
新　任　命　職 現　　職 氏　　名

○特別職

(4名)

副知事 (公営企業管理者) 奥野　立

副知事 (総務部長) 飯島　寛

公営企業管理者 (産業労働部長) 立川　吉朗

病院事業管理者 (小児医療センター病院長) 岩中　督
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

【知事部局】

○部長級

(16名)

総合調整幹 (労働委員会事務局長) 加藤　和男

企画財政部参事 (病院局長) 砂川　裕紀

総務部長 (総務部参事兼副部長) 高柳　三郎

総務部税務局長（部長級） (総務部税務局長) 上木　雄二

保健医療部長 (保健医療部参事兼衛生研究所長) 本多　麻夫

保健医療部参与（再任用） (保健医療部長) 三田　一夫

産業労働部長 (産業労働部参事兼副部長) 渡辺　充

農林部長 (農林部副部長) 篠崎　豊

県土整備部長 (県土整備部副部長) 西成　秀幸

都市整備部長 (下水道局長) 野川　達哉

埼玉県労働委員会事務局長 (企画財政部地域政策局長) 土田　保浩

埼玉県東京事務所長 (企画財政部改革政策局長) 萩原　由浩

県民生活部部付（いきいき埼玉理事長） (環境部副部長) 岡崎　守

農林部部付（農林公社理事長） (農林部副部長) 松村　一郎

県土整備部部付（土地開発公社理事長兼道路
公社理事長）

(都市整備部長) 福島　浩之

都市整備部部付（住宅供給公社副理事長） (病院局病院建設部長) 吉田　弘行
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

○副部長級

(37名)

企画財政部副部長 (企財・財政課長) 堀光　敦史

企画財政部改革政策局長 (総・人事課長) 小野寺　亘

企画財政部地域政策局長 (企財・計画調整課長)

企画財政部参事兼交通政策課長 (企財・交通政策課長) 竹島　晃

企画財政部参与（再任用） (企財・ＩＴ統括幹) 山口　均

総務部副部長 (都市整備部部付) 高橋　謙

総務部参事兼税務課長 (総・税務課長)

県民生活部副部長 (都市整備部副部長) 杉野　勝也

県民生活部スポーツ局長 (環境部副部長) 山野　均

県民生活部参与（再任用） (県民生活部スポーツ局長) 久保　正美

環境部副部長 (西部環境管理事務所長) 永島　裕久

環境部副部長 (小児医療センター事務局長) 森　美秀

福祉部少子化対策局長 (県民・国際課長) 小池　要子

保健医療部副部長 (福祉部少子化対策局長) 奥山　秀

産業労働部副部長 (総務省自治行政局公務員部公務員
課理事官)

石川　英寛

農林部副部長 (環・環境政策課長) 牧　千瑞

農林部副部長 (農・農業政策課長)

県土整備部副部長 (がんセンター事務局長) 須藤　喜弘

県土整備部副部長 (県土・道路政策課長) 中村　一之

都市整備部副部長 (埼玉高速鉄道（株）代表取締役常
務)

武藤　彰

都市整備部副部長 (総合調整幹) 五味　昭一

埼玉県東部地域振興センター所長 (出納総務課長) 酒井　英治

埼玉県県央地域振興センター所長 (精神医療センター事務局長) 小林　清剛

埼玉県川越比企地域振興センター所長 (企財・土地水政策課長) 勝村　直久

埼玉県北部地域振興センター所長 (監査事務局副事務局長兼監査第一
課長)

武井　大介

埼玉県パスポートセンター所長 (福・福祉監査課長) 岡村　和典

埼玉県西部環境管理事務所長 (環境部参事兼水環境課長) 葛西　聡

埼玉県総合リハビリテーションセンター事務
局長

(総合リハビリテーションセンター
福祉局長)

秋葉　典和

埼玉県衛生研究所長 (狭山保健所長) 中島　守

埼玉県さいたま農林振興センター所長 (農・農村整備課長) 大図　早孝

埼玉県秩父農林振興センター所長 (農・農業ビジネス支援課長) 強瀬　道男
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

埼玉県農業技術研究センター所長 (秩父農林振興センター所長) 中畝　正夫

埼玉県さいたま県土整備事務所長 (県土・道路街路課長) 濱川　敦

埼玉県秩父県土整備事務所長 (東松山県土整備事務所長) 森田　好一

埼玉県熊谷県土整備事務所長 (総・入札課長) 山田　隆弘

産業労働部部付（産業振興公社専務理事） (企業・総務課長) 前沢　幸男

都市整備部部付（公園緑地協会専務理事） (北部地域振興センター所長) 新井　勝己
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

○課所長級（本庁）

(75名)

