⽒名

現職名

新職名

森永 正幸

知事政策局政策統括監

知事政策局総括政策監

太⽥ 勇⼆

知事政策局政策統括監

総務管理部副部⻑兼⾃治研修所⻑

⽟⽊ 有紀⼦

知事政策局政策統括監

福祉保健部少⼦化対策課⻑

⼤⽥ 正信

総務管理部副部⻑兼⾃治研修所⻑

総務管理部市町村課⻑

須⾙ 幸⼦

県⺠⽣活・環境部副部⻑兼政策監（東京オリンピック・パラリンピック担当）

県⺠⽣活・環境部副部⻑

⽶⽥ 和広

県⺠⽣活・環境部副部⻑

県⺠⽣活・環境部参事（環境企画課⻑）

栗林 英明

県⺠⽣活・環境部参事（環境対策課⻑）

県⺠⽣活・環境部環境対策課⻑

松本 晴樹

福祉保健部⻑

（厚⽣労働省から）

福岡 肇

福祉保健部副部⻑兼政策監

福祉保健部副部⻑

松⽥ 英世

福祉保健部副部⻑（基幹病院担当）

がんセンター新潟病院事務⻑

吉岡 丹

福祉保健部参事（⽣活衛⽣課⻑）

福祉保健部⽣活衛⽣課⻑

⾦井 健⼀

産業労働部副部⻑兼政策監

産業労働部産業政策課⻑

遠⼭ 隆

農林⽔産部副部⻑兼政策監（農業総務課⻑）

農林⽔産部副部⻑（農業総務課⻑）

⼩幡 浩之

農林⽔産部技監兼政策監

農林⽔産部技監

窪⽥ 稔

農林⽔産部参事（地域農政推進課⻑）

農林⽔産部地域農政推進課⻑

加藤 政栄

農地部副部⻑（農地管理課⻑）

教育庁財務課⻑

江村 英樹

農地部技監兼政策監

農地部参事（農地建設課⻑）

佐藤 孝明

農地部参事（農地計画課⻑）

農地部農地計画課⻑

藤村 ⼀平

農地部参事（農村環境課⻑）

農地部農村環境課⻑

⾦⼦ 法泰

⼟⽊部⻑

新発⽥地域振興局地域整備部⻑

星

⼟⽊部副部⻑（監理課⻑）

観光局観光企画課⻑

坂井 徹

⼟⽊部技監兼政策監

⼟⽊部技監

坂⻄ 和也

⼟⽊部参事（技術管理課⻑）

⼟⽊部参事（道路管理課⻑）

本⽥ 勝

⼟⽊部参事（河川管理課⻑）

⼟⽊部河川管理課⻑

⾼橋 幸彦

⼟⽊部参事（河川整備課⻑）

上越地域振興局妙⾼砂防事務所⻑

⼤花 博重

⼟⽊部都市局参事（都市局都市政策課⻑）

⼟⽊部都市局都市整備課⻑

佐瀬 浩市

交通政策局副局⻑兼政策監

交通政策局副局⻑

近⽥ 孝之

東京事務所⻑

産業労働部副部⻑

相⽥ 収平

⼯業技術総合研究所県央技術⽀援センター⻑

⼯業技術総合研究所素材応⽤技術⽀援センター⻑

塚野 雅之

新潟テクノスクール校⻑

上越テクノスクール校⻑

⽯崎 和彦

農業総合研究所作物研究センター⻑

農林⽔産部経営普及課参事

丸⼭ 克彦

⽔産海洋研究所⻑

農林⽔産部⽔産課⻑

⾼橋 忠栄

村上地域振興局地域整備部⻑

⼟⽊部都市局参事（都市局都市政策課⻑）

⼤嶋 良夫

新発⽥地域振興局⻑

新潟地域振興局農林振興部⻑

⾼橋 秀典

新発⽥地域振興局地域整備部⻑

⼟⽊部河川整備課⻑

渡辺 博英

新潟地域振興局⻑（企画振興部⻑）

新潟地域振興局⻑

関⽮ 稔

新潟地域振興局農林振興部⻑

⿂沼地域振興局農業振興部⻑

和⽥ ⼤

新潟地域振興局地域整備部⻑

⼟⽊部参事（技術管理課⻑）

⼩野⽥ 勲

新潟地域振興局新潟港湾事務所⻑

交通政策局港湾整備課⻑

吉⽥ 誠吾

三条地域振興局⻑

⼟⽊部副部⻑（監理課⻑）

今井 剛

⻑岡地域振興局⻑（企画振興部⻑）

観光局副局⻑

⽜腸 眞吾

⻑岡地域振興局農林振興部⻑

農林⽔産部参事（農産園芸課⻑）

近藤 実

⿂沼地域振興局農業振興部⻑

新潟地域振興局農林振興部副部⻑

松⽥ 隆志

南⿂沼地域振興局⻑（企画振興部⻑）

南⿂沼地域振興局⻑

⼭﨑 理

柏崎地域振興局⻑

福祉保健部副部⻑

三⽊ 公⼀

上越地域振興局⻑

⼟⽊部参事（砂防課⻑）

内⼭ 茂

⽷⿂川地域振興局農林振興部⻑

農林⽔産部林政課林業⼟⽊⼯事検査監

伊花 純雄

佐渡地域振興局農林⽔産振興部⻑

新発⽥地域振興局農業振興部⻑

宮澤 健太郎

知事政策局政策企画課⻑

知事政策局政策監兼政策課⻑

⼟⽥ 良克

知事政策局政策企画課企画主幹（政策企画課⻑補佐）

総務管理部⼈事課参事（⼈事課⻑補佐兼⾃治研修所次⻑）

⼤平 ⼀茂

知事政策局広報広聴課広報戦略室⻑

産業労働部産業政策課参事

佐藤 健⼀

知事政策局地域政策課⻑

知事政策局政策監兼政策課企画主幹

⼭本 幹彦

知事政策局ＩＣＴ推進課⻑

総務管理部情報政策課⻑

五⼗嵐 洋

知事政策局ＩＣＴ推進課情報主幹

総務管理部情報政策課情報主幹

湯⽥ 渉

知事政策局国際課中国室⻑

知事政策局国際課中国室⻑

中川 宇志

知事政策局国際課パスポートセンター⻑

総務管理部管財課参事（管財課⻑補佐）

安藤 輝⾏

総務管理部財政課⻑

総務管理部地域政策課⻑兼雪対策室⻑

前⽥ 典明

総務管理部財政課企画主幹（財政課⻑補佐）

総務管理部財政課企画主幹

榎

総務管理部⼈事課参事（燕市派遣）

知事政策局広報広聴課⻑補佐

平松 勝久

総務管理部⾏政改⾰課⻑

福祉保健部障害福祉課⻑

関⼝ 善秀

総務管理部⼤学・私学振興課参事（新潟県⽴⼤学派遣）

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑（庶務課⻑）

柳澤 義治

総務管理部⼤学・私学振興課参事（新潟県⽴看護⼤学派遣）

議会事務局総務課参事（総務課⻑補佐）

渡邉 誠⼀

総務管理部市町村課⻑

知事政策局政策監

鈴⽊ 克⼰

総務管理部管財課⻑

