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お問合せ先 

総務局人事課長        柿 沼  浩 二   Tel 045-671-2055 

消防局人事課長        鹿志村  兼 貴 Tel 045-334-6551 

  水道局人事課長        雨 堤   崇 Tel 045-671-3109 

交通局人事課長        田 中  省 吾 Tel 045-671-3133  

医療局病院経営本部人事課長  市 川  雅 啓 Tel 045-671-4811 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ４ 年 ３ 月 2 9 日 
総 務 局 人 事 課 
消 防 局 人 事 課 
水 道 局 人 事 課 
交 通 局 人 事 課 
医療局病院経営本部人事課 
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1 頁
令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【区局長級】

技監 技職 小池 政則

鶴見区長 事職 渋谷 治雄

西区長 技職 菊地 健次

中区長 事職 小林 英二

南区長 技職 鈴木 健一

港南区長 事職 栗原 敏也

保土ケ谷区長 事職 出口 洋一

保土ケ谷区担当理事（副区長） 事職 近藤 健彦
（保土ケ谷区総務部長兼務）（個人番号カー
ド交付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当
兼務）

磯子区長 事職 関森 雅之

金沢区長 事職 永井 京子

港北区長 技職 漆原 順一

青葉区長 事職 天下谷 秀文

都筑区長 事職 佐藤 友也

都筑区担当理事（副区長） 事職 戸倉 隆一
（都筑区総務部長兼務）（個人番号カード交
付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

戸塚区長 技職 國本 直哉

温暖化対策統括本部長 事職 石川 武史

政策局長 技職 鈴木 和宏

政策局政策調整担当理事 事職 堀口 和美

政策局男女共同参画担当理事 事職 松山 弘子

技監
（都市整備局長兼務）

危機管理監
（総務局危機管理室長兼務）

政策局政策部長

西区副区長
（西区総務部長兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

総務局副局長
（総務局総務部長兼務）（法務人
材育成シニアリーダー兼務）（デ
ジタル統括本部企画調整部担当部
長兼務）

財政局公共施設・事業調整室長
（土木職人材育成シニアリーダー
兼務）（機械職・電気職人材育成
シニアリーダー兼務）

再任用

再任用

教育委員会事務局総務部長

政策局大学担当理事

再任用

建築局住宅部長

都市整備局担当理事

再任用

医療局副局長
（医療局医療政策部長兼務）（医
療政策人材育成シニアリーダー兼
務）

都市整備局都市交通部長

政策局副局長
（政策局総務部長兼務）

建築局長

政策局秘書部長

再任用

消吏 髙坂 哲也危機管理監
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令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 雨宮 勝

事職 高倉 徹

技職 目黒 享

事職 松浦 淳

事職 小澤 明夫

事職 渋谷 昭子

事職 安藤 浩幸

事職 近野 真一

事職 福島 雅樹

事職 石内 亮

事職 森 智明

事職 直井 ユカリ

事職 星﨑 雅代

事職 名倉 直

事職 佐藤 広毅

事職 中島 隆雄

技職 鵜澤 聡明

技職 堀田 和宏

技職 村上 実

【区局長級】

東京プロモーション本部長

政策局大学担当理事

政策局基地担当理事

総務局長

総務局危機管理室長

総務局コンプライアンス推進室長

総務局行政イノベーション推進室長

総務局担当理事
（横浜市職員共済組合兼務）（横浜市職員厚
生会兼務）

財政局長

財政局公共施設・事業調整室長
（土木職人材育成シニアリーダー兼務）（機
械職・電気職人材育成シニアリーダー兼務）

市民局長

市民局人権担当理事

市民局スポーツ統括室長

経済局長

経済局市場担当理事
（中央卸売市場本場長兼務）

健康福祉局長

健康福祉局感染症対策・健康安全室長
（健康福祉局保健所担当理事兼務）

建築局長

都市整備局長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室長

政策局政策調整担当理事
（広報報道連携担当兼務）

経済局市場担当理事
（中央卸売市場本場長兼務）

政策局政策部政策担当部長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

）

財政局財政部長
（大都市制度推進担当兼務）

政策局政策部担当部長

再任用

こども青少年局こども福祉保健部
担当部長

再任用

財政局副局長
（財政局総務部長兼務）

政策局担当理事
（指定都市市長会派遣）

再任用

中央卸売市場食肉市場長

再任用

再任用

経済局副局長
（経済局政策調整部長兼務）

政策局秘書部報道担当部長
（広報報道連携担当兼務）

文化観光局副局長
（文化観光局総務部長兼務）

港北区長

都市整備局企画部長
（国際局国際協力部担当部長兼
務 ）

都市整備局都心再生部長
（国際局国際協力部担当部長兼
務 ）

事職 服部 敬久
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【区局長級】

道路局長 技職 高瀬 卓弥 道路局横浜環状道路調整担当理事

道路局横浜環状道路調整担当理事 技職 曽我 幸治 都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室長

消防局長 消吏 平中 隆 消防局副局長
（消防局総務部長兼務）

水道局長 事職 山岡 秀一 水道局副局長
（水道局総務部長兼務）

教育次長 事職 木村 奨 教育委員会事務局人権健康教育部
担当部長

議会局長 事職 屋代 英明 再任用

【部長級】

鶴見区副区長 事職
（鶴見区総務部長兼務）（個人番号カード交
付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

鶴見区福祉保健センター担当部長 事職 中村 隆幸 都筑区総務部総務課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （地域防災担当兼務）（個人番号

カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

神奈川区副区長 事職 松本 貴行 文化観光局担当部長
（神奈川区総務部長兼務）（個人番号カード （横浜市芸術文化振興財団派遣）
交付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼
務）

神奈川区福祉保健センター担当部長 事職 野田 晴子 神奈川区福祉保健センター高齢・
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 障害支援課長

（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

西区副区長 書記 落合 明正 議会局市会事務部政策調査等担当
（西区総務部長兼務）（個人番号カード交付 部長
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

西区福祉保健センター担当部長 事職 山本 千穂 中区福祉保健センター福祉保健課
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 長

（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

西区福祉保健センター医務担当部長 医職 小野 範子 衛生研究所感染症・疫学情報課長
（保健所兼務） （保健所兼務）（栄区福祉保健セ

ンター医務担当課長兼務）

西土木事務所長 技職 山浦 善宏 道路局道路部担当部長
（環境創造局・道路局兼務）

檜山 明子 総務局総務部担当部長



4 頁
令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級】

中区福祉保健センター長 医職 秋元 政博 中区福祉保健センター長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （保健所兼務）（臨時特別給付金
（神奈川区福祉保健センター医務担当部長兼 担当兼務）
務）

南区副区長 事職 滝本 潔 南区福祉保健センター担当部長
（南区総務部長兼務）（個人番号カード交付 （保健所兼務）（臨時特別給付金
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 担当兼務）

南区福祉保健センター長 医職 木村 博和 金沢区福祉保健センター長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （保健所兼務）（臨時特別給付金

担当兼務）

南区福祉保健センター担当部長 事職 大塚 貴司 財政局主税部税制課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （大都市制度推進担当兼務）

港南区副区長 事職 高橋 功 経済局中小企業振興部長
（港南区総務部長兼務）（個人番号カード交
付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

港南区福祉保健センター担当部長 事職 羽田 政直 健康福祉局健康安全部保健事業課
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 長

保土ケ谷区福祉保健センター担当部長 事職 守屋 大介 青葉区総務部総務課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （地域防災担当兼務）（個人番号

カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

旭土木事務所長 技職 松村 克紀 環境創造局公園緑地部公園緑地整
（環境創造局・道路局兼務） 備課担当課長

磯子区副区長 事職 栗原 浩一 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部長
（磯子区総務部長兼務）（個人番号カード交
付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

磯子区福祉保健センター長 医職 野﨑 直彦 南区福祉保健センター長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （保健所兼務）（臨時特別給付金

担当兼務）

金沢区福祉保健センター長 医職 船山 和志 健康福祉局健康安全部健康危機管
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 理担当部長（健康安全医務監）
全部健康危機管理担当部長（健康安全医務監 （保健所兼務）（健康福祉局健康
）兼務）（保健所兼務）（臨時特別給付金担 安全部健康安全課長兼務）（総務
当兼務） 局危機管理室危機管理部危機管理

課担当課長兼務）

港北区副区長 事職 卯都木 隆幸 資源循環局政策調整部長
（港北区総務部長兼務）（個人番号カード交 （国際局国際協力部担当部長兼務
付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務 ）
）
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【部長級】

港北区福祉保健センター担当部長 事職 田畑 哲夫 港北区総務部総務課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （地域防災担当兼務）（個人番号

カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

緑区福祉保健センター長 事職 宮嶋 真理子 西区福祉保健センター福祉保健課
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 長

（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

緑区福祉保健センター担当部長 事職 酒井 啓彦 健康福祉局総務部総務課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （危機管理推進担当兼務）

青葉区福祉保健センター担当部長 事職 壷井 達幸 健康福祉局高齢健康福祉部介護保
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 険課長

（財政局主税部徴収対策課債権管
理・回収促進担当兼務）（保険年
金人材育成リーダー兼務）（デジ
タル推進担当兼務）

戸塚区副区長 事職 小島 寿也 建築局建築監察部長
（戸塚区総務部長兼務）（個人番号カード交
付促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

戸塚区福祉保健センター担当部長 事職 松本 真佐人 戸塚区福祉保健センター福祉保健
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 課長

（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

栄区副区長 事職 今仁 知宏 鶴見区福祉保健センター担当部長
（栄区総務部長兼務）（個人番号カード交付 （保健所兼務）（臨時特別給付金
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 担当兼務）

栄区福祉保健センター長 医職 横森 喜久美 総務局人事部職員健康課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

泉区副区長 事職 市川 一弘 健康福祉局健康安全部感染症対策
（泉区総務部長兼務）（個人番号カード交付 強化担当部長
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （保健所兼務）

泉区福祉保健センター担当部長 事職 青木 正博 政策局総務部総務課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （危機管理推進担当兼務）（デー

タ活用推進担当兼務）

瀬谷土木事務所長 技職 富永 裕之 環境創造局下水道管路部長
（環境創造局・道路局兼務）

温暖化対策統括本部副本部長 事職 池上 武史 温暖化対策統括本部企画調整部担
（温暖化対策統括本部企画調整部長兼務）（ 当部長
国際局国際協力部担当部長兼務）

温暖化対策統括本部企画調整部担当部長 技職 岡崎 修司 温暖化対策統括本部企画調整部プ
ロジェクト推進課長
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【部長級】

デジタル統括本部副本部長
（デジタル統括本部企画調整部長兼
務）（政策局政策部データ活用推進担
当部長兼務）（最高情報統括責任者補
佐監兼務）（最高データ統括責任者補
佐監兼務）（デジタル人材育成シニア
リーダー兼務）（最高情報セキュリ
ティ責任者補佐監兼務）

デジタル統括本部企画調整部担当部長 事職 田中 敦

事職 笹原 務

事職 武島 和仁

事職 齊藤 達也

技職 清水 裕之

事職 工藤 哲史

事職 松木 隆典

事職 橋本 岳

事職 伊倉 久美子

事職 本多 由紀子

事職 金島 幸雄

デジタル統括本部企画調整部担当部長

政策局副局長
（政策局総務部長兼務）

政策局政策部長

政策局政策部政策担当部長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）

政策局政策部政策調整担当部長

政策局政策部政策調整担当部長

政策局秘書部長

政策局秘書部政策調査担当部長

政策局シティプロモーション推進室長

政策局シティプロモーション推進室報道担当
部長

政策局共創推進室長 事職 伊勢田 純

デジタル統括本部副本部長

（デジタル統括本部企画調整部長

兼務）（政策局政策部データ活用

推進担当部長兼務）（最高情報統

括責任者補佐監兼務）（最高デー

タ統括責任者補佐監兼務）（デジ

タル人材育成シニアリーダー兼

務）

総務局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）（オリ
ンピック・パラリンピック横浜市
推進担当兼務）（データ活用推進
担当兼務）（デジタル統括本部企
画調整部企画調整課担当課長兼
務 ）

デジタル統括本部企画調整部企画
調整課長
（デジタル人材育成リーダー兼
務 ）（政策局政策部政策課デー
タ活用推進等担当課長兼務）

総務局行政改革推進部長
（デジタル推進担当兼務）

市民局区政支援部長
（大都市制度推進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

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長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部長

政策局秘書部政策調査担当部長

磯子区副区長
（磯子区総務部長兼務）（個人番
号カード交付促進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

政策局秘書部秘書課長

文化観光局横浜魅力づくり室長
（文化観光局文化芸術創造都市推
進部担当部長兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター担当
部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

財政局総務部総務課長
（財政局総務部総務課適正経理推
進担当課長兼務）（危機管理推進
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）
（データ活用推進担当兼務）

事職 福田 次郎



7 頁
令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級】

政策局担当部長 事職 髙橋 知宏
（公立大学法人横浜市立大学派遣）

事職 甘粕 亜矢

事職 佐藤 康博

消吏 稲村 宣泰

事職 幸 孝憲

事職 安住 秀子

事職 原口 紳一

事職 伊藤 敏孝

事職 魚屋 義信

技職 宮島 弘樹

事職 三島 圭介

事職 萩原 健司

事職 操 和憲

事職 熊坂 俊博

政策局担当部長
（公立大学法人横浜市立大学派遣）

総務局副局長
（総務局総務部長兼務）（法務人材育成シニ
アリーダー兼務）（デジタル統括本部企画調
整部担当部長兼務）

総務局危機管理室危機管理部長
（デジタル・デザイン担当兼務）

総務局行政イノベーション推進室行政イノベ
ーション推進部長
（デジタル・デザイン担当兼務）（都市整備
局総務部担当部長兼務）

総務局行政イノベーション推進室行政イノベ
ーション推進部担当部長

財政局副局長
（財政局総務部長兼務）

財政局財政部長
（大都市制度推進担当兼務）

財政局主税部長
（大都市制度推進担当兼務）（税務人材育成
シニアリーダー兼務）

財政局主税部担当部長

国際局国際政策部担当部長

市民局市民情報室長

市民局区政支援部長
（大都市制度推進担当兼務）（臨時特別給付
金担当兼務）

市民局区政支援部担当部長
（戸籍人材育成シニアリーダー兼務）（個人
番号カード交付促進担当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興担当部長

温暖化対策統括本部企画調整部調
整課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（データ活
用推進担当兼務）

戸塚区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

建築局副局長
（建築局総務部長兼務）（建築職
人材育成シニアリーダー兼務）

消防局総務部総務課長

都市整備局総務部業務調整課長

財政局財政部財政課財政調査担当
課長

交通局安全管理部長

健康福祉局担当部長
（公益財団法人横浜市スポーツ協
会派遣）

財政局主税部長
（大都市制度推進担当兼務）（税
務人材育成シニアリーダー兼務）
（デジタル推進担当兼務）

再任用

温暖化対策統括本部企画調整部調
整課担当課長

総務局総務部法制課長
（法務人材育成リーダー兼務）

緑区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

市民局区政支援部窓口サービス課
個人番号カード交付促進担当課長

市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部長

事職 松井 伸明
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事職 黒川 正人

事職 小林 仁

事職 大塚 尚子

事職 押見 保志

事職 中山 陽子

事職 永井 由香

事職 立石 建

事職 安達 恒介

事職 手塚 清久

事職 森 正人

事職 小林 野武夫

事職 梶原 豊

事職 齋藤 真美奈

【部長級】

市民局スポーツ統括室担当部長

市民局担当部長
（公益財団法人横浜市スポーツ協会派遣）

文化観光局副局長
（文化観光局総務部長兼務）

文化観光局横浜魅力づくり室長
（文化観光局文化芸術創造都市推進部担当部
長兼務）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部長

文化観光局文化プログラム推進部長

文化観光局担当部長
（横浜市芸術文化振興財団派遣）

経済局副局長
（経済局政策調整部長兼務）

経済局イノベーション都市推進部長

経済局中小企業振興部長

経済局市民経済労働部長

中央卸売市場食肉市場長

経済局担当部長
（横浜食肉市場株式会社派遣）

こども青少年局保育・教育部長
（保育士人材育成シニアリーダー兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振

興部担当部長

市民局人権課長
（外国人材受入・共生推進担当兼
務）

保土ケ谷区副区長
（保土ケ谷区総務部長兼務）（個
人番号カード交付促進担当兼務）
（臨時特別給付金担当兼務）

教育委員会事務局総務部総務課長

経済局市民経済労働部商業振興課
長

保土ケ谷区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観
光振興課長

経済局イノベーション都市推進部
長

政策局政策部政策課長
（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）（外
国人材受入・共生推進担当兼務）

経済局政策調整部総務課長
（危機管理推進担当兼務）（地域
再生まちづくり担当兼務）

経済局担当部長
（横浜食肉市場株式会社派遣）

港北区総務部地域振興課長
（港北区総務部地域振興課地域力
推進担当課長兼務）（港北区総務
部区政推進課地域力推進担当課長
兼務）

中区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

こども青少年局子育て支援部長
（保育士人材育成シニアリーダー
兼務）（デジタル推進担当兼務）

事職 金指 剛
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【部長級】

こども青少年局こども福祉保健部長 事職 武居 秀顕
（こども青少年局こども福祉保健部こどもの
権利擁護担当部長兼務）（臨時特別給付金担
当兼務）

こども青少年局こども福祉保健部児童相談所 事職 川尻 基晴
統括担当部長
（中央児童相談所長兼務）

こども青少年局こども福祉保健部担当部長 事職 浦﨑 真仁

中央児童相談所医務担当部長 医職 陶山 寧子

健康福祉局総務部医務担当部長（保健医療医 医職 五十嵐 吉光
務監）
（瀬谷区福祉保健センター医務担当部長兼務
）（保健所兼務）（総務局担当部長兼務）（
横浜市職員共済組合兼務）

