担当課長 中村　勝利

埼玉県立春日部高等技術専門校担当部長 小児医療センター主幹 坂本　達夫

埼玉県立職業能力開発センター担当部長 单西部地域振興センター担当部長 影山　直子

埼玉県立職業能力開発センター担当部長 川口高等技術専門校担当課長 斎藤　悟

埼玉県立職業能力開発センター担当部長 監査・監査第二課主任監査員 高橋　英雄

埼玉県さいたま農林振興センター担当部
長

農・農業支援課主査 野口　雄一郎

埼玉県さいたま農林振興センター担当部
長

東松山農林振興センター担当部長 飯田　一

埼玉県さいたま農林振興センター担当部
長

川越農林振興センター担当部長 磯田　祐一

埼玉県さいたま農林振興センター担当部
長

東松山農林振興センター担当部長 鈴木　芳樹

埼玉県さいたま農林振興センター担当部
長

秩父農林振興センター担当部長 森田　晃

埼玉県さいたま農林振興センター担当部
長

加須農林振興センター担当部長 峯岸　芳雄

埼玉県さいたま農林振興センター担当部
長

加須農林振興センター担当課長 勝俣　孝

埼玉県川越農林振興センター担当部長 春日部農林振興センター担当部長 芦澤　秀行

埼玉県川越農林振興センター担当部長 農・畜産安全課主幹 落合　晋

埼玉県川越農林振興センター担当部長 農・農業政策課課付 松本　明夫

埼玉県川越農林振興センター担当部長 さいたま農林振興センター担当部長 万田　和茂



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県川越農林振興センター担当部長 加須農林振興センター担当部長 阿見　真

埼玉県川越農林振興センター担当部長 春日部農林振興センター担当部長 並木　嘉昭

埼玉県川越農林振興センター担当部長 春日部農林振興センター担当部長 新井　良彦

埼玉県川越農林振興センター担当部長 秩父農林振興センター担当部長 吉田　政孝

埼玉県川越農林振興センター担当部長 秩父農林振興センター担当部長 岡本　幸教

埼玉県東松山農林振興センター担当部長 農・畜産安全課主査 野澤　裕子

埼玉県東松山農林振興センター担当部長
兼病害虫防除所担当部長

東松山農林振興センター担当部長 上杉　正己

埼玉県東松山農林振興センター担当部長 農林総合研究センター担当部長 峯岸　直子

埼玉県東松山農林振興センター担当部長 秩父農林振興センター担当部長 戸森　栄

埼玉県東松山農林振興センター担当部長 本庄農林振興センター担当部長

埼玉県東松山農林振興センター担当部長 大里農林振興センター担当課長 田端　勉

埼玉県東松山農林振興センター担当部長 農村整備計画センター担当部長 有山　道春

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 本庄農林振興センター担当部長 韮塚　功

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 秩父地域振興センター担当部長 澤登　幸一

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 農・森づくり課主査 永留　伸晃

埼玉県秩父農林振興センター担当部長兼
病害虫防除所担当部長

秩父農林振興センター担当部長 長嶋　聡

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 農・経済流通課主査 福島　恵美子

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 本庄農林振興センター担当部長 新井　えり子

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 大里農林振興センター担当部長 関根　満好

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 寄居林業事務所担当部長 山中　祐一

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 農林総合研究センター担当部長 後藤　克己

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 花と緑の振興センター担当部長 山下　富士男

埼玉県秩父農林振興センター担当部長 寄居林業事務所担当部長 見富　篤

埼玉県本庄農林振興センター担当部長 農・生産振興課主査 青木　伯生

埼玉県本庄農林振興センター担当部長 東松山農林振興センター担当部長 戸倉　一泰

埼玉県本庄農林振興センター担当部長 川越農林振興センター担当部長 赤石　光平

埼玉県本庄農林振興センター担当部長 さいたま農林振興センター担当部長 石関　育雄

埼玉県本庄農林振興センター担当部長 大里農林振興センター担当部長 小峯　福一

埼玉県本庄農林振興センター担当部長 農・農村整備課主査 井上　幸人

埼玉県大里農林振興センター担当部長 川越農林振興センター担当部長 長谷部　忠

埼玉県大里農林振興センター担当部長 農・農業政策課主査 戸井田　幸夫

埼玉県大里農林振興センター担当部長 川越農林振興センター担当部長 小川　菜摘子



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県大里農林振興センター担当部長兼
病害虫防除所担当部長

大里農林振興センター担当部長 塩浜　道毅

埼玉県大里農林振興センター担当部長 本庄農林振興センター担当部長 市川　勲

埼玉県大里農林振興センター担当部長 農・農村整備課主幹 蜂須　良浩

埼玉県大里農林振興センター担当部長 本庄農林振興センター担当部長 野邉　良則

埼玉県加須農林振興センター担当部長 大里農林振興センター担当部長 正田　行夫

埼玉県加須農林振興センター担当部長 農林総合研究センター担当課長 奥沢　麗子

埼玉県加須農林振興センター担当部長 農・農地活用推進課主幹 稲場　康仁

埼玉県加須農林振興センター担当部長兼
病害虫防除所担当部長

加須農林振興センター担当部長 相崎　浩

埼玉県加須農林振興センター担当部長 農業大学校教務主幹 山田　耕一

埼玉県加須農林振興センター担当部長 さいたま農林振興センター担当部長 大川　恵美子

埼玉県加須農林振興センター担当部長 大里農林振興センター担当部長 福田　憲次

埼玉県加須農林振興センター担当部長 農林総合研究センター担当部長 重松　統

埼玉県加須農林振興センター担当部長 東松山農林振興センター担当課長 内田　興治

埼玉県加須農林振興センター担当部長 大里農林振興センター担当課長 除村　郁夫

埼玉県春日部農林振興センター担当部長 加須農林振興センター担当部長 新井　眞一

埼玉県春日部農林振興センター担当部長 農・農産物安全課主査 畑　克利

埼玉県春日部農林振興センター担当部長
兼病害虫防除所担当部長

春日部農林振興センター担当部長 吉永　宏

埼玉県春日部農林振興センター担当部長 さいたま農林振興センター担当部長 森　久夫

埼玉県春日部農林振興センター担当部長 農村整備計画センター担当部長 山中　勝裕

埼玉県病害虫防除所担当部長 農林総合研究センター担当部長 小林　明

埼玉県病害虫防除所担当部長 川越農林振興センター担当課長 柳田　正弘

埼玉県中央家畜保健衛生所担当部長 農業大学校教務主幹 山井　英喜

埼玉県農業大学校教務主幹 病害虫防除所担当部長 大宅　秀史

埼玉県農業大学校教務主幹 農・畜産安全課主幹 渡辺　喜正

埼玉県農林総合研究センター水産研究所
次長

農林総合研究センター担当部長 飯野　哲也

埼玉県農林総合研究センター担当部長 農・農業政策課課付 原沢　正美

埼玉県農林総合研究センター主任研究員 加須農林振興センター担当課長 植竹　恒夫

埼玉県農林総合研究センター担当部長 都市・公園スタジアム課課付 梅沢　一弘

埼玉県花と緑の振興センター担当部長 春日部農林振興センター担当部長 秋葉　清司

埼玉県花と緑の振興センター担当部長 農・森づくり課主幹 恩田　敬子

埼玉県寄居林業事務所担当部長 秩父農林振興センター担当部長 紀村　龍一

埼玉県寄居林業事務所担当部長 秩父農林振興センター担当課長 志々目　千潮



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県農村整備計画センター担当部長 加須農林振興センター担当課長 鈴木　正

埼玉県農村整備計画センター担当部長 春日部農林振興センター担当部長 島田　宣行

埼玉県さいたま県土整備事務所施工監理
主幹

都市・市街地整備課主幹 加藤　隆司

埼玉県さいたま県土整備事務所用地部長 八潮新都市建設事務所担当部長 野原　宏

埼玉県さいたま県土整備事務所担当部長 行田県土整備事務所担当課長 小林　健二

埼玉県さいたま県土整備事務所担当部長 県土・道路街路課主査 鳥屋部　政和

埼玉県朝霞県土整備事務所施工監理主幹 下・下水道管理課主幹 秋山　俊彦

埼玉県朝霞県土整備事務所用地部長 川越県土整備事務所担当部長 沢田　誠

埼玉県朝霞県土整備事務所担当部長 都市・都市計画課主査 新井　昌行

埼玉県朝霞県土整備事務所担当部長 環・資源循環推進課主査 仲川　真道

埼玉県朝霞県土整備事務所担当部長 総合技術センター主幹 長森　勇

埼玉県北本県土整備事務所道路公園部長 東松山県土整備事務所道路施設公園部長 桑原　隆男

埼玉県北本県土整備事務所担当部長 県土・道路街路課主査 根岸　幸司

埼玉県北本県土整備事務所施工監理主幹 朝霞県土整備事務所長 山口　文平

埼玉県川越県土整備事務所用地部長 さいたま県土整備事務所担当部長 冨田　典行

埼玉県川越県土整備事務所河川部長 越谷県土整備事務所道路施設公園部長 大山　裕

埼玉県川越県土整備事務所道路環境部長
（株）建設資源広域利用センター事業部
調査役

藤原　直彦

埼玉県川越県土整備事務所担当部長 会計管理課主査 平野　健一

埼玉県川越県土整備事務所担当部長 総合技術センター主任工事検査員 長浜　巌

埼玉県川越県土整備事務所施工監理主幹 朝霞県土整備事務所担当部長 谷口　建一

埼玉県飯能県土整備事務所道路施設公園
部長

秩父地域振興センター担当部長

埼玉県飯能県土整備事務所担当部長 東松山県土整備事務所担当部長 山本　丈示

埼玉県飯能県土整備事務所施工監理主幹 川越県土整備事務所担当部長 根岸　功

埼玉県東松山県土整備事務所施工監理主
幹

秩父県土整備事務所担当部長 单　信彦

埼玉県東松山県土整備事務所用地部長 熊谷県土整備事務所担当部長 内野　政美

埼玉県東松山県土整備事務所河川砂防部
長

川越比企地域振興センター担当部長 斉藤　昇

埼玉県東松山県土整備事務所道路環境部
長

県土・道路環境課主幹 松本　久司

埼玉県東松山県土整備事務所担当部長 飯能県土整備事務所担当課長 田中　達郎

埼玉県秩父県土整備事務所用地部長 産・勤労者福祉課主幹 太幡　裕之

埼玉県秩父県土整備事務所河川砂防部長 熊谷県土整備事務所道路環境部長 井上　栄

埼玉県秩父県土整備事務所道路環境部長 飯能県土整備事務所道路環境部長 山口　保



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県秩父県土整備事務所担当部長 環境整備センター担当課長 大沢　勝