産業労働部職業能⼒開発課⻑

丸⼭ ⾓栄

総務管理部管財課参事（管財課⻑補佐）

出納局会計検査課⻑補佐（物品契約係⻑）

⻑澤 正宏

総務管理部総務事務センター⻑

佐渡地域振興局健康福祉環境部⻑

坪川 孝⼦

県⺠⽣活・環境部県⺠⽣活課参事（県⺠⽣活課⻑補佐）

総務管理部⼤学・私学振興課参事（⼤学・私学振興課⻑補佐）

古⽥ ⼀⼈

県⺠⽣活・環境部⽂化振興課参事（⽂化振興課⻑補佐）

知事政策局国際課パスポートセンター⻑

稲川 俊啓

県⺠⽣活・環境部スポーツ課参事

県⺠⽣活・環境部スポーツ課副参事（競技スポーツ係⻑）

梅津 了

県⺠⽣活・環境部環境企画課⻑兼⿃獣被害対策⽀援センター副所⻑

県⺠⽣活・環境部環境企画課地球環境対策室⻑

⼟屋 江理⼦

県⺠⽣活・環境部環境企画課地球環境対策室⻑

新発⽥地域振興局健康福祉環境部参事（環境センター環境課⻑）

葉葺 久尚

県⺠⽣活・環境部環境対策課参事（環境対策課⻑補佐）

上越地域振興局健康福祉環境部環境センター⻑

茂野 由美⼦

県⺠⽣活・環境部廃棄物対策課⻑

知事政策局政策監

飯吉 栄輔

防災局原⼦⼒安全広報監兼原⼦⼒安全対策課参事（原⼦⼒安全対策課⻑補佐）

防災局原⼦⼒安全対策課⻑補佐（原⼦⼒防災対策係⻑）

⼤⽵ 順司

防災局消防課⻑

総務管理部管財課⻑

中野 正喜

福祉保健部福祉保健課⻑

出納局管理課⻑

北村 友紀

福祉保健部福祉保健課企画主幹兼企画調整室⻑

福祉保健部医務薬事課⻑補佐

⽯垣 修

福祉保健部福祉保健課⼈権啓発室⻑兼援護恩給室⻑

⼟⽊部監理課企画主幹

⽔品 きく枝

福祉保健部国保・福祉指導課⻑

福祉保健部児童家庭課⻑

遠⼭ 泰

福祉保健部⽣活衛⽣課参事（⽣活衛⽣課⻑補佐）

福祉保健部福祉保健課⼈権啓発室⻑兼援護恩給室⻑

島⽥ 久幸

福祉保健部障害福祉課⻑

新潟学園⻑

昆

福祉保健部⼦ども家庭課⻑

福祉保健部福祉保健課企画主幹兼企画調整室⻑

新井 ⼀郎

産業労働部産業政策課⻑

農林⽔産部⾷品・流通課⻑

波多野 孝

産業労働部産業政策課参事（産業政策課⻑補佐）

東京事務所副所⻑

⼩川 裕輔

産業労働部産業政策課参事（にいがた産業創造機構・ネスパス派遣）

県⺠⽣活・環境部⽂化振興課国⺠⽂化祭・障害者芸術⽂化祭室⻑

髙橋 ⾹苗

産業労働部しごと定住促進課⻑

産業労働部労政雇⽤課⻑

渡邉 稔

産業労働部しごと定住促進課参事

（厚⽣労働省から）

信⽥ 直樹

産業労働部職業能⼒開発課⻑

教育庁⽣涯学習推進課⻑

鶴巻 勝

観光局観光企画課⻑

知事政策局国際課韓国室⻑（国際課⻑補佐）

⽯⽥ 正雄

農林⽔産部農業総務課政策室⻑

農林⽔産部農産園芸課参事

神部 淳

農林⽔産部農産園芸課⻑兼⿃獣被害対策⽀援センター所⻑

農林⽔産部農業総務課政策室⻑

東

農林⽔産部農産園芸課参事（稲作振興担当）

農林⽔産部農業総務課副参事

農林⽔産部経営普及課参事（新潟⽶技術統括担当）

農業総合研究所作物研究センター参事（育種科⻑）

丈志

新⼆

伸⼆

正⼈

⼩林 和幸

⽒名

現職名

新職名

渡辺 慎⼀

農林⽔産部⾷品・流通課⻑

知事政策局広報広聴課広報戦略室⻑

阿部 渉

農林⽔産部⾷品・流通課参事（⾷品流通合理化担当）

農林⽔産部⾷品・流通課⻑補佐

⽶⼭ 洋⼀

農林⽔産部⽔産課⻑

内⽔⾯⽔産試験場⻑

吉⽥ 武

農林⽔産部漁港課⻑

⽷⿂川地域振興局地域整備部⻑

五⼗嵐 勝幸

農林⽔産部林政課県産材振興室⻑

県⺠⽣活・環境部環境企画課参事（環境企画課⻑補佐）

吉澤 繁彦

農林⽔産部林政課林業⼟⽊⼯事検査監

⻑岡地域振興局農林振興部森林施設課⻑

斎藤 修⼀

農林⽔産部治⼭課参事（治⼭課⻑補佐）

農林⽔産部治⼭課⻑補佐

佐藤 昭彦

農地部農地管理課農業⼟⽊⼯事検査監

上越地域振興局農林振興部参事（農村整備課⻑）

荒川 浩

農地部農地建設課⻑

上越地域振興局農林振興部副部⻑

伊與部 浩幸

⼟⽊部監理課企画主幹

総務管理部財政課企画主幹（財政課⻑補佐）

阿部 ⼀栄

⼟⽊部監理課参事（阿賀野市派遣）

三条地域振興局地域整備部道路課⻑

五⼗嵐 正⺒

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室⼟⽊⼯事検査監

三条地域振興局地域整備部参事（治⽔課⻑）

⼩池 ⽂義

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室⼟⽊⼯事検査監

⽷⿂川地域振興局地域整備部参事（維持管理課⻑）

佐々⽊ 直

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室⼟⽊⼯事検査監（上越駐在所）

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室⼟⽊⼯事検査監

⾅⽊ 義明

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室建築⼯事検査監

新潟地域振興局地域整備部参事（機場管理課⻑）

坂井 敦

⼟⽊部⽤地・⼟地利⽤課⻑

防災局消防課⻑

⼭郷 和久

⼟⽊部道路管理課⻑

⻑岡地域振興局地域整備部参事（与板維持管理事務所⻑）

明間 聡

⼟⽊部河川管理課参事（河川管理課⻑補佐兼河川整備課⻑補佐）

総務管理部総務事務センター⻑補佐（管理・⽀援係⻑）

