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さいたま市人事異動内示について 

 

 

本日、令和２年４月１日付け等さいたま市の人事異動内示を行いました。 

 

１ 基本的な考え方 

  本市がこれまで取り組んできた「上質な生活都市」づくり、「東日本の中枢都市」

づくりを更に進めるため、これらの担い手となる職員の意欲、適性、能力などを考

慮し、人事評価結果や自己申告等を活用した効果的な人事配置を行いました。 

 

２ 配置方針 

（１）施策実現のための適正な人事配置 

   権限移譲や法令改正、社会情勢の変化などによる業務量の増加のほか、業務の

効率化やシステム化などによる業務量の減少といった変化に応じて、選択と集中

による人員配置により、簡素で効率的な行政体制の維持に努め、真に必要な人事

配置を行いました。 

    

（２）人事評価結果及び自己申告制度の活用 

   人事評価結果を活用した昇任昇格を実施し、優れた能力・顕著な実績のある職

員については、経験年数にとらわれることなく積極的に登用を行いました。 

   また、自己申告制度の活用により、職員の意向をできる限り反映した人事配置

に努めました。 

 

（３）スペシャリスト専任職制度の実施 

   職員の意向や適性を尊重し、資質・能力を最大限に引き出すことでより効率的

な市民サービスの向上を図り、効果的な人材育成及び人事配置を実現するため、

庁内公募を実施して、高度な専門性が必要な特定の職域に職務分野に精通した職

員（スペシャリスト専任職）を配置しました。 



 

（４）庁内公募の実施 

   職員の意欲を反映し、組織の活性化を進め、ひいては市民サービスの一層の向

上を図るため、また、東日本大震災及び平成 30 年７月豪雨等による被災地を支援

するための公募を行い、５人を配置及び派遣することとしました。 

 

（５）女性職員及び若手職員の積極的な登用 

   女性活躍の推進を図るため、女性職員の能力や適性を踏まえ、引き続き政策立

案部門を始めとする職域の拡大、管理監督職への積極的な登用に努めました。 

   また、慣例や固定概念にとらわれない柔軟な発想、そして、常に挑戦し改革に

取り組む姿勢を活かすことにより組織の活性化を図るため、若手職員を積極的に

登用しました。 

 

（６）ジョブローテーションの実施 

   長期間在課（おおむね経験５年以上）する職員や入職後３年に達する若手職員

について、多様な部門を経験させることにより、職員の能力開発や組織の活性化

を図るため、所属内の職位や年齢構成、経験年数のバランスに配慮しながら優先

的に配置換えを行いました。 

   一方、税・福祉など専門性が高い分野には、経験を有する職員を継続して配置

することで、業務の安定性を確保しました。 

 

（７）再任用職員の活用 

   再任用職員の経験・知識・技術を最大限活用するため、正規職員が担っている

窓口業務等に積極的に配置しました。 

   また、重要事業等を所管する各局等に局長・部長級経験者である「参与」を配

置し、再任用職員のより効果的な活用を図りました。 

 

（８）本庁と区役所間等の人事異動の推進 

   組織力の向上、幅広い視野や行政経験を備えた職員を育成するため、引き続き、

本庁と区役所間等の人事異動を積極的に実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 



３ 職位別異動職員数 
 

職位 異動者数（人） 

局長級 ２７人 （  ３人） 

部長級 ４６人 （  ４人） 

次長級 １３８人 （ １１人） 

課長級 ２２３人 （ ５１人） 

課長補佐級 ３６６人 （ ８３人） 

係長級 ６８２人 （１７３人） 

主任級 １８３人 （ ３２人） 

医療職 １１９人 （１０１人） 

その他 ４７５人 （ ９６人） 

新規採用 ４０６人 （２４０人） 

計 ２，６６５人  （７９４人） 

（  ）内は女性数 

 

 

    

 

 



さいたま市人事異動

令和２年３月３１日付け　定年退職
（局長級）

所属等 氏名
都市戦略本部長 真々田　和男
総務局長 山　正弘
財政局理事　北部市税事務所長事務取扱い 関根　徹
スポーツ文化局長 蓬田　潔
保健福祉局長 清水　恒男
都市局長 望月　健介
建設局長 土取　均
西区役所区長 岡村　彰
北区役所区長 阿久津　基
大宮区役所区長 会田　浩一
桜区役所区長 立石　弘之
浦和区役所区長 山岸　千枝子
会計管理者　出納室長事務取扱い 國谷　ひとみ
消防長（消防局長） 新藤　純治

（部長級）
所属等 氏名

環境局資源循環推進部長 武井　誠
都市局都心整備部長 岡田　和男
西区役所副区長　くらし応援室長事務取扱い 奥山　清也
大宮区役所副区長　くらし応援室長事務取扱い 柳橋　毅
見沼区役所副区長　くらし応援室長事務取扱い 杉山　誠
中央区役所副区長　くらし応援室長事務取扱い 森田　金哉
南区役所副区長　くらし応援室長事務取扱い 松井　雅之

（次長級）
所属等 氏名

建設局北部建設事務所参事　用地課長事務取扱い 染井　洋二
建設局南部建設事務所次長 齋藤　透
北区役所区民生活部長 関根　晋
大宮区役所健康福祉部長 椚　達也
中央区役所区民生活部長 大木　喜之
南区役所区民生活部参事　区民課長事務取扱い 金井　利夫
南区役所健康福祉部長 塚田　芳則
岩槻区役所健康福祉部長 利根川　和弘

（課長級）
所属等 氏名

子ども未来局幼児未来部保育課副参事 大塚　裕子
子ども未来局幼児未来部保育課尾間木保育園長 吉住　薫
子ども未来局幼児未来部保育課大東保育園長 関川　智子
子ども未来局幼児未来部保育課針ヶ谷保育園長 大畑　美幸
子ども未来局幼児未来部保育課上大久保保育園長 田中　典子
子ども未来局幼児未来部保育課桜木保育園長 吉田　知江子
子ども未来局幼児未来部保育課東大成保育園長 徳光　美保子
子ども未来局幼児未来部保育課天沼保育園長 羽有　直美
子ども未来局幼児未来部保育課上小保育園長 柄沢　幸子
子ども未来局幼児未来部保育課東大宮保育園長 山崎　典子
子ども未来局幼児未来部保育課七里東保育園長 武笠　幸子
子ども未来局幼児未来部保育課春野保育園長 犬走　俊子
子ども未来局幼児未来部保育課美幸保育園長 中野　邦子
子ども未来局総合療育センターひまわり学園育成課副参事 山本　洋子
環境局資源循環推進部東清掃事務所長 田口　信一
経済局農業政策部農業者トレーニングセンター所長 北岡　功
建設局建築部建築行政課長 後藤　寛径
西区役所区民生活部三橋支所長 吉田　広明
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所属等 氏名
見沼区役所区民生活部春岡支所長 矢部　敏江
中央区役所健康福祉部福祉課長 吉田　勉
中央区役所健康福祉部保健センター所長 小林　正史
岩槻区役所区民生活部東岩槻支所長 田口　正

（医療職）
所属等 氏名

保健福祉局医務監　市立病院長事務取扱い 窪地　淳

保健福祉局市立病院長補佐 山藤　和夫
保健福祉局市立病院長補佐　兼　診療部小児科部長 佐藤　清二
保健福祉局市立病院診療部精神科部長 仙波　純一

保健福祉局市立病院診療部副院長　兼　患者支援センター所長 小川　裕美子

保健福祉局市立病院看護部副看護部長 永澤　規子

令和２年３月３１日付け　退職
（部長級）

所属等 氏名
スポーツ文化局スポーツ部長 大沢　男

（次長級）
所属等 氏名

子ども未来局子ども家庭総合センター次長　総務課長事務取扱い 田中　孝

（課長級）
所属等 氏名

総務局総務部法務・コンプライアンス課副参事 和田　学
見沼区役所区民生活部東大宮支所長 田中　あけ美
桜区役所区民生活部土合支所長 齋藤　健康

令和２年３月３１日付け　退職（帰任）
（次長級）

所属等 氏名
子ども未来局子ども家庭総合センター参事 関　龍浩
建設局土木部参事 瀧澤　孝至

（課長級）
所属等 氏名

財政局税務部収納対策課副参事 平野　由紀
財政局北部市税事務所納税課副参事 片庭　正男
保健福祉局保健所食品衛生課長 曽根　正洋
環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課副参事 河内　宏嗣