埼玉県秩父県土整備事務所施工監理主幹 総合技術センター主席工事検査員 若林　正幸

埼玉県本庄県土整備事務所施工監理主幹 秩父県土整備事務所担当課長 千島　昭治

埼玉県本庄県土整備事務所用地部長 行田県土整備事務所用地部長 久崎　和仁

埼玉県本庄県土整備事務所道路部長 農・農村整備課主幹 辺見　元己

埼玉県熊谷県土整備事務所施工監理主幹 都市・公園スタジアム課主幹 飯塚　久人

埼玉県熊谷県土整備事務所用地部長 農・森づくり課主幹 新井　和美

埼玉県熊谷県土整備事務所道路施設公園
部長

都市・市街地整備課課付 川辺　隆浩

埼玉県熊谷県土整備事務所道路環境部長 県央地域振興センター担当部長 古郡　重治

埼玉県熊谷県土整備事務所担当部長 本庄県土整備事務所担当課長 井上　正明

埼玉県行田県土整備事務所施工監理主幹 行田県土整備事務所道路環境部長 宇野　隆

埼玉県行田県土整備事務所用地部長 県土・建設管理課主幹 下田　正巳

埼玉県行田県土整備事務所道路部長 県土・道路街路課主幹 秋山　栄一

埼玉県行田県土整備事務所担当部長 本庄県土整備事務所道路部長 宮崎　邦夫

埼玉県越谷県土整備事務所施工監理主幹 さいたま県土整備事務所道路部長 新見　伸二

埼玉県越谷県土整備事務所担当部長 危・消防防災課主査 出井　正美

埼玉県越谷県土整備事務所担当部長 杉戸県土整備事務所担当課長 片野　良憲

埼玉県越谷県土整備事務所担当部長 中川下水道事務所担当部長 早坂　亜樹子

埼玉県杉戸県土整備事務所施工監理主幹 越谷県土整備事務所担当部長 櫻井　和男

埼玉県杉戸県土整備事務所河川部長 県土・河川砂防課主幹 阿部　洋一

埼玉県杉戸県土整備事務所道路環境部長 総合技術センター主任工事検査員 舘野　和男

埼玉県杉戸県土整備事務所担当部長 総合技術センター主査 鷺谷　行通

埼玉県総合技術センター主幹 環・水環境課主幹 松田　勝幸

埼玉県総合技術センター主幹（熊谷県土
整備事務所駐在）兼熊谷県土整備事務所
担当部長

総合技術センター主幹（熊谷県土整備事
務所駐在）

埼玉県総合技術センター主任工事検査員 東松山農林振興センター担当部長 町田　昌司

埼玉県西関東連絡道路建設事務所担当部
長

環・資源循環推進課主査 赤尾　勝

埼玉県総合治水事務所担当部長 北本県土整備事務所担当課長 立沢　睦

埼玉県八潮新都市建設事務所担当部長 新三郷浄水場総務部長 竹之内　直樹

埼玉県八潮新都市建設事務所担当部長 危・危機管理課主査 栗島　雅史

埼玉県大宮公園事務所担当部長 危・化学保安課主査 吉川　仁

埼玉県川越建築安全センター担当部長 都市・住宅課主査 斉藤　芳男

埼玉県川越建築安全センター担当部長
（東松山駐在）

西部福祉事務所担当部長 矢部　昇



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県川越建築安全センター担当部長
（東松山駐在）

秩父県土整備事務所担当課長 鈴木　進

埼玉県熊谷建築安全センター担当部長 環境整備センター担当課長 柳　義明

埼玉県熊谷建築安全センター担当部長 越谷建築安全センター担当部長 坂入　広

埼玉県熊谷建築安全センター担当部長 福・社会福祉課主査 新井　穣

埼玉県越谷建築安全センター担当部長
（杉戸駐在）

都市・都市計画課主幹 斉藤　博

埼玉県越谷建築安全センター担当部長
（杉戸駐在）

熊谷建築安全センター担当課長 小山　政夫

埼玉県越谷建築安全センター担当部長 越谷建築安全センター担当部長 竹内　茂

埼玉県越谷建築安全センター担当部長 都市・建築安全課課付 岸　孝夫

埼玉県越谷建築安全センター担当部長 越谷建築安全センター担当部長

埼玉県営繕工事事務所担当部長 都市・公園スタジアム課課付 寺山　満

埼玉県地域整備事務所担当部長 企業・地域整備課主幹 斉藤　豊

埼玉県大久保浄水場運用管理部長 大久保浄水場担当部長 松永　和高

埼玉県大久保浄水場電気施設部長 大久保浄水場担当部長

埼玉県大久保浄水場機械施設部長 都市・設備課主幹 山本　良一

埼玉県大久保浄水場工務部長 大久保浄水場担当部長 関根　直弥

埼玉県大久保浄水場担当部長
企業・総務課主幹（水道技術研究セン
ター派遣）

岡野　茂

埼玉県大久保浄水場担当部長 吉見浄水場担当課長 浅見　裕彦

埼玉県大久保浄水場担当部長 行田浄水場担当課長 茂木　隆政

埼玉県大久保浄水場担当部長 中川下水道事務所担当課長 長谷川　美行

埼玉県大久保浄水場担当部長 大久保浄水場担当課長 赤岩　政吉

埼玉県大久保浄水場担当部長 行田浄水場担当課長 田中　隆治

埼玉県庄和浄水場総務部長 第二水道整備事務所担当部長 矢部　正美

埼玉県庄和浄水場技術部長 大久保浄水場電気施設部長 石井　良男

埼玉県庄和浄水場水質部長 水質管理センター担当部長 町田　秀雄

埼玉県行田浄水場水質部長 行田浄水場担当部長 島野　猶一

埼玉県新三郷浄水場総務部長 県土・水辺再生課主査 平野　義明

埼玉県新三郷浄水場技術部長 大久保浄水場担当部長 矢萩　昭文

埼玉県新三郷浄水場水質部長 水質管理センター担当課長 高野　利一

埼玉県新三郷浄水場工務部長 第一水道整備事務所担当部長 高江洲　博

埼玉県新三郷浄水場担当部長 新三郷浄水場担当課長 石塚　勝信

埼玉県吉見浄水場技術部長 都市・公園スタジアム課課付 村田　孝之

埼玉県吉見浄水場水質部長 水質管理センター担当部長 松本　匡司



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県水質管理センター担当部長 新三郷浄水場水質部長 田中　功

