
【部長級・副部長級】

新任命職 現職 氏名

知事室長 県民生活部長 土屋 綱男

総合調整幹 産業労働部副部長 山中 融

企画財政部参事兼副部長 企画財政部副部長 中野 晃

埼玉県東京事務所長 県民生活部副部長 夏目 真由美

県民生活部長 危機管理防災部長 吉野 淳一

県民生活部部付（いきいき埼玉理事長） 都市整備部副部長 関本 和正

危機管理防災部長 病院局長 福島 亨

環境部長 総合調整幹 畠山 真一

保健医療部長 監査事務局長 奥野 立

農林部長 埼玉県立大学理事兼事務局長 山 次郎

農林部部付（農林公社理事長） 農林部長 海北 晃

県土整備部長 都市整備部長 岩 康夫

都市整備部長 総務部契約局長 南沢 郁一郎

都市整備部部付（住宅供給公社副理事
長）

人事委員会事務局長 中田 隆

監査事務局長 企業局管理担当部長 久保井 利憲

人事委員会事務局長 食品安全局長 堀口 雅彦

病院局長 企画財政部改革政策局長 小島 敏幸

埼玉県立がんセンター病院長 がんセンター副病院長 田中 洋一

総合調整幹（再任用） 総合調整幹 星野 弘志

退職（（株）さいたまリバーフロンティ
アへ）

県民生活部部付 櫻井 正彦

退職（（株）テレビ埼玉へ） 報道長 福島 

退職（埼玉県立大学へ） 保健医療部副部長 伏野 誠

報道長 県民・広聴広報課長 荒井 康博

参事兼秘書課長 秘書課長 吉浦 伸和

企画財政部改革政策局長 県民生活部副部長 粟生田 邦夫

企画財政部参事兼情報企画課長 企財・情報企画課長 山口 均

企画財政部参事兼交通政策課長
国土交通省鉄道局鉄道業務政策課駅機能
高度化推進室長

川口 泉

埼玉県南部地域振興センター所長 企財・企画総務課長 伊東 弘道

埼玉県南西部地域振興センター所長 議会・議事課長 児嶋 辰男

埼玉県利根地域振興センター所長 保健医療部部付 清水 英孝

総務部契約局長 秩父県土整備事務所長 秋山 幸男

埼玉県さいたま県税事務所長 総・税務課長 木 久雄

埼玉県自動車税事務所長 人委・副事務局長 石橋 正二郎

総務部部付（彩の国さいたま人づくり広
域連合事務局長兼自治人材開発センター
所長兼自治セミナーハウス館長）

パスポートセンター所長 永井 邦夫
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県民生活部副部長 埼玉高速鉄道（株）代表取締役常務 平野 豊実

県民生活部副部長 福祉部部付 淺川 共子

県民生活部部付 県民生活部部付 加藤 隆男

埼玉県パスポートセンター所長 産業労働部部付 滝上 秀人

県民生活部部付（いきいき埼玉理事兼事
務局長兼県民活動総合センター所長兼高
齢者いきがい支援センター所長兼シル
バー人材センター連合事務局長）

産業労働部部付 後閑 小径

埼玉県中央環境管理事務所長 危・化学保安課長 川 政明

埼玉県環境科学国際センター事務局長 企財・計画調整課長 櫻井 郁夫

福祉部副部長 福祉部部付 鈴木 豊彦

福祉部部付（社会福祉事業団理事長） 福・福祉政策課長 田島 浩

保健医療部副部長 福祉部副部長 奥沢 信一

食品安全局長 福・高齢介護課長 手嶋 顕久

保健医療部参事兼健康長寿課長 保・保健医療政策課長 牧野 文

埼玉県春日部保健所長 狭山保健所長 原 繁

埼玉県衛生研究所長 春日部保健所長 大村 外志隆

保健医療部部付（新座市健康増進部部
付）

産・産業人材育成課長 小林 一彦

産業労働部副部長 創業・ベンチャー支援センター所長 立川 吉朗

埼玉県産業技術総合センター副センター
長兼室長

産業技術総合センター副センター長 鈴木 康之

産業労働部部付（産業振興公社専務理
事）

産・産業労働政策課長 小川 良和

埼玉県東松山農林振興センター所長 農・畜産安全課長 北野 俊明

埼玉県秩父農林振興センター所長 農林部部付 古屋 宏樹

埼玉県大里農林振興センター所長 加須農林振興センター所長 根本 洋介

埼玉県加須農林振興センター所長 農・農村整備課長 小倉 敬翁

農林部部付（農林公社常務理事兼企画管
理局長）

加須農林振興センター副所長 堀越 一男

埼玉県秩父県土整備事務所長 熊谷県土整備事務所長 酒巻 和彦

埼玉県熊谷県土整備事務所長 行田県土整備事務所長 田 学

都市整備部副部長 病院局がんセンター建設部長 川越 晃

都市整備部副部長 危・危機管理課長 茂木 皇治

病院局病院建設部長 都市・営繕課長 新井 康夫

埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務
局長

産・勤労者福祉課長 高橋 利雄

企業局管理担当部長 利根地域振興センター所長 内田 正夫

企業局水道担当部長 大久保浄水場長 佐野 義隆

埼玉県大久保浄水場長 企業・水道管理課長 酒井 健
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下水道局局付（下水道公社理事兼本社技
師長）

都市・公園スタジアム課長 佐生 和彦

退職（国土交通省へ） 企画財政部参事兼交通政策課長 西村 大司

退職（埼玉高速鉄道（株）へ） 産・企業立地課長 星野 喜治