坂井 亨

⼟⽊部河川管理課参事（河川管理課⻑補佐）

⻑岡地域振興局地域整備部治⽔課⻑

⻑⾕川 ⽂麿

⼟⽊部砂防課⻑

新潟地域振興局新津地域整備部⻑

平出 貞男

⼟⽊部砂防課参事（砂防課⻑補佐）

上越地域振興局妙⾼砂防事務所⼯務課⻑

上村 康司

⼟⽊部都市局都市整備課⻑

上越地域振興局地域整備部参事（上越東維持管理事務所⻑）

⼩林 加津春

⼟⽊部都市局都市整備課参事（都市局都市整備課⻑補佐）

⻑岡地域振興局地域整備部計画調整課⻑

⾚⽯ 泰男

⼟⽊部都市局建築住宅課参事（建築指導担当）

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室建築⼯事検査監

鈴⽊ 則昭

⼟⽊部都市局下⽔道課⻑

南⿂沼地域振興局企画振興部⻑

⼤⽥ 佳美

交通政策局交通政策課企画主幹（交通政策課⻑補佐）

産業労働部産業政策課参事（産業政策課⻑補佐）

中村 広栄

交通政策局港湾振興課⻑

知事政策局政策監

熊倉 克喜

交通政策局港湾整備課⻑

上越地域振興局直江津港湾事務所⻑

⼟⽥ まゆみ

出納局管理課⻑

福祉保健部福祉保健課⻑

結城 格

出納局会計検査課⻑

⼗⽇町地域振興局健康福祉部⻑

斎藤 信義

東京事務所副所⻑（調査・広報担当）

総務管理部市町村課⻑補佐

神⼭ 恒夫

消費⽣活センター所⻑

⻑岡地域振興局健康福祉環境部⻑

髙井 勝幸

歴史博物館副館⻑

新津⾼等学校事務⻑

浅間 康代

愛⿃センター紫雲寺さえずりの⾥所⻑

村上地域振興局健康福祉部衛⽣環境課⻑

⾼野 尚⼈

放射線監視センター所⻑

⻑岡地域振興局健康福祉環境部環境センター⻑（環境センター検査課⻑）

⻑⽥ 勝彦

中央福祉相談センター次⻑（企画指導課⻑）

コロニーにいがた⽩岩の⾥成⼈部⻑

上原 伸

新発⽥⾷⾁衛⽣検査センター所⻑（⾷⿃検査課⻑）

愛⿃センター紫雲寺さえずりの⾥所⻑

⻑⾕川 直⼦

精神保健福祉センター次⻑

中央福祉相談センター次⻑（企画指導課⻑）

轡⽥ 雅晴

コロニーにいがた⽩岩の⾥次⻑兼管理部⻑

中越教育事務所次⻑（総務課⻑）

渡辺 雅裕

コロニーにいがた⽩岩の⾥成⼈部⻑兼社会復帰部⻑

コロニーにいがた⽩岩の⾥⾼齢期更⽣部⻑兼社会復帰部⻑

平⽥ 恵美

コロニーにいがた⽩岩の⾥⾼齢期更⽣部⻑

はまぐみ⼩児療育センター療育⽀援室⻑

⽯沢 明美

はまぐみ⼩児療育センター療育⽀援室⻑

⻑岡地域振興局健康福祉環境部参事（児童・障害者相談センター指導保護課⻑）

⽔越 裕之

はまぐみ⼩児療育センター診療部参事（診療部リハビリテーション技師⻑）

はまぐみ⼩児療育センター診療部リハビリテーション技師⻑

⽯橋 ⼀

新潟学園⻑

若草寮⻑

⽯井 克幸

⼤阪事務所⻑

交通政策局交通政策課企画主幹（交通政策課⻑補佐）

佐藤 ⼀敏

⼯業技術総合研究所次⻑（総務課⻑）

総務管理部⼤学・私学振興課参事

天城 和哉

⼯業技術総合研究所素材応⽤技術⽀援センター⻑

⼯業技術総合研究所県央技術⽀援センター⻑

星名 浩樹

新潟テクノスクール副校⻑

上越テクノスクール訓練第１課⻑

早津 智之

新潟テクノスクール総務課⻑

県⺠⽣活・環境部男⼥平等社会推進課⻑補佐（企画調整係⻑）

牧野 昭⼆

上越テクノスクール校⻑

三条テクノスクール校⻑

川村 忍

三条テクノスクール校⻑

新潟テクノスクール副校⻑

⽔沢 誠⼀

農業総合研究所副所⻑兼企画経営部⻑

農業総合研究所企画経営部企画調整室⻑

⽩⿃ 豊

農業総合研究所企画経営部企画調整室⻑

農業総合研究所企画経営部企画調整室専⾨研究員

⽥崎 義孝

農業総合研究所基盤研究部⻑

農業総合研究所園芸研究センター参事（育種栽培科⻑）

佐藤 徹

農業総合研究所アグリ・フーズバイオ研究部⻑

農業総合研究所基盤研究部⻑

南雲 芳⽂

農業総合研究所作物研究センター参事（栽培科⻑）

農業総合研究所作物研究センター栽培科⻑

⼭⼝ 吉博

農業総合研究所園芸研究センター参事（環境・施設科⻑）

農業総合研究所園芸研究センター環境・施設科⻑

市川 岳史

農業総合研究所⾼冷地農業技術センター⻑

農業総合研究所佐渡農業技術センター⻑

⻑⾕川 雅明

農業総合研究所佐渡農業技術センター⻑

新潟地域振興局巻農業振興部参事（普及課⻑）

前川 敏志

農業⼤学校副校⻑兼農学部⻑

上越地域振興局農林振興部副部⻑（農業企画課⻑）

⼟⽥ 信弘

農業⼤学校農学部教授兼園芸経営科⻑

⿂沼地域振興局農業振興部参事（普及課⻑）

河内 由紀⼦

農業⼤学校研修センター教授兼研修センター⻑

新潟地域振興局農林振興部参事（普及第２課⻑）

後藤 靖⾏

上越家畜保健衛⽣所次⻑（企画指導課⻑）

上越家畜保健衛⽣所次⻑兼企画指導課⻑

本間 智晴

⽔産海洋研究所佐渡⽔産技術センター⻑

農林⽔産部⽔産課副参事（団体係⻑）

安澤 弥

内⽔⾯⽔産試験場⻑

⽔産海洋研究所佐渡⽔産技術センター⻑

涌井 克彦

森林研究所参事（きのこ・特産課⻑）

森林研究所きのこ・特産課⻑

室岡 隆雄

流域下⽔道事務所次⻑（庶務課⻑）

発電管理センター次⻑（庶務課⻑）

近藤 晋

村上地域振興局健康福祉部副部⻑（企画調整課⻑）

新発⽥地域振興局地域整備部副部⻑兼庶務課⻑

⼤⽵ 真理夫

村上地域振興局農林振興部⻑

農業⼤学校副校⻑兼農学部⻑

塚本 充広

村上地域振興局農林振興部副部⻑（企画振興課⻑）