（医療職）
所属等 氏名

保健福祉局保健部地域医療課長 中村　梨絵子

22



さいたま市人事異動 令和２年４月１日付け

（局長級）
新 氏名 現

理事（秘書担当） 井山　剛之 理事  市長公室長事務取扱い

理事（広報広聴・シティセールス担当） 作田　克江 理事　市長公室広報監事務取扱い

都市戦略本部理事  情報政策部長事務取扱い 緑川　誠一郎 都市戦略本部情報政策部長

総務局長 後藤　昌章 総務局理事  総務部長事務取扱い

総務局危機管理監 矢部　武 総務局危機管理部長

スポーツ文化局長 大西　起由 スポーツ文化局理事  文化部長事務取扱い

保健福祉局長 木村　政夫 緑区役所区長

都市局長 長谷川　俊正 都市局理事

都市局理事（総合調整担当）  都市計画部長事務
取扱い

土屋　愛自 都市局都市計画部長

建設局長 反町　央 建設局理事

建設局理事（総合調整担当） 村上　孔 建設局土木部長

西区役所区長 神田　正一 市民局市民生活部長

北区役所区長 永井　正 経済局農業政策部長

大宮区役所区長 町田　孝良 保健福祉局福祉部長

桜区役所区長 池田　智二 桜区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い

浦和区役所区長 佐藤　真奈子 保健福祉局保健部長

緑区役所区長 阿部　幸子 緑区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い

会計管理者  出納室長事務取扱い 田沼　明 総務局危機管理監

消防長（消防局長） 林　一浩 消防局総務部長

（部長級）
新 氏名 現

市長公室長 小島　豪彦 市長公室副理事

市長公室広報監 今井　啓江 桜区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い

都市戦略本部都市経営戦略部副理事（調整担当） 池田　喜樹 都市戦略本部都市経営戦略部参事

都市戦略本部未来都市推進部副理事（環境未来都
市推進担当）

浜崎　宏治 都市戦略本部情報政策部参事

都市戦略本部東京事務所長 須田　久美子 市長公室副理事

総務局総務部長 穂刈　浩 総務局総務部参事  総務課長事務取扱い

総務局総務部行政管理監 岡野　敏和 財政局北部市税事務所参事  納税課長事務取扱い

総務局危機管理部長 小田嶋　哲 子ども未来局子ども育成部長

総務局危機管理部副理事（危機管理担当） 許斐　輝幸 総務局危機管理部参事

財政局北部市税事務所長 小川　栄一 財政局税務部参事  収納対策課長事務取扱い

市民局市民生活部長 織田　真由美
市民局市民生活部参事  コミュニティ推進課長事
務取扱い
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新 氏名 現

スポーツ文化局スポーツ部長 神田　篤 都市戦略本部未来都市推進部副理事

スポーツ文化局文化部長 野口　敦史
スポーツ文化局文化部参事  文化振興課長事務取
扱い

保健福祉局保健部長 星野　公男 保健福祉局保健部参事  健康増進課長事務取扱い

保健福祉局保健部副理事（保健担当） 今野　弘美
保健福祉局保健部副理事（スマートウエルネスさ
いたま・受動喫煙対策担当）

保健福祉局福祉部長 中村　満良 西区役所健康福祉部長

子ども未来局子ども育成部長 加藤　治
子ども未来局子ども育成部参事　子育て支援政策
課長事務取扱い

環境局環境共生部長 西林　正文 都市戦略本部都市経営戦略部副理事

環境局資源循環推進部長 池田　一江
環境局資源循環推進部参事  資源循環政策課長事
務取扱い

経済局農業政策部長 下村　勝己 都市局都市計画部参事  都市公園課長事務取扱い

都市局都心整備部長 大嶋　武 都市局都市計画部参事  開発調整課長事務取扱い

都市局南部都市・公園管理事務所長 竹澤　喜一 都市局北部都市・公園管理事務所次長

建設局土木部長 小泉　勉 建設局北部建設事務所長

建設局北部建設事務所長 山本　達雄 建設局北部建設事務所次長

西区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 田　正明 教育委員会事務局学校教育部次長

北区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 林　祐樹 議会局議事調査部長

大宮区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 平野　和弘 建設局建築部参事  住宅政策課長事務取扱い

見沼区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 田中　久也
保健福祉局市立病院病院経営部参事  病院施設管
理課長事務取扱い

中央区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 近藤　裕司 総務局総務部行政管理監

桜区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 関口　清規 保健福祉局福祉部参事

南区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 細井　博明 南区役所区民生活部長

緑区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 金子　正史 都市局南部都市・公園管理事務所長

岩槻区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い 長谷川　司 市長公室参事  広報課長事務取扱い

（次長級）
新 氏名 現

市長公室参事  秘書課長事務取扱い 石井　幸人 市長公室秘書課長

都市戦略本部都市経営戦略部参事（分権・広域行
政担当）

石塚　正歳 スポーツ文化局スポーツ部スポーツイベント課長

都市戦略本部情報政策部参事（ＩＣＴ政策担当） 石　博幸
保健福祉局長寿応援部参事  介護保険課長事務取
扱い

都市戦略本部情報政策部参事（統計情報担当） 加藤　武 緑区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い

都市戦略本部未来都市推進部参事（鉄道戦略担
当）

中山　幸一
市民局市民生活部参事  市民生活安全課長事務取
扱い

総務局総務部参事  法務・コンプライアンス課長
事務取扱い

梶原　継夫 総務局総務部法務・コンプライアンス課長

総務局総務部参事  行政透明推進課長事務取扱い 徳永　康洋 スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室副参事

総務局人事部参事  人材育成課長事務取扱い 栗原　ゆり 総務局人事部人材育成課長

総務局危機管理部次長 田中　真澄
消防局中央消防署副署長  兼  管理指導課（中
央）課長
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新 氏名 現