健康福祉局障害福祉保健部長 事職 西野 均
（臨時特別給付金担当兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部長 事職 佐藤 泰輔
（保険年金人材育成シニアリーダー兼務）（
臨時特別給付金担当兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 水野 圭一郎
部長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 医職 富田 千秋
部医務担当部長（医療安全医務監）
（保健所兼務）（泉区福祉保健センター医務
担当部長兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 原田 浩一郎
部感染症対策強化担当部長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 医職 赤松 智子
部医務担当部長
（保健所兼務）（健康福祉局感染症対策・健
康安全室健康安全部健康安全課長兼務）（総
務局危機管理室危機管理部危機管理課担当課
長兼務）

衛生研究所長 大久保 一郎
（保健所兼務）

こども青少年局こども福祉保健部
長
（こども青少年局こども福祉保健
部児童虐待・ＤＶ対策担当部長兼
務）（デジタル推進担当兼務）（

臨時特別給付金担当兼務）

西部児童相談所長

こども青少年局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）

中央児童相談所医務担当課長

健康福祉局総務部医務担当部長（
保健医療医務監）
（西区福祉保健センター医務担当
部長兼務）（保健所兼務）（総務
局担当部長兼務）（横浜市職員共
済組合兼務）

栄区福祉保健センター長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部長
（保険年金人材育成シニアリーダ
ー兼務）（デジタル推進担当兼務

）（臨時特別給付金担当兼務）

港南区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

健康福祉局健康安全部医務担当部
長（医療安全医務監）
（保健所兼務）（瀬谷区福祉保健
センター医務担当部長兼務）

交通局自動車本部長

神奈川区福祉保健センター医務担
当部長
（保健所兼務）

新採用（特定任期付）
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【部長級】

健康福祉局担当部長（衛生研究所感染症・疫 医職 横山 涼子 健康福祉局健康安全部健康安全課
学情報課長） 医務担当課長
（保健所兼務）（栄区福祉保健センター医務 （保健所兼務）
担当部長兼務）

健康福祉局担当部長 事職 柿沼 浩二 総務局人事部人事課長
（公益財団法人横浜市スポーツ協会派遣） （大都市制度推進担当兼務）

医療局副局長 事職 本間 明 脳卒中・神経脊椎センター管理部
（医療局医療政策部長兼務）（医療政策人材 長
育成シニアリーダー兼務）

医療局疾病対策部長 事職 大庭 伸仁 市民局担当部長
（公益財団法人横浜市スポーツ協
会派遣）

環境創造局公園緑地部長 技職 藤田 辰一郎 環境創造局公園緑地部長
（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼務 （オリンピック・パラリンピック
） 横浜市推進担当兼務）（上瀬谷整

備・国際園芸博覧会推進担当兼務
）

環境創造局公園緑地部上瀬谷公園整備・公園 技職 長谷川 正英 環境創造局公園緑地部上瀬谷公園
公民連携担当部長 整備・オリンピック・パラリンピ
（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼務 ック会場整備担当部長
） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（上瀬谷整
備・国際園芸博覧会推進担当兼務
）

環境創造局下水道管路部長 技職 小塚 亮一 環境創造局下水道管路部管路保全
課長
（環境創造局下水道計画調整部下
水道事業マネジメント課下水道事
業マネジメント担当課長兼務）

資源循環局副局長 事職 金髙 隆一 資源循環局家庭系対策部長
（資源循環局総務部長兼務）

資源循環局政策調整部長 技職 中坪 学一 道路局総務部総務課長
（国際局国際協力部担当部長兼務） （危機管理推進担当兼務）

資源循環局家庭系対策部長 事職 立花 千恵 戸塚区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

資源循環局家庭系対策部担当部長 事職 柏木 利明 鶴見区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

資源循環局適正処理計画部担当部長 技職 生井 秀一 資源循環局適正処理計画部施設課
長
（放射線対策担当兼務）
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【部長級】

資源循環局担当部長 技職 富岡 淳
（横浜市資源循環公社派遣）

建築局副局長 書記 江南 眞人
（建築局総務部長兼務）（建築職人材育成シ
ニアリーダー兼務）

建築局企画部防災担当部長 技職 中澤 誠治

建築局住宅部長 技職 足立 哲郎

建築局建築監察部長 技職 川手 光太

建築局建築指導部長 技職 大友 直樹

建築局宅地審査部長 技職 清田 伯人

都市整備局副局長 事職 野坂 高志
（都市整備局総務部長兼務）

都市整備局企画部長 技職 樹岡 龍太郎
（国際局国際協力部担当部長兼務）

都市整備局都市交通部長 技職 松井 恵太

都市整備局都市交通部鉄道事業担当部長 技職 澤木 勉

都市整備局都心再生部長 技職 渡邊 伸郎
（国際局国際協力部担当部長兼務）

都市整備局防災まちづくり推進室長 技職 立石 孝司

都市整備局市街地整備部長 技職 橋詰 勝彦

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 事職 眞船 かおる
室国際園芸博覧会推進部長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 技職 飯島 徹
室上瀬谷整備推進部長

都市整備局担当部長 事職 吉田 雅彦
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当部長 事職 大野 豊
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

資源循環局適正処理計画部担当部
長

議会局副局長
（議会局市会事務部長兼務）

建築局宅地審査部宅地審査課長

建築局建築指導部長

建築局企画部建築防災課長
（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）

建築局公共建築部施設整備課長
（医療局病院経営本部兼務）

建築局企画部防災担当部長

監査事務局監査部長

都市整備局総務部担当部長

都市整備局防災まちづくり推進室
長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当課長

都市整備局市街地整備部長

建築局企画部都市計画課長

都市整備局都市交通部鉄道事業担
当部長

政策局女性活躍・男女共同参画担
当部長

都市整備局市街地整備部市街地整
備推進課長

青葉区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

磯子区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）
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【部長級】

都市整備局担当部長 事職 宮川 貴志
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

港湾局港湾物流部長 事職 菅谷 良一

港湾局山下ふ頭再開発調整担当部長 事職 竹内 紀充

港湾局担当部長 事職 大濱 宏之
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣）

消防局出向 消吏 加賀谷 敦己

水道局出向 事職 富井 孝

水道局出向 事職 宮田 綾子

水道局出向 技職 渡 知幸

交通局出向 事職 本田 聡

医療局病院経営本部出向 事職 鈴木 宣美

教育委員会事務局総務部長 事職 山岸 秀之

教育委員会事務局総務部生涯学習担当部長 事職 鈴木 康幸

教育委員会事務局学校教育企画部担当部長 事職 小椋 歩

教育委員会事務局人権健康教育部長 事職 近藤 浩人

教育委員会事務局人権健康教育部担当部長 指主 青石 哲也

教育委員会事務局人権健康教育部中学校給食 事職 田中 礼子
推進担当部長

水道局給水サービス部サービス推
進課長

港湾局担当部長
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣 
）

金沢区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

港湾局港湾物流部長

総務局危機管理室危機管理部長
（デジタル推進担当兼務）

南区副区長
（南区総務部長兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

資源循環局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）

旭土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

経済局市民経済労働部長

医療局医療政策部総務課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（危機管理
推進担当兼務）（医療局病院経営
本部兼務）

市民局広報相談サービス部長
（広報報道連携担当兼務）

瀬谷区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

再任用

教育委員会事務局東部学校教育事
務所長

教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課指導主事

教育委員会事務局人権健康教育部
担当部長
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校長 相坂 俊

事職 増田 伸子

事職 橡木 誠司

事職 豊 基信

書記 濃野 誠

事職 武 規和

事職 末吉 和弘

事職 堀井 雅之

事職 羽山 智則

医職 斉藤 尚子

事職 佐野 美奈子

事職 橋本 潤吾

事職 藤田 博巳

【部長級】

教育委員会事務局東部学校教育事務所長

教育委員会事務局北部学校教育事務所長

監査事務局監査部長

議会局副局長
（議会局市会事務部長兼務）

議会局市会事務部政策調査等担当部長

【課長級】

鶴見区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

鶴見区総務部区政推進課長
（鶴見区総務部区政推進課地域力推進担当課
長兼務）（鶴見区総務部地域振興課地域力推
進担当課長兼務）（外国人材受入・共生推進
担当兼務）（デジタル・デザイン担当兼務）

鶴見区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

鶴見区総務部税務課担当課長
（鶴見区総務部区会計管理者兼務）（鶴見区
福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼
務）

鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課担
当課長
（こども青少年局兼務）（西区福祉保健セン
ターこども家庭支援課担当課長兼務）

鶴見区福祉保健センター生活支援課担当課長

鶴見区福祉保健センター保険年金課長
（鶴見区総務部税務課滞納整理担当兼務）

公立学校長

教育委員会事務局西部学校教育事
務所指導主事室長

港北区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

都市整備局副局長
（都市整備局総務部長兼務）

議会局市会事務部総務課長

戸塚区総務部区政推進課長
（戸塚区総務部区政推進課地域力
推進担当課長兼務）（戸塚区総務
部地域振興課地域力推進担当課長
兼務）（データ活用推進担当兼務

）

鶴見区総務部区政推進課長
（鶴見区総務部区政推進課地域力
推進担当課長兼務）（鶴見区総務
部地域振興課地域力推進担当課長
兼務）（外国人材受入・共生推進
担当兼務）（データ活用推進担当
兼務）

金沢区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

水道局総務部人材開発課長

旭区課長補佐（福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係長）
（保健所兼務）

西区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（西区南浅間保育園長兼務）

都市整備局課長補佐（上瀬谷整
備・国際園芸博覧会推進室上瀬谷
整備推進部上瀬谷交通整備課担当

係長）

教育委員会事務局施設部学校計画
課担当課長
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事職 茨 志麻 教育委員会事務局東部学校教育事
務所教育総務課長

事職 佐藤 千香

事職 江成 篤在子

事職 矢野 寿

事職 近藤 崇

事職 西野 祐介

事職 鈴木 慶

事職 池庄司 リサ

事職 水野 純子

事職 岩﨑 均

事職 大津 豪

事職 八木 慶子

市民局広報相談サービス部広報課
メディア担当課長

総務局人事部人材開発課長

都市整備局課長補佐（総務部総務
課庶務係長）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福
祉部高齢健康福祉課計画調整係長 
）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センタ 
ー生活支援課生活支援係長）

西区総務部区政推進課長
（西区総務部区政推進課地域力推
進担当課長兼務）（西区総務部地
域振興課地域力推進担当課長兼務 
）（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）（データ活用推進担当兼

務）

国際局国際政策部国際連携課欧州
米州担当課長

中央図書館企画運営課長
（青葉区福祉保健センターこども
家庭支援課読書活動推進担当課長
兼務）

緑区福祉保健センター高齢・障害
支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課
感染症対策強化担当課長
（保健所兼務）

政策局秘書部秘書課政策調査担当
課長

【課長級】

神奈川区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

神奈川区総務部区政推進課長
（神奈川区総務部区政推進課地域力推進担当
課長兼務）（神奈川区総務部地域振興課地域
力推進担当課長兼務）（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）（デジタル・デザイン担当兼務）

神奈川区総務部地域振興課長

神奈川区総務部戸籍課長
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課
長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

神奈川区福祉保健センター生活支援課長
（臨時特別給付金担当兼務）

西区総務部区政推進課長
（西区総務部区政推進課地域力推進担当課長
兼務）（西区総務部地域振興課地域力推進担
当課長兼務）（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）
（ デジタル・デザイン担当兼務）

西区総務部戸籍課長
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

西区総務部税務課担当課長
（西区総務部区会計管理者兼務）（西区福祉
保健センター保険年金課滞納整理担当兼務）

西区福祉保健センター福祉保健課長
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）

西区福祉保健センター高齢・障害支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

西区福祉保健センターこども家庭支援課長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）
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【課長級】

西区福祉保健センター生活支援課長 事職 川畑 淳 脳卒中・神経脊椎センター管理部
（臨時特別給付金担当兼務） 総務課長

（脳卒中・神経脊椎センター臨床
研究部担当課長兼務）

西土木事務所副所長 技職 佐藤 公彦 道路局総務部総務課担当課長
（環境創造局・道路局兼務） （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課長兼
務）（保健所兼務）

中区総務部総務課長 事職 黒部 哲哉 中区総務部税務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付 （臨時特別給付金担当兼務）
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

中区総務部区政推進課長 事職 品川 裕治 中区総務部区政推進課長
（地域再生まちづくり担当兼務）（外国人材 （地域再生まちづくり担当兼務）
受入・共生推進担当兼務）（都市整備局防災 （外国人材受入・共生推進担当兼
まちづくり推進室防災まちづくり推進課担当 務）（都市整備局防災まちづくり
課長兼務）（デジタル・デザイン担当兼務） 推進室防災まちづくり推進課担当

課長兼務）（データ活用推進担当
兼務）

中区総務部地域振興課長 事職 木村 友之 資源循環局政策調整部政策調整課
（中区総務部区政推進課地域力推進担当課長 長
兼務）（中区総務部地域振興課地域力推進担 （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務
当課長兼務）（開港記念会館館長兼務） ）（オリンピック・パラリンピッ

ク横浜市推進担当兼務）（データ
活用推進担当兼務）

中区総務部税務課長 事職 泉田 隆行 南区課長補佐（総務部税務課担当
（臨時特別給付金担当兼務） 係長）

中区福祉保健センター福祉保健課長 事職 藤本 剛 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 設課長

（臨時特別給付金担当兼務）

中区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 森山 祐子 中区福祉保健センターこども家庭
課長 支援課担当課長
（こども青少年局兼務）（保土ケ谷区福祉保 （中区竹之丸保育園長兼務）
健センターこども家庭支援課担当課長兼務）

中区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 内山 幹子 緑区福祉保健センターこども家庭
連携・こども担当課長 支援課学校連携・こども担当課長
（教育委員会事務局東部学校教育事務所地域 （教育委員会事務局北部学校教育
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務） 事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

中区福祉保健センター生活支援課就労支援等 事職 金井 国明 金沢区課長補佐（総務部総務課庶
担当課長 務係長）

（地域防災担当兼務）
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【課長級】

南区総務部区政推進課長 事職 宮崎 郁 南区総務部区政推進課長
（都市整備局防災まちづくり推進室防災まち （都市整備局防災まちづくり推進
づくり推進課担当課長兼務）（外国人材受入 室防災まちづくり推進課担当課長
・共生推進担当兼務）（デジタル・デザイン 兼務）（外国人材受入・共生推進
担当兼務） 担当兼務）（データ活用推進担当

兼務）

南区総務部地域振興課長 事職 斎藤 昌代 泉区福祉保健センター福祉保健課
（南区総務部区政推進課地域力推進担当課長 長
兼務）（南区総務部地域振興課地域力推進担 （健康危機管理担当兼務）（保健
当課長兼務） 所兼務）

南区総務部戸籍課長 事職 田村 修 資源循環局旭事務所長
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時 （旭区総務部地域振興課資源化推
特別給付金担当兼務） 進担当課長兼務）

南区総務部税務課長 事職 金木 昭人 南区総務部税務課担当課長
（臨時特別給付金担当兼務） （南区総務部区会計管理者兼務）

（南区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

南区総務部税務課担当課長 事職 池谷 庸子 環境創造局政策調整部政策課環境
（南区総務部区会計管理者兼務）（南区福祉 プロモーション担当課長
保健センター保険年金課滞納整理担当兼務） （健康福祉局総務部総務課臨時特

別給付金担当課長兼務）（区総務
部税務課担当課長兼務）

南区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 角田 浩之 西区課長補佐（福祉保健センター
連携・こども担当課長 福祉保健課運営企画係長）
（教育委員会事務局東部学校教育事務所地域 （保健所兼務）
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務）

南区福祉保健センター保険年金課長 事職 藤本 弘 中区課長補佐（総務部税務課担当
（南区総務部税務課滞納整理担当兼務） 係長）

（中区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

南土木事務所副所長 技職 金子 真嗣 都市整備局課長補佐（総務部業務
（環境創造局・道路局兼務） 調整課担当係長）

港南区総務部区政推進課長 事職 高岡 昭人 港南区総務部区政推進課長
（デジタル・デザイン担当兼務） （データ活用推進担当兼務）

港南区総務部税務課長 事職 櫻井 正成 西区課長補佐（総務部税務課担当
（臨時特別給付金担当兼務） 係長）

港南区総務部税務課担当課長 事職 粟竹 史明 泉区総務部区政推進課地域力推進
（港南区総務部区会計管理者兼務）（港南区 担当課長
福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼 （泉区総務部地域振興課地域力推
務） 進担当課長兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 髙岩 恭子 南区福祉保健センターこども家庭
当課長 支援課担当課長
（こども青少年局兼務）（南区福祉保健セン （南区井土ケ谷保育園長兼務）
ターこども家庭支援課担当課長兼務）
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【課長級】

港南区福祉保健センター保険年金課長 事職 飯田 啓晶
（港南区総務部税務課滞納整理担当兼務）

港南土木事務所副所長 技職 坂口 堅章
（環境創造局・道路局兼務）

保土ケ谷区総務部総務課長 事職 近 和行
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

保土ケ谷区総務部区政推進課長 事職 石川 巖道
（保土ケ谷区総務部区政推進課地域力推進担
当課長兼務）（保土ケ谷区総務部地域振興課
地域力推進担当課長兼務）（デジタル・デザ
イン担当兼務）

保土ケ谷区総務部地域振興課長 事職 金子 強

保土ケ谷区福祉保健センター医務担当課長 医職 田中 良知
（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター高齢・障害支援 事職 近藤 友和
課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

