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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 １月 1 9 日 
総 務 局 人 事 課 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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【課長級】

政策局政策部政策課担当課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）
（オリンピック・パラリンピック横浜
市推進担当兼務）（都市整備局防災ま
ちづくり推進室防災まちづくり推進課
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）

技職 諏訪　直人 政策局政策部政策課担当課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）
（オリンピック・パラリンピック横浜
市推進担当兼務）（都市整備局防災ま
ちづくり推進室防災まちづくり推進課
担当課長兼務）

総務局総務部管理課新市庁舎整備担当
課長
（建築局公共建築部施設整備課新市庁
舎整備担当課長兼務）（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）

消吏 阿部　英弥 総務局総務部管理課新市庁舎整備担当
課長
（建築局公共建築部施設整備課新市庁
舎整備担当課長兼務）

財政局主税部徴収対策課債権管理・回
収促進担当課長
（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 植村　一人 財政局主税部徴収対策課債権管理・回
収促進担当課長

市民局区政支援部区連絡調整課担当課
長
（大都市制度推進担当兼務）（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 西橋　妙乃 市民局区政支援部区連絡調整課担当課
長
（大都市制度推進担当兼務）

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 玉井　理 こども青少年局子育て支援部保育対策
課担当課長

健康福祉局総務部相談調整課長
（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 髙橋　順一 健康福祉局総務部相談調整課長

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケ
ア推進課長
（医療局疾病対策部がん・疾病対策課
地域包括ケア推進担当課長兼務）（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）

事職 喜多　麻子 健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケ
ア推進課長
（医療局疾病対策部がん・疾病対策課
地域包括ケア推進担当課長兼務）

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）

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）
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【課長補佐級】

国際局課長補佐（国際政策部国際連携
課アジア大洋州担当係長）
（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 宮坂　修義 国際局課長補佐（国際政策部国際連携
課アジア大洋州担当係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部医療
援助課後期高齢者医療制度担当係長）
（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 沖山　裕 健康福祉局課長補佐（生活福祉部医療
援助課後期高齢者医療制度担当係長）

港湾局課長補佐（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 村木　直明 港湾局課長補佐（みなと賑わい振興部
客船事業推進課担当係長）

【係長級】

温暖化対策統括本部企画調整部プロ
ジェクト推進課担当係長
（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 七呂　道輝 温暖化対策統括本部企画調整部プロ
ジェクト推進課担当係長

政策局男女共同参画推進課担当係長
（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 上ノ町　樹 政策局男女共同参画推進課担当係長

東京プロモーション本部担当係長
（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 渡邊　好隆 東京プロモーション本部担当係長

総務局危機管理室危機管理部緊急対策
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 田中　慈人 総務局危機管理室危機管理部緊急対策
課担当係長

総務局人事部人事課制度推進担当係長
（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 宗川　淳 総務局人事部人事課制度推進担当係長

総務局しごと改革室行政・情報マネジ
メント課マイナンバー制度担当係長
（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 十鳥　美津子 総務局しごと改革室行政・情報マネジ
メント課マイナンバー制度担当係長
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【係長級】

財政局管財部管財課担当係長
（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 岸　士郎 財政局管財部管財課担当係長

市民局広報相談サービス部広聴相談課
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 谷合　清佳 市民局広報相談サービス部広聴相談課
担当係長

文化観光局文化プログラム推進部文化
プログラム推進課担当係長
（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 今西　めぐみ 文化観光局文化プログラム推進部文化
プログラム推進課担当係長

中央卸売市場本場運営調整課担当係長
（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 酒井　裕史 中央卸売市場本場運営調整課担当係長

こども青少年局総務部監査課担当係長
（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 牧野　順一 こども青少年局総務部監査課担当係長

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）

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

健康福祉局総務部監査課担当係長
（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 磯貝　俊介 健康福祉局総務部監査課担当係長

健康福祉局総務部監査課担当係長
（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 十倉　督 健康福祉局総務部監査課担当係長

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
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 工藤　恵子 健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
担当係長

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
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 久遠　理恵 健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
担当係長



令和３年１月20日付 　人　　事　　異　　動　 4 頁

新　補　職 現職名 氏　　名　　 現　補　職

【係長級】

健康福祉局生活福祉部生活支援課自立
支援担当係長
（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 吉澤　利昭 健康福祉局生活福祉部生活支援課自立
支援担当係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課収納
対策担当係長
（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　成一郎 健康福祉局生活福祉部保険年金課収納
対策担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推
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 川上　俊輔 健康福祉局障害福祉保健部障害施策推
進課担当係長

健康福祉局障害福祉保健部精神保健福
祉課担当係長
（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　昌吾 健康福祉局障害福祉保健部精神保健福
祉課担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支
援課就労支援係長
（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 奈良　茜 健康福祉局障害福祉保健部障害自立支
援課就労支援係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福
祉課担当係長
（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 藤木　康子 健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福
祉課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
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 山本　綾子 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
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
（保健所兼務）

昇 事職 田中　克明 財政局勤務

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
（保健所兼務）

昇 事職 深谷　章史 資源循環局勤務
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【係長級】

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
（保健所兼務）

昇 事職 中原　智也 建築局勤務

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）

技職 田邉　孝二 監視センター長

資源循環局政策調整部政策調整課担当
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 田村　彰 資源循環局政策調整部政策調整課担当
係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧
会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備
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 今野　剛 都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧
会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備
推進課担当係長

道路局総務部交通安全・自転車政策課
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 藤﨑　晋 道路局総務部交通安全・自転車政策課
担当係長

水道局事業推進部公民連携推進課担当
係長（はまっ子どうし担当）
（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）

事職 藤田　和宏 水道局事業推進部公民連携推進課担当
係長（はまっ子どうし担当）

教育委員会事務局教職員人事部教職員
労務課担当係長
（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 黒川　勝紀 教育委員会事務局教職員人事部教職員
労務課担当係長

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 成澤　新悟 監査事務局監査部財務監査課担当係長

議会局市会事務部政策調査課政策調査
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）

書記 吉竹　智美 議会局市会事務部政策調査課政策調査
担当係長