総務局危機管理部参事（防災担当） 松田　圭司 財政局税務部参事  固定資産税課長事務取扱い

財政局契約管理部参事  工事検査課長事務取扱い 龍田　元志
建設局北部建設事務所参事  下水道管理課長事務
取扱い

財政局南部市税事務所参事  納税課長事務取扱い 小柳　昌彦 財政局南部市税事務所納税課長

市民局市民生活部参事  コミュニティ推進課長事
務取扱い

五島　みゆき 子ども未来局子ども育成部青少年育成課長

市民局市民生活部参事（男女共同参画推進担当） 丸屋　美智代
市民局市民生活部消費生活総合センター副参事
岩槻消費生活センター所長事務取扱い

市民局市民生活部参事  市民協働推進課長事務取
扱い

金子　芳久 経済局商工観光部商業振興課長

市民局市民生活部参事  消費生活総合センター所
長事務取扱い

塚越　龍彦 市民局市民生活部消費生活総合センター所長

スポーツ文化局文化部参事（公益財団法人さいた
ま市文化振興事業団派遣）

荒井　光弘
都市局都市計画部自転車まちづくり推進課副参事
車両対策事務所長事務取扱い

スポーツ文化局文化部参事  岩槻人形博物館副館
長事務取扱い

川田　泰則 スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館副館長

保健福祉局保健部参事  大宮聖苑管理事務所長事
務取扱い

田中　広典
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所
長

保健福祉局福祉部参事  障害政策課長事務取扱い 大畑　真二
市民局市民生活部参事  市民協働推進課長事務取
扱い

保健福祉局福祉部参事（埼玉県後期高齢者医療広
域連合派遣）

川角　聡
保健福祉局長寿応援部参事  いきいき長寿推進課
長事務取扱い

保健福祉局長寿応援部参事  高齢福祉課長事務取
扱い

山崎　勝 保健福祉局長寿応援部高齢福祉課長

保健福祉局長寿応援部参事  いきいき長寿推進課
長事務取扱い

野　一徳 スポーツ文化局文化部参事

保健福祉局長寿応援部参事  介護保険課長事務取
扱い

横川　康夫 岩槻区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い

保健福祉局市立病院病院経営部参事  病院施設管
理課長事務取扱い

赤沼　茂雄
環境局資源循環推進部参事  大崎清掃事務所長事
務取扱い

保健福祉局市立病院病院経営部参事  医事課長事
務取扱い

若林　学 保健福祉局市立病院病院経営部医事課長

保健福祉局健康科学研究センター次長 山本　順二 出納室次長  出納課長事務取扱い

子ども未来局子ども育成部参事  子育て支援政策
課長事務取扱い

安部　健一
保健福祉局健康科学研究センター参事  保健科学
課長事務取扱い

子ども未来局幼児未来部参事（幼児教育担当） 岡村　洋彦 大谷場東小学校長

子ども未来局子ども家庭総合センター次長  総務
課長事務取扱い

金子　賢二 子ども未来局子ども家庭総合センター参事

子ども未来局子ども家庭総合センター参事（児童
相談所担当）

菅原　智行 埼玉県警察本部

子ども未来局子ども家庭総合センター参事  南部
児童相談所長事務取扱い

北里　大介 子ども未来局子ども家庭総合センター参事

子ども未来局子ども家庭総合センター参事（南部
児童相談所担当）

塚田　啓二 見沼区役所健康福祉部参事  支援課長事務取扱い

子ども未来局総合療育センターひまわり学園参事
療育センターさくら草所長事務取扱い

清水　泰
子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育
センターさくら草所長

環境局環境共生部参事  環境対策課長事務取扱い 市川　浩之 保健福祉局健康科学研究センター環境科学課長

環境局資源循環推進部参事  資源循環政策課長事
務取扱い

瀧口　智 西区役所健康福祉部参事  福祉課長事務取扱い

環境局資源循環推進部参事  産業廃棄物指導課長
事務取扱い

黒沢　茂男 環境局環境共生部参事  環境対策課長事務取扱い

環境局資源循環推進部参事  西清掃事務所長事務
取扱い

松本　純一 環境局資源循環推進部西清掃事務所長

環境局資源循環推進部参事  東清掃事務所長事務
取扱い

小枝　英一郎 中央区役所くらし応援室副参事

経済局商工観光部参事  商業振興課長事務取扱い 原田　冬彦
市長公室参事  シティセールス推進課長事務取扱
い

経済局農業政策部参事  農業者トレーニングセン
ター所長事務取扱い

島　正巳 浦和区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い

都市局都市計画部次長 篠崎　靖夫 都市局都心整備部次長
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都市局都市計画部参事  交通政策課長事務取扱い 立石　一弘
都市局まちづくり推進部浦和西部まちづくり事務
所長

都市局都市計画部参事  自転車まちづくり推進課
長事務取扱い

代田　智之 都市戦略本部未来都市推進部副参事

都市局都市計画部参事  都市公園課長事務取扱い 麻生　和彦
都市局都市計画部参事　見沼田圃政策推進室長事
務取扱い

都市局都市計画部参事  みどり推進課長事務取扱
い

柿沼　浩二
都市局まちづくり推進部参事  日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所長事務取扱い

都市局まちづくり推進部参事  まちづくり総務課
長事務取扱い

善如寺　健 浦和区役所くらし応援室副参事

都市局まちづくり推進部参事  日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所長事務取扱い

中島　栄一 都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所長

都市局まちづくり推進部参事  浦和東部まちづく
り事務所長事務取扱い

高橋　希好
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務
所長

都市局まちづくり推進部参事  浦和西部まちづく
り事務所長事務取扱い

逸見　昌弘
都市局都心整備部参事  浦和駅周辺まちづくり事
務所長事務取扱い

都市局都心整備部次長 西岡　康一
都市局都心整備部参事  大宮駅東口まちづくり事
務所長事務取扱い

都市局都心整備部参事  氷川参道対策室長事務取
扱い

寺村　泰昭 大宮区役所区民生活部地域商工室長

都市局都心整備部参事  東日本交流拠点整備課長
事務取扱い

小島　義則 都市局都市計画部参事  交通政策課長事務取扱い

都市局都心整備部参事  大宮駅東口まちづくり事
務所長事務取扱い

佐藤　久弥
都市局都市計画部参事  自転車まちづくり推進課
長事務取扱い

都市局北部都市・公園管理事務所次長 本多　建雄 都市局都市計画部次長

建設局参事  技術管理課長事務取扱い 橋　良久 建設局土木部参事  道路環境課長事務取扱い

建設局土木部次長 小島　文郎 建設局下水道部次長

建設局土木部参事 船田　賢 埼玉県警察本部

建設局土木部参事  土木総務課長事務取扱い 藤巻　雄幸 建設局参事  技術管理課長事務取扱い

建設局土木部参事  道路環境課長事務取扱い 斉藤　稔 建設局土木部道路計画課長

建設局土木部参事  道路計画課長事務取扱い 齋藤　佳孝 建設局南部建設事務所道路安全対策課長

建設局建築部参事  建築総務課長事務取扱い 加藤　隆司 建設局建築部建築総務課長

建設局建築部参事  営繕課長事務取扱い 木　範道 建設局建築部保全管理課長

建設局下水道部次長 石田　明 財政局契約管理部参事  工事検査課長事務取扱い

建設局下水道部参事  下水道財務課長事務取扱い 中村　雄吾 水道局業務部参事  水道財務課長事務取扱い

建設局下水道部参事  下水道計画課長事務取扱い 市川　秀利 建設局下水道部下水道計画課長

建設局北部建設事務所次長 秋谷　陽一 建設局土木部次長

建設局南部建設事務所次長 加畑　和久 建設局建築部参事  営繕課長事務取扱い

建設局南部建設事務所参事  道路安全対策課長事
務取扱い

都築　英幸
建設局北部建設事務所参事  道路維持課長事務取
扱い

建設局南部建設事務所参事  河川整備課長事務取
扱い

射手矢　竜好 建設局南部建設事務所河川整備課長

西区役所区民生活部参事  三橋支所長事務取扱い 佐藤　芳正 西区役所区民生活部三橋支所副参事

西区役所健康福祉部長 小池　栄一
財政局南部市税事務所参事  納税調査課長事務取
扱い

西区役所健康福祉部参事  福祉課長事務取扱い 小森　輝雄 桜区役所区民生活部大久保支所長

西区役所健康福祉部参事  支援課長事務取扱い 遠山　博司 西区役所健康福祉部支援課長

北区役所くらし応援室参事 小林　一博 北区役所くらし応援室副参事
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北区役所区民生活部長 辻　健志 浦和区役所健康福祉部参事  支援課長事務取扱い