埼玉県水質管理センター担当部長 企業・水道業務課主査 長井　潔

埼玉県第一水道整備事務所担当部長
総合リハビリテーションセンター担当部
長

岡野　章

埼玉県第一水道整備事務所担当部長 地域整備事務所担当部長 小澤　利久

埼玉県第一水道整備事務所担当部長 企業・水道施設課主幹 桐ケ谷　富夫

埼玉県第二水道整備事務所担当部長 中央児童相談所担当部長 山本　正人

埼玉県第二水道整備事務所担当部長 大久保浄水場担当部長

埼玉県立循環器・呼吸器病センター医長 循環器・呼吸器病センター医員 村上　彰通

埼玉県立循環器・呼吸器病センター医長 循環器・呼吸器病センター医員 石黒　卓

埼玉県立循環器・呼吸器病センター医長 循環器・呼吸器病センター医員 貝田　真郷

埼玉県立循環器・呼吸器病センター放射
線技術部副部長

循環器・呼吸器病センター放射線技術部
副技師長

平野　幸夫

埼玉県立循環器・呼吸器病センター検査
技術部副部長

がんセンター検査技術部副技師長 大森　友幸

埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床
工学部副部長

循環器・呼吸器病センター臨床工学部副
技師長

染谷　忠男

埼玉県立循環器・呼吸器病センター看護
部副部長

がんセンター看護部看護師長

埼玉県立循環器・呼吸器病センター主幹 都市・設備課長 藤井　信夫

埼玉県立がんセンター乳腺腫瘍内科副部
長

がんセンター医長 永井　成勲

埼玉県立がんセンター医長 がんセンター医員 原　浩樹

埼玉県立がんセンター消化器外科副部長 がんセンター医長 西村　洋治

埼玉県立がんセンター医長 がんセンター医員 鶴賀　哲史

埼玉県立がんセンター頭頸部外科長兼副
部長

がんセンター頭頸部外科副部長 別府　武

埼玉県立がんセンター歯科口腔外科副部
長

がんセンター医長

埼玉県立がんセンター病理診断科副部長 がんセンター医長 出雲　俊之

埼玉県立がんセンター放射線技術部副部
長

がんセンター放射線技術部副技師長 関口　順一

埼玉県立がんセンター検査技術部副部長 小児医療センター検査技術部副技師長 油座　博文

埼玉県立がんセンター看護部副部長
総合リハビリテーションセンター看護師
長

佐藤　啓子

埼玉県立がんセンター治験管理室副部長 がんセンター治験管理室副技師長 石田　泰嗣

埼玉県立がんセンター事務局業務部長 がんセンター主幹 城　正幸

埼玉県立小児医療センター医長 小児医療センター医員 根本　菜穂

埼玉県立小児医療センター検査技術部副
部長

精神医療センター検査部副部長 蟹川　節子



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県立小児医療センター事務局業務部
長兼事務局管理部長

小児医療センター事務局業務部長 増田　健

埼玉県立精神医療センター医長 精神医療センター医員 川上　俊亮

埼玉県立精神医療センター第３精神科長
兼第６精神科副部長

精神医療センター第３精神科長 田中　朊子

埼玉県立精神医療センター薬剤部副部長
循環器・呼吸器病センター薬剤部副技師
長

中村　裕子

埼玉県立精神医療センター看護部副部長 小児医療センター看護部看護師長 久保　良子

埼玉県荒川左岸单部下水道事務所担当部
長

庄和浄水場担当課長 岩澤　俊夫

埼玉県荒川右岸下水道事務所担当部長 川越県土整備事務所担当部長 落合　則義

埼玉県荒川左岸北部下水道事務所担当部
長

営繕工事事務所担当部長 大畠　勝

埼玉県荒川左岸北部下水道事務所担当部
長

下水道局局付 塚田　晴雄

埼玉県中川下水道事務所担当部長 荒川右岸下水道事務所担当部長 雨貝　安己宏

埼玉県中川下水道事務所担当部長 企業・水道施設課主査 横田　幸男

退職（（株）建設資源広域利用センター
へ）

越谷県土整備事務所担当課長 嶋村　照明

退職（（独）国立病院機構福岡病院へ） 小児医療センター血液・腫瘍科副部長 永利　義久

報道長付主査 福・障害者福祉推進課主査 渡邉　和貴

秘書課主査 県民・広聴広報課主査 川嶋　正樹

企画財政部企画総務課主査 産・新産業育成課主査 井上　浩

企画財政部企画総務課主査 企財・計画調整課主査 野本　真

企画財政部企画総務課主査 総・人事課主査 岡野　秀以

企画財政部企画総務課主査 人委・任用審査課主査 千野　正弘

企画財政部企画総務課課付 企財・企画総務課課付 細田　耕一

企画財政部計画調整課主査 企財・市町村課課付 山口　隆司

企画財政部計画調整課主査 農・経済流通課主査 松井　千依

企画財政部財政課主査 企財・市町村課主査 豊島　浩明

企画財政部財政課主査 保・保健医療政策課課付 葉梨　哲史

企画財政部財政課主査 総・人事課主査 政近　邦生

企画財政部改革推進課主査 企財・財政課主査 山崎　高延

企画財政部改革推進課主査 総・税務課課付 松岡　信治

企画財政部改革推進課主査 県土・県土整備政策課主査 今井　隆元

企画財政部改革推進課主査 総・人事課課付 中村　貴子

企画財政部改革推進課主査 総・人事課主査 黒澤　努

企画財政部改革推進課主査 総・特別徴収課税調査課主査 大久保　明彦



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

企画財政部改革推進課主査 循環器・呼吸器病センター主査 田辺　敦規

企画財政部情報企画課主査 企財・システム管理課主査 石川　貴規

企画財政部情報企画課主査
企財・情報企画課主査（三菱総合研究所
派遣）

谷山　修一

企画財政部情報企画課主査 総・人事課主査 川野辺　健志

企画財政部情報企画課主査 保・保健医療政策課課付 黒澤　岳博

企画財政部情報企画課主査（三菱総合研
究所派遣）

企財・情報企画課主査 大舘　武見

企画財政部システム管理課主査 企財・市町村課課付 一色　昭太郎

企画財政部地域政策課主査 秘書課主査 田中　昇

企画財政部地域政策課主査 産・勤労者福祉課主査 山下　純子

企画財政部地域政策課主査 総合技術センター主査 萩野　修

企画財政部市町村課主査 県民・国際課主査 宮前　由美

企画財政部市町村課主査 産・観光課主査 竹澤　幸一

企画財政部市町村課主査 総・人事課主査

企画財政部市町村課主査 農・農業政策課主査 波間　将司

企画財政部市町村課主査 企財・地域政策課主査 大山　昌男

企画財政部市町村課課付（行田市派遣） 産・新産業育成課主査 浪江　美穂

企画財政部市町村課課付（ふじみ野市派
遣）

県民・男女共同参画課主任 小関　修

議会・政策調査課主任 額田　信志

企画財政部土地水政策課主査 秩父農林振興センター担当課長 田島　卓

企画財政部土地水政策課主査 県土・用地課主査 黒須　定雄

企画財政部土地水政策課主査 越谷県土整備事務所担当課長 祖山　高明

企画財政部交通政策課主査 労委・審査調整課主査 浅見　淳二

総務部人事課主査 单部地域振興センター担当課長 伊田　桜子

総務部人事課主査 都市・公園スタジアム課課付 川上　正剛

総務部人事課主査 保・保健医療政策課課付 水野　義教

総務部人事課主査 総・人事課課付 相子　知行

総務部人事課主査 がんセンター主査 秋葉　宏和

総務部人事課主査 企財・改革推進課主査 桜井　紀代子

総務部人事課課付（広域連合派遣） 秩父農林振興センター担当課長 中林　豊

総務部人事課課付（広域連合派遣） 県民・消費生活課主任 野口　佳子

総務部人事課課付（広域連合派遣） 県民・広聴広報課主任 梶村　将

総務部人事課課付（広域連合派遣） 精神医療センター主任 石橋　康子



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

総務部人事課主査（埼玉大学大学院派
遣）

企財・市町村課主任 大熊　進

総務部人事課主査（東京大学大学院派
遣）

人委・任用審査課主任 阪下　竜也

総務部人事課主査（キヤノン派遣） 知事室長付主任 羽鳥　順子

総務部人事課主査（埼玉りそな銀行派
遣）

産・産業労働政策課主任 小峰　寿文

総務部人事課主査（日本総合研究所派
遣）

産・企業立地課主任 倉林　剛敏

総務部人事課主査（資生堂派遣） 県土・県土整備政策課主任 齊川　和之

総務部人事課主査（政策研究大学院大学
派遣）

産・産業支援課主査 島田　徹

総務部人事課主査（日本貿易振興機構派
遣）

産・企業立地課主査 柳沢　伸明

総務部職員健康支援課主査 総・人事課主査 大屋　恭子

総務部文書課主査 都市・住宅課主査 人見　市雄

総務部学事課主査 議会・議事課主査 古川　泰之

総務部税務課主査 総・特別徴収課税調査課主査 金田　剛

総務部税務課主査 所沢県税事務所担当課長 早川　修

総務部税務課主査 総・税務課課付 峰久　隆徳

総務部税務課主査 越谷県税事務所担当課長 鵜澤　浩美

総務部税務課主査 小児医療センター主査 根岸　隆行

総務部税務課主査 総・税務課主任 加川　信一

総務部税務課課付（行田市派遣） 東松山環境管理事務所担当課長 島田　道太

総務部税務課課付（さいたま市派遣） 朝霞県税事務所主任 武内　大介

総務部税務課課付（寄居町派遣） 東松山県税事務所主任 大須賀　哲志

総務部税務課課付（春日部市派遣） 県民・青尐年課主任 白田　雅巳

総務部特別徴収対策課主査 総・税務課課付 大柴　輝彦

総務部特別徴収対策課主査 浦和県税事務所担当課長 菊地　明子

総務部特別徴収対策課主査 福・福祉政策課主査 福島　哲也

総務部管財課主査 福・高齢介護課主査 島村　英雄

総務部管財課主査 熊谷建築安全センター担当課長 風間　武也

総務部管財課主査 新三郷浄水場担当課長 鈴木　常男

総務部管財課主査 農・農村整備課主査 工藤　雅博

総務部統計課主査 県民・文化振興課主査 中村　日出夫

総務部統計課主査 朝霞県税事務所主任 畔上　淳子

総務部総務事務センター主査 産・観光課主査 川端　若菜



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

総務部入札企画課主査 企財・情報企画課主査 庄内　哲也

総務部入札企画課主査 産・企業立地課主査 三宅　悦雄

総務部入札執行課主査 総・管財課主査 山口　雅巳

総務部入札執行課主査 総・入札執行課主任 河内　克己

県民生活部広聴広報課主査 单西部地域振興センター担当課長 師岡　隣太郎

県民生活部広聴広報課主査 県民・ＮＰＯ活動推進課主査 波田地　肇

県民生活部広聴広報課主査 農・農地活用推進課主査 平久江　厚司

県民生活部広聴広報課主査 議会・秘書課主査 鈴木　正明

県民生活部広聴広報課主査 県央地域振興センター担当課長 井上　道子

県民生活部広聴広報課主査 産・産業労働政策課主査 田中　規之

県民生活部広聴広報課主査 都市・都市整備政策課主査

県民生活部ＮＰＯ活動推進課主査 総・文書課主査 井上　徳子

県民生活部ＮＰＯ活動推進課主査 福・高齢介護課主査 堀　達也

県民生活部ＮＰＯ活動推進課主査 越谷高等学校教諭 城所　範和

県民生活部ＮＰＯ活動推進課主査 消費生活支援センター担当課長 大野　章江

県民生活部ＮＰＯ活動推進課課付（いき
いき埼玉派遣）

福・社会福祉課主任 山下　勇一

県民生活部ＮＰＯ活動推進課課付（いき
いき埼玉派遣）

病院・経営管理課主任 岡本　恒平

県民生活部県政情報センター主査 農・農業政策課主査 野口　尚

県民生活部文化振興課主査 保・健康づくり支援課主査 井原　恵子

県民生活部文化振興課主査 産・産業支援課主査 上田　健治

県民生活部文化振興課主査 産・就業支援課主査 小沼　高宏

県民生活部文化振興課課付（芸術文化振
興財団派遣）

危・消防防災課主任 板橋　英昭

県民生活部文化振興課課付（芸術文化振
興財団派遣）

企業・総務課主任 橋本　直樹

県民生活部文化振興課課付（地域創造派
遣）

総・学事課主任 村松　淳

県民生活部国際課主査 総・人事課主査 布藤　せつ子

県民生活部国際課主査 男女共同参画推進センター担当課長 藤田　志保

県民生活部国際課主査 県土・県土整備政策課主査 瀧澤　剛

県民生活部国際課課付（国際交流協会派
遣）

農・森づくり課主任 松村　美恵

県民生活部青尐年課主査 川口市学校教育部指導課主幹 中川　猛

県民生活部青尐年課主査 県民・文化振興課主査 加藤　和美

県民生活部男女共同参画課主査 総・税務課主査 川口　久雄



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

県民生活部男女共同参画課主査 保・国保医療課主査 武澤　真紀

県民生活部消費生活課主査 県民・県政情報センター主査

県民生活部消費生活課主査 議会・議事課主査 横山　智徳

県民生活部防犯・交通安全課主査 県民・広聴広報課主査 土屋　保弘

県民生活部防犯・交通安全課主査 県民・男女共同参画課主査 上木　孝子

県民生活部防犯・交通安全課主査 危・消防防災課主査 小栗　毅士

危機管理防災部危機管理課主査 環・みどり再生課主査 関口　圭市

危機管理防災部危機管理課主査 危・消防防災課主査 伊藤　太佳博

危機管理防災部危機管理課主査 危・消防防災課主査 細野　彰

危機管理防災部消防防災課主査 教育・財務課主査 神田　浩史

危機管理防災部消防防災課主査 出納総務課主査 関根　雄一

危機管理防災部消防防災課主査 保・医療整備課主任 鹿嶋　信也

危機管理防災部消防防災課主査 環・水環境課主査 小ノ澤　忠義

危機管理防災部消防防災課主査 県民・文化振興課課付

危機管理防災部消防防災課主査 越谷建築安全センター担当課長 岡本　好徳

危機管理防災部消防防災課主査 病院・経営管理課主任 三井　孝史