総合調整幹 (川島町副町長) 若林　昌善

総合調整幹 (神川町副町長) 古平　渉

企画財政部計画調整課長 (企財・計画調整課政策幹) 堀口　幸生

企画財政部財政課長 (企財・市町村課長) 德重　覚

企画財政部情報システム課長 (保・保健医療政策課調整幹) 横田　淳一

企画財政部地域政策課長 (県民・文化振興課長) 福田　哲也

企画財政部市町村課長 (人事委員会事務局副事務局長) 石井　貴司

企画財政部土地水政策課長 (企業・地域整備課長) 鈴木　柳蔵

総務部行政監察幹 (環・環境政策課調整幹) 佐々木　亨

総務部副参事 (総・職員健康支援課副課長) 小島原　將直

総務部部付（浦和競馬組合総務課長） (総・行政監察幹) 益城　英一

総務部部付（浦和競馬組合業務課長） (農業技術研究センター部長) 渡辺　喜正

総務部部付（彩の国さいたま人づくり広域連
合事務局政策管理部長）

(危・危機管理課長) 加藤　信次

総務部部付（彩の国さいたま人づくり広域連
合事務局人材開発部長）

(環・みどり自然課長) 豊田　雅裕

総務部人事課長 (保・医療整備課長) 表　久仁和

総務部職員健康支援課長 (川越比企地域振興センター副所
長)

宍戸　佳子

総務部学事課長 (教育・財務課長)

総務部入札課長 (県土・道路環境課副課長) 伊田　恒弘

総務部入札課技術評価幹 (県土・河川砂防課副課長) 見留　満裕

総務部入札審査課長 (企財・情報システム課長) 黒坂　和実

県民生活部部付（いきいき埼玉業務執行理事
兼事務局長）

(消費生活支援センター所長) 飯岡　広子

県民生活部部付（国際交流協会業務執行理事
兼事務局長）

(川越比企地域振興センター東松山
事務所長)

鈴木　健史

県民生活部文化振興課長 (総合調整幹) 横内　ゆり

県民生活部国際課長 (秩父地域振興センター副所長) 島田　邦弘

県民生活部スポーツ振興課長 (教育・生徒指導課長) 依田　英樹

県民生活部ラグビーワールドカップ2019大会
課長

(企財・企画総務課調整幹) 都丸　久

県民生活部オリンピック・パラリンピック課
長

(危・消防防災課副課長) 斎藤　勇一

県民生活部消費生活課長 (農・農産物安全課長) 田中　誠

危機管理防災部消防防災政策幹 (産業技術総合センター産業技術情
報幹)

柿間　淳

危機管理防災部危機管理課長 (産・金融課長) 目良　聡

環境部環境政策課長 (保・健康長寿課長) 矢島　謙司
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

環境部エコタウン環境課長 (近代美術館副館長) 高柳　正行

環境部水環境課長 (環・産業廃棄物指導課長) 田中　淑子

環境部産業廃棄物指導課長 (東松山環境管理事務所長) 酒井　辰夫

環境部みどり自然課長 (総務省大臣官房秘書課課長補佐) 古賀　祐子

福祉部部付（社会福祉事業団嵐山郷事務局
長）

(福祉部部付) 武田　一彦

福祉部部付（社会福祉事業団障害者交流セン
ター所長）

(福・障害者福祉推進課長) 荻原　和代

福祉部部付（社会福祉協議会事務局長兼福祉
事業局長）

(保・国保医療課長) 梶ヶ谷　信之

福祉部部付（深谷赤十字病院事務部長） (総・入札審査課長) 寺井　誠一

福祉部障害者福祉推進課長 (総・職員健康支援課長) 根岸　章王

福祉部障害者支援課長 (福祉部部付) 和泉　芳広

福祉部福祉監査課長 (福祉部部付) 関口　修宏

福祉部少子政策課長 (厚生労働省年金局事業企画課企画
調整官)

髙島　章好

福祉部こども安全課長 (三芳町副町長) 西村　朗

保健医療部保健医療政策課長 (総・学事課長) 三須　康男

保健医療部保健医療政策課感染症対策幹 (幸手保健所長) 田中　良明

保健医療部国保医療課長 (寄居町副町長) 井部　徹

保健医療部医療整備課長 (保・保健医療政策課政策幹) 唐橋　竜一

保健医療部医療人材課長 (保・医療整備課副課長) 番場　宏

保健医療部健康長寿課長 (県民・オリンピック・パラリン
ピック課長)

清水　雅之

保健医療部疾病対策課長 (保・疾病対策課副課長) 芦村　達哉

保健医療部生活衛生課長 (狭山保健所副所長) 市川　克己

保健医療部薬務課長 (熊谷保健所副所長) 天下井　昭

産業労働部部付（産業文化センター業務執行
理事兼事務局長）

(産・産業労働政策課副課長) 碓井　誠一

産業労働部部付（産業振興公社主席調査役）
（再任用）

(産業労働部部付) 岩田　靖人

産業労働部金融課長 (企財・地域政策課長) 竹中　健司

産業労働部就業支援課長 (教育・魅力ある高校づくり課長) 佐藤　卓史

農林部部付（農林公社参事兼種苗センター所
長）

(農・農産物安全課副課長) 川岸　正人

農林部農業政策課長 (農林水産省農村振興局整備部土地
改良企画課課長補佐)