大宮区役所健康福祉部長 吉田　真茂 大宮区役所健康福祉部参事  福祉課長事務取扱い

大宮区役所健康福祉部参事  福祉課長事務取扱い 酒巻　紳一郎 保健福祉局福祉部参事  生活福祉課長事務取扱い

大宮区役所健康福祉部参事  保険年金課長事務取
扱い

竹内　美恵子 大宮区役所健康福祉部保険年金課長

見沼区役所くらし応援室参事 川　弘 見沼区役所くらし応援室副参事

見沼区役所区民生活部長 貝吹　博司 保健福祉局健康科学研究センター次長

見沼区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い 江幡　暢弘 見沼区役所区民生活部総務課長

中央区役所くらし応援室参事 川島　一浩 経済局商工観光部参事

中央区役所区民生活部長 志村　隆
保健福祉局保健部参事  大宮聖苑管理事務所長事
務取扱い

中央区役所健康福祉部参事  福祉課長事務取扱い 間　真 保健福祉局保健所精神保健課長

桜区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い 三好　明美 保健福祉局保健部高等看護学院事務長

桜区役所健康福祉部参事  高齢介護課長事務取扱
い

北沢　栄一 財政局税務部市民税課長

浦和区役所くらし応援室参事 大野　貴之 総務局危機管理部参事  危機管理課長事務取扱い

浦和区役所健康福祉部参事  支援課長事務取扱い 荒井　孝浩 保健福祉局福祉部監査指導課長

南区役所区民生活部長 薄田　衛
子ども未来局子ども家庭総合センター参事  児童
相談所長事務取扱い

南区役所区民生活部参事  区民課長事務取扱い 堀　修寿 大宮区役所区民生活部区民課長

南区役所健康福祉部長 永島　淳 保健福祉局福祉部参事  障害政策課長事務取扱い

南区役所健康福祉部参事  支援課長事務取扱い 中村　文枝 南区役所健康福祉部支援課長

南区役所健康福祉部参事  保険年金課長事務取扱
い

木村　良子 南区役所健康福祉部保険年金課長

緑区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い 増田　泰則 都市戦略本部情報政策部副参事

岩槻区役所くらし応援室参事 木村　晴彦
都市局南部都市・公園管理事務所参事  管理課長
事務取扱い

岩槻区役所区民生活部参事  総務課長事務取扱い 武田　努 農業委員会事務局農業振興課長

岩槻区役所健康福祉部長 阿泉　克男
桜区役所健康福祉部参事  高齢介護課長事務取扱
い

岩槻区役所健康福祉部参事  保険年金課長事務取
扱い

小泉　浩之 都市戦略本部行財政改革推進部副参事

出納室次長  出納課長事務取扱い 猪野　貴志 出納室参事  審査課長事務取扱い

（課長級）
新 氏名 現

市長公室広報課長 星野　豊 市長公室広報課長補佐  報道係長事務取扱い

市長公室広聴課長 池羽　直人 市長公室広聴課長補佐  広聴係長事務取扱い

市長公室シティセールス推進課長 山崎　等
市長公室シティセールス推進課長補佐  推進係長
事務取扱い

都市戦略本部行財政改革推進部副参事（公民連携
推進担当）

柳田　香
都市戦略本部行財政改革推進部副参事（行政改
革・公民連携推進担当）

都市戦略本部行財政改革推進部副参事（行政改
革・働き方改革推進担当）

小山　貴弘 都市戦略本部行財政改革推進部主幹

都市戦略本部情報政策部副参事（情報システム担
当）

鈴木　宏保 都市戦略本部情報政策部副参事
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都市戦略本部情報政策部副参事（情報システム運
用管理担当）

杉水流　謙一 都市戦略本部情報政策部副参事

総務局総務部総務課長 細沼　真 総務局総務部総務課長補佐

総務局人事部人材育成課副参事（公益財団法人全
国市町村研修財団市町村職員中央研修所派遣）

鈴田　功至
監査事務局監査課長補佐  企業監査係長事務取扱
い

総務局危機管理部危機管理課長 河野　秀和 財政局税務部税制課副参事

財政局財政部財政課副参事 前　雄一郎 都市戦略本部都市経営戦略部主幹

財政局税務部市民税課長 野本　昌吾 財政局南部市税事務所副参事

財政局税務部固定資産税課長 飯田　亘
都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所長
補佐  管理係長事務取扱い

財政局税務部収納対策課長 小林　孝範 財政局税務部収納対策課副参事

財政局北部市税事務所納税課長 渋沢　健次
財政局北部市税事務所納税課長補佐  納税整理係
長事務取扱い

財政局南部市税事務所副参事（南区市税の窓口） 北山　広信 大宮区役所くらし応援室副参事

財政局南部市税事務所納税調査課長 横瀬　和仁 北区役所健康福祉部保険年金課長

市民局市民生活部市民生活安全課長 渋谷　浩司
市民局市民生活部市民生活安全課長補佐  総務係
長事務取扱い

市民局市民生活部消費生活総合センター副参事
岩槻消費生活センター所長事務取扱い

関根　保明
環境局資源循環推進部西清掃事務所長補佐  管理
係長事務取扱い

スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室副参事
（一般社団法人さいたまスポーツコミッション派
遣）

武笠　勤 スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室副参事

スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室副参事
（一般社団法人さいたまスポーツコミッション派
遣）

山田　匡志
教育委員会事務局管理部教育財務課長補佐  財務
係長事務取扱い

スポーツ文化局スポーツ部スポーツイベント課長 海津　麻子
スポーツ文化局スポーツ部スポーツイベント課長
補佐

スポーツ文化局文化部文化振興課長 田　茂 経済局商工観光部経済政策課長

保健福祉局保健部健康増進課長 塚本　明宏 総務局人事部人材育成課副参事

保健福祉局保健部生活衛生課長 新井　正男
都市局まちづくり推進部浦和西部まちづくり事務
所長補佐  管理係長事務取扱い

保健福祉局保健部高等看護学院事務長 小泉　秀幸 中央区役所健康福祉部支援課長

保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター所長 青木　久長 建設局土木部土木総務課長

保健福祉局福祉部生活福祉課長 吉田　亀司 北区役所健康福祉部福祉課長

保健福祉局福祉部監査指導課長 大久保　貴至 子ども未来局幼児未来部保育課長

保健福祉局福祉部年金医療課長 清宮　さと美 緑区役所健康福祉部保険年金課長

保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課長 浅野　昌則
保健福祉局市立病院病院経営部病院総務課長補佐
総務係長事務取扱い

保健福祉局保健所食品衛生課長 岩城　誠 厚生労働省

保健福祉局健康科学研究センター保健科学課長 秋元　宏友 都市局都市計画部都市総務課長

保健福祉局健康科学研究センター環境科学課長 大谷　卓 環境局施設部東部環境センター所長

子ども未来局子ども育成部青少年育成課長 磯　清美 総務局総務部行政透明推進課長

子ども未来局幼児未来部保育課長 中根　靖之
財政局税務部収納対策課長補佐  収納対策係長事
務取扱い

子ども未来局幼児未来部保育課副参事 石井　一美 子ども未来局幼児未来部保育課曲本保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課岸町保育園長 島　早苗 子ども未来局幼児未来部保育課指扇保育園長
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子ども未来局幼児未来部保育課浦和中央保育園長 細田　真佐子 子ども未来局幼児未来部保育課大谷場保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課尾間木保育園長 石田　宏美
子ども未来局幼児未来部保育課尾間木保育園副園
長

子ども未来局幼児未来部保育課常盤保育園長 島田　美和子
子ども未来局幼児未来部保育課武蔵浦和保育園副
園長

子ども未来局幼児未来部保育課文蔵保育園長 間宮　朝子 子ども未来局幼児未来部保育課文蔵保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課大谷場保育園長 萩原　佳江 子ども未来局幼児未来部保育課東仲町保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課白鍬保育園長 西山　智子 子ども未来局幼児未来部保育課白鍬保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課東仲町保育園長 徳永　由紀子 子ども未来局幼児未来部保育課岸町保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課曲本保育園長 早坂　由紀子 子ども未来局幼児未来部保育課曲本保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課大谷口保育園長 有川　純子 子ども未来局幼児未来部保育課文蔵保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課大東保育園長 納見　千加子 子ども未来局幼児未来部保育課三橋保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課針ヶ谷保育園長 江部　美津子 子ども未来局幼児未来部保育課白鍬保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課上大久保保育園長 西根　三世子 子ども未来局幼児未来部保育課大谷口保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課大宮保育園長 竹内　洋子 子ども未来局幼児未来部保育課宮原保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課桜木保育園長 袖山　友子 子ども未来局幼児未来部保育課三橋西保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課東大成保育園長 古川　美重子 子ども未来局幼児未来部保育課馬宮保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課宮原保育園長 原田　千恵子 子ども未来局幼児未来部保育課岩槻本町保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課三橋保育園長 大島　美恵子 子ども未来局幼児未来部保育課上落合保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課天沼保育園長 田口　順子 子ども未来局幼児未来部保育課天沼保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課大和田保育園長 西山　亜紀子 子ども未来局幼児未来部保育課本太保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課日進西保育園長 清水　佳代子 子ども未来局幼児未来部保育課浦和中央保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課上小保育園長 早船　あかね 子ども未来局幼児未来部保育課上小保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課東大宮保育園長 毛利　美千代
子ども未来局幼児未来部保育課東大宮保育園副園
長

子ども未来局幼児未来部保育課寿能保育園長 飯星　薫 子ども未来局幼児未来部保育課八王子保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課七里東保育園長 西村　美恵
子ども未来局幼児未来部保育課七里東保育園副園
長

子ども未来局幼児未来部保育課指扇保育園長 山田　直美 子ども未来局幼児未来部保育課常盤保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課泰平保育園長 山口　隆子 子ども未来局幼児未来部保育課駒場保育園副園長

子ども未来局幼児未来部保育課馬宮保育園長 小山　順子 子ども未来局幼児未来部保育課寿能保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課三橋西保育園長 山元　あさ子 子ども未来局幼児未来部保育課大宮保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課春野保育園長 小峰　美子 子ども未来局幼児未来部保育課泰平保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課上落合保育園長 野崎　久子 子ども未来局幼児未来部保育課日進西保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課八王子保育園長 土井　敦子 子ども未来局幼児未来部保育課岸町保育園長

