
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

横 浜 市 人 事 異 動  
（追加） 

（令和３年４月１日付け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

【人事異動について】総 務 局 人 事 課 長 柿 沼 浩 二 Tel 045-671-2055 

【組織・機構について】総務局人事課組織定数担当課長 直 井 一 浩 Tel 045-671-2051 

 

 
令 和 ３ 年 ３ 月 3 0 日 
総 務 局 人 事 課 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

※本務で異動のあった職員は、３月 29 日付記者発表資料で

本務の発令について掲載済みです。 
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【課長級】

政策局芸術創造本部室芸術創造部芸術
創造課長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当課長兼務）（保
健所兼務）

事職 鈴木　真実 政策局芸術創造本部室芸術創造部芸術
創造課長

総務局行政改革推進部行政マネジメン
ト課情報セキュリティ担当課長
（デジタル推進担当兼務）（健康福祉
局健康安全部健康安全課ワクチン接種
調整等担当課長兼務）（保健所兼務）

昇 事職 山崎　晋一 総務局課長補佐（しごと改革室行政・
情報マネジメント課ＩＣＴ調達統制担
当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

総務局行政改革推進部ＩＣＴ基盤管理
課長
（個人番号カード交付促進担当兼務）
（デジタル推進担当兼務）（健康福祉
局健康安全部健康安全課ワクチン接種
調整等担当課長兼務）（保健所兼務）

事職 土屋　朋宏 総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管理課
長
（個人番号カード交付促進担当兼務）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当課長兼務）（保
健所兼務）

こども青少年局子育て支援部保育対策
課担当課長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当課長兼務）（保
健所兼務）

事職 松崎　善夫 鶴見図書館長
（鶴見区総務部地域振興課読書活動推
進担当課長兼務）（健康福祉局健康安
全部健康安全課ワクチン接種調整等担
当課長兼務）（保健所兼務）

教育委員会事務局施設部学校計画課担
当課長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当課長兼務）（保
健所兼務）

事職 藤田　博巳 教育委員会事務局施設部学校計画課担
当課長

【課長補佐級】

総務局課長補佐（総務部法制課法制担
当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

昇 事職 佐々木　一臣 総務局総務部法制課行政不服審査担当
係長

市民局課長補佐（市民情報室市民情報
課担当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

昇 事職 平賀　匡生 港湾局政策調整部総務課調整担当係長

市民局課長補佐（人権課担当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 横路　恵美 市民局課長補佐（人権課担当係長）
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【課長補佐級】

文化観光局課長補佐（文化芸術創造都
市推進部文化振興課担当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 入江　淳一郎 文化観光局課長補佐（文化芸術創造都
市推進部文化振興課担当係長）

環境創造局課長補佐（みどりアップ推
進部みどりアップ推進課担当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

技職 片受　明 環境創造局課長補佐（みどりアップ推
進部みどりアップ推進課担当係長）

教育委員会事務局課長補佐（学校教育
企画部特別支援教育相談課担当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 鈴木　稔 教育委員会事務局課長補佐（学校教育
企画部特別支援教育相談課担当係長）

議会局課長補佐（市会事務部秘書広報
課秘書広報係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

書記 中島　知昭 議会局課長補佐（市会事務部秘書広報
課秘書広報係長）

【係長級】

温暖化対策統括本部企画調整部調整課
担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 神谷　奈緒美 温暖化対策統括本部担当係長
（外務省派遣）

政策局政策部政策課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 中島　昂幸 政策局政策部政策課担当係長

総務局人事部人事課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

消吏 佐藤　洋行 瀬谷消防署警防第一課救急担当課長
（瀬谷消防署警防第二課救急担当課長
兼務）

財政局財政部財政課企画担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 小田　友希子 財政局財政部財政課企画担当係長

財政局主税部納税管理課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務）（健
康福祉局健康安全部健康安全課ワクチ
ン接種調整等担当係長兼務）（保健所
兼務）

事職 内宮　聡 神奈川区総務部税務課担当係長
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【係長級】

財政局契約部契約第一課工事契約係長
（水道局兼務）（交通局兼務）（健康
福祉局健康安全部健康安全課ワクチン
接種調整等担当係長兼務）（保健所兼
務）

事職 川村　興文 財政局契約部契約第一課工事契約係長
（水道局兼務）（交通局兼務）

国際局国際協力部国際協力課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

技職 宮下　英之 国際局国際協力部国際協力課担当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振
興課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 平岡　史明 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振
興課担当係長

経済局市民経済労働部雇用労働課担当
係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 久坂　昌之 経済局市民経済労働部雇用労働課担当
係長

こども青少年局子育て支援部保育・教
育運営課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 柘植　慎一郎 こども青少年局子育て支援部子育て支
援課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

環境創造局下水道施設部下水道水質課
担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

技職 田邉　孝二 監視センター長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

建築局公共建築部営繕企画課担当係長
（医療局病院経営本部兼務）（健康福
祉局健康安全部健康安全課ワクチン接
種調整等担当係長兼務）（保健所兼
務）

技職 藤田　幸三 建築局住宅部市営住宅課保全係長

都市整備局企画部企画課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

技職 楡　達郎 都市整備局企画部企画課担当係長

都市整備局都心再生部横浜駅・みなと
みらい推進課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

技職 西山　良樹 都市整備局都心再生部都心再生課横浜
駅周辺等担当係長
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【係長級】

道路局建設部建設課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 武居　英司 道路局建設部建設課担当係長

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推
進課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 三浦　尚子 港湾局みなと賑わい振興部客船事業推
進課担当係長

水道局浄水部浄水課担当係長（広域連
携担当）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

昇 事職 佐々木　真 水道局勤務

交通局総務部人事課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

昇 事職 諏訪　拓人 交通局勤務

教育委員会事務局学校教育企画部高校
教育課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 小松　ナツメ 教育委員会事務局学校教育企画部高校
教育課担当係長

人事委員会事務局調査任用部調査課担
当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 石井　宏樹 青葉区総務部戸籍課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワ
クチン接種調整等担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 綱島　武子 監査事務局監査部財務監査課担当係長