新発⽥地域振興局農業振興部参事（普及課⻑）

鶴巻 博⽂

村上地域振興局農林振興部副部⻑（農村計画課⻑）

新発⽥地域振興局農村整備部参事（農村計画課⻑）

本間 尚哉

村上地域振興局農林振興部参事（普及課⻑）

村上地域振興局農林振興部普及課⻑

鈴⽊ 清悦

村上地域振興局地域整備部副部⻑

⼟⽊部都市局都市整備課⻑補佐

齋藤 義⽂

村上地域振興局地域整備部参事（維持管理課⻑）

上越地域振興局地域整備部参事（治⽔課⻑）

清野 晴美

新発⽥地域振興局健康福祉環境部副部⻑（企画調整課⻑）

三条地域振興局健康福祉環境部副部⻑（企画調整課⻑）

樋⼝ 広美

新発⽥地域振興局健康福祉環境部参事（地域保健課⻑）

⼗⽇町地域振興局健康福祉部地域保健課⻑

⼩松 雅美

新発⽥地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

三条地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

品⽥ 均

新発⽥地域振興局農業振興部⻑

村上地域振興局農林振興部副部⻑（企画振興課⻑）

保苅 洋⼀

新発⽥地域振興局農業振興部参事（普及課⻑）

新発⽥地域振興局農業振興部普及課課⻑代理

⽵内 徹

新発⽥地域振興局農村整備部⻑

村上地域振興局農林振興部副部⻑（農村計画課⻑）

⼭⼝ 衛

新発⽥地域振興局農村整備部副部⻑（庶務課⻑）

福祉保健部⽣活衛⽣課参事（⽣活衛⽣課⻑補佐）

⼭﨑 哲

新発⽥地域振興局農村整備部参事（農村計画課⻑）

南⿂沼地域振興局農林振興部農村整備課⻑

⻑尾 聡

新発⽥地域振興局地域整備部副部⻑

交通政策局港湾整備課⻑補佐

相⽥ 裕之

新潟地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

新潟地域振興局企画振興部副部⻑（労政課⻑）

細⾕ 悟

新潟地域振興局県税部⻑

コロニーにいがた⽩岩の⾥次⻑兼管理部⻑

吉⽥ 智

新潟地域振興局健康福祉部副部⻑（総務福祉課⻑）

⿂沼地域振興局健康福祉部副部⻑（企画調整課⻑）

⽥中 信明

新潟地域振興局農林振興部副部⻑（庶務課⻑）

佐渡地域振興局地域整備部副部⻑（庶務課⻑）

野俣 俊也

新潟地域振興局農林振興部副部⻑（農村振興担当）

柏崎地域振興局農業振興部副部⻑（農村計画課⻑）

⽯川 正吾

新潟地域振興局農林振興部副部⻑（森林・林業担当）

農林⽔産部林政課県産材振興室⻑

中野 昭⼈

新潟地域振興局農林振興部参事（林業振興課⻑）

新潟地域振興局農林振興部林業振興課⻑

⼩潟 慶司

新潟地域振興局農林振興部参事（普及第１課⻑）

新潟地域振興局農林振興部普及第１課⻑

⼭澤 勉

新潟地域振興局農林振興部参事（普及第２課⻑）

農業⼤学校農学部准教授

内藤 宏

新潟地域振興局農林振興部参事（農村計画課⻑）

⻑岡地域振興局農林振興部農村整備課⻑

⽒名

現職名

新職名

遠⼭ 豊

新潟地域振興局地域整備部副部⻑（庶務課⻑）

企業局企業誘致推進課参事（企業誘致推進課⻑補佐）

鍋倉 章宏

新潟地域振興局地域整備部副部⻑（計画調整課⻑）

新発⽥地域振興局地域整備部副部⻑

⾕内 正治

新潟地域振興局地域整備部参事（機場管理課⻑）

⼟⽊部都市局建築住宅課参事

渡

新潟地域振興局巻農業振興部⻑

農地部農地管理課農業⼟⽊⼯事検査監

吉川 ⼒

新潟地域振興局巻農業振興部参事（普及課⻑）

農林⽔産部経営普及課副参事

関

新潟地域振興局新津地域整備部⻑

⼟⽊部都市局下⽔道課⻑

飯塚 博樹

新潟地域振興局津川地区振興事務所副所⻑（林業振興課⻑）

南⿂沼地域振興局農林振興部参事（林業振興課⻑）

荒川 弘

新潟地域振興局津川地区振興事務所次⻑（維持管理課⻑）

企業局施設課建設室⻑

⼩池 隆

三条地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

村上地域振興局健康福祉部副部⻑（企画調整課⻑）

橋本 浩実

三条地域振興局健康福祉環境部⻑

出納局会計検査課⻑

佐藤 順⼦

三条地域振興局健康福祉環境部副部⻑（企画調整課⻑）

⻑岡地域振興局健康福祉環境部参事（地域保健課⻑）

相⾺ 幸恵

三条地域振興局健康福祉環境部参事（地域保健課⻑）

村上地域振興局健康福祉部地域保健課⻑

⽔⾕ 直樹

三条地域振興局健康福祉環境部参事（医薬予防課⻑）

三条地域振興局健康福祉環境部医薬予防課⻑（医薬予防課医薬指導係⻑）

⼩松 ⼀英

三条地域振興局農業振興部⻑

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑（農業企画課⻑）

⾼橋 昌芳

三条地域振興局地域整備部副部⻑

新潟地域振興局津川地区振興事務所次⻑（維持管理課⻑）

清⽔ 孝⼈

三条地域振興局地域整備部参事（道路課⻑）

⼗⽇町地域振興局地域整備部参事（維持管理課⻑）

池⽥ 政幸

三条地域振興局地域整備部参事（治⽔課⻑）

村上地域振興局地域整備部参事（維持管理課⻑）

星野 主史

三条地域振興局地域整備部参事（ダム管理課⻑）

新発⽥地域振興局地域整備部ダム管理課⻑

阿部 奈々男

⻑岡地域振興局県税部副部⻑

新潟地域振興局県税部副部⻑兼収税第１課⻑

本間 満

⻑岡地域振興局健康福祉環境部⻑

南⿂沼地域振興局健康福祉環境部⻑

⼤沢 昌⼀郎