子ども未来局幼児未来部保育課岩槻本町保育園長 西尾　かおる
子ども未来局幼児未来部保育課岩槻本町保育園副
園長

子ども未来局幼児未来部保育課美幸保育園長 荒木　千鶴子 子ども未来局幼児未来部保育課大和田保育園長
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子ども未来局子ども家庭総合センター北部児童相
談所長

長澤　和哉
子ども未来局子ども家庭総合センター児童相談所
副参事

子ども未来局子ども家庭総合センター北部児童相
談所副参事

矢野間　貴広
子ども未来局子ども家庭総合センター児童相談所
長補佐  家庭支援第１係長事務取扱い

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相
談所副参事

米山　一則
子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭
支援課長補佐  子どもケアホーム係長事務取扱い

環境局環境共生部環境創造政策課長 横山　貴史 環境局環境共生部環境創造政策課長補佐

環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課副参事 鈴木　雅士 埼玉県警察本部

環境局資源循環推進部大崎清掃事務所長 太田　伸 保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター所長

環境局施設部東部環境センター所長 豊田　雅彦 環境局施設部大宮南部浄化センター所長

環境局施設部大宮南部浄化センター所長 小山　達之 環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課長

経済局商工観光部経済政策課長 小林　昌彦 環境局環境共生部環境創造政策課長

経済局商工観光部経済政策課副参事（地域経済活
性化拠点施設整備担当）

三角　直史
環境局資源循環推進部資源循環政策課長補佐  政
策推進係長事務取扱い

都市局都市計画部都市総務課長 岩崎　克巳 都市局まちづくり推進部まちづくり総務課長

都市局都市計画部自転車まちづくり推進課副参事
車両対策事務所長事務取扱い

礒貝　宜男 西区役所区民生活部三橋支所長補佐

都市局都市計画部見沼田圃政策推進室長 蓮見　純一 都市局都心整備部東日本交流拠点整備課長

都市局まちづくり推進部区画整理支援課副参事
（一般財団法人さいたま市土地区画整理協会派
遣）

中村　幸夫
都市局南部都市・公園管理事務所管理課長補佐
公園管理係長事務取扱い

都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所
長

田口　昇
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所
長補佐  区画整理係長事務取扱い

都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所長 串田　直行 中央区役所くらし応援室主幹

都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所長 横田　時夫 都市局都市計画部みどり推進課長

都市局南部都市・公園管理事務所管理課長 河原塚　政浩 都市局都心整備部氷川参道対策室長

建設局建築部建築行政課長 島村　道明 建設局北部建設事務所建築審査課長

建設局建築部住宅政策課長 和久津　正明
建設局建築部住宅政策課長補佐  住宅整備係長事
務取扱い

建設局建築部保全管理課長 金子　文勇
建設局北部建設事務所建築指導課長補佐  調査係
長事務取扱い

建設局北部建設事務所用地課長 細井　規夫 緑区役所健康福祉部支援課長

建設局北部建設事務所道路維持課長 正能　慎也
建設局北部建設事務所道路維持課長補佐  管理係
長事務取扱い

建設局北部建設事務所建築審査課長 大野　聡
建設局北部建設事務所建築審査課長補佐  審査係
長事務取扱い

建設局北部建設事務所下水道管理課長 清水　秀彦
建設局北部建設事務所下水道管理課長補佐  維持
係長事務取扱い

北区役所健康福祉部福祉課長 須藤　利雄 岩槻区役所健康福祉部福祉課副参事

北区役所健康福祉部保険年金課長 小暮　錠 教育委員会事務局管理部学校施設課副参事

大宮区役所くらし応援室副参事 山田　力 岩槻区役所健康福祉部支援課長

大宮区役所区民生活部地域商工室長 飯塚　学 市長公室広聴課長

大宮区役所区民生活部区民課長 川原　孝幸
浦和区役所区民生活部区民課長補佐  記録係長事
務取扱い

見沼区役所区民生活部片柳支所長 森田　隆之
教育委員会事務局生涯学習総合センター指扇公民
館長

見沼区役所区民生活部七里支所長 日暮　浩美 財政局北部市税事務所納税課長補佐

1010



さいたま市人事異動 令和２年４月１日付け

新 氏名 現

見沼区役所区民生活部春岡支所長 村井　春江 見沼区役所区民生活部片柳支所長

見沼区役所区民生活部東大宮支所長 星野　久美子 見沼区役所区民生活部片柳支所長補佐

見沼区役所健康福祉部支援課長 八木田　直樹
見沼区役所健康福祉部支援課長補佐  障害福祉係
長事務取扱い

中央区役所健康福祉部支援課長 浅子　祐資
南区役所健康福祉部福祉課長補佐  管理係長事務
取扱い

中央区役所健康福祉部保健センター所長 青木　邦子 南区役所区民生活部コミュニティ課長

桜区役所区民生活部土合支所長 渡辺　博和 保健福祉局福祉部年金医療課長

桜区役所区民生活部大久保支所長 清水　秀夫 桜区役所区民生活部大久保支所長補佐

浦和区役所区民生活部総務課長 谷口　秀明
浦和区役所区民生活部総務課長補佐  選挙・統計
係長事務取扱い

南区役所区民生活部コミュニティ課長 神尾　昌宏
都市局都心整備部都心整備課長補佐  管理係長事
務取扱い

緑区役所健康福祉部支援課長 臼井　弘至
子ども未来局幼児未来部のびのび安心子育て課長
補佐  施設整備係長事務取扱い

緑区役所健康福祉部保険年金課長 榎本　富美子
中央区役所健康福祉部保険年金課長補佐  国保係
長事務取扱い

岩槻区役所区民生活部区民課副参事  府内市民の
窓口所長事務取扱い

小栗　洋 見沼区役所区民生活部七里支所長

岩槻区役所区民生活部東岩槻支所長 高橋　順子
岩槻区役所区民生活部区民課副参事  府内市民の
窓口所長事務取扱い

岩槻区役所健康福祉部福祉課副参事 石川　裕介
浦和区役所健康福祉部福祉課長補佐  保護第１係
長事務取扱い

岩槻区役所健康福祉部支援課長 市川　浩一 岩槻区役所健康福祉部保険年金課長

出納室審査課長 岡田　典子 北区役所健康福祉部保健センター所長

（医療職）
新 氏名 現

保健福祉局理事（長寿応援・地域医療・感染症・
市立病院経営戦略担当）　兼　総務局理事（新型
コロナウイルス感染症対策担当）

青木　龍哉
保健福祉局理事（長寿応援・地域医療体制整備、
市立病院経営戦略・地域包括ケア担当）　兼　総
務局理事（新型コロナウイルス感染症対策担当）

保健福祉局医務監  市立病院長事務取扱い 堀之内　宏久
保健福祉局市立病院副院長  診療部呼吸器外科部
長事務取扱い  腫瘍センター所長事務取扱い

保健福祉局市立病院副院長  診療部泌尿器科部長
事務取扱い

増田　毅 保健福祉局市立病院診療部泌尿器科部長

兼　患者支援センター所長 安西　由紀江 保健福祉局市立病院看護部長

保健福祉局保健所参事  精神保健課長事務取扱い 嘉悦　明彦
保健福祉局保健所参事　疾病予防対策課長事務取
扱い

保健福祉局保健部健康増進課副参事  兼  こころ
の健康センター副参事　兼  子ども未来局子ども
家庭総合センター子ども家庭支援課副参事

小山田　静枝
保健福祉局保健部こころの健康センター所長  兼
子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭
支援課副参事

保健福祉局保健部地域医療課長 松浦　祐史 厚生労働省

保健福祉局保健部こころの健康センター所長  兼
子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭
支援課副参事