保土ケ谷土木事務所副所長 技職 土村 浩二
（環境創造局・道路局兼務）

旭区総務部総務課担当課長 事職 菅井 亜紀子

旭区総務部区政推進課長 事職 蒲田 仁
（旭区総務部区政推進課地域力推進担当課長
兼務）（旭区総務部地域振興課地域力推進担
当課長兼務）（デジタル・デザイン担当兼務
）

旭区総務部戸籍課長 事職 山本 哲郎

選挙管理委員会事務局選挙部選挙
課長
（選挙人材育成リーダー兼務）（

データ活用推進担当兼務）

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課長

資源循環局政策調整部政策調整課
担当課長

保土ケ谷区総務部区政推進課長
（保土ケ谷区総務部区政推進課地
域力推進担当課長兼務）（保土ケ
谷区総務部地域振興課地域力推進
担当課長兼務）（データ活用推進
担当兼務）

中区総務部地域振興課長
（中区総務部区政推進課地域力推
進担当課長兼務）（中区総務部地
域振興課地域力推進担当課長兼務

）（開港記念会館館長兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター医務
担当課長
（健康福祉局健康安全部健康安全
課医務担当課長兼務）（保健所兼
務）

健康福祉局障害福祉保健部精神保
健福祉課担当課長

道路局課長補佐（建設部建設課担
当係長）

旭区福祉保健センターこども家庭
支援課学校連携・こども担当課長
（教育委員会事務局西部学校教育
事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

旭区総務部区政推進課長
（旭区総務部区政推進課地域力推
進担当課長兼務）（旭区総務部地
域振興課地域力推進担当課長兼務

）（データ活用推進担当兼務）

道路局道路部管理課長
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）
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【課長級】

旭区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 國分 忠博
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

旭区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 村田 はるみ
課長
（こども青少年局兼務）（瀬谷区福祉保健セ
ンターこども家庭支援課担当課長兼務）

旭区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 中島 こずえ
連携・こども担当課長
（教育委員会事務局西部学校教育事務所地域
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務）（健
康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部
健康安全課ワクチン接種調整等担当課長兼務
）

旭区福祉保健センター保険年金課長 事職 藤井 晶子
（旭区総務部税務課滞納整理担当兼務）

磯子区総務部総務課長 事職 角田 恭子
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

磯子区総務部区政推進課長 事職 金川 守
（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）（磯子区総務部
区政推進課地域力推進担当課長兼務）（デジ
タル・デザイン担当兼務）

磯子区総務部戸籍課長 事職 石和田 和美
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

磯子区総務部税務課担当課長 事職 工藤 裕
（磯子区総務部区会計管理者兼務）（磯子区
福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼
務）

磯子区福祉保健センター生活衛生課長 技職 佐藤 宏士
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）

磯子区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 許田 重治
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

磯子区福祉保健センターこども家庭支援課学 事職 石井 誠一
校連携・こども担当課長
（教育委員会事務局南部学校教育事務所地域
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務）

磯子区福祉保健センター生活支援課長 事職 村山 一郎
（臨時特別給付金担当兼務）

経済局担当課長
（株式会社横浜市食肉公社派遣）

旭区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（旭区左近山保育園長兼務）

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
（保健所兼務）

旭区課長補佐（総務部総務課予算
調整係長）

栄区福祉保健センター福祉保健課
長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

磯子区総務部区政推進課長
（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）（磯子区総務部区政推進課
地域力推進担当課長兼務）（デー
タ活用推進担当兼務）

資源循環局金沢事務所長
（金沢区総務部地域振興課資源化
推進担当課長兼務）

磯子区課長補佐（磯子土木事務所
管理係長）
（環境創造局・道路局兼務）

青葉区課長補佐（福祉保健センタ
ー生活衛生課担当係長）
（保健所兼務）

政策局課長補佐（秘書部秘書課政
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課長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センター生活支援課
長
（臨時特別給付金担当兼務）
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【課長級】

磯子土木事務所副所長 技職 麻生 裕昌 港南土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

金沢区総務部総務課長 事職 姫浦 尊 南区総務部地域振興課長
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付 （南区総務部区政推進課地域力推
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 進担当課長兼務）（南区総務部地

域振興課地域力推進担当課長兼務
）

金沢区総務部区政推進課長 事職 米山 岳夫 金沢区総務部区政推進課長
（デジタル・デザイン担当兼務） （データ活用推進担当兼務）

金沢区総務部地域振興課長 事職 仙台 椎良 金沢区総務部地域振興課地域力推
進担当課長
（金沢区総務部区政推進課地域力
推進担当課長兼務）

金沢区総務部地域振興課地域力推進担当課長 事職 渡 孝之 再任用
（金沢区総務部区政推進課地域力推進担当課
長兼務）

金沢区総務部戸籍課長 事職 小池 美恵子 神奈川区課長補佐（福祉保健セン
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時 ター福祉保健課運営企画係長）
特別給付金担当兼務） （保健所兼務）

金沢区総務部税務課長 事職 流田 裕行 金沢区総務部税務課担当課長
（臨時特別給付金担当兼務） （金沢区総務部区会計管理者兼務

）（金沢区福祉保健センター保険
年金課滞納整理担当兼務）

金沢区総務部税務課担当課長 事職 金井 正親 経済局課長補佐（中小企業振興部
（金沢区総務部区会計管理者兼務）（金沢区 ものづくり支援課担当係長）
福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼
務）

金沢区福祉保健センター福祉保健課長 医職 平 佳子 健康福祉局健康安全部健康安全課
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 健康危機管理担当課長

（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 冨岡 幸世 旭区課長補佐（総務部地域振興課
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 生涯学習支援係長）

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 岡野 恵美 金沢区課長補佐（並木保育園長）
当課長
（金沢区金沢さくら保育園長兼務）

港北区総務部総務課長 事職 野村 絹恵 磯子区総務部戸籍課長
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付 （個人番号カード交付促進担当兼
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 務）（臨時特別給付金担当兼務）

港北区総務部区政推進課長 事職 柏﨑 崇宏 総務局課長補佐（総務部法制課法
（デジタル・デザイン担当兼務） 規第一係長）
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【課長級】

港北区総務部地域振興課長 事職 岸本 弘之
（港北区総務部地域振興課地域力推進担当課
長兼務）（港北区総務部区政推進課地域力推
進担当課長兼務）

港北区総務部戸籍課長 事職 二宮 繁治
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

港北区総務部税務課長 事職 津留 玲子
（臨時特別給付金担当兼務）

港北区総務部税務課担当課長 事職 江成 昭広
（港北区総務部区会計管理者兼務）（港北区
福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼
務）

港北区福祉保健センター生活衛生課長 技職 松木 諭和
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 吉田 勇一
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

港北土木事務所副所長 技職 小島 淳
（環境創造局・道路局兼務）

緑区総務部区政推進課長 事職 尾立 裕紀
（デジタル・デザイン担当兼務）

緑区総務部税務課担当課長 事職 須藤 健一
（緑区総務部区会計管理者兼務）（緑区福祉
保健センター保険年金課滞納整理担当兼務）

緑区福祉保健センター生活衛生課長 技職 田中 伸子
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）

緑区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 河合 利充
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 中山 努
連携・こども担当課長
（教育委員会事務局北部学校教育事務所地域
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務）

緑区福祉保健センター生活支援課長 事職 平野 文規
（臨時特別給付金担当兼務）

港湾局みなと賑わい振興部客船事
業推進課長

港北区課長補佐（総務部総務課予
算調整係長）

港北区総務部税務課担当課長
（港北区総務部区会計管理者兼務

）（港北区福祉保健センター保険
年金課滞納整理担当兼務）

市民病院管理部総務課管理担当課
長

磯子区福祉保健センター生活衛生
課長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

こども青少年局子育て支援部子育
て支援課担当課長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当課長

瀬谷区福祉保健センター保険年金
課長
（瀬谷区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

鶴見区福祉保健センター保険年金
課長
（鶴見区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

衛生研究所微生物検査研究課長

緑区課長補佐（総務部地域振興課
地域活動係長）

北部児童相談所一時保護所担当課
長

鶴見区課長補佐（福祉保健センタ
ー生活支援課生活支援担当係長）
（査察指導担当兼務）
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【課長級】

緑土木事務所副所長 技職 加藤 日出美 港北土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

青葉区総務部総務課長 事職 富澤 理子 経済局中小企業振興部金融課長
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付 （経済局中小企業振興部金融課緊
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 急経営支援担当課長兼務）

青葉区総務部区政推進課長 事職 釜谷 美江 青葉区総務部税務課担当課長
（青葉区総務部区政推進課地域力推進担当課 （青葉区総務部区会計管理者兼務
長兼務）（青葉区総務部地域振興課地域力推 ）（青葉区福祉保健センター保険
進担当課長兼務）（デジタル・デザイン担当 年金課滞納整理担当兼務）
兼務）

青葉区総務部区政推進課担当課長 技職 梶山 祐実 都市整備局企画部都市デザイン室
（都市整備局地域まちづくり部地域まちづく 長
り課担当課長兼務） （文化観光局横浜魅力づくり室企

画課横浜プロモーション担当課長
兼務）

青葉区総務部地域振興課長 事職 繁田 智孝 青葉区福祉保健センター生活支援
課長
（臨時特別給付金担当兼務）

青葉区総務部税務課長 事職 古賀 伸一郎 健康福祉局担当課長
（臨時特別給付金担当兼務） （神奈川県後期高齢者医療広域連

合派遣）

青葉区総務部税務課担当課長 事職 犬塚 克 再任用
（青葉区総務部区会計管理者兼務）（青葉区
福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼
務）

青葉区福祉保健センター生活衛生課長 技職 佐藤 吏里 健康福祉局課長補佐（健康安全部
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 食品衛生課食品衛生係長）

（健康福祉局健康安全部健康安全
課健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課学 事職 佐藤 やよい こども青少年局子育て支援部保育
校連携・こども担当課長 対策課担当課長
（教育委員会事務局北部学校教育事務所地域
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務）

青葉区福祉保健センター生活支援課長 事職 高橋 保夫 緑区福祉保健センター生活支援課
（臨時特別給付金担当兼務） 長

（臨時特別給付金担当兼務）

都筑区総務部総務課長 事職 佐藤 亜希子 市民局広報相談サービス部広報課
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付 長
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （広報報道連携担当兼務）（放射

線対策担当兼務）（外国人材受入
・共生推進担当兼務）

都筑区総務部区政推進課長 事職 黒澤 龍一 経済局誘致推進部企業誘致・立地
（都筑区総務部区政推進課地域力推進担当課 課長
長兼務）（デジタル・デザイン担当兼務）
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【課長級】

都筑区総務部地域振興課長 事職 倉田 真希
（都筑区総務部地域振興課地域力推進担当課
長兼務）

都筑区総務部税務課長 事職 三浦 孝之
（臨時特別給付金担当兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 中村 美穂
当課長
（こども青少年局兼務）（青葉区福祉保健セ
ンターこども家庭支援課担当課長兼務）

都筑土木事務所副所長 技職 長嶋 大海
（環境創造局・道路局兼務）

戸塚区総務部総務課長 事職 藤咲 貴裕
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

戸塚区総務部区政推進課長 事職 雨堤 久美
（戸塚区総務部区政推進課地域力推進担当課
長兼務）（戸塚区総務部地域振興課地域力推
進担当課長兼務）（デジタル・デザイン担当
兼務）

戸塚区総務部税務課担当課長 事職 木村 玲子
（戸塚区総務部区会計管理者兼務）（戸塚区
福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼
務）

戸塚区福祉保健センター福祉保健課長 事職 鈴木 秀明
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課長 医職 小嶋 宏子
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 松田 優子
当課長
（こども青少年局兼務）（栄区福祉保健セン
ターこども家庭支援課担当課長兼務）

戸塚区福祉保健センター保険年金課長 事職 川井 秀和
（戸塚区総務部税務課滞納整理担当兼務）

栄区総務部区政推進課長 事職 藤澤 智明
（栄区総務部区政推進課地域力推進担当課長
兼務）（栄区総務部地域振興課地域力推進担
当課長兼務）（デジタル・デザイン担当兼務
）

栄区総務部戸籍課長 事職 中野 由紀子
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時

政策局男女共同参画推進課長

監査事務局監査部監査管理課長
（データ活用推進担当兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（泉区和泉保育園長兼務）

環境創造局課長補佐（政策調整部
技術監理課担当係長）

中央卸売市場本場経営支援課長

健康福祉局課長補佐（総務部総務
課庶務係長）

戸塚区課長補佐（総務部税務課担
当係長）

医療局医療政策部医療政策課担当
課長

中区課長補佐（福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係長）
（保健所兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（戸塚区川上保育園長兼務）

西区総務部戸籍課長
（個人番号カード交付促進担当兼
務）（臨時特別給付金担当兼務）

再任用

市民局課長補佐（地域支援部地域
活動推進課担当係長）

特別給付金担当兼務）
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【課長級】

栄区福祉保健センター福祉保健課長 事職 齋藤 修身 栄区総務部戸籍課長
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） （個人番号カード交付促進担当兼

務）（臨時特別給付金担当兼務）

栄区福祉保健センター生活衛生課長 医職 古家 浩一 緑区福祉保健センター生活衛生課
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 長

（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

栄区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 松原 実千代 こども青少年局青少年部放課後児
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 童育成課長

（教育委員会事務局施設部教育施
設課担当課長兼務）

栄区福祉保健センター生活支援課長 事職 佐藤 紀幸 向陽学園長
（臨時特別給付金担当兼務）

泉区総務部区政推進課長 事職 河村 信之 泉区総務部区政推進課長
（デジタル・デザイン担当兼務） （データ活用推進担当兼務）

泉区総務部区政推進課地域力推進担当課長 事職 土田 俊樹 文化観光局文化プログラム推進部
（泉区総務部地域振興課地域力推進担当課長 文化プログラム推進課担当課長
兼務）

泉区福祉保健センター福祉保健課長 医職 齋藤 有香 保土ケ谷区福祉保健センター高齢
（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） ・障害支援課長

（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 中澤 智 再任用
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 沢見 由美 旭区課長補佐（柏保育園長）
課長
（泉区和泉保育園長兼務）

泉区福祉保健センター生活支援課長 事職 瀧川 真理子 神奈川区福祉保健センター生活支
（臨時特別給付金担当兼務） 援課長

（臨時特別給付金担当兼務）

泉区福祉保健センター保険年金課長 事職 神田 剛昭 青葉区総務部税務課長
（泉区総務部税務課滞納整理担当兼務） （臨時特別給付金担当兼務）

瀬谷区総務部総務課長 事職 森田 伸一 総務局行政改革推進部行政マネジ
（地域防災担当兼務）（個人番号カード交付 メント課外郭団体担当課長
促進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） （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）

瀬谷区総務部区政推進課長 事職 堀内 久一 瀬谷区総務部区政推進課長
（デジタル・デザイン担当兼務） （データ活用推進担当兼務）

瀬谷区総務部戸籍課長 事職 仁井田 尊史 南区総務部戸籍課長
（個人番号カード交付促進担当兼務）（臨時 （個人番号カード交付促進担当兼
特別給付金担当兼務） 務）（臨時特別給付金担当兼務）
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【課長級】

瀬谷区総務部税務課長 事職 加藤 美奈
（臨時特別給付金担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター高齢・障害支援課長 小西 美香子
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

瀬谷区福祉保健センターこども家庭支援課学 事職 小川 寛文
校連携・こども担当課長
（教育委員会事務局西部学校教育事務所地域
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務）

瀬谷区福祉保健センター生活支援課長 事職 中村 豊
（臨時特別給付金担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター保険年金課長 事職 川崎 貢市
（瀬谷区総務部税務課滞納整理担当兼務）

瀬谷土木事務所副所長 技職 井田 剛
（環境創造局・道路局兼務）

温暖化対策統括本部企画調整部調整課長 事職 小野寺 紀子
（デジタル・デザイン担当兼務）

温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当課 事職 東田 建治
長

温暖化対策統括本部企画調整部プロジェクト 事職 松下 功
推進課長

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ未来 事職 田村 康治
都市推進課長

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ未来 事職 田邊 俊一
都市推進課担当課長

デジタル統括本部企画調整部企画調整課長 事職 稲富 隆仁
（デジタル人材育成リーダー兼務）

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当 事職 可児 章
課長
（健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担
当課長兼務）

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当 事職 竹井 康之
課長

財政局課長補佐（総務部総務課担
当係長）

再任用

神奈川区総務部戸籍課長
（個人番号カード交付促進担当兼
務）（臨時特別給付金担当兼務）

健康福祉局生活福祉部保険年金課
債権管理推進担当課長
（財政局主税部徴収対策課債権管
理・回収促進担当兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課
担当課長
（保健所兼務）

保土ケ谷土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

環境創造局総務部総務課担当課長
（温暖化対策統括本部企画調整部
調整課担当課長兼務）

戸塚区総務部税務課担当課長
（戸塚区総務部区会計管理者兼務

）（戸塚区福祉保健センター保険
年金課滞納整理担当兼務）

水道局課長補佐（総務部人事課人
事係長）

温暖化対策統括本部企画調整部Ｓ
ＤＧｓ未来都市推進課担当課長

市民局課長補佐（区政支援部区連
絡調整課区調整係長）

デジタル統括本部企画調整部企画
調整課担当課長

水道局経営部情報システム課長
（ワークスタイル改革推進担当兼
務）

政策局政策部政策課担当課長
（広報報道連携担当兼務）

（政策局政策部政策課データ活用推進等担当
課長兼務）
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事職 山崎 晋一

事職 谷口 智行

事職 中川 譲

事職 洲崎 正晴

事職 高梨 智治

事職 土屋 朋宏

事職 水沼 彩子

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）（健康福祉局総務部
総務課臨時特別給付金担当課長兼
務）

神奈川区総務部区政推進課長
（神奈川区総務部区政推進課地域
力推進担当課長兼務）（神奈川区
総務部地域振興課地域力推進担当
課長兼務）（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）（データ活用推