⻑岡地域振興局健康福祉環境部環境センター⻑（環境センター検査課⻑）

佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター⻑（環境センター環境課⻑）

⼋⼦ 円

⻑岡地域振興局健康福祉環境部参事（地域保健課⻑）

⿂沼地域振興局健康福祉部地域保健課⻑

湯本 嘉彦

⻑岡地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

上越地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

中司 敦

⻑岡地域振興局農林振興部副部⻑（森林・林業担当）

新潟地域振興局津川地区振興事務所副所⻑（林業振興課⻑）

松尾 勝則

⻑岡地域振興局農林振興部参事（農村計画課⻑）

農地部農地計画課⻑補佐

酒井 公⽣

⻑岡地域振興局地域整備部副部⻑

⿂沼地域振興局地域整備部副部⻑（計画調整課⻑）

⻘⽊ ⻑務

⻑岡地域振興局地域整備部参事（与板維持管理事務所⻑）

新潟地域振興局地域整備部副部⻑（計画調整課⻑）

⾼橋 功

⿂沼地域振興局健康福祉部副部⻑（企画調整課⻑）

南⿂沼地域振興局県税部副部⻑

浅野 英明

⿂沼地域振興局農業振興部参事（普及課⻑）

⽷⿂川地域振興局農林振興部企画振興課⻑

宮嶋 孝

⿂沼地域振興局地域整備部副部⻑（計画調整課⻑）

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室⼟⽊⼯事検査監

松永 淳⼀

南⿂沼地域振興局県税部副部⻑

南⿂沼地域振興局県税部副部⻑兼⼗⽇町収税課⻑

⼩池 貴之

南⿂沼地域振興局健康福祉環境部⻑

新潟地域振興局健康福祉部副部⻑（総務福祉課⻑）

惣⾓ 功

南⿂沼地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

⻑岡地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

⻄潟 正⺒

南⿂沼地域振興局農林振興部副部⻑（庶務課⻑）

⻑岡地域振興局地域整備部⼩千⾕維持管理事務所次⻑兼業務課⻑

⽯沢 隆明

南⿂沼地域振興局農林振興部副部⻑（企画振興課⻑）

⼗⽇町地域振興局農業振興部参事（普及課⻑）

⽵⽥ 悟司

南⿂沼地域振興局農林振興部参事（普及課⻑）

⿂沼地域振興局農業振興部企画振興課⻑

村越 仁

⼗⽇町地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

⼗⽇町地域振興局農業振興部副部⻑兼庶務課⻑

若井 浩司

⼗⽇町地域振興局健康福祉部⻑

⼗⽇町地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

曽我 典与志

⼗⽇町地域振興局農業振興部副部⻑（農村計画課⻑）

⻑岡地域振興局農林振興部参事（農村計画課⻑）

新保 直⼈

⼗⽇町地域振興局地域整備部副部⻑

⼟⽊部河川管理課参事（河川管理課⻑補佐）

野神 直⼈

⼗⽇町地域振興局地域整備部参事（維持管理課⻑）

⽷⿂川地域振興局企画振興部地域振興課⻑

⾕内 正三

柏崎地域振興局農業振興部副部⻑（庶務課⻑）

⻑岡地域振興局県税部副部⻑

⼭⽥ ⼀成

柏崎地域振興局農業振興部副部⻑（農業振興担当）

南⿂沼地域振興局農林振興部副部⻑（企画振興課⻑）

増⽥ 秀明

柏崎地域振興局農業振興部副部⻑（農村計画課⻑）

農地部農地整備課⻑補佐

中村 敏⼦

柏崎地域振興局農業振興部参事（普及課⻑）

柏崎地域振興局農業振興部普及課⻑

久我 誠

上越地域振興局健康福祉環境部⻑

⼟⽊部⽤地・⼟地利⽤課⻑

南

上越地域振興局健康福祉環境部環境センター⻑

防災局消防課⻑補佐

武⽯ 敏秀

上越地域振興局健康福祉環境部児童・障害者相談センター⻑

精神保健福祉センター次⻑

佐藤 崇

上越地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

南⿂沼地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

嶋⽥ 聡

上越地域振興局健康福祉環境部参事（環境センター環境課⻑）

上越地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課⻑

⽯川 和美

上越地域振興局健康福祉環境部参事（児童・障害者相談センター相談判定課⻑）

上越地域振興局健康福祉環境部児童・障害者相談センター相談判定課⻑

藤⽥ 悟

上越地域振興局農林振興部副部⻑（農業企画課⻑）

⼗⽇町地域振興局農業振興部参事（企画振興課⻑）

坂井 裕通

上越地域振興局農林振興部副部⻑（農村振興担当）

佐渡地域振興局農林⽔産振興部参事（農村計画課⻑）

沖⽥ 悟

上越地域振興局農林振興部参事（農村整備課⻑）

農地部農地建設課⻑補佐

⻑⾕川 浩之

上越地域振興局農林振興部参事（上越東農林事務所次⻑兼業務課⻑）

⽷⿂川地域振興局農林振興部副部⻑兼庶務課⻑

⼩林 勝之

上越地域振興局農林振興部参事（上越東農林事務所森林施設課⻑）

上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所森林施設課⻑

栗林 建⼀

上越地域振興局地域整備部副部⻑（庶務課⻑）

上越地域振興局農林振興部参事（上越東農林事務所次⻑兼業務課⻑）