前田　幸永

農林部農業ビジネス支援課長 (茶業研究所長) 小畑　幹

農林部農産物安全課長 (さいたま農林振興センター所長) 齊藤　倫夫

農林部農村整備課長 (大里農林振興センター副所長) 林　淳一

県土整備部道路政策課長 (都市・田園都市づくり課長) 福島　英雄

県土整備部道路街路課長 (西関東連絡道路建設事務所長) 金子　勉
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

都市整備部部付（公園緑地協会所沢航空記念
公園管理事務所長）

(所沢県税事務所長) 岩田　真一

都市整備部部付（住宅供給公社技監） (総・管財課副課長) 知久　裕之

都市整備部部付（住宅供給公社事務局長兼総
務部長）

(総務部部付) 高橋　健

都市整備部都市整備政策課長 (福・障害者支援課長) 末柄　勝朗

都市整備部田園都市づくり課長 (都市・公園スタジアム課副課長) 落合　誠

都市整備部公園スタジアム課長 (総・入札課技術評価幹) 北田　健夫

都市整備部建築安全課長 (都市・住宅課長) 白石　明

都市整備部住宅課長 (都市・営繕課長) 柳沢　孝之

都市整備部営繕課長 (都市・建築安全課長) 楢原　徹

出納総務課長 (県民・消費生活課長) 山本　好志

埼玉県収用委員会事務局長 (県民・ラグビーワールドカップ大
会課長)

西村　実
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

○課所長級（地域機関）

(54名)

埼玉県南部地域振興センター副所長 (県民・広聴広報課調整幹) 佐藤　慶朗

埼玉県川越比企地域振興センター副所長 (自動車税事務所大宮支所長) 萩　豊

埼玉県川越比企地域振興センター東松山事務
所長

(都市整備部部付) 猪俣　利和

埼玉県利根地域振興センター副所長 (加須農林振興センター副所長) 山崎　清孝

埼玉県秩父地域振興センター副所長 (保・医療整備課副課長) 秋山　純

埼玉県所沢県税事務所長 (企財・計画調整課副課長) 片桐　徹也

埼玉県本庄県税事務所長 (自動車税事務所副所長) 大島　清

埼玉県春日部県税事務所長 (福祉部部付) 飯野　正

埼玉県自動車税事務所大宮支所長 (パスポートセンター川越支所長)

埼玉県男女共同参画推進センター所長 (総・人事課副課長) 澁澤　幸

埼玉県消費生活支援センター所長 (男女共同参画推進センター所長) 村上　文子

埼玉県消防学校長 (春日部高等技術専門校長) 星野　守

埼玉県東松山環境管理事務所長 (環・産業廃棄物指導課副課長) 成尾　耕治

埼玉県北部環境管理事務所長 (環・水環境課副課長) 斉藤　龍司

埼玉県環境科学国際センター事務局長 (県民・広聴広報課副課長) 小田　恵美

埼玉県北部福祉事務所長 (福・少子政策課副課長) 大木　正仁

埼玉県総合リハビリテーションセンター事務
局副局長兼福祉局長

(総務部部付) 太田　晴彦

埼玉県中央児童相談所長 (所沢児童相談所長) 広瀬　正幸

埼玉県所沢児童相談所長 (川越児童相談所副所長) 西川　達男

埼玉県熊谷児童相談所長 (北部福祉事務所長) 新井　由基夫

埼玉県草加保健所長 (東京都江東区城東保健相談所長) 中山　由紀

埼玉県坂戸保健所長 (草加保健所長) 田邊　博義

埼玉県狭山保健所長 (坂戸保健所長) 川南　勝彦

高等看護学院長 (小児医療センター看護部長) 黒田　京子

埼玉県動物指導センター所長 (保・食品安全課副課長) 篠宮　哲彦

埼玉県食肉衛生検査センター所長 (保・生活衛生課長) 三田　和正

埼玉県食肉衛生検査センター北部支所長 (食肉衛生検査センター副所長) 小林　精一郎

埼玉県産業技術総合センター副センター長兼
企画・総務室長（再任用）

(産業技術総合センター室長) 正能　修一

埼玉県立川越高等技術専門校長 (産・就業支援課長) 三宅　瑞絵

埼玉県立春日部高等技術専門校長 (産・企業立地課副課長) 草野　忠幸

埼玉県東松山農林振興センター副所長 (企財・土地水政策課副課長) 稲場　康仁
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