矢部　美奈子
保健福祉局保健部こころの健康センター副参事
兼  子ども未来局子ども家庭総合センター子ども
家庭支援課副参事

保健福祉局市立病院長補佐  兼  診療部小児科部
長  兼  周産期母子医療センター所長

池田　一成
保健福祉局市立病院診療部小児科部長  兼  周産
期母子医療センター所長

保健福祉局市立病院長補佐  兼  診療部放射線診
断科部長  兼  中央放射線科部長

大熊　潔
保健福祉局市立病院診療部放射線診断科部長  兼
中央放射線科部長

保健福祉局市立病院診療部呼吸器内科部長 舘野　博喜 保健福祉局市立病院診療部内科科長
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さいたま市人事異動 令和２年４月１日付け

新 氏名 現

保健福祉局市立病院診療部小児科部長 明石　真幸 保健福祉局市立病院診療部小児科科長

兼  腫瘍センター所長 馬場　秀雄 保健福祉局市立病院診療部消化器外科部長

保健福祉局市立病院診療部呼吸器外科部長 米谷　文雄 保健福祉局市立病院診療部呼吸器外科科長

保健福祉局保健所疾病予防対策課長 片岡　穣 保健福祉局保健所保健総務課副参事

保健福祉局市立病院診療部リハビリテーション科
技師長

江口　潤
保健福祉局市立病院診療部リハビリテーション科
理学療法副士長

子ども未来局幼児未来部保育課副参事 福島　雅子 子ども未来局幼児未来部保育課主幹

兼  患者支援センター副参事 市川　智子 保健福祉局市立病院看護部副看護部長

保健福祉局市立病院看護部副看護部長 落合　葉子 保健福祉局市立病院看護部看護師長

北区役所健康福祉部保健センター所長 安部　真弥
大宮区役所健康福祉部保健センター所長補佐  保
健指導係長事務取扱い

保健福祉局市立病院看護部看護師長 齋藤　圭子 保健福祉局保健部高等看護学院教務主任
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再任用（行政職）
（局長級）

新 氏名 現

都市戦略本部長 真々田　和男 都市戦略本部長

（次長級）
新 氏名 現

市長公室参事 小島　正明 市長公室参事

（課長級）
新 氏名 現

市長公室副参事 榎本　肇 市長公室副参事

市長公室副参事 川島　雅典 市長公室副参事

市長公室副参事 高見澤　章 市長公室副参事

市長公室副参事 中野　英明 市長公室副参事

市長公室副参事 石川　均 市長公室副参事

市長公室副参事 内藤　和夫 市長公室副参事
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さいたま市人事異動 

（内示本文に載せない人事配置） 

 

１ 令和２年４月１日（以下「基準日」という。）において次に掲げる職又は当該職の事務取扱いを新たに命ぜら

れた者は、兼ねて都市戦略本部副理事（調整担当）（当該職の事務取扱いを新たに命ぜられた者にあっては、都

市戦略本部理事（調整担当））を命ぜられるものとする。 

市長公室長 総務局総務部長 総務局人事部長 総務局危機管理部長 財政局財政部長 財政局契約管理部

長 財政局税務部長 市民局市民生活部長 市民局区政推進部長 スポーツ文化局スポーツ部長 スポーツ

文化局文化部長 スポーツ文化局オリンピック・パラリンピック部長 保健福祉局保健部長 保健福祉局福

祉部長 保健福祉局長寿応援部長 保健福祉局市立病院病院経営部長 子ども未来局子ども育成部長 子ど

も未来局幼児未来部長 環境局環境共生部長 環境局資源循環推進部長 環境局施設部長 経済局商工観光

部長 経済局農業政策部長 都市局都市計画部長 都市局まちづくり推進部長 都市局都心整備部長 建設

局土木部長 建設局建築部長 建設局下水道部長  

 

２ 基準日において次に掲げる職を新たに命ぜられた者は、さいたま市事務職員に併任し、都市戦略本部副理事

（調整担当）を命ぜられるものとし、基準日の前日において次に掲げる職を命ぜられていた者で基準日において

当該職を命ぜられないこととなるものは、さいたま市事務職員の併任を免ぜられるものとする。 

議会局総務部長 議会局議事調査部長 消防局総務部長 消防局予防部長 消防局警防部長 教育委員会事

務局管理部長 教育委員会事務局学校教育部長 教育委員会事務局生涯学習部長 
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さいたま市人事異動

議会局発令

令和２年４月１日付け
（部長級）

新 氏名 現

議会局議事調査部長 小久保　吉彦 見沼区役所区民生活部長

（次長級）
新 氏名 現

免  議事課長事務取扱い 工藤　賢一 議会局議事調査部次長  議事課長事務取扱い

（課長級）
新 氏名 現

議会局議事調査部議事課長 堀口　正
保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター所
長補佐  管理指導係長事務取扱い

（市長事務部局へ出向）
新 氏名 現

市長事務部局 林　祐樹 議会局議事調査部長
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さいたま市人事異動

選挙管理委員会事務局発令

令和２年４月１日付け
（局長級）

新 氏名 現

選挙管理委員会事務局長 五島　幸男 北区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い

（部長級）
新 氏名 現

選挙管理委員会事務局副理事（調整担当） 若林　一彦
選挙管理委員会事務局参事  選挙課長事務取扱
い

（課長級）
新 氏名 現

選挙管理委員会事務局選挙課長 小島　健治
北区役所区民生活部総務課長補佐  選挙・統計
係長事務取扱い

（人事委員会事務局へ出向）
新 氏名 現

人事委員会事務局 石原　光親 選挙管理委員会事務局長

（監査事務局へ出向）
新 氏名 現

監査事務局 田辺　幸夫 選挙管理委員会事務局副理事（調整担当）
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さいたま市人事異動

人事委員会事務局発令

令和２年３月３１日付け　定年退職
（行政職）

所属等 氏名

人事委員会事務局長 藤澤　英之

令和２年４月１日付け
（局長級）

新 氏名 現

人事委員会事務局長 石原　光親 選挙管理委員会事務局長
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さいたま市人事異動

監査事務局発令

令和２年３月３１日付け　定年退職
（行政職）

所属等 氏名

監査事務局長 繪野澤　俊弘

令和２年４月１日付け
（局長級）

新 氏名 現

監査事務局長 田辺　幸夫 選挙管理委員会事務局副理事（調整担当）
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さいたま市人事異動

農業委員会事務局発令

令和２年３月３１日付け　定年退職
（行政職）

所属等 氏名

農業委員会事務局長 秋山　稔

令和２年４月１日付け
（局長級）

新 氏名 現

農業委員会事務局長 関根　和彦 岩槻区役所副区長  くらし応援室長事務取扱い

（課長級）
新 氏名 現

農業委員会事務局農業振興課長 石川　秀徳 保健福祉局保健部生活衛生課長

（市長事務部局へ出向）
新 氏名 現

市長事務部局 武田　努 農業委員会事務局農業振興課長
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さいたま市消防局人事異動

令和２年３月３１日付け　定年退職

（局長級）
所属等 氏名

消防局理事 早乙女　伸一

（部長級）
所属等 氏名

警防部長 永瀨　邦彦

（次長級）
所属等 氏名

予防部次長 石川　良江
緑消防署長 江口　秀樹
浦和消防署副署長　管理指導課（浦和）課長事務取扱い 石井　利夫
浦和消防署参事　消防１課（浦和）課長事務取扱い 金子　満
浦和消防署参事　消防２課（浦和）課長事務取扱い 浅子　明

（課長級）
所属等 氏名

西消防署副署長　兼　管理指導課（西）課長 小柴　広芳
消防１課（西）課長 今西　茂雄
北消防署副署長　兼　管理指導課（北）課長 松永　雄二
東大宮出張所長 新井　仁
岩槻消防署副署長　兼　管理指導課（岩槻）課長 池澤　啓一
消防１課（岩槻）課長 斉藤　敏行
消防２課（岩槻）課長 早川　博之

令和２年３月３１日付け　退職

（次長級）
所属等 氏名

大宮消防署参事　消防１課（大宮）課長事務取扱い 銭場　一浩

（課長級）
所属等 氏名

査察指導課長 井野　総司
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さいたま市消防局人事異動 令和２年４月１日付け

（局長級）
新 氏名 現

消防局理事 永堀　満 浦和消防署長

（部長級）
新 氏名 現

総務部長 松本　穂高 予防部長
予防部長 小野崎　伸一 大宮消防署長
警防部長（消防正監） 町田　昌樹 中央消防署長（消防監）
大宮消防署長（消防正監） 川田　英雄 北消防署長（消防監）
浦和消防署長（消防正監） 山田　嘉則 見沼消防署長（消防監）