関

正⺒

上越地域振興局地域整備部参事（維持管理課⻑）

南⿂沼地域振興局地域整備部治⽔課⻑

星

輝基

上越地域振興局地域整備部参事（治⽔課⻑）

新潟地域振興局新津地域整備部計画調整課⻑

安井 和也

上越地域振興局地域整備部参事（上越東維持管理事務所⻑）

⻑岡地域振興局地域整備部副部⻑

岡⽥ 猛

上越地域振興局地域整備部参事（上越東維持管理事務所次⻑兼業務課⻑）

⽷⿂川地域振興局地域整備部⽤地課⻑

⼭内 孝信

上越地域振興局妙⾼砂防事務所⻑

三条地域振興局地域整備部副部⻑

⽯川 克弘

上越地域振興局直江津港湾事務所⻑

村上地域振興局地域整備部副部⻑

瀬⼾ ⺠枝

⽷⿂川地域振興局地域整備部⻑

⼗⽇町地域振興局地域整備部副部⻑

逢坂 康之

⽷⿂川地域振興局地域整備部副部⻑（計画調整課⻑）

⼟⽊部監理課参事

傳⽥ 常雄

佐渡地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

佐渡特別⽀援学校事務⻑

儀同 政宏

佐渡地域振興局健康福祉環境部⻑

総務管理部⼤学・私学振興課参事

岩浪 春輝

佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター⻑（環境センター環境課⻑）

県⺠⽣活・環境部環境対策課参事（環境対策課⻑補佐）

伊藤 善⼀

佐渡地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

新発⽥地域振興局健康福祉環境部参事（⽣活衛⽣課⻑）

本間 泰介

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑（庶務課⻑）

佐渡地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

⼯藤 勝明

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑（農業企画課⻑）

⻑岡地域振興局農林振興部参事（農業企画課⻑）

堀

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑（農村振興担当）

新潟地域振興局農林振興部参事（農村計画課⻑）

須藤 弘之

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑（森林・林業担当）

佐渡地域振興局農林⽔産振興部参事（森林施設課⻑）

豊川 康⽂

佐渡地域振興局農林⽔産振興部参事（農村計画課⻑）

新潟地域振興局農林振興部農村整備課⻑

伊藤 義浩

佐渡地域振興局地域整備部副部⻑（庶務課⻑）

柏崎地域振興局地域整備部副部⻑兼庶務課⻑

若本 博

発電管理センター所⻑

企業局施設課⻑

藤井 操

企業局営業企画課⻑

企業局企業誘致推進課⻑

⼩林 ⾂宣

企業局営業企画課参事（営業企画課⻑補佐）

企業局総務課経営企画室⻑兼⼯事検査監

⽥中 勝

企業局施設課⻑

新潟⼯業⽤⽔道事務所⻑

五⼗嵐 久宜

企業局施設課参事（施設課⻑補佐）

企業局施設課⻑補佐

髙野 ⻫

企業局施設課建設室⻑

⼟⽊部砂防課参事（砂防課⻑補佐）

塚原 康夫

発電管理センター次⻑（庶務課⻑）

新潟⼯業⽤⽔道事務所次⻑兼庶務課⻑

丸⽥ 聡

発電管理センター次⻑（管理調整課⻑）

新潟⼯業⽤⽔道事務所参事（利⽔課⻑）

平⽥ 淳⼀郎

発電管理センター参事（発電課⻑）

三条地域振興局地域整備部参事（ダム管理課⻑）

江⼝ 泰

新潟⼯業⽤⽔道事務所⻑

発電管理センター次⻑（管理調整課⻑）

豊岡 昭弘

新潟⼯業⽤⽔道事務所参事（利⽔課⻑）

発電管理センター参事（発電課⻑）

伊藤 幸司

上越利⽔事務所⻑

防災局原⼦⼒安全広報監

品⽥ 英光

病院局次⻑

病院局次⻑

髙橋 則夫

中央病院事務⻑

病院局業務課⻑

⼤沼 明⼦

中央病院薬剤部⻑

津川病院薬剤部⻑

若井 麗⼦

中央病院看護部⻑

精神医療センター看護部⻑

杉⼭ 興

がんセンター新潟病院事務⻑

中央病院事務⻑

⽊村 宏之

がんセンター新潟病院薬剤部⻑

新発⽥病院薬剤部⻑

正義
秀明

直樹

昭仁

⽒名

現職名

新職名

池⽥ 良美

がんセンター新潟病院看護部⻑

病院局総務課業務指導監

渡

新発⽥病院薬剤部⻑

中央病院薬剤部⻑

⻑⾕川 美津枝

史典

病院局総務課業務指導監

松代病院看護部⻑

柴⽥ 真由美

病院局総務課参事（新潟県地域医療推進機構派遣・⿂沼）

病院局総務課副参事

阿部 久紀

病院局業務課⻑

県⺠⽣活・環境部新潟暮らし推進課⻑

綱島 正司

妙⾼病院事務⻑（経営課⻑）

上越利⽔事務所次⻑兼庶務課⻑

村⼭ 貴⼦

妙⾼病院薬剤部⻑

新発⽥病院薬剤副部⻑

⼩池 朋⼦

中央病院臨床検査技師⻑

柿崎病院臨床検査技師⻑

中條 恵⼦

松代病院看護部⻑

⼗⽇町病院看護副部⻑

樋⼝ 多恵⼦

精神医療センター薬剤部⻑

妙⾼病院薬剤部⻑

佐藤 裕⼦

精神医療センター看護部⻑

精神医療センター看護部参事（看護副部⻑）

五⼗嵐 聡⼦

加茂病院看護部⻑

新発⽥病院看護副部⻑

東樹 新⼀

吉⽥病院診療放射線技師⻑

加茂病院診療放射線技師⻑

三浦 洋⼦

吉⽥病院看護部参事兼附属看護専⾨学校副校⻑

吉⽥病院看護部参事兼附属看護専⾨学校教頭