危機管理防災部化学保安課主査 東部環境管理事務所担当課長 小林　健二

危機管理防災部化学保安課主査 保・保健医療政策課課付 内田　晴久

危機管理防災部化学保安課主査 秩父環境管理事務所担当課長 芦澤　賢一

危機管理防災部化学保安課主査 教育・財務課主査 渋澤　真則

環境部環境政策課主査 都市・公園スタジアム課課付 岩波　武寿

環境部環境政策課主査 総・人事課主査 藤井　繁明

環境部環境政策課主査（東京ガス派遣） 環・温暖化対策課主任 相沢　和哉

環境部温暖化対策課主査 総・人事課主査 井桁　章雄

環境部温暖化対策課主査 西部環境管理事務所担当課長 大島　利明

環境部温暖化対策課主査 環・産業廃棄物指導課主査 渋沢　豊

環境部大気環境課主査 環・温暖化対策課主査 井上　昌樹

環境部大気環境課主査 環・みどり再生課主査 福嶋　暁子

環境部水環境課主査 企財・情報企画課主査 小林　豊

環境部水環境課主査 環・産業廃棄物指導課主査 白鳥　証一

環境部水環境課主査 都市・都市計画課課付 藤原　磨

環境部水環境課主査 議会・議事課主査 星野　雄一

環境部水環境課主査 危・消防防災課主査 田島　尚



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

環境部水環境課主査 越谷環境管理事務所担当課長

環境部水環境課主査 環・大気環境課主査 山下　健

環境部産業廃棄物指導課主査 総・統計課主査 青木　隆

環境部産業廃棄物指導課主査 総・特別徴収課税調査課主査 新井　政文

環境部資源循環推進課主査 環・産業廃棄物指導課主査 斉藤　勇

環境部資源循環推進課主査 企業・地域整備課主査 原　弘介

環境部資源循環推進課主査 危・化学保安課主査 天沼　雄一

環境部資源循環推進課主査 企業・地域整備課主査 笹川　裕之

環境部自然環境課主査 環・みどり再生課主査 森　元二

環境部自然環境課主査 農・森づくり課主査 渡辺　城二

環境部自然環境課主査 都市・公園スタジアム課課付 石野　剛史

環境部みどり再生課主査 西部地域振興センター担当課長 池田　英樹

環境部みどり再生課主査 西部環境管理事務所担当課長 高宮　秀之

環境部みどり再生課主査 農・森づくり課主査 山田　憲充

環境部みどり再生課主査 都市・都市計画課課付 高桑　良輔

環境部みどり再生課主査 危・危機管理課主査 筒井　健一

福祉部福祉政策課主査 北部福祉事務所担当課長

福祉部福祉政策課主査 総・人事課主査 龍前　航一郎

福祉部福祉政策課主査 越谷県税事務所担当課長 堀尾　大悟

福祉部福祉政策課主査 総・学事課主査 鈴木　健一

福祉部福祉政策課主査 産・産業拠点整備課主査 寺田　稔

福祉部福祉政策課主査 教育・特別支援教育課主査 高橋　秀幸

福祉部福祉政策課主査 福・高齢介護課主任 西山　高弘

福祉部社会福祉課主査 福・福祉政策課主査 中川　博樹

福祉部社会福祉課主査 都市・営繕課主査 松本　礼介

福祉部社会福祉課主査 福・福祉監査課主査 玉置　健二

福祉部社会福祉課主査 県民・青尐年課主査 野口　徹

福祉部社会福祉課主査 福・社会福祉課課付 小俣　綾範

福祉部高齢介護課主査 福・福祉政策課主査 飯塚　健人

福祉部高齢介護課主査 東部環境管理事務所担当課長 宮本　敏夫

福祉部高齢介護課主査 総・特別徴収課税調査課主査 大内　有紀江

福祉部高齢介護課主査 保・医療整備課主査 岡野　克也

福祉部高齢介護課主査
総合リハビリテーションセンター担当課
長

千葉　誠



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

福祉部高齢介護課主査 企財・システム管理課主査 森下　整

福祉部障害者福祉推進課主査 企財・交通政策課主査 久世　高之

福祉部障害者福祉推進課主査 企財・情報企画課主査 菊池　純子

福祉部障害者福祉推進課主査 県民・文化振興課課付 大塚　和則

福祉部障害者福祉推進課主査 議会・議事課主査 清水　順平

福祉部障害者福祉推進課主査 福・福祉政策課主査 熊谷　敏成

福祉部障害者自立支援課主査 県民・文化振興課課付 友田　尚武

福祉部障害者自立支援課主査 福・社会福祉課主査 石鍋　幹男

福祉部福祉監査課福祉施設監査員 病院・経営管理課主査 飯野　一彦

福祉部福祉監査課主査 福・尐子政策課主査 小宮　鎮紀

福祉部尐子政策課主査 県民・消費生活課主査 平林　浩一

福祉部尐子政策課主査 川口県税事務所担当課長 猪俣　園絵

福祉部子育て支援課主査 福・障害者自立支援課主査 朋部　孝

福祉部こども安全課主査
総合リハビリテーションセンター担当課
長

杉山　恵美

福祉部こども安全課主査 中央児童相談所担当課長 菊池　陽吾

福祉部こども安全課主査 企業・水道業務課主査 鈴木　康規

保健医療部保健医療政策課主査 創業・ベンチャー支援センター担当課長 畠中　達弘

保健医療部保健医療政策課主査 県民・ＮＰＯ活動推進課課付 矢内　孝司

保健医療部保健医療政策課課付（埼玉県
立大学派遣）

総・人事課主査 関　秀治

保健医療部保健医療政策課課付 保・保健医療政策課課付 峰岸　まり子

保健医療部保健医療政策課課付（埼玉県
立大学派遣）

朝霞県税事務所主任 平賀　建一

保健医療部保健医療政策課課付（埼玉県
立大学派遣）

県民・広聴広報課主任

保健医療部保健医療政策課課付（埼玉県
立大学派遣）

出納総務課主任 大関　雄光

保健医療部保健医療政策課課付（埼玉県
立大学派遣）

新三郷浄水場主任 渡辺　昌明

保健医療部国保医療課主査 川越県税事務所担当課長 秋田　馨

保健医療部医療整備課主査 福・子育て支援課主査 夏目　佳織

保健医療部医療整備課主査 産・産業労働政策課主査 白石　直哉

保健医療部医療整備課主査 病院・経営管理課主査 鈴木　健司

保健医療部医療整備課主査 教育・高校改革推進課主査 小林　篤弘

保健医療部医療整備課主査 保・健康づくり支援課主任 赤岩　稔之

保健医療部医療整備課主査 保・健康づくり支援課主査



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

保健医療部医療整備課主査 総・統計課主査 川幡　文彦

保健医療部健康づくり支援課主査 職業能力開発センター担当課長 大谷　寿子

保健医療部健康づくり支援課主査 春日部保健所主任 赤羽　典子

保健医療部疾病対策課主査 川口保健所担当課長 鈴木　径子

保健医療部生活衛生課主査 産・勤労者福祉課主査 阿单　孝司

保健医療部食品安全課主査 保・疾病対策課主任 大本　和俊

保健医療部食品安全課主査
内閣府食品安全委員会事務局評価課飼
料・肥料等係長

島田　美里

保健医療部薬務課主査 消費生活支援センター主任 岩下　恭子

保健医療部薬務課主査 衛生研究所主任 大村　厚子

産業労働部産業労働政策課主査 産・産業支援課課付 吉田　学

産業労働部産業労働政策課主査 都市・公園スタジアム課課付 石田　英則

産業労働部産業労働政策課主査 産・勤労者福祉課主査 飯澤　真人

産業労働部産業労働政策課主査 福・障害者福祉推進課主査 白土　尚生

産業労働部産業労働政策課主査 单西部地域振興センター担当課長 本谷　直美

産業労働部産業労働政策課主査 都市・田園都市づくり課主査 松本　均

産業労働部産業労働政策課課付（産業振
興公社派遣）

産・産業支援課課付 番　雅人

産業労働部商業・サービス産業支援課主
査

産・観光課主査 坂原　利生

産業労働部商業・サービス産業支援課主
査

企財・地域政策課主査

産業労働部商業・サービス産業支援課主
査

産・新産業育成課主査 真保　治

産業労働部商業・サービス産業支援課主
査

産・産業拠点整備課主査 嶺　英彰

産業労働部商業・サービス産業支援課主
査（彩の国ビジュアルプラザ駐在）

産・産業拠点整備課主査 倉上　弘

産業労働部産業支援課主査 保・食品安全課主査 清水　隆志

産業労働部産業支援課主査 産・新産業育成課主査

産業労働部産業支援課主査 産業技術総合センター主任 仲島　日出男

産業労働部産業支援課主査 産業技術総合センター主任 田中　英次

産業労働部産業支援課主査 福・福祉政策課主査 北島　義丈

産業労働部産業支援課主査 産・新産業育成課主査 小野寺　智子

産業労働部産業支援課主査 総・人事課主査 扇田　望

産業労働部産業支援課主査 産・産業労働政策課主査 田中　雅章

産業労働部企業立地課主査 総・人事課主査

産業労働部企業立地課主査 県民・広聴広報課主任 安西　智美



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

産業労働部企業立地課主査 環・水環境課主査 中島　宏

産業労働部金融課主査 産・商業支援課主査 荒井　富士雄

産業労働部金融課主査 産・産業人材育成課主査 保田　和宏

産業労働部金融課主査 産・金融課主任 東海林　修

産業労働部産業拠点整備課主査 県民・広聴広報課主査 黒澤　有子

産業労働部産業拠点整備課主査 東部環境管理事務所担当課長 桜井　靖彦

産業労働部産業拠点整備課主査 出納総務課主査 横塚　聡

産業労働部勤労者福祉課主査 保・食品安全課主査 増田　茂美子

産業労働部勤労者福祉課主査 川越比企地域振興センター担当課長 大野　裕明

産業労働部勤労者福祉課主査 中央児童相談所担当課長 武井　さほ美

産業労働部勤労者福祉課主査 産・商業支援課主査 松本　修

産業労働部勤労者福祉課主査 産・産業労働政策課主査 中島　浩之

産業労働部勤労者福祉課主査 産・産業拠点整備課主査 沖　順子

産業労働部就業支援課主査
埼玉労働局所沢公共職業安定所雇用保険
課主任

森　宏太郎

産業労働部就業支援課主査 創業・ベンチャー支援センター担当課長 清水　健太郎

産業労働部就業支援課主査（ビジネス交
流プラザ駐在）

パスポートセンター担当課長 齋藤　由美

産業労働部産業人材育成課主査 産・新産業育成課主査 追川　和夫

産業労働部産業人材育成課主査 西部地域振興センター担当課長 長谷川　和子

農林部農業政策課主査 東松山農林振興センター担当課長 沖野　高士

農林部農業政策課主査 保・食品安全課主査 田村　とき也

農林部農業政策課主査 都市・都市計画課主査 丸山　正太郎

農林部農業政策課主査 農・経済流通課主査 佐藤　克信

農林部農業政策課協同組合検査員 農・経済流通課協同組合検査員 小林　信二

農林部農業ビジネス支援課主査 産・就業支援課主査 藤村　妙子

農林部農業ビジネス支援課主査 総・人事課主査 矢沼　裕一

農林部農業ビジネス支援課主査 農・農地活用推進課主査 飯野　努

農林部農業ビジネス支援課主査 農・農地活用推進課主査 金山　久美

農林部農業ビジネス支援課主査 農・農地活用推進課主査 小林　雅史

農林部農業ビジネス支援課主査 農・農地活用推進課主査 小林　孝史

農林部農業ビジネス支援課主査 企財・改革推進課主査 大島　健治

農林部農業ビジネス支援課主査 企財・システム管理課主査

農林部農業ビジネス支援課主査 秩父農林振興センター担当課長 加藤　由実



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

農林部農業ビジネス支援課主査 農・農地活用推進課主査 金子　知人

農林部農産物安全課主査 さいたま農林振興センター担当課長

農林部畜産安全課主査 川越家畜保健衛生所担当課長 加藤　幸彦

農林部畜産安全課主査 春日部保健所担当課長 窪田　美佳

農林部農業支援課主査 福・障害者福祉推進課主任 町田　秀一

農林部農業支援課主査 農・経済流通課主任 宮坂　一

農林部農業支援課主査 農業大学校助教授 中里　和重

農林部農業支援課主査 大里農林振興センター担当課長 篠川　信仁

農林部生産振興課主査 農・経済流通課主査 九十九　和彦

農林部生産振興課主査 東松山農林振興センター担当課長 吉田　義彦

農林部生産振興課主査 加須農林振興センター担当課長 武井　雄一

農林部生産振興課主査 農林総合研究センター専門研究員 来間　明子

農林部森づくり課主査 都市・住宅課主査 竹井　卓志

農林部森づくり課主査 寄居林業事務所担当課長 鈴木　英雄

農林部森づくり課主査 越谷建築安全センター担当課長

農林部森づくり課主査 秩父農林振興センター主任 大澤　太郎

農林部森づくり課主査 秩父農林振興センター担当課長 篠田　茂之

農林部森づくり課主査 婦人相談センター担当課長 石塚　美智子

農林部森づくり課主査 秩父環境管理事務所主任 河合　貴光

農林部森づくり課主査 寄居林業事務所主任 浅海　殉也

農林部森づくり課主査 小川げんきプラザ担当課長 石橋　弘樹

農林部農村整備課主査 県土・河川砂防課主査 風間　茂夫

農林部農村整備課主査 さいたま農林振興センター担当課長 齊藤　文彦

農林部農村整備課主査 農村整備計画センター担当課長 長島　敦

県土整備部県土整備政策課主査 さいたま県土整備事務所担当課長 齋藤　美久

県土整備部県土整備政策課主査 環・温暖化対策課主査 山川　直也

県土整備部県土整備政策課主査 都市・住宅課主査 神崎　雅史

県土整備部県土整備政策課主査 越谷県土整備事務所担当課長 大原　学武

県土整備部建設管理課主査 杉戸県土整備事務所担当課長 峯岸　栄充

県土整備部建設管理課主査 産・産業支援課主査 恵利川　恵子

県土整備部建設管理課主査 教育・財務課主査 近藤　孝夫

県土整備部道路政策課主査 杉戸県土整備事務所担当課長 下総　憲一

県土整備部道路政策課主査 循環器・呼吸器病センター主査 岡安　茂喜



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