進担当兼務）

青葉区総務部区政推進課長
（青葉区総務部区政推進課地域力
推進担当課長兼務）（青葉区総務
部地域振興課地域力推進担当課長
兼務）（データ活用推進担当兼
務 ）

東京プロモーション本部担当課長

デジタル統括本部企画調整部企画
調整課担当課長

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）（健康福
祉局総務部総務課臨時特別給付金
担当課長兼務）

総務局行政改革推進部住民情報シ
ステム課長
（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）（
健康福祉局総務部総務課臨時特別
給付金担当課長兼務）

事職 鈴木 崇広 デジタル統括本部企画調整部企画
調整課担当課長
（健康福祉局総務部総務課臨時特
別給付金担当課長兼務）

事職 小池 道子 政策局共創推進室共創推進課長

【課長級】

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当
課長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）（健康福祉局総務部総
務課臨時特別給付金担当課長兼務）

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ
イン室長

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ
イン室担当課長

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ
イン室担当課長

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ
イン室担当課長

デジタル統括本部企画調整部ＤＸ基盤課長
（個人番号カード交付促進担当兼務）（健康
福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部健
康安全課ワクチン接種調整等担当課長兼務）
（保健所兼務）（健康福祉局総務部総務課臨
時特別給付金担当課長兼務）

デジタル統括本部企画調整部住民情報基盤課
長
（個人番号カード交付促進担当兼務）（健康
福祉局総務部総務課臨時特別給付金担当課長
兼務）

デジタル統括本部企画調整部住民情報基盤課
担当課長

政策局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）（デジタル・デザ
イン担当兼務）
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事職 佐伯 雄治 政策局課長補佐（秘書部秘書課担
当係長）

事職 松石 徹 西区福祉保健センターこども家庭
支援課長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

事職 須田 浩美 文化観光局担当課長
（株式会社横浜国際平和会議場派
遣）

技職 岡 靖之 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）

技職 小林 和広 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）（地域再
生まちづくり担当兼務）

技職 周治 諭 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）

事職 山下 朋美 文化観光局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）

技職 勝俣 英樹 道路局計画調整部企画課担当課長

事職 岩崎 雄介 政策局課長補佐（総務部総務課担
当係長）

事職 柴 政紀 教育委員会事務局西部学校教育事
務所教育総務課長

事職 齋藤 亜希 政策局秘書部秘書課報道担当課長
（広報報道連携担当兼務）

事職 柳沢 貴之 政策局秘書部秘書課担当課長
（総務局危機管理室危機管理部危
機管理課担当課長兼務）

事職 板谷 俊史 道路局課長補佐（総務部総務課庶
務係長）

事職 大澤 浩希 市民局担当課長
（公益財団法人横浜市スポーツ協

【課長級】

政策局総務部総務課担当課長
（浪江町派遣）

政策局大都市制度推進本部室大都市制度・広
域行政部制度企画課長

政策局大都市制度推進本部室大都市制度・広
域行政部広域行政課長

政策局政策部政策課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（外国人
材受入・共生推進担当兼務）

政策局政策部政策課担当課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（地域再
生まちづくり担当兼務）

政策局政策部政策課担当課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（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）

政策局政策部政策課政策調整担当課長

政策局政策部政策課政策調整担当課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）

政策局政策部政策課担当課長

政策局政策部政策課担当課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）

政策局男女共同参画推進課長

政策局秘書部秘書課長
（総務局危機管理室危機管理部危機管理課担
当課長兼務）

政策局秘書部秘書課政策調査担当課長

政策局シティプロモーション推進室広報課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）（放射
線対策担当兼務） 会派遣）
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事職 白石 亜紀子

【課長級】

政策局シティプロモーション推進室広報課担

当課長

政策局シティプロモーション推進室広報課担
当課長

政策局シティプロモーション推進室広報戦略 事職 貝田 泰史
・プロモーション課長

政策局シティプロモーション推進室広報戦略 事職 林 豪
・プロモーション課担当課長

政策局シティプロモーション推進室報道課長 事職 山下 和宏
（総務局危機管理室危機管理部危機管理課担
当課長兼務）

政策局シティプロモーション推進室報道課担 事職 矢野 虎鉄
当課長

政策局共創推進室共創推進課長 事職 粕谷 美路

東京プロモーション本部担当課長 事職 黒田 美夕起

政策局大学調整課長 事職 澤田 賢一
（外国人材受入・共生推進担当兼務）

政策局基地対策課担当課長 技職 六渡 淳一

政策局担当課長 医職 栗原 明日香
（公立大学法人横浜市立大学派遣）

政策局担当課長 事職 政木 辰仁
（公立大学法人横浜市立大学派遣）

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課長 消吏 細川 直樹

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 消吏 本多 隆樹
課長

総務局危機管理室危機管理部防災企画課長 事職 林 暁
（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）（デジタル・デ
ザイン担当兼務）

市民局広報相談サービス部広報課

担当課長

（広報報道連携担当）

文化観光局文化芸術創造都市推進
部文化振興課担当課長

文化観光局横浜魅力づくり室企画
課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（ＳＤＧｓ
未来都市推進担当兼務）（外国人
材受入・共生推進担当兼務）（デ

ータ活用推進担当兼務）

文化観光局横浜魅力づくり室企画
課横浜プロモーション担当課長

政策局秘書部秘書課報道担当課長
（広報報道連携担当兼務）（総務
局危機管理室危機管理部危機管理
課担当課長兼務）

経済局課長補佐（政策調整部総務
課庶務係長）

市民局区政支援部窓口サービス課
担当課長
（個人番号カード交付促進担当兼
務）

温暖化対策統括本部企画調整部Ｓ
ＤＧｓ未来都市推進課長

政策局担当課長
（指定都市市長会派遣）

都市整備局都市交通部都市交通課
鉄道事業推進担当課長

磯子区課長補佐（福祉保健センタ
ー福祉保健課事業企画担当係長）
（保健所兼務）

医療局担当課長
（恩賜財団済生会派遣）

消防局西消防署警防課警防第一担
当課長

消防局港北消防署警防課警防第二
担当課長

総務局危機管理室危機管理部防災
企画課長
（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）（デジタル推進担当兼務）

事職 小林 茂利
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事職 高群 敦子

事職 藤岡 謙二

事職 岩井 俊祐

事職 半浦 淳

事職 加藤 健一郎

事職 黒谷 浩介

事職 喜多 麻子

事職 遠藤 春香

医職 御小柴 朋子

事職 澤井 英理子

事職 帰山 誠人

事職 今村 貴美

事職 藤田 和宏

【課長級】

総務局危機管理室危機管理部地域防災課避難
等支援担当課長

総務局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）（デジタル統括本
部企画調整部企画調整課担当課長兼務）（デ
ジタル・デザイン担当兼務）

総務局総務部管理課長

総務局総務部管理課担当課長
（総務局総務部物品事務集約課長兼務）

総務局総務部法制課長
（法務人材育成リーダー兼務）

総務局コンプライアンス推進室コンプライア
ンス推進課内部統制評価担当課長

総務局人事部人事課長
（大都市制度推進担当兼務）（健康福祉局感
染症対策・健康安全室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）

総務局人事部人事課組織定数担当課長
（大都市制度推進担当兼務）

総務局人事部職員健康課長

総務局人事部人材開発課長

総務局行政イノベーション推進室行政イノベ
ーション推進部行政マネジメント課長
（デジタル・デザイン担当兼務）

総務局行政イノベーション推進室行政イノ

ベーション推進部行政マネジメント課行政イ

ノベーション担当課長

総務局行政イノベーション推進室行政イノ

ベーション推進部行政マネジメント課行政イ

ノベーション担当課長

教育委員会事務局課長補佐（施設
部学校計画課担当係長）

市民局区政支援部区連絡調整課長
（大都市制度推進担当兼務）（放
射線対策担当兼務）（個人番号カ

ード交付促進担当兼務）（臨時特
別給付金担当兼務）

総務局総務部管理課担当課長
（総務局総務部物品事務集約課長
兼務）

瀬谷区課長補佐（総務部総務課庶
務係長）
（地域防災担当兼務）

道路局総務部総務課調整担当課長

港北区課長補佐（総務部総務課庶
務係長）
（地域防災担当兼務）

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
（保健所兼務）

総務局課長補佐（人事部人事課組
織定数第一係長）

鶴見区福祉保健センターこども家
庭支援課長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）（臨時特別給付金担当兼務

）

水道局事業推進部担当課長（調整
担当）

総務局行政改革推進部行政マネジ
メント課長
（デジタル推進担当兼務）

総務局人事部人事課組織定数担当
課長
（大都市制度推進担当兼務）

西区課長補佐（総務部総務課庶務
係長）
（地域防災担当兼務）
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事職 末永 邦仁

事職 島﨑 考史

事職 大塚 和彦

【課長級】

総務局行政イノベーション推進室行政イノ

ベーション推進部行政マネジメント課文書管
理担当課長
（デジタル・デザイン担当兼務）

総務局行政イノベーション推進室行政イノ

ベーション推進部行政マネジメント課外郭団
体担当課長

財政局総務部総務課長
（財政局総務部総務課適正経理推進担当課長
兼務）（危機管理推進担当兼務）（デジタル
・デザイン担当兼務）

財政局財政部財政課財政調査担当課長 事職 田中 郁雄

財政局主税部税制課長 事職 永森 秀
（大都市制度推進担当兼務）

財政局主税部税制課税務システム再構築等担 事職 古川 浩
当課長

財政局主税部税務課長 事職 江口 昌克
（税務人材育成リーダー兼務）（健康福祉局
総務部総務課臨時特別給付金担当課長兼務）

財政局主税部固定資産税課長 事職 折出 史朗

財政局主税部徴収対策課長 事職 田野井 敏行

財政局主税部償却資産課長 事職 川崎 和則

財政局契約部契約第一課長 事職 田中 雄英
（水道局兼務）（交通局兼務）

財政局契約部契約第二課長 事職 城石 健
（水道局兼務）（交通局兼務）

財政局公共施設・事業調整室公共施設・事業 技職 井深 美江
調整課担当課長
（土木職人材育成リーダー兼務）

国際局国際政策部政策総務課長 事職 冨岡 典夫
（国際人材育成リーダー兼務）（危機管理推

総務局行政改革推進部行政マネジ
メント課文書管理担当課長
（デジタル推進担当兼務）

総務局課長補佐（行政改革推進部
行政マネジメント課担当係長）

政策局大学調整課長
（外国人材受入・共生推進担当兼
務）

港北区総務部区政推進課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（データ活
用推進担当兼務）

財政局主税部固定資産税課長

財政局主税部税制課税務システム
再構築等担当課長
（デジタル推進担当兼務）

財政局主税部徴収対策課長

財政局課長補佐（主税部税制課企
画係長）

都筑区課長補佐（総務部地域振興
課地域振興係長）

都筑区課長補佐（総務部総務課庶
務係長）
（地域防災担当兼務）

財政局契約部契約第二課長
（水道局兼務）（交通局兼務）

金沢区総務部地域振興課長

瀬谷土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

経済局誘致推進部国際ビジネス課
長

進担当兼務）
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事職 田中 美枝子

事職 髙嶋 賢一

事職 江成 政義

事職 小林 真紀

事職 後藤 勝

事職 直井 一浩

事職 佐々井 正泰

事職 佐々木 恵美

事職 丹羽 仁志

事職 高橋 佐織

事職 齊藤 誓

【課長級】

国際局国際政策部政策総務課担当課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（デジタ
ル・デザイン担当兼務）

横浜市パスポートセンター所長

国際局国際政策部国際連携課アジア大洋州担

当課長

国際局国際政策部国際連携課欧州米州担当課
長

国際局国際政策部国際連携課担当課長

市民局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都
市推進担当兼務）（デジタル・デザイン担当
兼務）

市民局人権課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）

市民局人権課啓発等担当課長

市民局地域支援部地域防犯支援課長
（地域再生まちづくり担当兼務）

市民局区政支援部区連絡調整課長
（大都市制度推進担当兼務）（放射線対策担
当兼務）（個人番号カード交付促進担当兼
務 ）（臨時特別給付金担当兼務）

市民局区政支援部窓口サービス課長

（戸籍人材育成リーダー兼務）（外国人材受

入・共生推進担当兼務）（個人番号カード交

付促進担当兼務）（健康福祉局総務部総務課

臨時特別給付金担当課長兼務）

市民局区政支援部窓口サービス課担当課長
（個人番号カード交付促進担当兼務）

国際局国際政策部政策総務課担当
課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（ＳＤＧｓ
未来都市推進担当兼務）（データ
活用推進担当兼務）

再任用

旭区総務部戸籍課長

（個人番号カード交付促進担当兼

務）（臨時特別給付金担当兼務）

国際局国際政策部国際連携課担当
課長

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園
芸博覧会協会派遣）

市民局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）（オリ
ンピック・パラリンピック横浜市
推進担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都
市推進担当兼務）（データ活用推
進担当兼務）

青葉区福祉保健センターこども家
庭支援課学校連携・こども担当課
長
（教育委員会事務局北部学校教育
事務所地域連携推進担当課長兼
務 ）（保健所兼務）

中区課長補佐（総務部総務課庶務
係長）
（地域防災担当兼務）

泉区福祉保健センター保険年金課
長
（泉区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

政策局大都市制度推進本部室大都
市制度・広域行政部制度企画課長

市民局区政支援部窓口サービス課

長

（戸籍人材育成リーダー兼務）

（外国人材受入・共生推進担当兼

務）（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）（健康福祉局総務部総務課臨

時特別給付金担当課長兼務）

議会局市会事務部議事課調整等担
当課長

書記 吉田 誠



31頁
令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級】

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課長 事職 守屋 喜代司

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当課 技職 飯村 智
長
（放射線対策担当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当課 事職 髙向 勉
長

事職 宮里 弘美

事職 遠藤 和宏

事職 荒木 慎二

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当課
長

市民局担当課長
（公益財団法人横浜市スポーツ協会派遣）

文化観光局横浜魅力づくり室企画課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（外国人
材受入・共生推進担当兼務）（デジタル・デ
ザイン担当兼務）

文化観光局総務部総務課長 事職 相馬 美輝
（危機管理推進担当兼務）

事職 新谷 雄一

事職 倉持 知子

事職 吉田 直人

事職 斎藤 信明

事職 渡邊 裕之

文化観光局文化芸術創造都市推進部創造都市
推進課長
（地域再生まちづくり担当兼務）

文化観光局文化芸術創造都市推進部創造都市
推進課担当課長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

文化観光局文化芸術創造都市推進部文化振興
課修繕担当課長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興
課誘致等担当課長

港北区総務部戸籍課長

（個人番号カード交付促進担当兼

務）（臨時特別給付金担当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部スポーツ振興課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部スポーツ振興課担当課長（オ
リンピック・パラリンピック横浜
市推進担当兼務）（放射線対策担
当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部スポーツ振興課担当課長（オ
リンピック・パラリンピック横浜
市推進担当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部スポーツ振興課担当課長（オ
リンピック・パラリンピック横浜
市推進担当兼務）

健康福祉局課長補佐（総務部職員
課職員係長）

市民局スポーツ統括室オリンピッ

ク・パラリンピック推進部オリン

ピック・パラリンピック推進課長

政策局政策部政策課担当課長

文化観光局文化芸術創造都市推進
部文化振興課修繕担当課長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ
ＩＣＥ振興課誘致等担当課長
（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）

総務局課長補佐（総務部総務課庶
務係長）
（デジタル統括本部企画調整部企
画調整課担当係長兼務）

中区福祉保健センターこども家庭
支援課学校連携・こども担当課長
（教育委員会事務局東部学校教育
事務所地域連携推進担当課長兼
務 ）（保健所兼務）

文化観光局担当課長
（横浜観光コンベンション・ビュ
ーロー派遣）

市民局区政支援部窓口サービス課個人番号カ 
ード交付促進担当課長

事職 堀 雅史
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【課長級】

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 森 香里 交通局総務部総務課企画担当課長
ラム推進課担当課長

文化観光局担当課長 事職 吉濵 隆宗 鶴見区課長補佐（総務部総務課庶
（横浜観光コンベンション・ビューロー派遣 務係長）
） （地域防災担当兼務）

文化観光局担当課長 事職 千葉 愁子 国際局課長補佐（国際政策部政策
（株式会社横浜国際平和会議場派遣） 総務課担当係長）

経済局政策調整部総務課長 事職 田中 昌史 文化観光局文化芸術創造都市推進
（危機管理推進担当兼務）（地域再生まちづ 部創造都市推進課長
くり担当兼務） （地域再生まちづくり担当兼務）

経済局政策調整部企画調整課長 事職 高橋 正海 経済局政策調整部企画調整課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）（ＳＤ （外国人材受入・共生推進担当兼
Ｇｓ未来都市推進担当兼務）（デジタル・デ 務）（オリンピック・パラリンピ
ザイン担当兼務） ック横浜市推進担当兼務）（ＳＤ