埼玉県東松山農林振興センター副所長 (農・農業ビジネス支援課副課長) 福島　恵美子

埼玉県秩父農林振興センター副所長 (下・下水道管理課副課長) 荻野　英世

埼玉県秩父農林振興センター副所長 (寄居林業事務所森林研究室長) 藤田　伸一

埼玉県大里農林振興センター副所長 (農業技術研究センター副所長) 鹿沼　浩

埼玉県大里農林振興センター副所長 (農・農村整備課副課長) 細川　学範

埼玉県加須農林振興センター副所長 (利根地域振興センター副所長) 有山　達也

埼玉県加須農林振興センター副所長 (農・生産振興課副課長)

埼玉県農業技術研究センター副所長 (パスポートセンター春日部支所
長)

小野　和義

埼玉県農業技術研究センター副所長 (農・農業支援課副課長) 志水　久夫

埼玉県川越家畜保健衛生所長 (総務部部付) 島野　知二

埼玉県茶業研究所長 (農・農業政策課副課長) 横塚　正一

埼玉県水産研究所長 (農・生産振興課副課長) 梅沢　一弘

埼玉県北本県土整備事務所長 (総合技術センター技術指導幹) 新井　哲也

埼玉県東松山県土整備事務所長 (都市・公園スタジアム課長) 高師　功

埼玉県行田県土整備事務所長 (県土・河川砂防課副課長)

埼玉県総合技術センター企画技術幹 (八潮新都市建設事務所長) 野呂瀬　貞隆

埼玉県総合技術センター技術指導幹 (都市・市街地整備課課付) 鳴海　太郎

埼玉県総合技術センター主席工事検査員 (熊谷県土整備事務所副所長) 河野　明博

埼玉県西関東連絡道路建設事務所長 (県土・道路政策課副課長) 細田　隆

埼玉県総合治水事務所長 (総合技術センター主席工事検査
員)

埼玉県八潮新都市建設事務所長 (都市・市街地整備課副課長) 大熊　孝

埼玉県川越建築安全センター所長 (病院・経営管理課副課長) 高橋　浩行

埼玉県熊谷建築安全センター所長 (病院・小児医療センター建設課副
課長)

大谷　茂
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

【埼玉県議会事務局】

○課所長級

(2名)

議会事務局総務課長 (本庄県税事務所長) 仲山　良二

議会事務局図書室長 (秘書課調整幹) 高草木　文雄

【埼玉県監査事務局】

○課所長級

(2名)

監査事務局副事務局長兼監査第一課長 (監査・監査第二課長) 小林　貞雄

監査事務局監査第二課長 (都市整備部部付) 磯田　忠夫

【埼玉県人事委員会事務局】

○課所長級

(1名)

人事委員会事務局副事務局長兼総務給与課長 (総務部部付) 野口　典孝
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

【埼玉県企業局】

○部長級

(1名)

企業局長 (都市整備部副部長) 諏訪　修之

○課所長級（本庁）

(5名)

企業局主席工事検査員 (企業・地域整備課副課長) 岡田　和也

企業局総務課長 (病院・小児医療センター建設課
長)

中山　昌克

企業局財務課長 (病院・小児医療センター建設課副
課長)

松塚　研一

企業局地域整備課長 (環・エコタウン環境課長) 松山　謙一

企業局水道管理課長 (吉見浄水場長) 松永　和高

○課所長級（地域機関）

(3名)

埼玉県行田浄水場長 (水道整備事務所長) 久保田　満

埼玉県吉見浄水場長 (企業・水道管理課副課長) 桐ケ谷　富夫

埼玉県水道整備事務所長 (企業局主席工事検査員) 大嶋　靖之
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

【埼玉県病院局】

○部長級

(2名)

埼玉県病院局長 (保健医療部副部長) 関本　建二

埼玉県立小児医療センター病院長 (小児医療センター副病院長) 小川　潔

○副部長級

(4名)

埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局長 (東部地域振興センター所長) 佐藤　正信

埼玉県立がんセンター事務局長 (議会・総務課長) 山瀬　陽一郎

埼玉県立小児医療センター事務局長 (保・保健医療政策課長) 阿部　隆

埼玉県立精神医療センター事務局長 (パスポートセンター所長)

○課所長級（本庁）

(1名)

病院局経営管理課技術幹 (都市・公園スタジアム課副課長) 松井　直行

○課所長級（地域機関）

(1名)

埼玉県立小児医療センター副病院長 (小児医療センター形成外科長) 渡邊　彰二
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新　任　命　職 現　　職 氏　　名

【埼玉県下水道局】

○部長級

(1名)

下水道局長 (秩父県土整備事務所長) 新井　伸二

○課所長級（地域機関）

(1名)

埼玉県荒川左岸北部下水道事務所長 (下・下水道事業課副課長) 長嶝　俊広
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