県土整備部道路政策課主査 八潮新都市建設事務所担当課長 小沢　亮二

県土整備部道路政策課課付（道路公社派
遣）

県土・道路政策課主任 原　聡

県土整備部道路政策課課付（美里町派
遣）

川越県土整備事務所主任 細田　英之

県土整備部道路街路課主査 行田県土整備事務所担当課長

県土整備部道路街路課主査 企財・土地水政策課主査 吉岡　一成

県土整備部道路街路課主査 県土・道路政策課課付 関根　忠則

県土整備部道路環境課主査 総・管財課主査

県土整備部道路環境課主査 さいたま県土整備事務所担当課長 岡野　勇

県土整備部道路環境課主査 企財・地域政策課主査 鈴木　孝広

県土整備部道路環境課主査 さいたま県土整備事務所担当課長 小沼　進

県土整備部河川砂防課主査 県土・道路政策課主査 山野　文雄

県土整備部河川砂防課主査 都市・都市計画課課付 濱田　史郎

県土整備部河川砂防課主査 さいたま県土整備事務所担当課長 田中　大輔

県土整備部水辺再生課主査 県土・建設管理課主査 大角　綾子

県土整備部水辺再生課主査 環・自然環境課主査 鈴木　水弘

都市整備部都市整備政策課主査 大里農林振興センター担当課長 坂本　浩一

都市整備部都市整備政策課主査 議会・総務課主査 由井　秀明

都市整備部都市整備政策課主査 企財・情報企画課主査 宮寺　哲也

都市整備部都市整備政策課主査 農・経済流通課主任 清水　智広

都市整備部都市計画課主査 熊谷県土整備事務所担当課長 曽田　信行

都市整備部都市計画課主査 総合技術センター主査 伊藤　正経

都市整備部都市計画課主査 秩父県土整備事務所担当課長 栗原　智

都市整備部都市計画課主査 企業・総務課主査 石川　大介

都市整備部都市計画課課付（日本下水道
事業団派遣）

川越県土整備事務所主任 山本　幸治

都市整備部都市計画課課付（日本下水道
事業団派遣）

県土・道路街路課主任 福田　順一

都市整備部都市計画課課付（深谷市派
遣）

県土・道路環境課主任 柳下　和之

都市整備部都市計画課課付（毛呂山町派
遣）

都市・都市計画課主任 錦戸　陽介

都市整備部都市計画課課付（伊奈町派
遣）

川越建築安全センター主任 大畑　俊文

都市整備部市街地整備課主査 県民・文化振興課主査 金子　隆男

都市整備部市街地整備課主査 川越建築安全センター担当課長 細川　大輔

都市整備部市街地整備課主査 環・みどり再生課主査 斉藤　潔



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

都市整備部市街地整備課主査 新三郷浄水場担当課長 松本　丈夫

都市整備部市街地整備課課付（富士見市
派遣）

県土・河川砂防課主任 井上　隆二

都市整備部田園都市づくり課主査 都市・営繕課主任 相根　敬子

都市整備部田園都市づくり課主査 春日部県税事務所担当課長 榎本　孝之

都市整備部公園スタジアム課主査 県土・道路街路課主査 小山　直紀

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

大久保浄水場担当課長 飯塚　弘紀

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

環・環境政策課主任 我妻　靖雄

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

産・企業立地課主任 馬場　大介

都市整備部公園スタジアム課課付（公園
緑地協会派遣）

人委・任用審査課主任 吉田　昌道

都市整備部建築安全課主査 会計管理課主査 中込　克也

都市整備部建築安全課主査兼総合技術セ
ンター工事検査員

越谷建築安全センター担当課長 遠藤　利雄

都市整備部建築安全課主査 県民・消費生活課主査 島田　映一

都市整備部住宅課主査 都市・建築安全課主査 大沢　勝

都市整備部住宅課主査 都市・建築安全課主査 荻野　勝也

都市整備部住宅課主査 県民・防犯・交通安全課主査 井上　一朗

都市整備部住宅課主査 県土・水辺再生課主査 二宮　義昭

都市整備部住宅課主査 熊谷建築安全センター担当課長 小林　徹

都市整備部住宅課主査 下・下水道管理課課付 匂坂　剛

都市整備部住宅課主査 総・管財課主査 稲垣　潤

都市整備部住宅課主査 都市・都市整備政策課主査 行広　謙三

都市整備部営繕課主査 企業・財務課主査 黒田　則行

都市整備部営繕課主査 都市・建築安全課課付 渋谷　典之

都市整備部営繕課主査 産・産業拠点整備課主査 飯野　友博

都市整備部営繕課主査 都市・都市計画課主任 生松　大輔

都市整備部設備課主査 産・産業拠点整備課主査 鈴木　喜弘

都市整備部設備課主査 下・下水道管理課課付 関　栄二

出納総務課主査 北部環境管理事務所担当課長 井口　伸幸

出納総務課主査 男女共同参画推進センター担当課長 辻　真也

会計管理課主査 産・産業支援課主査 春田　信幸

会計管理課主査 企財・改革推進課主査 石川　清

埼玉県労働委員会事務局審査調整課主査 総・総務事務センター主査 川田　まり



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県労働委員会事務局審査調整課主査 福・福祉監査課福祉施設監査員 新舩　洋一

埼玉県収用委員会事務局主査 県民・防犯・交通安全課主査 藤井　政範

埼玉県議会事務局秘書課主査 県営競技事務所主査 桑原　武蔵

埼玉県議会事務局総務課主査 小児医療センター主査 柳川　貴規

埼玉県議会事務局総務課主査 農・森づくり課主査 新井　祐一

埼玉県議会事務局総務課主査 総・統計課主査 小林　一夫

埼玉県議会事務局議事課主査 総・人事課課付 内野　陽則

埼玉県議会事務局議事課主査 西部環境管理事務所担当課長 有山　秀希

埼玉県議会事務局議事課主査 産・産業支援課課付 丸山　英昭

埼玉県議会事務局議事課主査 川越農林振興センター担当課長 柳田　功治

埼玉県議会事務局政策調査課主査 産・勤労者福祉課主査 吉田　和彦

埼玉県監査事務局監査第一課監査員 企財・土地水政策課主査 深澤　寿夫

埼玉県監査事務局監査第一課監査員 収用委員会事務局主査 堀越　稔

埼玉県監査事務局監査第二課監査員 県民・広聴広報課主査 真栄城　薫

埼玉県監査事務局監査第二課監査員 都市・建築安全課主査 青砥　浩

埼玉県人事委員会事務局任用審査課主査 県土・県土整備政策課主査 加藤　秀行

埼玉県人事委員会事務局任用審査課主査 総・人事課主査 星　庸子

埼玉県人事委員会事務局任用審査課主査 議会・総務課主査 鈴木　一真

企業局総務課主査 県民・男女共同参画課主査 江森　昌子

企業局総務課主査（日本水道協会派遣） 新三郷浄水場主任 鷲野　浩介

企業局総務課主査（東京都派遣） 企業・水道業務課主任 杉山　貴志

企業局財務課主査 保・保健医療政策課課付 高柳　寛臣

企業局財務課主査 産・商業支援課主査 飯野　由希子

企業局財務課主査 議会・総務課主査 濱崎　洋

企業局地域整備課主査 県土・道路環境課主任 松村　隆司

企業局水道企画課主査 総・税務課主査 槙　励

企業局水道企画課主査 保・医療整備課主査 渋谷　敦司

企業局水道企画課主査
厚生労働省健康局水道課水道計画指導室
係長

沢上　庄吾

企業局水道企画課主査 行田浄水場担当課長 関根　健司

企業局水道管理課主査 教育・生涯学習文化財課課付 斉藤　正明

企業局水道管理課主査 企業・総務課主査 高橋　修一

企業局水道管理課主査 庄和浄水場担当課長 寺本　光伸

企業局水道管理課主査 行田浄水場担当課長 加藤　政寿



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

病院局経営管理課主査 企財・改革推進課主査 小口　賢

病院局経営管理課主査 県民・ＮＰＯ活動推進課主査 中野　尚揮

病院局経営管理課主査 総・税務課課付 宮下　徹

病院局がんセンター建設課主査 企財・システム管理課主任 福田　智樹

病院局がんセンター建設課主査 小児医療センター看護部看護師長 橋本　環

病院局がんセンター建設課主査 小児医療センター主査 阿部　真治

病院局がんセンター建設課主査 がんセンター主任 山内　辰雄

病院局がんセンター建設課主査 がんセンター主任 千葉　正道

病院局がんセンター建設課主査 がんセンター主任

病院局がんセンター建設課主査 都市・公園スタジアム課課付 倉島　徹

下水道局下水道管理課主査 総・人事課主査 齊藤　浩信

下水道局下水道管理課主査 荒川左岸单部下水道事務所担当課長 内田　富雄

下水道局下水道管理課主査 庄和浄水場担当課長 斉木　規

下水道局下水道管理課主査 中央環境管理事務所担当課長 永島　洋司

下水道局下水道管理課課付（下水道公社
派遣）

大久保浄水場主任 齊藤　浩利

下水道局下水道管理課課付（下水道公社
派遣）

小児医療センター主任 福田　正久

下水道局下水道管理課課付（下水道公社
派遣）

荒川左岸单部下水道事務所主任 大河原　將治

埼玉県单西部地域振興センター担当課長 花と緑の振興センター担当課長 金久保　富治夫

埼玉県单西部地域振興センター担当課長 人委・総務給与課主任 平川　康司

埼玉県県央地域振興センター担当課長 総・人事課主任 渡辺　由起子

埼玉県川越比企地域振興センター担当課
長

本庄農林振興センター担当課長 佐藤　誠一

埼玉県西部地域振興センター担当課長 都市・公園スタジアム課主任 佐藤　幸一

埼玉県西部地域振興センター担当課長 狭山保健所主任 佐野　雅彦

埼玉県北部地域振興センター担当課長 東部環境管理事務所担当部長 今成　博茂

埼玉県北部地域振興センター担当課長 出納総務課主査 川邊　道夫

埼玉県北部地域振興センター担当課長
（本庄地方庁舎駐在）

熊谷家畜保健衛生所担当課長

埼玉県秩父地域振興センター担当課長 秩父環境管理事務所担当課長 逸見　義清

埼玉県浦和県税事務所担当課長 越谷県税事務所主任 阿部　俊也

埼玉県浦和県税事務所担当課長 職業能力開発センター担当課長 太田　昌秀

埼玉県浦和県税事務所担当課長 上尾県税事務所担当課長 関口　扶美夫

埼玉県川口県税事務所担当課長 総・税務課主任 島元　雅之



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県川口県税事務所担当課長 熊谷県税事務所担当課長

埼玉県大宮県税事務所担当課長 上尾県税事務所担当課長 須川　住明

埼玉県大宮県税事務所担当課長 大宮県税事務所担当課長 岩下　富男

埼玉県大宮県税事務所担当課長 大宮県税事務所担当課長 横塚　敏之

埼玉県大宮県税事務所担当課長 大宮県税事務所担当課長 柳沢　正好

埼玉県大宮県税事務所担当課長 大宮県税事務所担当課長 新井　利和

埼玉県大宮県税事務所担当課長 大宮県税事務所担当課長 藤田　裕志

埼玉県大宮県税事務所担当課長 大宮県税事務所担当課長

埼玉県大宮県税事務所担当課長 選挙管理委員会主任 柏本　耕司

埼玉県上尾県税事務所担当課長 がんセンター主査 本木　三恵子

埼玉県上尾県税事務所担当課長 春日部県税事務所担当課長 深野　伸一

埼玉県朝霞県税事務所担当課長 所沢県税事務所主任 岩本　美恵子

埼玉県朝霞県税事務所担当課長 飯能県税事務所担当課長 菊地　貴詩

埼玉県朝霞県税事務所担当課長 西部環境管理事務所担当課長 荒木　潤

埼玉県朝霞県税事務所担当課長 川越県税事務所担当課長 新藤　直美

埼玉県川越県税事務所担当課長 東松山保健所担当課長 斉藤　秀夫

埼玉県川越県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

川越県税事務所担当課長 武井　基洋

埼玉県川越県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

川越県税事務所担当課長 宮井　喜朗

埼玉県川越県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

川越県税事務所担当課長 加藤　あゆみ

埼玉県川越県税事務所担当課長 所沢県税事務所担当課長 上島　直人

埼玉県川越県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

川越県税事務所担当課長 高岸　雄司

埼玉県川越県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

川越県税事務所担当課長 公平　雅俊

埼玉県川越県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

川越県税事務所担当課長 今井　弘文

埼玉県川越県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

川越県税事務所担当課長 横山　裕一

埼玉県所沢県税事務所担当課長 朝霞県税事務所担当課長 野本　弘行

埼玉県所沢県税事務所担当課長 自動車税事務所担当課長 田中　剛

埼玉県所沢県税事務所担当課長 総・税務課主査 大野　晃

埼玉県飯能県税事務所担当課長 浦和県税事務所主任 佐久間　太郎

埼玉県本庄県税事務所担当課長 秩父農林振興センター担当課長 常木　栄市

埼玉県本庄県税事務所担当課長 浦和県税事務所担当課長 小沼　裕

埼玉県本庄県税事務所担当課長 総・特別徴収課税調査課主査 植原　政美



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県熊谷県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