Ｇｓ未来都市推進担当兼務）（デ
ータ活用推進担当兼務）

経済局誘致推進部企業誘致・立地課長 事職 菅原 真一郎 経済局誘致推進部企業誘致・立地
課産業拠点活性化担当課長

経済局誘致推進部企業誘致・立地課産業拠点 事職 三好 健治 港湾局課長補佐（政策調整部政策
活性化担当課長 調整課担当係長）

経済局誘致推進部企業誘致・立地課誘致担当 事職 畠山 幹貴 港湾局山下ふ頭再開発調整室山下
課長 ふ頭再開発調整課長
（東京プロモーション本部担当兼務）

経済局誘致推進部国際ビジネス課長 事職 森井 藍子 文化観光局課長補佐（観光ＭＩＣ
Ｅ振興部観光振興課担当係長）

経済局イノベーション都市推進部産業連携推 事職 佐藤 慎一 経済局イノベーション都市推進部
進課長 産業連携推進課担当課長

経済局イノベーション都市推進部産業連携推 事職 松本 圭市 政策局課長補佐（秘書部秘書課担
進課担当課長 当係長）

経済局中小企業振興部ものづくり支援課長 事職 瀧澤 恭和 経済局中小企業振興部ものづくり
支援課長
（経済局イノベーション都市推進
部新産業創造課担当課長兼務）

経済局中小企業振興部金融課長 事職 近藤 陽介 経済局イノベーション都市推進部
産業連携推進課長

経済局市民経済労働部商業振興課長 事職 宮島 大輔 中央卸売市場本場運営調整課長
（放射線対策担当兼務）

中央卸売市場本場運営調整課長 事職 原 弘岳 経済局課長補佐（政策調整部総務
（放射線対策担当兼務） 課調整係長）
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技職 花田 斎明

【課長級】

中央卸売市場本場運営調整課市場再編整備担
当課長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安

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）

中央卸売市場本場経営支援課長 事職 山田 卓

中央卸売市場食肉市場運営課整備等担当課長 技職 岩瀬 武

事職 永井 俊雄

事職 久保田 淳

事職 田口 香苗

事職 永松 弘至

校長 田村 憲一

建築局課長補佐（公共建築部保全
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）

中区課長補佐（総務部地域振興課
担当係長）

監査事務局監査部財務監査課担当
課長

保土ケ谷区課長補佐（総務部総務
課庶務係長）
（地域防災担当兼務）

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課こども家庭総合支援
拠点準備担当課長

こども青少年局総務部企画調整課
長
（外国人材受入・共生推進担当兼
務）（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）（デ

ータ活用推進担当兼務）

栄区総務部区政推進課長
（栄区総務部区政推進課地域力推
進担当課長兼務）（栄区総務部地
域振興課地域力推進担当課長兼務

）（データ活用推進担当兼務）

公立学校長

事職 大槻 彰良 こども青少年局子育て支援部保育
・教育認定課長
（財政局主税部徴収対策課債権管
理・回収促進担当兼務）（デジタ
ル推進担当兼務）

事職 大島 範子 金沢区福祉保健センター高齢・障
害支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

事職 岡﨑 有希 こども青少年局課長補佐（子育て

経済局担当課長
（株式会社横浜市食肉公社派遣）

こども青少年局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）

こども青少年局総務部企画調整課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）（ＳＤ
Ｇｓ未来都市推進担当兼務）（デジタル・デ
ザイン担当兼務）

こども青少年局青少年部放課後児童育成課長
（教育委員会事務局施設部教育施設課担当課
長兼務）

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課幼保小連携担当課長

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定
課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促
進担当兼務）

こども青少年局保育・教育部保育対策課担当
課長

こども青少年局保育・教育部保育対策課担当
課長 支援部保育・教育認定課認定・利

用調整係長）
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【課長級】

こども青少年局保育・教育部こども施設整備 事職 安達 友彦 神奈川区総務部地域振興課長
課長

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 上原 嘉明 戸塚区福祉保健センターこども家
課長 庭支援課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促 （保健所兼務）（こども青少年局
進担当兼務） 兼務）（臨時特別給付金担当兼務

）

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て 事職 瀬 綾子 港北区福祉保健センターこども家
支援課長 庭支援課長

（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て 医職 戸矢﨑 悦子 こども青少年局こども福祉保健部
支援課親子保健担当課長 こども家庭課親子保健担当課長

（デジタル推進担当兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権 事職 柴山 一彦 こども青少年局こども福祉保健部
利擁護課長 こども家庭課児童虐待・ＤＶ対策
（臨時特別給付金担当兼務） 担当課長

（臨時特別給付金担当兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権 事職 村上 和孝 こども青少年局こども福祉保健部
利擁護課児童施設担当課長 こども家庭課児童施設担当課長
（臨時特別給付金担当兼務） （臨時特別給付金担当兼務）

向陽学園長 事職 開地 秀明 北部児童相談所長

三春学園長 事職 木村 知香枝 こども青少年局課長補佐（中央児
童相談所支援課支援係長）

中央児童相談所虐待対応・地域連携課長 事職 石神 光 三春学園長

西部児童相談所長 事職 深海 淳一郎 中央児童相談所虐待対応・地域連
携課長

南部児童相談所長 事職 足立 由紀子 こども青少年局課長補佐（こども
福祉保健部こども家庭課担当係長
）

北部児童相談所長 事職 和賀 美穂 こども青少年局課長補佐（西部児
童相談所相談調整係長）

北部児童相談所一時保護所担当課長 事職 秋田 優 こども青少年局担当課長
（内閣府派遣）

健康福祉局総務部総務課長 事職 半田 恒太郎 健康福祉局健康安全部環境施設課
（危機管理推進担当兼務） 長
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事職 粟屋 しらべ

事職 髙橋 順一

事職 霧生 哲央

事職 丸山 直樹

事職 今井 智子

事職 松村 健也

健康福祉局総務部企画課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（外国人材
受入・共生推進担当兼務）（ＳＤ
Ｇｓ未来都市推進担当兼務）（デ

ータ活用推進担当兼務）（健康福
祉局総務部総務課臨時特別給付金
担当課長兼務）（区総務部税務課

担当課長兼務）

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）

健康福祉局生活福祉部生活支援課
担当課長

健康福祉局課長補佐（高齢健康福
祉部介護保険課担当係長）

健康福祉局担当課長（こころの健

康相談センター担当係長）

（精神科救急医療対策担当兼務）

健康福祉局課長補佐（障害福祉保
健部障害施設サービス課施設管理
係長）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施
設課高齢施設整備担当課長
（健康福祉局高齢健康福祉部介護
事業指導課担当課長兼務）

事職 北條 雅之 健康福祉局担当課長
（厚生労働省派遣）

事職 髙橋 陽子

医職 菅野 美穂

【課長級】

健康福祉局総務部企画課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）（ＳＤ
Ｇｓ未来都市推進担当兼務）（健康福祉局総
務部総務課臨時特別給付金担当課長兼務）
（ 区総務部税務課担当課長兼務）（デジタ
ル・デザイン担当兼務）

健康福祉局総務部相談調整課長

健康福祉局生活福祉部ひきこもり支援課長

健康福祉局生活福祉部保険年金課債権管理推
進担当課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促
進担当兼務）

健康福祉局担当課長（こころの健康相談セン
ター担当係長）
（精神科救急医療対策担当兼務）（医療局医
療政策部医療政策課担当課長兼務）

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長
（臨時特別給付金担当兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課高齢施
設整備担当課長
（健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
担当課長兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促
進担当兼務）（保険年金人材育成リーダー兼
務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課健康危機管理担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全

部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長

（保健所兼務）

西区福祉保健センター高齢・障害
支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

政策局担当課長
（公立大学法人横浜市立大学派
遣 ）

緑区課長補佐（総務部総務課庶務

係長）

（地域防災担当兼務）

医職 小西 潤

事職 山村 太郎
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事職 吉田 聡子
・自転車政策課担当係長）

事職 藤塚 万里子

事職 河合 太一

事職 吉池 玲美

事職 加藤 未歩

事職 丸山 真隆

医職 近藤 修治

書記 橋本 育世

事職 菊池 潤

事職 奥津 直臣

事職 八木澤 勉

事職 秋野 奈緒子

奥田 清子

文化観光局文化芸術創造都市推進
部創造都市推進課担当課長

水道局事業推進部公民連携推進課
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）

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）

港南区総務部税務課担当課長
（港南区総務部区会計管理者兼務

）（港南区福祉保健センター保険
年金課滞納整理担当兼務）

教育委員会事務局課長補佐（施設
部教育施設課計画推進係長）

磯子区福祉保健センター医務担当
課長
（保健所兼務）

議会局課長補佐（市会事務部秘書
広報課広報等担当係長）

健康福祉局課長補佐（健康安全部
保健事業課担当係長）

都市整備局総務部総務課担当課長

泉区課長補佐（福祉保健センター
福祉保健課運営企画係長）
（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター福祉保健
課長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

新採用（厚生労働省）

【課長級】

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課医務担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課感染症対策強化担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部保健事業課長

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全
部保健事業課担当課長

道路局課長補佐（総務部交通安全
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【課長級】

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 岩澤 健司 衛生研究所管理課長
部環境施設課長

中央卸売市場本場食品衛生検査所長 技職 毛利 一也 港北区福祉保健センター生活衛生
課長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

衛生研究所管理課長 事職 小田 淳 栄区福祉保健センター高齢・障害
支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

衛生研究所微生物検査研究課長 医職 仙田 隆一 港北区課長補佐（福祉保健センタ
ー生活衛生課食品衛生係長）
（保健所兼務）

健康福祉局担当課長 事職 松浦 拓郎 健康福祉局課長補佐（障害福祉保
（厚生労働省派遣） 健部障害施策推進課施策調整係長

）

健康福祉局担当課長 事職 今井 ゆき 港南区福祉保健センター保険年金
（神奈川県後期高齢者医療広域連合派遣） 課長

（港南区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

医療局医療政策部総務課長 事職 門林 宏英 医療局病院経営本部病院経営部病
（危機管理推進担当兼務）（医療局病院経営 院経営課長
本部兼務） （医療局兼務）（データ活用推進

担当兼務）

医療局医療政策部医療政策課長 事職 山本 憲司 医療局医療政策部医療政策課長
（政策局大学調整課担当課長兼務）（医療政 （政策局大学調整課担当課長兼務
策人材育成リーダー兼務）（外国人材受入・ ）（医療政策人材育成リーダー兼
共生推進担当兼務）（デジタル・デザイン担 務）（外国人材受入・共生推進担
当兼務） 当兼務）（データ活用推進担当兼

務）

医療局医療政策部医療政策課担当課長 事職 小松 順 医療局病院経営本部担当課長
（みなと赤十字病院派遣）

医療局医療政策部医療政策課医療情報分析担 事職 舘田 智之 デジタル統括本部企画調整部企画
当課長 調整課担当課長

医療局担当課長 事職 関 哲夫 磯子区課長補佐（総務部総務課庶
（恩賜財団済生会派遣） 務係長）

（地域防災担当兼務）

医療局担当課長 事職 浦山 剛 政策局課長補佐（大都市制度推進
（聖マリアンナ医科大学派遣） 本部室大都市制度・広域行政部制

度企画課担当係長）

医療局担当課長 事職 小林 宏司 医療局課長補佐（医療政策部医療
（独立行政法人労働者健康安全機構派遣） 政策課担当係長）
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【課長級】

環境創造局政策調整部政策課長 事職 兵頭 輝久 環境創造局政策調整部政策課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（デジタ （オリンピック・パラリンピック
ル・デザイン担当兼務） 横浜市推進担当兼務）（ＳＤＧｓ

未来都市推進担当兼務）（データ
活用推進担当兼務）

環境創造局政策調整部政策課下水道政策調整 技職 吉野 文雄 環境創造局担当課長
担当課長 （日本下水道新技術機構派遣）

環境創造局政策調整部政策課環境プロモーシ 事職 安藤 成晃 環境創造局課長補佐（政策調整部
ョン担当課長 政策課担当係長）

環境創造局政策調整部技術監理課長 技職 牧野 仁志 環境創造局担当課長
（株式会社建設資源広域利用セン
ター派遣）

環境創造局総務部総務課担当課長 事職 宍戸 史織 環境創造局課長補佐（総務部総務
（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当 課担当係長）
課長兼務） （温暖化対策統括本部企画調整部

調整課担当係長兼務）

環境創造局総務部総務課担当課長 技職 赤坂 真司 環境創造局下水道計画調整部下水
道事業マネジメント課長

環境創造局総務部経理経営課長 事職 成松 利宣 南区課長補佐（総務部総務課庶務
（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当 係長）
課長兼務）（環境創造局下水道計画調整部下 （地域防災担当兼務）
水道事業マネジメント課下水道事業マネジメ
ント担当課長兼務）

環境創造局環境保全部大気・音環境課長 技職 赤間 知行 環境創造局環境保全部水・土壌環
境課長

環境創造局環境保全部水・土壌環境課長 技職 成田 政彦 資源循環局政策調整部政策調整課
調査等担当課長
（放射線対策担当兼務）

環境創造局農政部農政推進課担当課長 事職 唐澤 健 環境創造局公園緑地部公園緑地管
理課担当課長

環境創造局南部農政事務所長 技職 澤田 悦子 環境創造局課長補佐（農政部農政
推進課担当係長）

環境創造局公園緑地部公園緑地管理課長 技職 得能 千秋 環境創造局公園緑地部公園緑地管
理課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）

環境創造局公園緑地部公園緑地管理課担当課 事職 安形 和倫 政策局大都市制度推進本部室大都
長 市制度・広域行政部広域行政課長

環境創造局公園緑地部公園緑地維持課長 技職 関本 直子 環境創造局公園緑地部公園緑地維
（放射線対策担当兼務） 持課長

（放射線対策担当兼務）（オリン
ピック・パラリンピック横浜市推
進担当兼務）
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【課長級】

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課長 技職 金澤 雅範

技職 菅谷 浩明

技職 長内 紀子

技職 石原 従道

技職 河辺 良晋

事職 本橋 健二

技職 中村 大和

技職 西高 幸作

技職 小林 史幸

技職 石井 智博

技職 三縄 教明

技職 川口 幸輝

技職 瀧澤 守

技職 福田 有克

技職 神澤 育生

技職 鈴木 孝

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当課
長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当課
長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上瀬谷
担当課長
（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼

務）

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当課
長

環境創造局公園緑地部南部公園緑地事務所担
当課長

環境創造局下水道計画調整部下水道事業マネ
ジメント課長

環境創造局下水道計画調整部下水道事業マネ
ジメント課担当課長

環境創造局下水道計画調整部下水道事業マネ
ジメント課担当課長

環境創造局下水道管路部管路保全課長
（環境創造局下水道計画調整部下水道事業マ
ネジメント課下水道事業マネジメント担当課
長兼務）

環境創造局下水道管路部管路整備課担当課長

環境創造局下水道管路部下水道事務所長

環境創造局中部水再生センター長

環境創造局港北水再生センター長

環境創造局栄水再生センター長

環境創造局下水道施設部下水道水質課長

環境創造局下水道施設部下水道施設整備課長 技職 児玉 吉広

環境創造局公園緑地部公園緑地整
備課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）

環境創造局公園緑地部公園緑地整
備課担当課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）

環境創造局政策調整部技術監理課
長

政策局課長補佐（共創推進室共創
推進課担当係長）

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）

環境創造局課長補佐（南部農政事
務所担当係長）

環境創造局下水道計画調整部下水
道事業マネジメント課担当課長

環境創造局政策調整部政策課下水
道政策調整担当課長

環境創造局下水道管路部管路整備
課担当課長

環境創造局下水道施設部下水道施
設整備課長

環境創造局下水道計画調整部下水
道事業マネジメント課担当課長

緑土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

環境創造局栄水再生センター長

環境創造局中部水再生センター長

水道局担当課長
（横浜ウォーター株式会社派遣）

環境創造局環境保全部大気・音環
境課長

水道局給水サービス部戸塚水道事
務所長
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【課長級】

環境創造局担当課長 技職 石島 隆吏 磯子土木事務所副所長
（株式会社建設資源広域利用センター派遣） （環境創造局・道路局兼務）

環境創造局担当課長 技職 磯田 伸吾 環境創造局課長補佐（政策調整部
（日本下水道新技術機構派遣） 技術監理課担当係長）

資源循環局総務部総務課長 技職 鈴木 伸明 政策局総務部総務課担当課長
（危機管理推進担当兼務） （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）

資源循環局政策調整部政策調整課長 技職 近藤 淳史 資源循環局港南事務所長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（デジタ （港南区総務部地域振興課資源化
ル・デザイン担当兼務） 推進担当課長兼務）

資源循環局政策調整部政策調整課担当課長 事職 今井 健太郎 総務局総務部管理課長

資源循環局政策調整部政策調整課調査等担当 技職 髙須 豊 環境創造局下水道施設部下水道水
課長 質課長
（放射線対策担当兼務）

資源循環局家庭系対策部街の美化推進課長 事職 藤塚 貴代 資源循環局西事務所長
（西区総務部地域振興課資源化推
進担当課長兼務）

資源循環局神奈川事務所長 事職 石井 幸子 市民局課長補佐（総務部総務課庶
（神奈川区総務部地域振興課資源化推進担当 務係長）
課長兼務）

資源循環局西事務所長 事職 海老澤 実 資源循環局課長補佐（磯子事務所
（西区総務部地域振興課資源化推進担当課長 副所長）
兼務）

資源循環局港南事務所長 事職 河本 辰也 資源循環局課長補佐（西事務所副
（港南区総務部地域振興課資源化推進担当課 所長）
長兼務）

資源循環局保土ケ谷事務所長 技職 中川 裕二 資源循環局都筑工場長
（保土ケ谷区総務部地域振興課資源化推進担
当課長兼務）

資源循環局旭事務所長 事職 田嶋 幸彦 資源循環局課長補佐（港南事務所
（旭区総務部地域振興課資源化推進担当課長 副所長）
兼務）

資源循環局金沢事務所長 事職 稲川 仁 道路局課長補佐（総務部総務課経
（金沢区総務部地域振興課資源化推進担当課 理係長）
長兼務）

資源循環局栄事務所長 事職 内田 正光 資源循環局課長補佐（緑事務所副
（栄区総務部地域振興課資源化推進担当課長 所長）
兼務）

資源循環局瀬谷事務所長 事職 屋代 正男 泉区課長補佐（総務部地域振興課
（瀬谷区総務部地域振興課資源化推進担当課 担当係長）
長兼務）
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【課長級】