芳賀 博⼦

がんセンター新潟病院臨床検査技師⻑

新発⽥病院臨床検査技師⻑

江部 裕夫

新発⽥病院診療放射線技師⻑

吉⽥病院診療放射線技師⻑

市川 和美

新発⽥病院臨床検査技師⻑

坂町病院臨床検査技師⻑

外⽴ 功

新発⽥病院リハビリテーション技師⻑

がんセンター新潟病院リハビリテーション技師⻑

⽩⽥ 容⼦

新発⽥病院看護部参事兼附属看護専⾨学校副校⻑

新発⽥病院看護部参事兼附属看護専⾨学校教頭

後藤 喜代美

リウマチセンターリハビリテーション技師⻑

吉⽥病院リハビリテーション技師⻑

上重 ⽂夫

坂町病院事務⻑

新発⽥病院事務⻑補佐（庶務課⻑）

安江 栄⾥⼦

⼗⽇町看護専⾨学校副校⻑

病院局業務課参事（県⽴看護専⾨学校設⽴準備担当）

中村 厚夫

吉⽥病院⻑

吉⽥病院副院⻑

佐藤 信昭

がんセンター新潟病院⻑

がんセンター新潟病院⻑

塚⽥ 芳久

新発⽥病院⻑兼⼗⽇町看護専⾨学校⻑

新発⽥病院⻑

本間 則⾏

坂町病院⻑

新発⽥病院副院⻑

船越 和博

中央病院副院⻑

中央病院内視鏡センター⻑

⽥部 浩⾏

中央病院副院⻑

中央病院診療部⻑

⼩林 正明

がんセンター新潟病院副院⻑

がんセンター新潟病院がん予防総合センター⻑

熊⾕ 雄⼀

新発⽥病院副院⻑

坂町病院副院⻑

⽊原 好則

中央病院診療部⻑

中央病院放射線科部⻑

⽯⽥ 卓⼠

中央病院診療部⻑

中央病院内科部⻑

⾓道 祐⼀

⼗⽇町病院診療部⻑

⼗⽇町病院内科部⻑

中村 貴⽂

⼗⽇町病院診療部⻑

⼗⽇町病院⻭科⼝腔外科部⻑

笠井 昭男

吉⽥病院診療部⻑

吉⽥病院内科部⻑

堀野 ⼀⼈

吉⽥病院診療部⻑

吉⽥病院⻭科部⻑

菊池 朗

がんセンター新潟病院臨床部⻑

がんセンター新潟病院婦⼈科部⻑

三輪 仁

新発⽥病院診療部⻑

新発⽥病院整形外科部⻑

⽥中 敏

議会事務局⻑

議会事務局次⻑（総務課⻑）

加茂 ⾠也

議会事務局次⻑（総務課⻑）

知事政策局⾏政改⾰・評価室⻑

滝本 直樹

議会事務局議事調査課参事（議事調査課⻑補佐）

議会事務局議事調査課⻑補佐

⼭⽥ 富美⼦

監査委員事務局⻑

三条地域振興局⻑

川上 克也

⼈事委員会事務局⻑

東京事務所⻑

須⾙ 孝

教育次⻑兼政策監

教育次⻑

藤井 ⼈志

教育次⻑兼政策監

教育庁参事（⾼等学校教育課⻑）

⻑⾕川 雅⼀

教育庁参事（⾼等学校教育課⻑）

（⾼⽥⾼等学校⻑）

⻑尾 謙治

中越教育事務所⻑

教育庁義務教育課管理主事（管理第２係⻑）

吉澤 隆

教育庁財務課⻑

福祉保健部国保・福祉指導課⻑

今井 渉

教育庁義務教育課参事（管理担当）

教育庁義務教育課管理主事（管理第１係⻑）

尾﨑 誠

教育庁義務教育課参事（指導担当）

（上越市⽴牧⼩学校⻑）

⼭⽥ 澄⼈

教育庁義務教育課特別⽀援教育推進室⻑

教育庁義務教育課特別⽀援教育推進室副参事

⼩林 智

教育庁⽣涯学習推進課⻑

交通政策局港湾振興課⻑

⼩⽥ 由美⼦

教育庁⽂化⾏政課世界遺産登録推進室⻑

教育庁⽂化⾏政課世界遺産登録推進室政策企画員

⼭⽥ 耕⽣

上越教育事務所次⻑（総務課⻑）

産業労働部産業⽴地課⻑補佐

⼩野 和⼈

中越教育事務所次⻑（総務課⻑）

柏崎地域振興局農業振興部副部⻑（庶務課⻑）

⼩嶋 満雄

教育センター次⻑（総務課⻑）

新潟地域振興局農林振興部副部⻑（庶務課⻑）

泉⽥ 雅彦

教育センター次⻑（教育⽀援課⻑）

（⻑岡市⽴栃尾南⼩学校⻑）

櫻井 和宏

⽣涯学習推進センター所⻑

（佐渡市⽴前浜⼩学校⻑）

⽔澤 春美

新潟南⾼等学校事務⻑

吉⽥特別⽀援学校事務⻑

中村 伸⼦

新潟江南⾼等学校事務⻑

県⺠⽣活・環境部県⺠⽣活課参事（県⺠⽣活課⻑補佐）

野澤 正範

新津⾼等学校事務⻑

三条東⾼等学校事務⻑

⽥部 隆則

村上⾼等学校事務⻑

新潟地域振興局新潟港湾事務所東港分所分所⻑兼業務課⻑

⽟井 章広

加茂農林⾼等学校事務⻑

歴史博物館副館⻑

⾼橋 勇⼈

⾼⽥⾼等学校事務⻑

直江津中等教育学校事務⻑

福井 俊司

佐渡⾼等学校事務⻑

佐渡地域振興局農林⽔産振興部次⻑兼農地庶務課⻑

横⼭ ひろみ

県⺠⽣活・環境部副部⻑

藤⼭ 育郎

福祉保健部⻑

三林 康弘

福祉保健部副部⻑

坂井 隆雄

農地部副部⻑（農地管理課⻑）

坪⾕ 満久

農地部技監

中⽥ ⼀男

⼟⽊部⻑

村⼭ 敏幸

新潟テクノスクール校⻑

有坂 通展

農業総合研究所作物研究センター⻑

藤⽥ 利昭

⽔産海洋研究所⻑

渡

村上地域振興局地域整備部⻑

昇

⼤塚 正

新発⽥地域振興局⻑

齋藤 靖則

新潟地域振興局企画振興部⻑

⼭ノ内 久

新潟地域振興局地域整備部⻑

佐藤 守

新潟地域振興局巻農業振興部⻑

笹川 岳之

新潟地域振興局新潟港湾事務所⻑

⼭⼝ 良信

⻑岡地域振興局⻑

安中 康裕

⻑岡地域振興局企画振興部⻑

⼭⼝ 和茂

⻑岡地域振興局農林振興部⻑

宮本 豊博

柏崎地域振興局⻑

荻原 寿彦

上越地域振興局⻑

伊藤 健⼀

⽷⿂川地域振興局農林振興部⻑

瀨髙 寛治

佐渡地域振興局農林⽔産振興部⻑

逢坂 俊秀

総務管理部総務事務センター⻑

新井 ⼀仁

県⺠⽣活・環境部廃棄物対策課⻑

町屋 悟

農林⽔産部漁港課⻑

五⼗嵐 務

⼟⽊部技術管理課⼯事検査室⼟⽊⼯事検査監

川⼝ 剛

消費⽣活センター所⻑