熊谷県税事務所担当課長 原口　文男

埼玉県熊谷県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

熊谷県税事務所担当課長 根岸　和也

埼玉県熊谷県税事務所担当課長 行田県税事務所主任 増尾　峰穂

埼玉県熊谷県税事務所担当課長 保・保健医療政策課主任 金子　潤子

埼玉県熊谷県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

熊谷県税事務所担当課長 石岡　昌恵

埼玉県熊谷県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

熊谷県税事務所担当課長 松本　弘道

埼玉県熊谷県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

熊谷県税事務所担当課長 穂積　利和

埼玉県熊谷県税事務所担当課長兼総務部
税務課主査

熊谷県税事務所担当課長 土屋　和久

埼玉県行田県税事務所担当課長 秩父県税事務所主任 桑原　義範

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 鈴木　博之

埼玉県春日部県税事務所担当課長 川口県税事務所主任 土井　忠国

埼玉県春日部県税事務所担当課長 総・税務課主査 藤村　滋治

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 前田　裕行

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 菊池　理

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 田口　精孝

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 五十嵐　温也

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 関根　美瑞紀

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 平野　順子

埼玉県春日部県税事務所担当課長兼総務
部税務課主査

春日部県税事務所担当課長 藤田　敦行

埼玉県春日部県税事務所担当課長 総・特別徴収課税調査課主査 島田　進

埼玉県越谷県税事務所担当課長 自動車税事務所担当課長 島田　修身

埼玉県越谷県税事務所担当課長 越谷県土整備事務所主任 平野　由紀

埼玉県越谷県税事務所担当課長 総・入札審査課主査 加藤　実

埼玉県自動車税事務所所沢支所担当課長 朝霞県税事務所担当課長 高橋　誓司

埼玉県自動車税事務所担当課長 総・学事課主任 松村　善範

埼玉県自動車税事務所担当課長 川越建築安全センター担当課長 関根　照泰

埼玉県県営競技事務所主査 企業・総務課主任 塩出　貴史

埼玉県県営競技事務所所付（浦和競馬組
合派遣）

農・畜産安全課主査 原　裕



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県平和資料館担当課長 小川げんきプラザ担当課長 長村　光治

埼玉県平和資料館担当課長 所沢高等学校教諭 廣瀬　和義

埼玉県パスポートセンター担当課長 環・資源循環推進課主査 大林　ゆみ子

埼玉県パスポートセンター担当課長 朝霞県税事務所担当課長 井上　隆

埼玉県パスポートセンター担当課長 消費生活支援センター担当課長 畠山　力子

埼玉県パスポートセンター担当課長 さいたま農林振興センター担当課長 武井　礼子

埼玉県パスポートセンター担当課長 保・国保医療課主任 工藤　直人

埼玉県パスポートセンター熊谷支所担当
課長

鴻巣保健所担当課長 岡島　和子

埼玉県婦人相談センター担当課長 企業・総務課主任 金子　美樹子

埼玉県男女共同参画推進センター担当課
長

さいたま県土整備事務所担当課長 西村　栄次

埼玉県男女共同参画推進センター担当課
長

県民・青尐年課主任 水野　奈津代

埼玉県消費生活支援センター担当課長 総・管財課主任 白野　健一

埼玉県消費生活支援センター担当課長 環・大気環境課主任 相良　純子

埼玉県消費生活支援センター春日部担当
課長

越谷県税事務所担当課長 坂　弥生

埼玉県消防学校担当課長 行田浄水場担当課長 久保田　知江

埼玉県防災航空センター担当課長 環・資源循環推進課主任 木島　康博

埼玉県中央環境管理事務所担当課長 環・水環境課主任 茂木　亨

埼玉県中央環境管理事務所担当課長 環・産業廃棄物指導課主任 岡田　寛昭

埼玉県西部環境管理事務所担当課長 川越農林振興センター担当課長 小松　和代

埼玉県西部環境管理事務所担当課長 消費生活支援センター担当課長 阿久沢　理恵

埼玉県西部環境管理事務所担当課長
環境省総合環境政策局環境経済課製品対
策係長

増田　直人

埼玉県西部環境管理事務所担当課長 県土・用地課主任 土井　直樹

埼玉県東松山環境管理事務所担当課 環・大気環境課主任 吉原　忍

埼玉県秩父環境管理事務所担当課長 東松山環境管理事務所担当課長 柴岡　伸明

埼玉県秩父環境管理事務所担当課長 秩父保健所担当課長 富田　幸一

埼玉県秩父環境管理事務所担当課長 西関東連絡道路建設事務所担当課長 若林　太嘉志

埼玉県北部環境管理事務所担当課長 北部環境管理事務所担当課長 河原塚　智恵子

埼玉県北部環境管理事務所担当課長 保・保健医療政策課主任 楡井　隆広

埼玉県越谷環境管理事務所担当課長 西部環境管理事務所主任 井村　俊彦

埼玉県越谷環境管理事務所担当課長 環・温暖化対策課主査 石島　哲也

埼玉県東部環境管理事務所担当課長 春日部農林振興センター担当課長 丸山　匡



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県東部環境管理事務所担当課長 環・自然環境課主査 高野　滋彦