資源循環局北部事務所長 事職 佐藤 栄次 資源循環局家庭系対策部街の美化
推進課長

資源循環局適正処理計画部施設課長 技職 荒井 昌典 資源循環局適正処理計画部処分地
（放射線対策担当兼務） 管理課長

（放射線対策担当兼務）

資源循環局適正処理計画部処分地管理課長 技職 秋山 高広 建築局公共建築部電気設備課長
（放射線対策担当兼務） （医療局病院経営本部兼務）

資源循環局適正処理計画部施設計画課長 技職 舛谷 健之 資源循環局課長補佐（適正処理計
画部施設課設備係長）

資源循環局金沢工場長 技職 佐久間 徹也 資源循環局課長補佐（適正処理計
画部施設課管理係長）

資源循環局都筑工場長 技職 奥津 喜久雄 建築局公共建築部機械設備課長
（医療局病院経営本部兼務）

資源循環局担当課長 技職 米村 卓郞 資源循環局保土ケ谷事務所長
（全国都市清掃会議派遣） （保土ケ谷区総務部地域振興課資

源化推進担当課長兼務）

建築局企画部企画課長 技職 加藤 暢一 建築局企画部企画課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（地域再 （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務
生まちづくり担当兼務）（デジタル・デザイ ）（オリンピック・パラリンピッ
ン担当兼務） ク横浜市推進担当兼務）（地域再

生まちづくり担当兼務）（データ
活用推進担当兼務）

建築局企画部都市計画課長 技職 正木 章子 政策局総務部総務課担当課長
（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）

建築局企画部建築防災課長 技職 神谷 賢 建築局建築指導部建築指導課長
（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）

建築局住宅部市営住宅課担当課長 技職 小林 達 建築局公共建築部学校整備課長

建築局住宅部住宅再生課長 技職 村上 まり子 建築局建築指導部建築指導課建築
安全担当課長

建築局建築監察部違反対策課長 技職 青木 淳 環境創造局公園緑地部会場整備課
（地域再生まちづくり担当兼務） 長

（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）

建築局建築指導部建築指導課長 技職 倉本 一昭 建築局建築指導部建築指導課担当
課長

建築局建築指導部建築指導課担当課長 技職 松永 克也 建築局課長補佐（建築指導部情報
相談課担当係長）
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技職 廣澤 美津江 保土ケ谷区課長補佐（総務部区政
推進課まちづくり調整担当係長）
（保土ケ谷土木事務所担当係長兼
務）

技職 鷲原 智仁 建築局課長補佐（建築指導部市街
地建築課担当係長）

技職 高橋 伸彰 建築局建築監察部違反対策課長
（地域再生まちづくり担当兼務）

技職 加藤 忠義 建築局住宅部住宅再生課長

技職 波多野 陽介 建築局建築指導部市街地建築課長

技職 寺口 達志 建築局住宅部市営住宅課担当課長

技職 草刈 岳 資源循環局適正処理計画部施設計
画課長

技職 神田 岳 中央卸売市場食肉市場運営課整備
等担当課長

技職 黒田 崇 都市整備局企画部企画課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（ＳＤＧｓ
未来都市推進担当兼務）（データ
活用推進担当兼務）

技職 矢口 明 政策局基地対策課担当課長

技職 光田 麻乃 都市整備局企画部企画課担当課長

技職 古性 敏幸 都市整備局担当課長
（横浜高速鉄道株式会社派遣）

技職 森 隆行 都市整備局総務部業務調整課担当
課長

技職 白井 正和 こども青少年局子育て支援部こど
も施設整備課長

技職 佐久間 信嘉 都市整備局市街地整備部市街地整
備推進課市街地整備推進担当課長

技職 田川 和弘 都市整備局総務部業務調整課担当
課長

事職 柴田 正之 財政局主税部償却資産課長

事職 三浦 武志 都市整備局課長補佐（都心再生部

【課長級】

建築局建築指導部建築指導課建築安全担当課
長

建築局建築指導部市街地建築課長

建築局宅地審査部宅地審査課長

建築局宅地審査部宅地審査課宅地企画担当課
長

建築局公共建築部施設整備課長
（医療局病院経営本部兼務）

建築局公共建築部学校整備課長

建築局公共建築部電気設備課長
（医療局病院経営本部兼務）

建築局公共建築部機械設備課長
（医療局病院経営本部兼務）

都市整備局企画部企画課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（デジタ
ル・デザイン担当兼務）

都市整備局企画部企画課担当課長

都市整備局企画部都市デザイン室長

都市整備局都市交通部都市交通課鉄道事業推
進担当課長

都市整備局都心再生部都心再生課担当課長

都市整備局地域まちづくり部景観調整課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課長

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課市
街地整備推進担当課長

都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画
整理事務所長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課長

横浜駅・みなとみらい推進課担当
係長）
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技職 故島 哲朗

技職 守谷 俊輔

技職 田 博志

技職 井川 視

事職 山下 みや美

事職 霧生 浩司

事職 滝澤 良

事職 藤井 洋平

技職 田畑 有紀子

技職 岡 哲郎

技職 岩間 貴之

技職 井上 俊平

技職 甲斐 泰夫

技職 綿貫 理

事職 池上 省吾

【課長級】

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課
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交通整備課長

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交通整備課担当課
長

都市整備局担当課長
（横浜高速鉄道株式会社派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当課長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

道路局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）

道路局建設部建設課担当課長

都市整備局総務部業務調整課担当
課長

都市整備局課長補佐（企画部企画
課担当係長）

交通局工務部新横浜工事事務所長

緑区総務部区政推進課長
（データ活用推進担当兼務）

青葉区課長補佐（総務部総務課庶
務係長）
（地域防災担当兼務）

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）

財政局課長補佐（財政部財政課担
当係長）

都筑土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

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
瀬谷交通整備課長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当課長

都市整備局課長補佐（市街地整備
部市街地整備推進課担当係長）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当課長

環境創造局環境創造局南部農政事
務所長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課長
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【課長級】

道路局総務部総務課調整担当課長 事職 小澤 将之 鶴見区総務部税務課担当課長
（鶴見区総務部区会計管理者兼務
）（鶴見区福祉保健センター保険
年金課滞納整理担当兼務）

道路局総務部総務課担当課長 技職 木村 修平 道路局横浜環状道路調整課横浜環
状道路調整担当課長

道路局計画調整部事業推進課長 技職 森田 真郷 道路局計画調整部事業推進課長
（都市整備局防災まちづくり推進室防災まち （都市整備局防災まちづくり推進
づくり推進課担当課長兼務）（上瀬谷整備・ 室防災まちづくり推進課担当課長
国際園芸博覧会推進担当兼務） 兼務）（オリンピック・パラリン

ピック横浜市推進担当兼務）（上
瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担
当兼務）

道路局計画調整部企画課長 技職 桐山 大介 道路局計画調整部企画課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（上瀬谷 （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務
整備・国際園芸博覧会推進担当兼務）（デジ ）（上瀬谷整備・国際園芸博覧会
タル・デザイン担当兼務） 推進担当兼務）（データ活用推進

担当兼務）

道路局計画調整部企画課担当課長 技職 森 高次 西土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

道路局道路部維持課長 技職 本橋 康武 道路局建設部橋梁課長
（総務局危機管理室危機管理部危機管理課担
当課長兼務）（放射線対策担当兼務）（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）

道路局道路部管理課長 事職 南 正也 道路局課長補佐（道路部管理課管
理係長）

道路局道路部施設課バリアフリー対策等担当 技職 小島 岳生 道路局横浜環状道路調整課横浜環
課長 状道路調整担当課長

道路局建設部建設課担当課長 技職 高橋 慶 道路局課長補佐（横浜環状道路調
整課担当係長）

道路局建設部橋梁課長 技職 落合 潔 道路局道路部維持課長
（総務局危機管理室危機管理部危
機管理課担当課長兼務）（放射線
対策担当兼務）（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）

道路局横浜環状道路調整課横浜環状道路調整 技職 大橋 男 南土木事務所副所長
担当課長 （環境創造局・道路局兼務）

道路局横浜環状道路調整課横浜環状道路調整 技職 松本 英之 道路局道路部施設課バリアフリー
担当課長 対策等担当課長

道路局担当課長 技職 鈴木 淳司 道路局課長補佐（建設部橋梁課担
（首都高速道路株式会社派遣） 当係長）
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【課長級】

港湾局政策調整部政策調整課長 技職 洞澤 実 港湾局政策調整部政策調整課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（放射線 （オリンピック・パラリンピック
対策担当兼務）（デジタル・デザイン担当兼 横浜市推進担当兼務）（ＳＤＧｓ
務） 未来都市推進担当兼務）（放射線

対策担当兼務）（データ活用推進
担当兼務）

港湾局政策調整部政策調整課担当課長 事職 中村 仁 港湾局みなと賑わい振興部客船事
業推進課担当課長
（港湾局政策調整部政策調整課担
当課長兼務）

港湾局港湾物流部物流企画課長 技職 氏家 治 港湾局山下ふ頭再開発調整室山下
ふ頭再開発調整課担当課長

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課長 事職 高橋 哲 港湾局担当課長
（横浜港埠頭株式会社派遣）

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課担 事職 髙嶋 美穗子 総務局危機管理室危機管理部地域
当課長 防災課避難等支援担当課長

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発 技職 成田 公誠 港湾局港湾物流部物流企画課長
調整課長

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発 技職 荻原 浩二 港湾局みなと賑わい振興部客船事
調整課担当課長 業推進課担当課長

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発 技職 平野 清孝 都市整備局課長補佐（地域まちづ
調整課担当課長 くり部地域まちづくり課担当係長

）

港湾局港湾管理部港湾管財課長 事職 藤川 明紀 港湾局港湾管理部港湾管財課担当
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 課長
全部健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 （健康福祉局健康安全部健康安全
兼務）（保健所兼務） 課ワクチン接種調整等担当課長兼

務）（保健所兼務）

港湾局港湾管理部港湾管財課担当課長 事職 石田 哲也 港湾局担当課長
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣
）

港湾局担当課長 事職 飯島 雄一郎 港湾局課長補佐（総務部総務課職
（横浜港埠頭株式会社派遣） 員係長）

港湾局担当課長 事職 鈴木 康弘 港湾局港湾管理部港湾管財課長
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣）

港湾局担当課長 技職 上田 新平 港湾局課長補佐
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣） （横浜川崎国際港湾株式会社派遣

）

消防局出向 消吏 木村 正夫 総務局危機管理室危機管理部緊急
対策課長
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消吏 河野 宏紀

事職 小畑 真子

事職 尾島 靖生

事職 髙橋 和樹

事職 鳥山 由美

事職 瀬谷 直幹

事職 星野 公孝

技職 二見 弘樹

事職 小森田 秀幸

事職 星野 尊

事職 森 亜希子

事職 坪井 峰代

事職 片山 久也

事職 佐藤 悠樹

総務局危機管理室危機管理部緊急
対策課担当課長

国際局国際政策部国際連携課アジ
ア大洋州担当課長

総務局課長補佐（行政改革推進部
住民情報システム課担当係長）

総務局課長補佐（総務部管理課担
当係長）

医療局課長補佐（医療政策部総務
課庶務係長）
（医療局病院経営本部兼務）

経済局誘致推進部企業誘致・立地
課誘致担当課長
（東京プロモーション本部兼務）

財政局課長補佐（財政部財政課担
当係長）

都市整備局課長補佐（都市交通部
都市交通課担当係長）

医療局担当課長
（独立行政法人労働者健康安全機
構派遣）

医療局担当課長
（聖マリアンナ医科大学派遣）

建築局課長補佐（総務部総務課職
員係長）

会計室会計管理課長
（データ活用推進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

教育委員会事務局総務部教育政策
推進課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（ＳＤＧｓ
未来都市推進担当兼務）（データ
活用推進担当兼務）

教育委員会事務局総務部教育政策
推進課担当課長

【課長級】

消防局出向

水道局出向

水道局出向

水道局出向

水道局出向

交通局出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

会計室会計管理課長
（デジタル・デザイン担当兼務）（臨時特別
給付金担当兼務）

教育委員会事務局総務部総務課長

教育委員会事務局総務部教育政策推進課長
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（デジタ
ル・デザイン担当兼務）
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事職 川島 大介

事職 金澤 英俊

校長 宮村 浩文

事職 長田 和彦

事職 赤井 守

事職 奥江 展久

校長 横山 康孝

事職 古橋 淳二

校長 瀬田 ゆかり

指主 羽山 康和

校長 住田 剛一

事職 小田川 紀可

事職 石合 智晃

事職 松本 智

都筑区総務部区政推進課長
（都筑区総務部区政推進課地域力
推進担当課長兼務）（データ活用
推進担当兼務）

南区福祉保健センター保険年金課
長
（南区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

教育委員会事務局学校教育企画部
小中学校企画課長

公立学校長

教育委員会事務局課長補佐（教職
員人事部教職員労務課厚生係長）

教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課担当課長
（放射線対策担当兼務）

横浜市パスポートセンター所長

公立学校長

教育委員会事務局課長補佐（東部
学校教育事務所教育総務課教職員
係長）

公立学校長

教育委員会事務局南部学校教育事
務所指導主事室指導主事

公立学校長

南区福祉保健センターこども家庭
支援課学校連携・こども担当課長
（教育委員会事務局東部学校教育
事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

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）

再任用

【課長級】

教育委員会事務局総務部教育政策推進課担当
課長

教育委員会事務局施設部学校計画課担当課長

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企

画課長

（外国人材受入・共生推進担当兼務）

教育委員会事務局学校教育企画部高校教育課
長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・
食育課長
（放射線対策担当兼務）（財政局主税部徴収
対策課債権管理・回収促進担当兼務）

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・
食育課中学校給食推進担当課長
（放射線対策担当兼務）

教育委員会事務局東部学校教育事務所教育総
務課長

教育委員会事務局東部学校教育事務所指導主
事室長

教育委員会事務局西部学校教育事務所教育総
務課長

教育委員会事務局西部学校教育事務所指導主
事室長

教育委員会事務局南部学校教育事務所指導主
事室長

教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主
事室長

中央図書館企画運営課長
（青葉区福祉保健センターこども家庭支援課
読書活動推進担当課長兼務）

中央図書館調査資料課長

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）

事職 根岸 淳
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事職 塗師 敏男

事職 油谷 理香

事職 永井 隆

事職 廣澤 宣幸

事職 瓜本 英二

事職 尾崎 太郎

技職 田中 則行

事職 増田 政博

事職 小島 康文

書記 山根 伸哉

事職 青柳 貴則

事職 安田 良博

【課長級】

中図書館長
（中区総務部地域振興課読書活動推進担当課
長兼務）

戸塚図書館長
（戸塚区総務部地域振興課読書活動推進担当
課長兼務）

教育委員会事務局担当課長
（よこはま学校食育財団派遣）

公立学校長

公立学校長

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課長
（選挙人材育成リーダー兼務）（デジタル・
デザイン担当兼務）

人事委員会事務局調査任用部調査課長
（デジタル・デザイン担当兼務）

監査事務局監査部監査管理課長
（デジタル・デザイン担当兼務）

監査事務局監査部財務監査課担当課長

議会局市会事務部総務課長

議会局市会事務部議事課調整等担当課長

議会局市会事務部政策調査課長
（デジタル・デザイン担当兼務）

【課長補佐級】

鶴見区課長補佐（総務部戸籍課担当係長）

鶴見区課長補佐（総務部税務課担当係長）

鶴見区課長補佐（芦穂崎保育園長） 事職 佐伯 秀子

再任用

資源循環局神奈川事務所長
（神奈川区総務部地域振興課資源
化推進担当課長兼務）

教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課長
（放射線対策担当兼務）（財政局
主税部徴収対策課債権管理・回収
促進担当兼務）

再任用

教育委員会事務局北部学校教育事

務所指導主事室長

磯子区福祉保健センターこども家
庭支援課学校連携・こども担当課
長
（教育委員会事務局南部学校教育
事務所地域連携推進担当課長兼
務 ）（保健所兼務）

人事委員会事務局調査任用部調査
課長
（データ活用推進担当兼務）

戸塚区福祉保健センター保険年金
課長
（戸塚区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

資源循環局金沢工場長

神奈川区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

港南区課長補佐（総務部総務課庶
務係長）
（地域防災担当兼務）

議会局市会事務部政策調査課長
（データ活用推進担当兼務）

緑区課長補佐（総務部税務課担当
係長）

青葉区課長補佐（総務部地域振興
課資源化推進担当係長）

こども青少年局子育て支援部子育
て支援課担当係長

事職 工藤 祐嗣

事職 梅澤 薫
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神奈川区課長補佐（総務部区政推進課広報相 事職 高橋 亜紀 鶴見区課長補佐（総務部区政推進
談係長） 課広報相談係長）

神奈川区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 岡本 康広 神奈川区総務部税務課担当係長

神奈川区課長補佐（福祉保健センターこども 事職 奥村 晃一 青葉区課長補佐（総務部地域振興
家庭支援課担当係長） 課地域活動係長）
（教育委員会事務局東部学校教育事務所地域
連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

西区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 大杉 健司 市民局課長補佐（市民情報室市民
（地域防災担当兼務） 情報課担当係長）

西区課長補佐（総務部戸籍課横浜駅行政サー 事職 梶木 城太郎 中区課長補佐（中土木事務所管理
ビスコーナー担当係長） 係長）

（環境創造局・道路局兼務）

西区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 事職 池田 範央 健康福祉局生活福祉部生活支援課
運営企画係長） 事務係長
（保健所兼務）

西区課長補佐（福祉保健センター保険年金課 事職 相原 秀彦 磯子区課長補佐（福祉保健センタ
国民年金係長） ー保険年金課国民年金係長）

中区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 春日井 利宜 経済局課長補佐（中小企業振興部
（地域防災担当兼務） ものづくり支援課担当係長）