（次長級）
新 氏名 現

総務部次長（消防監） 島田　智弘
総務部参事　消防総務課長事務取扱い（消防司令
長）

予防部次長（消防監） 間宮　浩之 予防部参事　予防課長事務取扱い（消防司令長）

警防部次長 立川　弘史
大宮消防署副署長　管理指導課（大宮）課長事務
取扱い

警防部参事　警防課長事務取扱い 内田　雅志 警防課長
北消防署長 髙野　幸一 警防部次長
大宮消防署副署長　管理指導課（大宮）課長事務
取扱い（消防監）

家中　誠 消防１課（中央）課長（消防司令長）

大宮消防署参事　消防１課（大宮）課長事務取扱
い

向田　留男 消防１課（北）課長

大宮消防署参事　消防２課（大宮）課長事務取扱
い

霜田　邦明 消防２課（緑）課長

見沼消防署長 小島　敏之 桜消防署長
中央消防署長 沼澤　重治 総務局危機管理部次長

桜消防署長（消防監） 小山　裕一
総務部参事　消防団活躍推進室長事務取扱い（消
防司令長）

浦和消防署副署長　管理指導課（浦和）課長事務
取扱い（消防監）

市原　真 消防２課（西）課長（消防司令長）

浦和消防署参事　消防１課（浦和）課長事務取扱
い

和田　充可 消防１課（南）課長

浦和消防署参事　消防２課（浦和）課長事務取扱
い

奥山　廣志
大宮消防署参事　消防２課（大宮）課長事務取扱
い

緑消防署長 長江　照夫 総務部次長

（課長級）
新 氏名 現

消防総務課長 星野　昌彦 消防企画課副参事
消防団活躍推進室長 井澤　孝行 消防２課（北）副参事
消防企画課副参事 吉原　徳行 消防１課（緑）副参事
予防課長 藤井　一徳 消防１課（北）副参事
査察指導課長 大野　隆行 木崎出張所副参事
警防課副参事 宮崎　剛 氷川参道出張所副参事

指令課副参事（消防司令長） 笹森　昭仁 救急課長補佐　指導係長事務取扱い（消防司令）

指令課副参事（消防司令長） 古屋　美智子
管理指導課（浦和）課長補佐　管理係長事務取扱
い（消防司令）

西消防署副署長　兼　管理指導課（西）課長 竹内　光男 消防２課（桜）課長
消防１課（西）課長 田島　栄二 木崎出張所長
消防１課（西）副参事 根石　雅宏 消防１課（南）副参事
消防２課（西）課長 井原　裕次郎 大久保出張所長

消防２課（西）副参事（消防司令長） 吉田　孝行
消防２課（浦和）課長補佐　指揮係長事務取扱い
（消防司令）

西遊馬出張所長 齊藤　寿幸 消防２課（西）副参事
西遊馬出張所副参事 三浦　紀志 指令課副参事
北消防署副署長　兼　管理指導課（北）課長 駒崎　直己 緑消防署副署長　兼　管理指導課（緑）課長
消防１課（北）課長 安藤　克典 消防１課（緑）課長

消防１課（北）副参事（消防司令長） 髙野　尚之
消防１課（北）課長補佐　消防係長事務取扱い
（消防司令）
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さいたま市消防局人事異動 令和２年４月１日付け

新 氏名 現
消防２課（北）課長 新藤　紀典 消防２課（南）課長

消防２課（北）副参事（消防司令長） 中澤　淳
消防２課（北）課長補佐　消防係長事務取扱い
（消防司令）

植竹出張所長 三平　均 消防１課（大宮）副参事
消防１課（大宮）副参事 小林　徹 消防１課（浦和）副参事
消防２課（大宮）副参事 金井　和正 消防１課（桜）副参事
氷川参道出張所長 並木　誠一 西遊馬出張所副参事

氷川参道出張所副参事（消防司令長） 青木　政則
消防１課（大宮）課長補佐　消防係長事務取扱い
（消防司令）

大成出張所長 島村　達朗 大成出張所副参事

大成出張所副参事（消防司令長） 村田　英樹
植竹出張所長補佐　消防第２係長事務取扱い（消
防司令）

消防１課（見沼）課長 田村　謙 消防２課（大宮）副参事

消防２課（見沼）副参事（消防司令長） 宮本　純一
消防２課（大宮）課長補佐　消防係長事務取扱い
（消防司令）

蓮沼出張所長 山﨑　武雄 蓮沼出張所副参事

蓮沼出張所副参事（消防司令長） 尾島　剛
東大宮出張所長補佐　消防第２係長事務取扱い
（消防司令）

東大宮出張所長 岡本　憲司 美園出張所長

春野出張所副参事（消防司令長） 木之下　博
上野出張所長補佐　消防第１係長事務取扱い（消
防司令）

中央消防署副署長　兼　管理指導課（中央）課長 髙野　稔 南消防署副署長　兼　管理指導課（南）課長

消防１課（中央）課長 前坂　完二 植竹出張所長
消防２課（中央）課長 小玉　俊樹 消防２課（南）副参事
消防１課（桜）課長 渡井　達矢 蓮沼出張所長
消防１課（桜）副参事（消防司令長） 飯島　晋吾 指令課主幹（消防司令）
消防２課（桜）課長 石田　哲夫 消防１課（西）副参事
消防２課（桜）副参事 髙橋　良幸 消防１課（岩槻）副参事
大久保出張所長 金子　尚幸 西浦和出張所長
西浦和出張所長 古越　真通彦 消防２課（見沼）副参事

消防１課（浦和）副参事（消防司令長） 弥陀　昇一
消防１課（大宮）課長補佐　指揮係長事務取扱い
（消防司令）

消防２課（浦和）副参事（消防司令長） 内田　雅章
消防２課（大宮）課長補佐　指揮係長事務取扱い
（消防司令）

木崎出張所長 三友　浩司 上野出張所副参事

木崎出張所副参事（消防司令長） 山下　尚次
木崎出張所長補佐　消防第２係長事務取扱い（消
防司令）

日の出出張所長 柴崎　栄 消防２課（浦和）副参事
南消防署副署長　兼　管理指導課（南）課長 程塚　浩 消防２課（中央）課長
消防１課（南）課長 遠藤　敏朗 氷川参道出張所長
消防１課（南）副参事 鈴木　光 春野出張所副参事
消防２課（南）課長 中村　裕二 消防１課（桜）課長
消防２課（南）副参事 関澤　忠 指令課副参事
東浦和出張所長 嶋村　和夫 東浦和出張所副参事

東浦和出張所副参事（消防司令長） 宮本　亜樹
東浦和出張所長補佐　消防第１係長事務取扱い
（消防司令）

緑消防署副署長　兼　管理指導課（緑）課長 大竹　弘士 消防２課（北）課長
消防１課（緑）課長 野口　真良 大成出張所長

消防１課（緑）副参事（消防司令長） 齋藤　忠男
消防総務課長補佐　総務係長事務取扱い（消防司
令）

消防２課（緑）課長 橋本　力 日の出出張所長
美園出張所長 鈴木　靖彦 西遊馬出張所長

岩槻消防署副署長　兼　管理指導課（岩槻）課長 田村　正之 消防１課（見沼）課長

消防１課（岩槻）課長 赤沼　忠夫 東浦和出張所長
消防１課（岩槻）副参事 中里　政一 太田出張所副参事
消防２課（岩槻）課長 溝渕　和文 消防２課（岩槻）副参事
消防２課（岩槻）副参事 成田　実 消防２課（桜）副参事

太田出張所副参事（消防司令長） 清水　良一
消防２課（南）課長補佐　消防係長事務取扱い
（消防司令）

上野出張所副参事（消防司令長） 山嵜　正敬
上野出張所長補佐　消防第２係長事務取扱い（消
防司令）
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さいたま市水道局人事異動