埼玉県環境科学国際センター担当課長 東松山農林振興センター担当課長 小林　良一

埼玉県環境整備センター担当課長 都市・営繕課主査 浅賀　祐一郎

埼玉県環境整備センター担当課長 秩父県土整備事務所担当課長 駒井　正

埼玉県東部中央福祉事務所担当課長 都市・都市整備政策課主任 竹井　敦

埼玉県西部福祉事務所担当課長 福・社会福祉課主査 小川　幸男

埼玉県北部福祉事務所担当課長 熊谷建築安全センター担当課長

埼玉県北部福祉事務所担当課長 熊谷児童相談所担当課長 佐藤　勇

埼玉県総合リハビリテーションセンター
担当課長

福・障害者自立支援課主任

埼玉県総合リハビリテーションセンター
医療局リハビリテーション部言語聴覚科
副技師長

総合リハビリテーションセンター主任 土井　由美子

埼玉県総合リハビリテーションセンター
担当課長

総合リハビリテーションセンター主任 戸板　三枝子

埼玉県総合リハビリテーションセンター
看護師長

循環器・呼吸器病センター看護部看護師
長

金子　好子

埼玉県総合リハビリテーションセンター
担当課長

企業・財務課主査 嶋田　稔夫

埼玉県総合リハビリテーションセンター
担当課長

総・入札執行課主査 広瀬　正道

埼玉県中央児童相談所担当課長 中央児童相談所主任 真下　泰子

埼玉県中央児童相談所担当課長 埼玉学園担当課長 小村方　正

埼玉県中央児童相談所担当課長 川越児童相談所担当課長 國井　美歌

埼玉県中央児童相談所担当課長 東部中央福祉事務所担当課長 石井　孝高

埼玉県单児童相談所担当課長 单児童相談所主任 小菅　さおり

埼玉県单児童相談所担当課長
総合リハビリテーションセンター担当課
長

須藤　邦子

埼玉県单児童相談所担当課長 中央児童相談所主任 沼田　孝司

埼玉県单児童相談所担当課長 川越児童相談所主任 鈴木　誠記

埼玉県川越児童相談所担当課長 越谷児童相談所主任 廣岡　優佳

埼玉県所沢児童相談所担当課長 单児童相談所担当課長 石川　雅子

埼玉県所沢児童相談所担当課長 熊谷児童相談所担当課長 浅野　雅子

埼玉県所沢児童相談所担当課長 議会・議事課主任 中村　雄樹

埼玉県熊谷児童相談所担当課長 東部中央福祉事務所主任 加藤　寛

埼玉県熊谷児童相談所担当課長 川越児童相談所主任 大井川　澄人

埼玉県越谷児童相談所担当課長 单児童相談所主任 岩下　令子

埼玉学園担当課長 埼玉学園主任 佐藤　雄介



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県川口保健所担当課長 幸手保健所担当課長 米元　菜穂美

埼玉県川口保健所担当課長 春日部保健所主任 井ケ田　輝美

埼玉県川口保健所担当課長 保・薬務課主査 池上　信義

埼玉県川口保健所担当課長 春日部保健所主任 大町　美穂

埼玉県川口保健所担当課長 熊谷保健所担当課長 進藤　数敏

埼玉県朝霞保健所担当課長 病院・経営管理課主査 多田　道之

埼玉県朝霞保健所担当課長 狭山保健所担当課長 澁木　優子

埼玉県春日部保健所担当課長 朝霞保健所担当課長 山中　歩

埼玉県春日部保健所担当課長 川口保健所担当課長 篠原　眞由美

埼玉県春日部保健所担当課長 草加保健所担当課長 橋本　尚子

埼玉県春日部保健所担当課長 鴻巣保健所担当課長 藤森　由美子

埼玉県春日部保健所担当課長 幸手保健所担当課長 多和田　ルミ子

埼玉県春日部保健所担当課長 草加保健所主任 牧野　美紀

埼玉県春日部保健所担当課長 農・畜産安全課主任 原嶋　敦司

埼玉県草加保健所担当課長 食肉衛生検査センター北部支所担当課長 門脇　徹

埼玉県鴻巣保健所担当課長 本庄保健所担当課長 加藤　敦子

埼玉県鴻巣保健所担当課長 朝霞保健所主任 飯野　悦子

埼玉県東松山保健所担当課長 西部福祉事務所担当課長 小花　茂

埼玉県東松山保健所担当課長 所沢児童相談所担当課長 水村　晴雄

埼玉県東松山保健所担当課長 熊谷保健所担当課長 志水　純子

埼玉県東松山保健所担当課長 熊谷保健所担当課長 藤井　恵子

埼玉県坂戸保健所担当課長 動物指導センター主任 松本　ちひろ

埼玉県狭山保健所担当課長 精神保健福祉センター主査 斎藤　秀一

埼玉県狭山保健所担当課長 保・健康づくり支援課主査 田島　貴子

埼玉県狭山保健所担当課長 保・生活衛生課主査 吉安　美穗

埼玉県加須保健所担当課長 本庄保健所担当課長 川田　朊子

埼玉県加須保健所担当課長 加須保健所主任 安藤　千鶴子

埼玉県幸手保健所担当課長 川口保健所担当課長 須田　桃子

埼玉県幸手保健所担当課長 警察・厚生課主査 植竹　真弓

埼玉県幸手保健所所付（白岡町派遣） 春日部保健所担当課長 内田　みき

埼玉県熊谷保健所担当課長 東松山保健所担当課長 吉田　昌子

埼玉県熊谷保健所担当課長 狭山保健所担当課長 加藤　新一朗

埼玉県熊谷保健所担当課長 秩父保健所担当課長 川島　健司



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県熊谷保健所担当課長 坂戸保健所担当課長 笹本　史

埼玉県熊谷保健所担当課長 保・薬務課主査 小池　真弓

埼玉県本庄保健所担当課長 秩父県土整備事務所担当課長 根岸　邦佳

埼玉県本庄保健所担当課長 秩父保健所担当課長 桑原　由美子

埼玉県秩父保健所担当課長 秩父福祉事務所担当課長 新井　光男

埼玉県秩父保健所担当課長 熊谷保健所担当課長 小島　貴子

埼玉県衛生研究所専門研究員 保・保健医療政策課課付 濱田　佳子

埼玉県衛生研究所専門研究員 衛生研究所主任 近　真理奈

埼玉県立高等看護学院講師 保・医療整備課主査 関口　千嘉子

埼玉県立高等看護学院講師 小児医療センター主査 鈴木　真由美

埼玉県動物指導センター单支所担当課長 熊谷保健所担当課長 福田　郡盛

埼玉県計量検定所担当課長 計量検定所主任 井沢　昌行

埼玉県創業・ベンチャー支援センター担
当課長

保・保健医療政策課主任 高橋　明子

埼玉県創業・ベンチャー支援センター担
当課長

産・産業労働政策課主任 上野　暁

埼玉県立中央高等技術専門校主任職業訓
練指導員

川口高等技術専門校主任職業訓練指導員 柳沼　克彦

埼玉県立中央高等技術専門校主任職業訓
練指導員

中央高等技術専門校主任 植野　隆

埼玉県立川口高等技術専門校担当課長 川越高等技術専門校担当課長 田口　次郎

埼玉県立川越高等技術専門校担当課長 川越高等技術専門校主任職業訓練指導員 藤田　敦

埼玉県立川越高等技術専門校主任職業訓
練指導員

川口高等技術専門校担当課長 小堀　清代志

埼玉県立川越高等技術専門校主任職業訓
練指導員

川口高等技術専門校主任職業訓練指導員 生田目　信人

埼玉県立熊谷高等技術専門校主任職業訓
練指導員

産・産業人材育成課主査 正木　亨

埼玉県立春日部高等技術専門校担当課長 熊谷高等技術専門校主任職業訓練指導員 野中　英彦

埼玉県立春日部高等技術専門校主任職業
訓練指導員

春日部高等技術専門校主任 平賀　章

埼玉県立職業能力開発センター担当課長
職業能力開発センター主任職業訓練指導
員

渡辺　正子

埼玉県立職業能力開発センター主任職業
訓練指導員

保・保健医療政策課主査 岡野　則子

埼玉県立職業能力開発センター担当課長 産・就業支援課主査 野沢　貴代子

埼玉県さいたま農林振興センター担当課
長

川越農林振興センター担当課長 杉田　淳

埼玉県さいたま農林振興センター担当課
長

農業大学校助教授 中野　治

埼玉県さいたま農林振興センター担当課
長

大里農林振興センター主任 金井　小貴子



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県さいたま農林振興センター担当課
長

川越農林振興センター担当課長 神庭　仁

埼玉県さいたま農林振興センター担当課
長

第一水道整備事務所担当課長 野口　俊男

埼玉県川越農林振興センター担当課長 さいたま農林振興センター主任

埼玉県川越農林振興センター担当課長 環・水環境課主査 持木　克之

埼玉県川越農林振興センター担当課長 さいたま農林振興センター担当課長 鈴木　知子

埼玉県川越農林振興センター担当課長 農業大学校助教授 野崎　敦彦

埼玉県川越農林振興センター担当課長 農林総合研究センター主任 田中　江里

埼玉県川越農林振興センター担当課長 所沢県税事務所担当課長 保坂　武

埼玉県川越農林振興センター担当課長 環・みどり再生課主査

埼玉県川越農林振興センター担当課長 農・森づくり課主査 山田　寛和

埼玉県東松山農林振興センター担当課長 危・消防防災課主任 森　幹夫

埼玉県東松山農林振興センター担当課長 農・農業政策課主任 鈴木　秀保

埼玉県東松山農林振興センター担当課長 大里農林振興センター担当課長 村田　大樹

埼玉県東松山農林振興センター担当課長 加須農林振興センター担当課長 小野　敬弘

埼玉県東松山農林振興センター担当課長 加須農林振興センター担当課長 遠藤　浩

埼玉県東松山農林振興センター担当課長 加須農林振興センター主任 五十川　克彦

埼玉県東松山農林振興センター担当課長 農・農村整備課主任 雨宮　克行

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 秩父高原牧場担当課長 小池　政男

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 飯能県土整備事務所担当課長 加藤　和夫

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 東松山農林振興センター担当課長 西川　武

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 川越農林振興センター担当課長 吉田　充

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 農・森づくり課主査 形山　修一郎

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 川越農林振興センター担当課長 内藤　栄

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 農・森づくり課主査 栗原　良徳

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 秩父県土整備事務所主任 加藤　健伸

埼玉県秩父農林振興センター担当課長 川越農林振興センター担当課長 高野　由可理

埼玉県本庄農林振興センター担当課長 本庄農林振興センター担当課長 杉山　正幸

埼玉県本庄農林振興センター担当課長 東松山農林振興センター担当課長 山本　和雄

埼玉県本庄農林振興センター担当課長 熊谷家畜保健衛生所担当課長 田口　清明

埼玉県本庄農林振興センター担当課長 農・生産振興課主査 高橋　正浩

埼玉県本庄農林振興センター担当課長 農村整備計画センター担当課長 鈴木　美代子

埼玉県大里農林振興センター担当課長 農・生産振興課主任



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県大里農林振興センター担当課長 北部地域振興センター担当課長 平塚　信行

埼玉県大里農林振興センター担当課長 大里農林振興センター担当課長 西村　芳枝

埼玉県大里農林振興センター担当課長 農・農業支援課主査 吉田　健一

埼玉県大里農林振興センター担当課長 農業大学校助教授 田口　富士雄

埼玉県大里農林振興センター担当課長 農林総合研究センター専門研究員 佐々木　順子

埼玉県大里農林振興センター担当課長 都市・市街地整備課主査 内田　好信

埼玉県大里農林振興センター担当課長 本庄農林振興センター主任 松本　光雄

埼玉県大里農林振興センター担当課長 秩父農林振興センター担当課長 上原　弘志

埼玉県加須農林振興センター担当課長 東松山農林振興センター担当課長 豊田　卓芳

埼玉県加須農林振興センター担当課長 本庄農林振興センター担当課長 加藤　智

埼玉県加須農林振興センター担当課長 春日部農林振興センター担当課長 遠藤　紀浩

埼玉県加須農林振興センター担当課長 春日部農林振興センター担当課長 村田　博

埼玉県加須農林振興センター担当課長 農・農村整備課主査 木村　眞司

埼玉県加須農林振興センター担当課長 東松山農林振興センター主任

埼玉県加須農林振興センター担当課長 杉戸県土整備事務所担当課長 小倉　輝男

埼玉県春日部農林振興センター担当課長 花と緑の振興センター担当課長 石垣　佳男

埼玉県春日部農林振興センター担当課長 さいたま農林振興センター担当課長 前島　秀明

埼玉県春日部農林振興センター担当課長 川越農林振興センター主任 後藤　進

埼玉県春日部農林振興センター担当課長 農村整備計画センター担当課長 秋葉　一雄

埼玉県春日部農林振興センター担当課長 農・農村整備課主任 池ノ上　純代

埼玉県病害虫防除所担当課長 農・農村整備課主任 秋場　浩

埼玉県川越家畜保健衛生所担当課長 中央家畜保健衛生所担当課長 加島　恭美

埼玉県川越家畜保健衛生所担当課長 県営競技事務所所付 山本　信義

埼玉県熊谷家畜保健衛生所担当課長 大里農林振興センター担当課長 三友　好子

埼玉県熊谷家畜保健衛生所担当課長 中央家畜保健衛生所担当課長 福田　昌治

埼玉県秩父高原牧場担当課長 秩父地域振興センター担当課長 福島　孝枝

埼玉県農業大学校担当課長 病害虫防除所担当課長 鈴木　文彦

埼玉県農業大学校助教授 さいたま農林振興センター担当課長 相沢　一男

埼玉県農業大学校助教授 春日部農林振興センター担当課長

埼玉県農業大学校助教授 春日部農林振興センター担当課長 舟田　一与

埼玉県農業大学校助教授 加須農林振興センター主任 布施　幸宏

埼玉県農林総合研究センター専門研究員 花と緑の振興センター担当課長

埼玉県農林総合研究センター担当課長 熊谷県土整備事務所担当課長 時田　文夫



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県農林総合研究センター専門研究員 農林総合研究センター主任 中村　嘉之

埼玉県花と緑の振興センター担当課長 さいたま県土整備事務所担当課長 新井　茂

埼玉県寄居林業事務所担当課長 川越農林振興センター担当課長 小林　晴彦

埼玉県寄居林業事務所担当課長 寄居林業事務所主任 川本　充孝

埼玉県農村整備計画センター担当課長 本庄農林振興センター担当課長 沼尻　文明

埼玉県農村整備計画センター担当課長 本庄農林振興センター担当課長 田尾　正明

埼玉県農村整備計画センター担当課長 春日部農林振興センター担当課長 富岡　誠

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 朝霞県土整備事務所主任 関口　道行

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 川越農林振興センター担当課長 菅原　宏行

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 加須農林振興センター担当課長 江袋　雅通

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 越谷県土整備事務所担当課長

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 総合治水事務所主任 佐竹　宣憲

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 都市・都市計画課主査 柴崎　進一

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 県土・水辺再生課主査 岡松　泰弘

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 県土・用地課主任 杉山　学

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 県土・道路街路課主任 小森　敏

埼玉県さいたま県土整備事務所担当課長 越谷県土整備事務所担当課長 小山　淳

埼玉県朝霞県土整備事務所担当課長 県土・建設管理課主査

埼玉県朝霞県土整備事務所担当課長 県土・道路環境課主査 秋山　泰輝

埼玉県朝霞県土整備事務所担当課長 西部環境管理事務所主任 岡本　波留海

埼玉県朝霞県土整備事務所担当課長 企業・水道業務課主査 青木　雄二

埼玉県北本県土整備事務所担当課長 県土・道路環境課主査 小林　純一

埼玉県北本県土整備事務所担当課長 越谷県土整備事務所担当課長 小川　雅良

埼玉県川越県土整備事務所担当課長 越谷県土整備事務所主任 奥重　裕貴

埼玉県川越県土整備事務所担当課長 さいたま県土整備事務所主任 大島　一広

埼玉県川越県土整備事務所担当課長 県土・道路街路課主査 嶝口　博文

埼玉県川越県土整備事務所担当課長 県土・河川砂防課主査 武田　敦弘

埼玉県川越県土整備事務所担当課長 県土・河川砂防課課付 永島　昇

埼玉県川越県土整備事務所担当課長 秩父県土整備事務所担当課長 乾　武史

埼玉県飯能県土整備事務所担当課長 東松山県土整備事務所担当課長 小峯　宏道

埼玉県飯能県土整備事務所担当課長 東松山県土整備事務所担当課長 岩崎　勝

埼玉県飯能県土整備事務所担当課長 朝霞県土整備事務所担当課長 小野　章介

埼玉県飯能県土整備事務所担当課長 さいたま県土整備事務所担当課長 永井　英喜



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県飯能県土整備事務所担当課長 新三郷浄水場主任 百海　学