中区課長補佐（総務部地域振興課担当係長） 事職 矢作 武史 青葉区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課国民年金係長）

中区課長補佐（総務部戸籍課担当係長） 事職 中山 一男 南区課長補佐（総務部戸籍課担当
係長）

中区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 冨田 育子 水道局課長補佐（総務部人材開発
課研修係長）

中区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 事職 安達 暢子 中区福祉保健センター福祉保健課
運営企画係長） 運営企画係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

中区課長補佐（福祉保健センター高齢・障害 事職 豊倉 麗子 中区福祉保健センター高齢・障害
支援課高齢・障害係長） 支援課高齢・障害係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

中区課長補佐（竹之丸保育園長） 事職 齋藤 恵 青葉区荏田保育園長

中区課長補佐（福祉保健センター生活支援課 事職 松本 一樹 医療局病院経営本部課長補佐（市
就労支援等担当係長） 民病院管理部総務課物品施設管理

担当係長）

南区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 平井 大輔 選挙管理委員会事務局課長補佐（
（地域防災担当兼務） 選挙部選挙課選挙係長）

南区課長補佐（総務部戸籍課担当係長） 事職 上瀧 大 南区総務部戸籍課担当係長
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南区課長補佐（福祉保健センター生活支援課 事職 島田 鷹志 南区福祉保健センター生活支援課
生活支援係長） 生活支援係長

南区課長補佐（福祉保健センター保険年金課 事職 蘇原 由佳 南区福祉保健センター保険年金課
保険係長） 保険係長

港南区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 笹生 健太 港南区課長補佐（総務部総務課予
（地域防災担当兼務） 算調整係長）

港南区課長補佐（総務部総務課予算調整係長 事職 福岡 智央 港南区福祉保健センター福祉保健
） 課事業企画担当係長

（保健所兼務）

港南区課長補佐（総務部区政推進課広報相談 事職 水井 絵美 港南区総務部区政推進課広報相談
係長） 係長

港南区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 丸山 淳 中央卸売市場本場経営支援課担当
係長

港南区課長補佐（福祉保健センター生活衛生 技職 小野澤 みのり 戸塚区福祉保健センター生活衛生
課環境衛生係長） 課食品衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

保土ケ谷区課長補佐（総務部区政推進課広報 事職 木嶋 幹 保土ケ谷区総務部区政推進課広報
相談係長） 相談係長

保土ケ谷区課長補佐（天王町保育園長） 事職 佐藤 尚子 保土ケ谷区岩井保育園長

保土ケ谷区課長補佐（福祉保健センター保険 事職 雨宮 美由紀 港湾局課長補佐（港湾物流部物流
年金課国民年金係長） 運営課担当係長）

保土ケ谷区課長補佐（保土ケ谷土木事務所管 事職 内木 一憲 保土ケ谷土木事務所管理係長
理係長） （環境創造局・道路局兼務）
（環境創造局・道路局兼務）

保土ケ谷区課長補佐（保土ケ谷土木事務所道 技職 福島 民夫 泉区課長補佐（泉土木事務所道路
路係長） 係長）
（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

旭区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 黒田 智子 旭区総務部総務課庶務係長
（地域防災担当兼務） （地域防災担当兼務）

旭区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 医職 藤本 恵子 健康福祉局課長補佐（健康安全部
健康づくり係長） 保健事業課担当係長）
（保健所兼務）

旭区課長補佐（福祉保健センターこども家庭 事職 名倉 孝典 旭区福祉保健センターこども家庭
支援課こども家庭係長） 支援課こども家庭係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

旭区課長補佐（左近山保育園長） 事職 篠崎 智恵 緑区竹山保育園長

磯子区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 髙橋 千春 道路局総務部総務課職員係長
（地域防災担当兼務）

磯子区課長補佐（総務部戸籍課担当係長） 事職 萩原 一行 磯子区総務部戸籍課担当係長
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磯子区課長補佐（福祉保健センターこども家 医職 平林 桂 栄区課長補佐（福祉保健センター
庭支援課担当係長） 高齢・障害支援課高齢者支援担当
（保健所兼務） 係長）

（保健所兼務）

金沢区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 谷川 みちる 政策局課長補佐（政策部政策課担
（地域防災担当兼務） 当係長）

金沢区課長補佐（総務部総務課予算調整係長 事職 田中 真紀子 金沢区総務部総務課予算調整係長
）

金沢区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 鷲雄 芳晴 財政局課長補佐（管財部取得処分
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）

金沢区課長補佐（金沢土木事務所管理係長） 事職 堀川 賢二 港湾局みなと賑わい振興部客船事
（環境創造局・道路局兼務） 業推進課担当係長

港北区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 今井 輝子 資源循環局課長補佐（総務部総務
（地域防災担当兼務） 課経理係長）

港北区課長補佐（総務部総務課統計選挙係長 事職 伊藤 智啓 政策局課長補佐（総務部統計情報
） 課担当係長）

港北区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 鈴木 順弘 こども青少年局課長補佐（子育て
支援部保育・教育運営課運営・指
導係長）

港北区課長補佐（総務部区会計室会計係長） 事職 浅石 達也 健康福祉局課長補佐（北部斎場担
当係長）

港北区課長補佐（福祉保健センター生活衛生 技職 中角 実男 健康福祉局課長補佐（健康安全部
課食品衛生係長） 健康安全課健康危機管理担当係長
（保健所兼務） ）

（保健所兼務）

港北区課長補佐（福祉保健センターこども家 事職 矢原 亜紀 こども青少年局課長補佐（子育て
庭支援課こども家庭係長） 支援部子育て支援課地域子育て支
（保健所兼務） 援担当係長）

緑区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 野澤 正美 健康福祉局高齢健康福祉部高齢健
（地域防災担当兼務） 康福祉課生きがい係長

緑区課長補佐（総務部地域振興課生涯学習支 事職 丸山 由紀子 文化観光局課長補佐（文化芸術創
援係長） 造都市推進部創造都市推進課担当

係長）

緑区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 生田 統 総務局課長補佐（行政改革推進部
ＩＣＴ基盤管理課担当係長）

緑区課長補佐（福祉保健センター高齢・障害 事職 落合 加恵子 緑区福祉保健センター高齢・障害
支援課高齢・障害運営係長） 支援課高齢・障害運営係長
（保健所兼務） （保健所兼務）
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緑区課長補佐（福祉保健センター生活支援課 事職 稻垣 秀樹 緑区福祉保健センター生活支援課
生活支援係長） 生活支援係長

青葉区課長補佐（総務部区会計室会計係長） 事職 石原 雅久 会計室課長補佐（審査課担当係長
）

青葉区課長補佐（福祉保健センター福祉保健 事職 鈴木 正則 青葉区福祉保健センター福祉保健
課運営企画係長） 課運営企画係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

青葉区課長補佐（福祉保健センター保険年金 事職 杉村 高次 会計室課長補佐（会計管理課管理
課国民年金係長） 係長）

都筑区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 八巻 裕路 都筑区福祉保健センター福祉保健
（地域防災担当兼務） 課運営企画係長

（保健所兼務）

都筑区課長補佐（総務部地域振興課地域振興 事職 山本 ゆう子 市民局課長補佐（スポーツ統括室
係長） スポーツ振興部スポーツ振興課担

当係長）

都筑区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 上岡 典弘 健康福祉局課長補佐（生活福祉部
生活支援課指導・適正化対策担当
係長）

都筑区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 水木 伸一 都筑区総務部税務課担当係長

都筑区課長補佐（福祉保健センター保険年金 事職 沖山 裕 健康福祉局課長補佐（生活福祉部
課国民年金係長） 医療援助課後期高齢者医療制度担

当係長）

戸塚区課長補佐（総務部区政推進課広報相談 事職 桝本 崇 戸塚区総務部税務課担当係長
係長）

戸塚区課長補佐（福祉保健センター高齢・障 事職 梅田 直矢 戸塚区福祉保健センター高齢・障
害支援課高齢・障害係長） 害支援課高齢・障害係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

戸塚区課長補佐（川上保育園長） 事職 井 夏子 港北区南日吉保育園長

栄区課長補佐（総務部地域振興課地域活動係 事職 野本 智英 栄区福祉保健センター福祉保健課
長） 運営企画係長

（保健所兼務）

栄区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 事職 山田 和哉 栄区福祉保健センターこども家庭
運営企画係長） 支援課こども家庭係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

栄区課長補佐（福祉保健センター生活支援課 事職 鈴木 治美 栄区福祉保健センター生活支援課
生活支援係長） 生活支援係長

泉区課長補佐（総務部総務課予算調整係長） 事職 大河原 晶子 泉区総務部総務課予算調整係長

泉区課長補佐（総務部地域振興課担当係長） 事職 田村 彰 資源循環局政策調整部政策調整課
担当係長
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泉区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 事職 野池 和美 教育委員会事務局課長補佐（人権
運営企画係長） 健康教育部人権教育・児童生徒課
（保健所兼務） 担当係長）

泉区課長補佐（福祉保健センター高齢・障害 事職 梅田 久嘉 泉区福祉保健センター高齢・障害
支援課高齢・障害係長） 支援課高齢・障害係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

瀬谷区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 丸山 重夫 教育委員会事務局課長補佐（教職
（地域防災担当兼務） 員人事部教職員人事課任用係長）

瀬谷区課長補佐（総務部地域振興課地域活動 事職 曽宮 幸之助 瀬谷区総務部地域振興課地域活動
係長） 係長

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター生活衛生 技職 内木 文 神奈川区総務部総務課担当係長
課生活衛生係長）
（保健所兼務）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター高齢・障 事職 速水 英子 瀬谷区福祉保健センター高齢・障
害支援課担当係長） 害支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センターこども家 医職 國本 幹子 鶴見区課長補佐（福祉保健センタ
庭支援課担当係長） ー高齢・障害支援課高齢者支援担
（保健所兼務） 当係長）

（保健所兼務）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター保険年金 事職 本庄 真由美 西区課長補佐（総務部区政推進課
課国民年金係長） 広報相談係長）

デジタル統括本部課長補佐（企画調整部デジ 事職 西城 裕之 健康福祉局課長補佐（健康安全部
タル・デザイン室担当係長） 医療安全課担当係長）

（保健所兼務）

デジタル統括本部課長補佐（企画調整部デジ 事職 篠村 貴弘 西区総務部総務課予算調整係長
タル・デザイン室担当係長）
（西区総務部区政推進課担当係長兼務）

デジタル統括本部課長補佐（企画調整部住民 事職 直井 克也 総務局行政改革推進部住民情報シ
情報基盤課担当係長） ステム課担当係長

デジタル統括本部課長補佐（企画調整部住民 事職 足高 正訓 デジタル統括本部課長補佐（企画
情報基盤課担当係長） 調整部企画調整課担当係長）

デジタル統括本部課長補佐（企画調整部住民 事職 深田 佳史 教育委員会事務局課長補佐（中央
情報基盤課担当係長） 図書館企画運営課担当係長）

政策局課長補佐（総務部総務課担当係長） 事職 滿田 仁志 財政局財政部財政課担当係長

政策局課長補佐（総務部統計情報課担当係長 事職 石川 令 戸塚区課長補佐（総務部税務課担
） 当係長）

（戸塚区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

政策局課長補佐（政策部政策課担当係長） 事職 大橋 礼昌 財政局課長補佐（財政部財政課予
算第二係長）
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【課長補佐級】

政策局課長補佐（政策部政策課政策調整担当 事職 望月 優彦 教育委員会事務局学校教育企画部
係長） 特別支援教育課担当係長

政策局課長補佐（秘書部秘書課担当係長） 事職 武内 伸輔 都市整備局課長補佐（総務部業務
調整課担当係長）

政策局課長補佐（秘書部秘書課担当係長） 事職 青木 真仁 政策局秘書部秘書課担当係長

政策局課長補佐（シティプロモーション推進 事職 遠藤 美文 市民局広報相談サービス部広報課
室広報課担当係長） 担当係長

政策局課長補佐（シティプロモーション推進 事職 守屋 朋廣 文化観光局横浜魅力づくり室企画
室広報戦略・プロモーション課担当係長） 課横浜プロモーション担当係長

政策局課長補佐（シティプロモーション推進 事職 山中 研 市民局スポーツ統括室スポーツ振
室広報戦略・プロモーション課担当係長） 興部スポーツ振興課担当係長

政策局課長補佐（シティプロモーション推進 事職 加納 浩平 教育委員会事務局学校教育企画部
室報道課担当係長） 小中学校企画課国際担当係長

政策局課長補佐（大学調整課担当係長） 事職 亀若 智洋 政策局大学調整課担当係長

政策局課長補佐（基地対策課担当係長） 事職 渡邊 好隆 政策局基地対策課担当係長

政策局課長補佐（基地対策課担当係長） 技職 早田 光孝 水道局課長補佐（配水部北部方面
工事課設計係長）

政策局課長補佐 事職 高橋 健太郎 建築局課長補佐（住宅部市営住宅
（公立大学法人横浜市立大学派遣） 課管理係長）

政策局課長補佐 事職 吉田 智一 政策局課長補佐（秘書部秘書課報
（公立大学法人横浜市立大学派遣） 道担当係長）

政策局課長補佐 事職 山田 はるみ 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣） （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

政策局課長補佐 事職 鈴木 佳孝 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣） （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

総務局課長補佐（危機管理室危機管理部危機 事職 澤井 利光 環境創造局課長補佐（公園緑地部
管理課担当係長） 動物園課担当係長）

総務局課長補佐（危機管理室危機管理部危機 消吏 長田 知弥 消防局警防部警防課対策係長
管理課担当係長）
（磯子区総務部総務課危機管理・地域防災担
当係長兼務）

総務局課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 長澤 勘平 総務局課長補佐（危機管理室危機
（デジタル統括本部企画調整部企画調整課担 管理部危機管理課担当係長）
当係長兼務）

総務局課長補佐（総務部管理課管理係長） 事職 小森 勤 総務局課長補佐（総務部管理課担
当係長）
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【課長補佐級】