⿊崎 裕⼈

放射線監視センター所⻑

（病院事業管理者へ）

⽒名
保健環境科学研究所参事

伊藤 浩

新発⽥⾷⾁衛⽣検査センター所⻑（⾷⿃検査課⻑）

井上 正敏

⼤阪事務所⻑

込⼭ 敦

⼯業技術総合研究所次⻑（総務課⻑）

岡村 美知夫

新潟テクノスクール総務課⻑

阿部 聖⼀

農業総合研究所副所⻑兼企画経営部⻑

⼤坪 貞視

農業総合研究所アグリ・フーズバイオ研究部⻑

⼤源 正明

農業総合研究所⾷品研究センター参事（⾷品⼯学科⻑）

⾼橋 聡

農業総合研究所⾼冷地農業技術センター⻑

⼤箭 隆⼀

農業⼤学校農学部教授兼園芸経営科⻑

倉島 みゆき

農業⼤学校研修センター教授兼研修センター⻑

中野 邦昭

流域下⽔道事務所次⻑（庶務課⻑）

真⾙ ⽂⾏

村上地域振興局農林振興部⻑

⼩林 桂悟

村上地域振興局農林振興部参事（林業振興課⻑）

⻑沢 京⼦

新発⽥地域振興局健康福祉環境部副部⻑（企画調整課⻑）

中島 成樹

新発⽥地域振興局農村整備部⻑

村⽥ 明彦

新潟地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

井上 敬⼀

新潟地域振興局県税部⻑

渡辺 毅

新潟地域振興局農林振興部副部⻑

阿部 貢

新潟地域振興局地域整備部副部⻑（庶務課⻑）

内藤 敏美

三条地域振興局企画振興部副部⻑（総務課⻑）

⾼橋 正敏

三条地域振興局健康福祉環境部⻑

和⽥ 正弘

三条地域振興局農業振興部⻑

⻑⾕川 秀夫

三条地域振興局農業振興部参事（普及課⻑）

船⾒ 讓

⻑岡地域振興局農林振興部副部⻑

上村 千博

南⿂沼地域振興局農林振興部副部⻑（庶務課⻑）

⽯⽥ ⼤助

南⿂沼地域振興局農林振興部参事（普及課⻑）

種岡 政敏

⼗⽇町地域振興局農業振興部副部⻑（農村計画課⻑）

藤本 繁俊

柏崎地域振興局農業振興部副部⻑

森橋 真⼀

上越地域振興局健康福祉環境部⻑

渡邊 美奈⼦

上越地域振興局健康福祉環境部参事（環境センター検査課⻑）

飯塚 俊⼦

上越地域振興局健康福祉環境部参事（地域保健課⻑）

浅井 正⼦

上越地域振興局健康福祉環境部参事（医薬予防課⻑）

真⾙ 芳久

上越地域振興局地域整備部副部⻑（庶務課⻑）

寺島 浩幸

上越地域振興局地域整備部参事（上越東維持管理事務所次⻑兼業務課⻑）

⽵⽥ ⼀彦

上越地域振興局地域整備部参事（維持管理課⻑）

藤⽥ 英昭

⽷⿂川地域振興局地域整備部副部⻑（計画調整課⻑）

⾼野 彰

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑

渡

佐渡地域振興局農林⽔産振興部副部⻑

洋⼀

現職名

新職名

⼭下 研

清⽔ 敦

総務管理部財政課⻑

（総務省へ）

南

総務管理部⼈事課参与

（阿賀町へ）

総務管理部⼈事課参事

（弥彦村へ）

落合 直樹

産業労働部労政雇⽤課参事

（厚⽣労働省へ）

⼤國 祐⼦

上越地域振興局企画振興部副部⻑（労政課⻑）

佐藤 洋

上越地域振興局健康福祉環境部児童・障害者相談センター⻑

本間 初雄

発電管理センター所⻑

⾼橋 晃

上越利⽔事務所⻑

⾙瀬 眞由美

病院局参事

圓⼭ 優⼦

がんセンター新潟病院薬剤部⻑

内藤 綾⼦

がんセンター新潟病院看護部⻑

髙橋 玲⼦

中央病院看護部⻑

⼩池 敦

病院局総務課参事

井⼝ 峰⼦

病院局総務課参事

荻原 ⼀浩

妙⾼病院事務⻑（経営課⻑）

⼩林 聡⼦

中央病院臨床検査技師⻑

岩⽚ 栄造

中央病院リハビリテーション技師⻑

清⽔ 靖

中央病院薬剤部参事（薬剤副部⻑）

⻄村 信雄

⼗⽇町病院診療放射線技師⻑

⼩船井 和弘

⼗⽇町病院臨床検査技師⻑

⾼橋 栄⼀

精神医療センター薬剤部⻑

草野 厚⼦

加茂病院看護部⻑

宇佐⾒ 公⼀

がんセンター新潟病院臨床検査技師⻑

加藤 つくし

新発⽥病院栄養課⻑

天⽊ 淳

新発⽥病院診療放射線技師⻑

桑原 勇

新発⽥病院リハビリテーション技師⻑

相⽥ 哲伴

リウマチセンターリハビリテーション技師⻑

⽥村 正男

坂町病院事務⻑

鈴⽊ 薫

坂町病院⻑

須⽥ 武保

吉⽥病院⻑

鈴⽊ 茂

柿崎病院副院⻑

張

がんセンター新潟病院臨床部⻑

秀之
瀨

勝利

⾼明

渡部 和敏

新発⽥病院診療部⻑

兼藤 努

⼗⽇町病院診療部⻑

坪川 充

議会事務局⻑

髙橋 和已

監査委員事務局⻑

関原 貢

⼈事委員会事務局⻑

藤澤 健⼀

教育次⻑

市川 茂明

中越教育事務所⻑

森脇 仁

上越教育事務所次⻑（総務課⻑）

加藤 久幸

教育センター次⻑（総務課⻑）

五⼗嵐 俊昭

新潟南⾼等学校事務⻑

髙橋 須雅⼦

新潟江南⾼等学校事務⻑

⼋⽊ 雅英

村上⾼等学校事務⻑

外⼭ 雅幸

加茂農林⾼等学校事務⻑

松⾵ 雅男

⾼⽥⾼等学校事務⻑

古城 ⼒

佐渡⾼等学校事務⻑

⼤⽵ 嘉則

教育庁義務教育課特別⽀援教育推進室⻑

（五泉特別⽀援学校⻑へ転出）

⼩海 信幸

教育庁義務教育課参事

（⻑岡市⽴新町⼩学校⻑へ転出）

鈴⽊ 華奈⼦

教育庁義務教育課参事

（燕市教育委員会へ転出）

⽐後 慎⼀

教育センター次⻑（教育⽀援課⻑）

（燕市⽴燕中学校⻑へ転出）

⻑⾕川 明寿

⽣涯学習推進センター所⻑

（上越市⽴直江津⼩学校⻑へ転出）

（上越市⽴城東中学校⻑へ転出）