埼玉県東松山県土整備事務所担当課長 熊谷県土整備事務所担当課長 高橋　正

埼玉県東松山県土整備事務所担当課長 循環器・呼吸器病センター主査 斉藤　弘

埼玉県東松山県土整備事務所担当課長 飯能県土整備事務所担当課長 鈴木　正史

埼玉県東松山県土整備事務所担当課長 飯能県土整備事務所担当課長 村田　隆史

埼玉県東松山県土整備事務所担当課長 総合技術センター主査

埼玉県秩父県土整備事務所担当課長 飯能県土整備事務所主任 中山　洋

埼玉県秩父県土整備事務所担当課長 本庄県土整備事務所主任 金子　哲夫

埼玉県秩父県土整備事務所担当課長 北部福祉事務所担当課長 濱田　則二

埼玉県秩父県土整備事務所担当課長 飯能県土整備事務所担当課長 新井　敏史

埼玉県秩父県土整備事務所担当課長 熊谷県土整備事務所担当課長 吉澤　和也

埼玉県秩父県土整備事務所担当課長 総合技術センター主査 新井　寿之

埼玉県秩父県土整備事務所担当課長 熊谷県土整備事務所担当課長 太幡　行男

埼玉県本庄県土整備事務所担当課長 大里農林振興センター担当課長 小島　勝

埼玉県本庄県土整備事務所担当課長 熊谷県土整備事務所担当課長 加藤　隆司

埼玉県本庄県土整備事務所担当課長 行田県税事務所担当部長 斉藤　茂

埼玉県本庄県土整備事務所担当課長 西関東連絡道路建設事務所担当課長 強矢　善一

埼玉県本庄県土整備事務所担当課長 行田県土整備事務所担当課長 富岡　元吉

埼玉県本庄県土整備事務所担当課長 行田県土整備事務所担当課長 岡本　敬助

埼玉県熊谷県土整備事務所担当課長 総合技術センター主査 伊藤　茂

埼玉県熊谷県土整備事務所担当課長 消防学校担当課長 間篠　周一

埼玉県熊谷県土整備事務所担当課長 行田県土整備事務所担当課長 棚沢　清一

埼玉県熊谷県土整備事務所担当課長 東松山県土整備事務所担当課長 大澤　照男

埼玉県熊谷県土整備事務所担当課長 本庄県土整備事務所担当課長 松本　順之

埼玉県熊谷県土整備事務所担当課長 川越県土整備事務所担当課長 桑原　泰之

埼玉県熊谷県土整備事務所担当課長 県土・道路街路課主任 飯島　伸幸

埼玉県行田県土整備事務所担当課長 本庄県税事務所担当課長 大屋　正

埼玉県行田県土整備事務所担当課長 東部中央福祉事務所担当課長 栗藤　勤

埼玉県行田県土整備事務所担当課長 県土・用地課課付 斉藤　浩

埼玉県行田県土整備事務所担当課長 北本県土整備事務所担当課長 菅原　博

埼玉県行田県土整備事務所担当課長 県土・建設管理課主査 古茂田　裕一

埼玉県行田県土整備事務所担当課長 県土・道路政策課課付 高橋　英樹

埼玉県行田県土整備事務所担当課長 杉戸県土整備事務所担当課長 木村　由紀夫



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 福・子育て支援課主任 安部　伊麿

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 県土・建設管理課主任 内野　匡

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 都市・市街地整備課主査 平川　篤雄

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 県土・道路政策課主査 水谷　信哉

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 都市・都市計画課主査 木村　暢宏

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 総合治水事務所担当課長 田鍋　等

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 総合治水事務所担当課長 奥隅　健

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 総・入札執行課主査 松本　和也

埼玉県越谷県土整備事務所担当課長 荒川右岸下水道事務所主任 田端　勝

埼玉県杉戸県土整備事務所担当課長 環・資源循環推進課主査 倉持　均

埼玉県杉戸県土整備事務所担当課長 さいたま県土整備事務所主任 嶋村　勝美

埼玉県杉戸県土整備事務所担当課長 東松山県土整備事務所主任 吉田　光宏

埼玉県杉戸県土整備事務所担当課長 さきたま史跡の博物館担当課長

埼玉県総合技術センター主査 都市・市街地整備課主査 小野寺　貴郎

埼玉県総合技術センター主査 本庄県土整備事務所主任 井上　幸治

埼玉県総合技術センター主査（熊谷県土
整備事務所駐在）

越谷県土整備事務所担当課長 金子　喜一

埼玉県総合技術センター主査（熊谷県土
整備事務所駐在）

行田県土整備事務所主任 村田　隆夫

埼玉県西関東連絡道路建設事務所担当課
長

本庄県土整備事務所担当課長 新井　鮮一

埼玉県西関東連絡道路建設事務所担当課
長

都市・田園都市づくり課主査 宮下　公成

埼玉県総合治水事務所担当課長 越谷県土整備事務所担当課長 梶ヶ谷　秀之

埼玉県総合治水事務所担当課長 杉戸県土整備事務所担当課長 石田　正樹

埼玉県総合治水事務所担当課長 越谷県土整備事務所担当課長 遠藤　一浩

埼玉県八潮新都市建設事務所担当課長 川越県土整備事務所主任

埼玉県大宮公園事務所担当課長
総合リハビリテーションセンター担当課
長

藤倉　宣明

埼玉県大宮公園事務所担当課長 川越県土整備事務所担当課長

埼玉県大宮公園事務所担当課長 大宮公園事務所担当課長 山田　均

埼玉県川越建築安全センター担当課長 川越建築安全センター担当課長 国分　政勝

埼玉県川越建築安全センター担当課長 熊谷建築安全センター主任 藤田　順子

埼玉県川越建築安全センター担当課長 パスポートセンター川越支所担当課長 塩野谷　喜代美

埼玉県熊谷建築安全センター担当課長 越谷建築安全センター主任 佐藤　誠子

埼玉県熊谷建築安全センター担当課長 大宮県税事務所担当課長 高橋　貴和



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県熊谷建築安全センター担当課長 都市・市街地整備課主任 青木　淳

埼玉県熊谷建築安全センター担当課長 営繕工事事務所主任 荻原　健次

埼玉県熊谷建築安全センター担当課長
（秩父駐在）

都市・建築安全課主任

埼玉県越谷建築安全センター担当課長 営繕工事事務所主任 茂木　孝久

埼玉県越谷建築安全センター担当課長
（杉戸駐在）

がんセンター主査 関口　弘之

埼玉県営繕工事事務所担当課長 都市・住宅課主査 谷津　智彰

埼玉県営繕工事事務所担当課長 都市・建築安全課主任 山本　たかし

埼玉県営繕工事事務所担当課長 都市・設備課主査 茂木　直

埼玉県地域整備事務所担当課長 企業・水道整備課主査 江田　寿泰

埼玉県大久保浄水場担当課長 庄和浄水場担当課長 児玉　陽市郎

埼玉県大久保浄水場担当課長 庄和浄水場担当課長 三田村　一行

埼玉県大久保浄水場担当課長 行田浄水場主任 山内　康正

埼玉県大久保浄水場担当課長 荒川右岸下水道事務所主任 齋藤　清志

埼玉県大久保浄水場担当課長 保・生活衛生課主任 梨木　義春

埼玉県庄和浄水場担当課長 危・消防防災課主査 萩原　正明

埼玉県庄和浄水場担当課長 大久保浄水場担当課長 渡部　修一

埼玉県庄和浄水場担当課長 新三郷浄水場担当課長 杉田　裕

埼玉県庄和浄水場担当課長 行田浄水場主任 風間　雄介

埼玉県庄和浄水場担当課長 吉見浄水場担当課長 山本　敏郎

埼玉県行田浄水場担当課長 利根地域振興センター担当課長 会田　佳子

埼玉県行田浄水場担当課長 大久保浄水場担当課長 飯塚　重男

埼玉県行田浄水場担当課長 新三郷浄水場担当課長 武藤　規雄

埼玉県行田浄水場担当課長 新三郷浄水場担当課長 須賀　繁明

埼玉県行田浄水場担当課長 庄和浄水場担当課長 中川　朊宏

埼玉県行田浄水場担当課長 企業・水道施設課主任 走出　真

埼玉県行田浄水場担当課長 地域整備事務所担当課長 小暮　博之

埼玉県新三郷浄水場担当課長 県民・ＮＰＯ活動推進課課付 大河原　昭彦

埼玉県新三郷浄水場担当課長 大久保浄水場担当課長 山中　義夫

埼玉県新三郷浄水場担当課長 企業・水道整備課主査 斉藤　匡央

埼玉県新三郷浄水場担当課長 飯能県土整備事務所担当課長 諸田　昌幸

埼玉県新三郷浄水場担当課長 企業・水道施設課主任 林　玄

埼玉県新三郷浄水場担当課長 第一水道整備事務所主任 袈裟丸　大



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県新三郷浄水場担当課長 中川下水道事務所主任 黒崎　威晴

埼玉県吉見浄水場担当課長 行田浄水場担当課長 小林　悟

埼玉県吉見浄水場担当課長 大久保浄水場主任 黒河内　昭夫

埼玉県吉見浄水場担当課長 企業・水道業務課主任 若山　宏

埼玉県水質管理センター担当課長 衛生研究所主任 緒形　季之

埼玉県第一水道整備事務所担当課長 大久保浄水場担当課長 阿部　博

埼玉県第一水道整備事務所担当課長 大久保浄水場担当課長 岸本　貴志

埼玉県第二水道整備事務所担当課長 第一水道整備事務所担当課長 福原　孝明

埼玉県立循環器・呼吸器病センター放射
線技術部副技師長

循環器・呼吸器病センター主任 村田　孝弘

埼玉県立循環器・呼吸器病センター検査
技術部副技師長

がんセンター検査技術部副技師長 小林　康人

埼玉県立循環器・呼吸器病センター検査
技術部副技師長

循環器・呼吸器病センター主任 小池　真由美

埼玉県立循環器・呼吸器病センター薬剤
部副技師長

がんセンター薬剤部副技師長 三宮　忠

埼玉県立循環器・呼吸器病センター看護
部看護師長

がんセンター主査

埼玉県立循環器・呼吸器病センター看護
部看護師長

高等看護学院講師 工藤　富士子

埼玉県立循環器・呼吸器病センター主査 農・農業政策課主任 鈴木　康弘

埼玉県立循環器・呼吸器病センター主査 行田県土整備事務所担当課長

埼玉県立がんセンター放射線技術部副技
師長

循環器・呼吸器病センター放射線技術部
副技師長

腰塚　慎二

埼玉県立がんセンター検査技術部副技師
長

循環器・呼吸器病センター検査技術部副
技師長

舟橋　光政

埼玉県立がんセンター主査 がんセンター主任 池田　真弓

埼玉県立がんセンター看護部看護師長
循環器・呼吸器病センター看護部看護師
長

金井　和美

埼玉県立がんセンター主査 がんセンター主任 鈴木　理子

埼玉県立がんセンター看護部看護師長 がんセンター主査 荒井　みゆき

埼玉県立がんセンター主査 精神医療センター看護部看護師長 遠田　百合子

埼玉県立がんセンター主査 循環器・呼吸器病センター主査 湯本　佐喜子

埼玉県立がんセンター主査 総・人事課主任 岩渕　草太

埼玉県立がんセンター主査 総・統計課主任 松丸　秀之

埼玉県立がんセンター主査 企財・システム管理課主任 新井　啓司

埼玉県立小児医療センター放射線技術部
副技師長

小児医療センター主任 山口　明

埼玉県立小児医療センター検査技術部副
技師長

がんセンター主任 大谷　真澄



【主幹級・主査級】

新任命職 現職 氏名

埼玉県立小児医療センター薬剤部副技師
長

小児医療センター主任 齋藤　恭子

埼玉県立小児医療センター主査
総合リハビリテーションセンター担当課
長

秋山　桜子

埼玉県立小児医療センター看護部看護師
長

高等看護学院講師 村井　敬子

埼玉県立小児医療センター主査 小児医療センター主任 曽我　貴子

埼玉県立小児医療センター看護部看護師
長

循環器・呼吸器病センター看護部看護師
長

酒巻　恵美子

埼玉県立小児医療センター主査 産・観光課主任 礒崎　秀夫

埼玉県立小児医療センター主査 下・下水道管理課主任 片柳　久彦

埼玉県立小児医療センター主査 パスポートセンター担当課長 神山　静男

埼玉県立精神医療センター検査部副技師
長

循環器・呼吸器病センター検査技術部副
技師長

真田　正美

埼玉県立精神医療センター主査 小児医療センター主査 鈴木　泰子

埼玉県立精神医療センター看護部看護師
長

保・医療整備課主査 富永　利夫

埼玉県立精神医療センター主査 企財・企画総務課主任 伊佐山　武宏

埼玉県立精神医療センター主査 福・高齢介護課主任 吉川　和義

埼玉県荒川左岸单部下水道事務所担当課
長

中央環境管理事務所担当課長 竹迫　浩幸

埼玉県荒川左岸单部下水道事務所担当課
長

川越県土整備事務所担当課長 五十嵐　守

埼玉県荒川左岸单部下水道事務所担当課
長

大久保浄水場主任 新井　一将

埼玉県荒川左岸北部下水道事務所担当課
長

環・大気環境課主査 竹石　正一

埼玉県中川下水道事務所担当課長 越谷県土整備事務所主任 石川　淳

退職（環境省へ） 西部環境管理事務所主任 川端　直樹

退職（厚生労働省へ） 産・就業支援課主査 小森　孝広

退職（厚生労働省へ） 熊谷児童相談所主任 今井　健治

退職（内閣府へ） 本庄農林振興センター主任 平岡　三浩

退職（厚生労働省へ） 第二水道整備事務所主任 加藤　幸生