令和２年３月３１日付け　定年退職

（局長級）

所属等 氏名

水道局長 秋山　雅由

（部長級）

所属等 氏名

業務部長 渡辺　茂

業務部副理事 小山　延男

給水部副理事 荒　勇二

（次長級）

所属等 氏名

業務部参事  管財課水道工事検査監事務取扱い 久澤　治

業務部参事　北部水道営業所長事務取扱い 中川　泰伸

（課長級）

所属等 氏名

業務部給水工事課長 金子　英夫

（局長級） 令和２年４月１日付け

新 氏名 現

水道局長 蓮見　厚人 給水部長

（部長級）

新 氏名 現

業務部長 波田野　哲雄 都市戦略本部東京事務所長

業務部副理事（総合調整担当） 朝比奈　敏夫 業務部次長

給水部長 小日向　謙 給水部次長

給水部副理事（施設調整担当） 新井　誠二 給水部参事  工務課長事務取扱い

（次長級）

新 氏名 現

業務部次長 有路　松生
建設局下水道部参事  下水道財務課長事務取扱
い

業務部参事  南部水道営業所長事務取扱い 西川　修一 業務部南部水道営業所長

給水部次長 増田　修 給水部参事　南部水道建設課長事務取扱い

給水部参事  配水課長事務取扱い 守屋　正典 給水部配水課長

給水部参事  水質管理課長事務取扱い 河野　悟 給水部水質管理課長

給水部参事  配水管理事務所長事務取扱い 安部　徹 給水部配水管理事務所長
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さいたま市水道局人事異動

（課長級） 令和２年４月１日付け

新 氏名 現

業務部水道財務課長 蓮沼　利昭 業務部水道財務課副参事  課長補佐事務取扱い

業務部水道財務課副参事  課長補佐事務取扱い 橋　渉 業務部水道財務課長補佐  財務係長事務取扱い

業務部管財課副参事 奥村　美奈子 業務部管財課副参事  課長補佐事務取扱い

業務部管財課水道工事検査監 小山　剛志 業務部管財課水道工事検査員

業務部給水装置課副参事  課長補佐事務取扱い 永堀　義秀
業務部給水装置課長補佐  水道メーター係長事
務取扱い

業務部給水工事課長 小日向　充 業務部給水工事課副参事

業務部給水工事課副参事 神山　正基 業務部給水装置課副参事

業務部北部水道営業所長 阿部　寿男
業務部北部水道営業所副参事  所長補佐事務取
扱い

業務部北部水道営業所副参事  所長補佐事務取
扱い

星野　昌彦 業務部南部水道営業所主幹

給水部水道計画課副参事  課長補佐事務取扱い 濱島　久 給水部配水課副参事

給水部南部水道建設課長 原口　信行 給水部水道計画課副参事  課長補佐事務取扱い

給水部南部水道建設課副参事  課長補佐事務取
扱い

金子　亘
給水部南部水道建設課長補佐  施設管理係長事
務取扱い

給水部工務課長 秦野　伸治
給水部南部水道建設課副参事  課長補佐事務取
扱い

給水部工務課副参事 武笠　倫之 給水部工務課副参事  課長補佐事務取扱い

給水部配水課副参事 松岡　正洋 給水部配水課長補佐  配水係長事務取扱い
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さいたま市教育委員会事務局人事異動

令和２年３月３１日付け　定年退職
（局長級）

所属等 氏名
副教育長 久保田　章

（課長級）
所属等 氏名

生涯学習部生涯学習総合センター岩槻本丸公
民館長

宮崎　通夫

生涯学習部中央図書館資料サービス課長 幸島　敬子
生涯学習部中央図書館岩槻図書館長　岩槻東
部図書館長事務取扱い

清水　良隆

生涯学習部中央図書館武蔵浦和図書館長　南
浦和図書館長事務取扱い

野嶋　尚子
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さいたま市教育委員会事務局人事異動

（局長級） 令和２年４月１日付け
新 氏名 現

副教育長 高崎　修 管理部長

（部長級）
新 氏名 現

管理部長 長畑　哲也 環境局環境共生部長
管理部副理事（学校施設担当） 土井　照男 管理部参事  学校施設課長事務取扱い

（次長級）
新 氏名 現

管理部参事  学校施設課長事務取扱い 渋谷　貴之 保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課長
学校教育部次長 栗原　章浩 管理部参事  教育財務課長事務取扱い
学校教育部次長 千葉　裕 学校教育部参事  教育研究所長事務取扱い
学校教育部参事（児童生徒緊急対応担当） 澤田　純一 学校教育部参事  教職員人事課長事務取扱い
学校教育部参事  教職員人事課長事務取扱い 清水　一司 学校教育部教職員人事課副参事
学校教育部参事  指導１課長事務取扱い 山浦　麻紀 学校教育部指導１課長
学校教育部参事　健康教育課長事務取扱い
学校給食センター所長事務取扱い

小椋　和彦 学校教育部学事課長

学校教育部参事  教育研究所長事務取扱い 玉川　徹 学校教育部教職員人事課副参事
生涯学習部参事  生涯学習振興課長事務取扱
い

山本　高弘
学校教育部健康教育課長  学校給食センター
所長事務取扱い

生涯学習部参事　文化財保護課長事務取扱い 青木　文彦 生涯学習部文化財保護課長
生涯学習部参事  うらわ美術館副館長事務取
扱い

森山　日登美 生涯学習部うらわ美術館副館長

生涯学習部中央図書館参事  資料サービス課
長事務取扱い

内山　恵介
生涯学習部中央図書館北図書館長　兼　視聴
覚ライブラリー館長　宮原図書館長事務取扱
い

生涯学習部中央図書館参事  大宮西部図書館
長事務取扱い  桜木図書館長事務取扱い  馬
宮図書館長事務取扱い

水澤　祐子
生涯学習部中央図書館大宮西部図書館長  桜
木図書館長事務取扱い  馬宮図書館長事務取
扱い

生涯学習部中央図書館参事　岩槻図書館長事
務取扱い  岩槻東部図書館長事務取扱い

樋爪　勇司
生涯学習部参事  生涯学習振興課長事務取扱
い

生涯学習部中央図書館参事  桜図書館長事務
取扱い

尾　尚子 生涯学習部中央図書館桜図書館長

（課長級）
新 氏名 現

管理部教育財務課長 石原　和己 財政局財政部財政課副参事

学校教育部学事課長 内田　佳孝
管理部教育総務課長補佐  秘書・総務係長事
務取扱い

学校教育部教職員人事課主席管理主事  人事
係長事務取扱い

神田　朋恵 学校教育部教職員人事課主席管理主事

学校教育部高校教育課主席管理主事 田邉　広昭
学校教育部高校教育課主席指導主事  高校教
育係長事務取扱い

学校教育部教育研究所主席指導主事　教育研
究所長補佐事務取扱い　管理係長事務取扱い
ＩＣＴ教育推進係長事務取扱い

紺野　雅弘
学校教育部教育研究所主席指導主事　教育研
究所長補佐事務取扱い　管理係長事務取扱い

生涯学習部生涯学習総合センター指扇公民館
長

芳賀　善久
生涯学習部生涯学習総合センター文蔵公民館
長

生涯学習部生涯学習総合センター田島公民館
長

内ヶ嶋　直哉
学校教育部指導１課副参事  指導１課長補佐
事務取扱い

生涯学習部生涯学習総合センター文蔵公民館
長

押田　龍彦
生涯学習部生涯学習総合センター田島公民館
長

生涯学習部生涯学習総合センター岩槻本丸公
民館長

大野　浩 岩槻区役所くらし応援室副参事

生涯学習部中央図書館東浦和図書館長  美園
図書館長事務取扱い

藤村　雅之
生涯学習部中央図書館春野図書館副参事  七
里図書館長事務取扱い  片柳図書館長事務取
扱い

生涯学習部中央図書館春野図書館長  大宮東
図書館長事務取扱い

内田　浩史 生涯学習部中央図書館春野図書館長補佐
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さいたま市教育委員会事務局人事異動

新 氏名 現
生涯学習部中央図書館春野図書館副参事  七
里図書館長事務取扱い  片柳図書館長事務取
扱い

茅野　雪彦 生涯学習部中央図書館武蔵浦和図書館長補佐

生涯学習部中央図書館北図書館長  兼　視聴
覚ライブラリー館長　宮原図書館長事務取扱
い

高橋　優子
生涯学習部中央図書館東浦和図書館長  美園
図書館長事務取扱い

生涯学習部中央図書館武蔵浦和図書館長  南
浦和図書館長事務取扱い

花形　悦子
生涯学習部中央図書館春野図書館長  大宮東
図書館長事務取扱い
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