事職 山口 希代子

事職 大熊 祐輔

事職 室町 純也

事職 平山 慎一

事職 山内 康司

事職 田中 麗子

事職 西岡 美帆

事職 三浦 恵

事職 蛭田 晃生

事職 村 一記

事職 林 淳一郎

事職 大濱 隼

事職 高瀨 蔵人

今井 愛

事職 山本 大

事職 岡野 鳴穂

事職 藪田 正博

事職 御船 隆之

技職 佐藤 弘之

総務局課長補佐（総務部法制課訴
訟支援担当係長）
（健康福祉局総務部総務課臨時特
別給付金担当係長兼務）（区総務
部税務課担当係長兼務）

総務局総務部法制課法規第二係長

総務局人事部人事課調整係長

総務局課長補佐（人事部人事課組
織定数第二係長）

戸塚区課長補佐（総務部区政推進
課広報相談係長）

政策局秘書部秘書課担当係長

都市整備局課長補佐（総務部業務
調整課担当係長）

総務局行政改革推進部行政マネジ
メント課外郭団体担当係長

総務局課長補佐（コンプライアン
ス推進室コンプライアンス推進課
担当係長）

財政局財政部財源課財源係長

財政局財政部財源課担当係長

財政局財政部財政課予算第一係長

財政局財政部財政課担当係長

財政局財政部財政課財政調査係長

新採用（財務省）

財政局課長補佐（主税部税務課課
税担当係長）

財政局主税部徴収対策課担当係長

水道局課長補佐（事業推進部資産
活用課担当係長（管理担当））

財政局公共施設・事業調整室公共
施設・事業調整課担当係長

都市整備局課長補佐（市街地整備
部綱島駅東口周辺開発事務所担当
係長）

総務局課長補佐（総務部法制課訴訟支援担当
係長）

総務局課長補佐（総務部法制課法規第一係
長 ）

総務局課長補佐（人事部人事課調整係長）

総務局課長補佐（人事部人事課組織定数第一
係長）

総務局課長補佐（人事部労務課担当係長）

総務局課長補佐（人事部人材開発課担当係
長 ）

総務局課長補佐（行政イノベーション推進室
行政イノベーション推進部行政マネジメント
課担当係長）

総務局課長補佐（行政イノベーション推進室
行政イノベーション推進部行政マネジメント
課外郭団体担当係長）

財政局課長補佐（総務部総務課担当係長）

財政局課長補佐（財政部財源課財源係長）

財政局課長補佐（財政部財源課担当係長）

財政局課長補佐（財政部財政課予算第一係
長 ）

財政局課長補佐（財政部財政課担当係長）

財政局課長補佐（財政部財政課財政調査係
長 ）

財政局課長補佐（財政部財政課担当係長）

財政局課長補佐（主税部税制課企画係長）

財政局課長補佐（主税部徴収対策課担当係
長 ）

財政局課長補佐（管財部管財課管理係長）

財政局課長補佐（公共施設・事業調整室公共
施設・事業調整課担当係長）

財政局課長補佐（公共施設・事業調整室公共
施設・事業調整課担当係長）

事職 大里 和巳
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事職 菅井 直樹

事職 佐藤 一道

事職 平賀 匡生

事職 加藤 慎介

事職 脇 堅吾

事職 細谷 晃道

事職 鈴木 礼子

事職 増田 修一

事職 入江 淳一郎

事職 針生 大輔

事職 上田 麻純

事職 佐藤 優

事職 賴政 佳緒里

事職 小川 靖人

事職 岩松 一郎

事職 小林 広明

新 補 職

【課長補佐級】

国際局課長補佐（国際政策部政策総務課担当

係長）

国際局課長補佐（横浜市センター南パスポー
トセンター担当係長）

市民局課長補佐（総務部総務課庶務係長）

市民局課長補佐（市民情報室市民情報課担当
係長）

市民局課長補佐（地域支援部市民協働推進課
担当係長）

市民局課長補佐（区政支援部区連絡調整課区
調整係長）

市民局課長補佐（区政支援部地域施設課担当
係長）

市民局課長補佐（区政支援部窓口サービス課
担当係長）

文化観光局課長補佐（文化芸術創造都市推進
部創造都市推進課担当係長）

文化観光局課長補佐（文化芸術創造都市推進
部創造都市推進課担当係長）

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）

文化観光局課長補佐（観光ＭＩＣＥ振興部観
光振興課担当係長）

文化観光局課長補佐（観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ
ＩＣＥ振興課担当係長）

文化観光局課長補佐（文化プログラム推進部
文化プログラム推進課担当係長）

経済局課長補佐（政策調整部総務課調整係
長 ）

経済局課長補佐（誘致推進部企業誘致・立地
課担当係長）

経済局課長補佐（誘致推進部企業誘致・立地
課担当係長）
（東京プロモーション本部担当兼務）

戸塚区総務部総務課予算調整係長

横浜市センター南パスポートセン
ター担当係長

総務局課長補佐（人事部人材開発
課担当係長）

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）

市民局地域支援部市民協働推進課
担当係長

港北区課長補佐（福祉保健センタ
ー高齢・障害支援課高齢・障害係
長）
（保健所兼務）

栄区課長補佐（総務部地域振興課
区民施設担当係長）

健康福祉局高齢健康福祉部介護保
険課担当係長

文化観光局文化芸術創造都市推進
部創造都市推進課担当係長

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 ）

教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課担当係長

交通局自動車本部路線計画課路線
計画係長

青葉区課長補佐（総務部総務課予
算調整係長）

文化観光局文化芸術創造都市推進
部文化振興課担当係長

経済局課長補佐（政策調整部企画
調整課担当係長）

経済局課長補佐（誘致推進部企業
誘致・立地課担当係長）
（東京プロモーション本部兼務）

港北区総務部地域振興課地域力推
進担当係長
（港北区総務部区政推進課地域力
推進担当係長兼務）

事職 馬上 征人
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【課長補佐級】

経済局課長補佐（中小企業振興部中小企業振 事職 大友 靖子
興課担当係長）

経済局課長補佐（中小企業振興部金融課担当 書記 中島 知昭
係長）

経済局課長補佐（市民経済労働部雇用労働課 事職 泉澤 俊輔
担当係長）

経済局課長補佐（市民経済労働部雇用労働課 事職 菊池 仁
担当係長）

経済局課長補佐（中央卸売市場食肉市場運営 事職 前川 周
課業務係長）

こども青少年局課長補佐（青少年部青少年育 事職 斉藤 健
成課担当係長）

こども青少年局課長補佐（保育・教育部保育 事職 髙林 悠紀
・教育支援課市立保育所係長）

事職 槙村 瑞光

事職 長澤 昇平

医職 鈴木 直子

事職 岩井 光子

経済局中小企業振興部経営・創業
支援課担当係長

議会局課長補佐（市会事務部秘書
広報課秘書広報係長）

中央卸売市場食肉市場運営課業務
係長

都市整備局課長補佐（総務部業務
調整課担当係長）
（こども青少年局こども福祉保健
部こども家庭課担当係長兼務）

医療局病院経営本部課長補佐（市
民病院管理部総務課職員係長）

健康福祉局課長補佐（健康安全部
医療安全課医療監視等担当係長）
（放射線対策担当兼務）（保健所
兼務）

こども青少年局子育て支援部子育
て支援課市立保育所係長

こども青少年局課長補佐（子育て

支援部保育・教育運営課担当係

長）

こども青少年局子育て支援部保育
対策課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課親子保健係長

中区福祉保健センター福祉保健課
事業企画担当係長
（保健所兼務）

こども青少年局課長補佐（こども
福祉保健部こども家庭課児童虐待
・ＤＶ対策担当係長）

事職 淺野 信

事職 中曽根 真一

事職 梅澤 伸宏

事職 足立 篤彦

事職 坂田 香織

こども青少年局課長補佐（保育・教育部保育
対策課担当係長）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部
地域子育て支援課担当係長）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部
地域子育て支援課担当係長）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部
こどもの権利擁護課担当係長）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部
こどもの権利擁護課担当係長）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部
こどもの権利擁護課施設整備担当係長）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部
こどもの権利擁護課担当係長）

こども青少年局課長補佐（中央児童相談所庶
務係長）

こども青少年局課長補佐（西部児童相談所相
談調整係長）

こども青少年局課長補佐（中央児
童相談所支援課家庭支援担当係
長 ）

こども青少年局課長補佐（こども
福祉保健部こども家庭課施設整備
担当係長）

西部児童相談所担当係長

中央児童相談所庶務係長

こども青少年局課長補佐（中央児
童相談所支援課こころのケア係長

）

こども青少年局課長補佐（保育・教育部保
育・教育運営課運営・指導係長）

事職 大内 学
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【課長補佐級】

事職 髙島 裕子 南部児童相談所相談調整係長

事職 岡部 篤志 中央児童相談所支援課相談指導担
当係長

事職 稲垣 純子 健康福祉局課長補佐（総務部企画
課担当係長）
（健康福祉局総務部総務課臨時特
別給付金担当係長兼務）（区総務
部税務課担当係長兼務）

事職 千葉 省一 健康福祉局課長補佐（健康安全部
環境施設課斎場整備担当係長）

事職 松本 瑞絵 健康福祉局課長補佐（生活福祉部
医療援助課福祉医療係長）

事職 石井 正則 健康福祉局課長補佐（総務部企画
課企画係長）
（健康福祉局総務部総務課臨時特
別給付金担当係長兼務）（区総務
部税務課担当係長兼務）

事職 佐藤 暢子 健康福祉局課長補佐（健康安全部
医療安全課担当係長）
（保健所兼務）

事職 松島 雄一 健康福祉局地域福祉保健部福祉保
健課担当係長

事職 佐藤 洋一 西区福祉保健センター生活支援課
事務係長

事職 坂田 弘太郎 健康福祉局生活福祉部生活支援課
援護対策担当係長

事職 飯嶋 真之 健康福祉局生活福祉部生活支援課
寿地区対策担当係長

事職 加藤 大済 市民局区政支援部地域施設課担当
係長

事職 原田 夏美 健康福祉局生活福祉部医療援助課
高齢者医療係長

事職 鈴木 知生 教育委員会事務局課長補佐（中央
図書館調査資料課担当係長）

事職 田辺 興司 健康福祉局課長補佐（障害福祉保
健部障害施策推進課計画推進担当
係長）

事職 新海 隆生 中区課長補佐（福祉保健センター

こども青少年局課長補佐（南部児童相談所相
談調整係長）

こども青少年局課長補佐（南部児童相談所家
庭支援担当係長）

健康福祉局課長補佐（総務部総務課庶務係
長 ）

健康福祉局課長補佐
（浪江町派遣）

健康福祉局課長補佐（総務部職員課担当係
長 ）

健康福祉局課長補佐（総務部企画課企画係
長 ）

健康福祉局課長補佐（総務部監査課担当係
長 ）

健康福祉局課長補佐（地域福祉保健部福祉保
健課担当係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部生活支援課
指導・適正化対策担当係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部生活支援課
援護対策担当係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部生活支援課
寿地区対策担当係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部医療援助課
福祉医療係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部医療援助課
高齢者医療係長）

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）

健康福祉局課長補佐（障害福祉保健部障害施
策推進課施策調整係長）

健康福祉局課長補佐（障害福祉保健部障害施
策推進課共生社会等推進担当係長） 高齢・障害支援課担当係長）

（保健所兼務）
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【課長補佐級】

事職 川添 祐子

医職 髙野 利恵

事職 大岩 真人

事職 茂垣 朋子

医職 末吉 広典

事職 工藤 恵子

事職 横路 恵美

事職 鈴木 稔

事職 手塚 昌宏

事職 野口 敦子

技職 中条 圭伺

事職 田島 彰

医職 柴田 亜輝

健康福祉局高齢健康福祉部介護事
業指導課運営支援係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
宅支援課認知症等担当係長

こども青少年局青少年部放課後児
童育成課担当係長
（教育委員会事務局施設部教育施
設課担当係長兼務）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福
祉部高齢施設課担当係長）

健康福祉局健康安全部健康安全課
健康危機管理担当係長
（保健所兼務）（放射線対策担当
兼務）

健康福祉局課長補佐（健康安全部
健康安全課健康危機管理担当係長

）
（保健所兼務）

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）

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）

戸塚区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課保険係長）

健康福祉局健康安全部健康安全課
担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局課長補佐（健康安全部
食品衛生課食品監視係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全
課健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

健康福祉局健康安全部環境施設課
施設係長

医療局課長補佐（疾病対策部がん

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部高齢健
康福祉課計画調整係長）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部高齢在
宅支援課認知症等担当係長）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部介護事
業指導課運営支援係長）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部介護事
業指導課担当係長）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室健康安全部健康安全課健康危機管理担当係
長）

（保健所兼務）（放射線対策担当兼務）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室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）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室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）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室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）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室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）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室健康安全部健康安全課担当係長）
（保健所兼務）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室健康安全部食品衛生課食品衛生係長）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
全部健康安全課健康危機管理担当兼務）（保
健所兼務）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室健康安全部保健事業課担当係長）

健康福祉局課長補佐（感染症対策・健康安全
室健康安全部保健事業課担当係長）

・疾病対策課担当係長）
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事職 鈴木 修二

事職 河原 隆久

事職 大嶌 裕介

事職 濱井 俊充

事職 大山 紘平

技職 赤井 洋之

技職 佐丸 雄一郎

技職 倉林 輝世

技職 原田 文恵

事職 茜ヶ久保 修

技職 井上 雅人

事職 森 厚太

事職 小川 岳大

技職 安藤 正和

事職 小髙 英明

新 補 職

【課長補佐級】

健康福祉局課長補佐（久保山斎場担当係長）

健康福祉局課長補佐（南部斎場担当係長）

医療局課長補佐（医療政策部総務課庶務係長 
）
（医療局病院経営本部兼務）

医療局課長補佐（医療政策部医療政策課担当
係長）

医療局課長補佐（医療政策部医療政策課担当
係長）
（政策局政策部政策課政策調整担当係長兼
務）

環境創造局課長補佐（政策調整部政策課担当
係長）

環境創造局課長補佐（政策調整部政策課担当
係長）

環境創造局課長補佐（政策調整部環境影響評
価課担当係長）

環境創造局課長補佐（政策調整部環境影響評
価課担当係長）

環境創造局課長補佐（総務部経理経営課担当
係長）
（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当
係長兼務）（健康福祉局感染症対策・健康安
全室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）

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）

環境創造局課長補佐（みどりアップ推進部緑
地保全推進課担当係長）

環境創造局課長補佐（農政部農政推進課担当
係長）

環境創造局課長補佐（南部農政事務所担当係
長）

都筑区課長補佐（総務部税務課担
当係長）
（都筑区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

健康福祉局課長補佐（戸塚斎場担
当係長）

政策局秘書部秘書課報道担当係長

医療局病院経営本部課長補佐（脳
卒中・神経脊椎センター管理部総
務課経営企画係長）

医療局医療政策部医療政策課担当
係長
（政策局政策部政策課担当係長兼
務）

環境創造局政策調整部政策課担当
係長

環境創造局下水道管路部管路保全
課担当係長

環境創造局政策調整部環境影響評
価課担当係長

環境創造局政策調整部政策課担当
係長

交通局課長補佐（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）

環境創造局公園緑地部公園緑地整
備課担当係長

総務局人事部人事課人事第二係長

環境創造局課長補佐（公園緑地部
公園緑地管理課担当係長）

環境創造局課長補佐（北部農政事
務所担当係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部
南部公園緑地事務所担当係長）
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【課長補佐級】

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地維 事職 黒木 和弘 港南区課長補佐（港南土木事務所
持課担当係長） 管理係長）

（環境創造局・道路局兼務）

技職 大浦 康史 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）

技職 遠藤 充 環境創造局課長補佐（政策調整部
技術監理課担当係長）

技職 鈴木 健一 環境創造局課長補佐（公園緑地部
会場整備課担当係長）

事職 稲垣 さち 環境創造局公園緑地部公園緑地整
備課上瀬谷担当係長

技職 岩ヶ谷 和則 都市整備局課長補佐（上瀬谷整備
・国際園芸博覧会推進室国際園芸
博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当係長）

技職 中島 章 環境創造局下水道計画調整部下水
道事業マネジメント課担当係長

技職 仲田 朋生 環境創造局課長補佐（下水道管路
部下水道事務所担当係長）

技職 佐光 雅之 環境創造局課長補佐（下水道施設
部下水道設備課担当係長）

技職 越智 重雄 環境創造局南部下水道センター担
当係長

事職 関 隆幸 都筑区課長補佐（総務部地域振興
課区民施設担当係長）

技職 岩田 充 資源循環局課長補佐（鶴見工場操
作担当係長）

事職 清水 貞男 資源循環局中事務所副所長

事職 菅野 正樹 資源循環局政策調整部３Ｒ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 黒川 幸夫 資源循環局事業系対策部一般廃棄
物対策課担当係長

技職 竹内 祐平 資源循環局事業系対策部産業廃棄
物対策課排出指導係長

事職 塩谷 洋一 資源循環局課長補佐（政策調整部

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地維
持課担当係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地整
備課担当係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地整
備課担当係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地整
備課上瀬谷担当係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地整
備課上瀬谷担当係長）

環境創造局課長補佐（下水道計画調整部下水
道事業マネジメント課担当係長）

環境創造局課長補佐（下水道管路部管路保全
課担当係長）

環境創造局課長補佐（栄水再生センター担当
係長）

環境創造局課長補佐（南部下水道センター担
当係長）

資源循環局課長補佐（政策調整部政策調整課
担当係長）

資源循環局課長補佐（家庭系対策部車両課整
備係長）

資源循環局課長補佐（磯子事務所副所長）

資源循環局課長補佐（緑事務所副所長）

資源循環局課長補佐（事業系対策部一般廃棄
物対策課担当係長）

資源循環局課長補佐（事業系対策部産業廃棄
物対策課排出指導係長）

資源循環局課長補佐（適正処理計画部施設課
管理係長） ３Ｒ推進課担当係長）
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【課長補佐級】

資源循環局課長補佐（適正処理計画部施設計 技職 細川 稔一 資源循環局課長補佐（適正処理計
画課技術監理係長） 画部施設計画課技術監理係長）

（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）

資源循環局課長補佐（都筑工場技術管理係長 技職 小坂 隆 資源循環局課長補佐（都筑工場施
） 設係長）

資源循環局課長補佐（都筑工場操作担当係長 技職 田中 博一 建築局課長補佐（公共建築部保全
） 推進課担当係長）

建築局課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 田中 薫 建築局総務部総務課庶務係長

建築局課長補佐（総務部総務課職員係長） 事職 谷口 真央 人事委員会事務局調査任用部任用
課担当係長

建築局課長補佐（企画部企画課担当係長） 技職 田島 剛 建築局課長補佐（住宅部住宅再生
課担当係長）

建築局課長補佐（企画部都市計画課用途地域 技職 太田 武夫 建築局課長補佐（企画部企画課担
見直し等担当係長） 当係長）

建築局課長補佐（住宅部住宅政策課担当係長 技職 大橋 朱美 建築局課長補佐（建築指導部建築
） 指導課担当係長）

建築局課長補佐（住宅部住宅再生課担当係長 技職 川原 宏美 建築局住宅部住宅再生課担当係長
）

建築局課長補佐（建築指導部建築企画課担当 技職 中口 岳宙 建築局建築指導部建築企画課担当
係長） 係長

建築局課長補佐（公共建築部営繕企画課担当 技職 藤田 幸三 建築局公共建築部営繕企画課担当
係長） 係長
（医療局病院経営本部兼務） （医療局病院経営本部兼務）

建築局課長補佐（公共建築部保全推進課担当 技職 宇田 武 建築局公共建築部機械設備課担当
係長） 係長

都市整備局課長補佐（総務部総務課担当係長 事職 安藤 あらた 都市整備局課長補佐（市街地整備
） 部綱島駅東口周辺開発事務所担当

係長）

都市整備局課長補佐（企画部企画課担当係長 技職 水谷 年希 建築局企画部都市計画課都市施設
） 計画係長

都市整備局課長補佐（都心再生部都心再生課 技職 石渡 健太郎 港湾局課長補佐（港湾物流部物流
担当係長） 企画課担当係長）

都市整備局課長補佐（都心再生部横浜駅・み 技職 木村 信一 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） なとみらい推進課担当係長

都市整備局課長補佐（都心再生部横浜駅・み 技職 稲葉 真絵 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） なとみらい推進課担当係長
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【課長補佐級】

事職 足立原 淳

事職 鈴木 節子

技職 小張 貴史

事職 矢部 艦一

事職 西澤 美穂

事職 藤木 秀武

事職 志田 将史

技職 大山 敦郎

技職 井上 美幸

事職 国本 貴志

事職 羽田 雅行

事職 吉野 仁

技職 入野 克樹

技職 桐ヶ谷 直人

事職 山崎 義一

事職 髙橋 哲也

都市整備局課長補佐（地域まちづくり部地域
まちづくり課担当係長）

都市整備局課長補佐（市街地整備部市街地整
備推進課担当係長）

都市整備局課長補佐（市街地整備部市街地整
備推進課担当係長）

都市整備局課長補佐（市街地整備部二ツ橋北
部土地区画整理事務所担当係長）

都市整備局課長補佐（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）

都市整備局課長補佐（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）

道路局課長補佐（総務部総務課経理係長）

道路局課長補佐（総務部交通安全・自転車政
策課担当係長）

道路局課長補佐（計画調整部企画課担当係
長 ）

道路局課長補佐（計画調整部企画課担当係
長 ）

道路局課長補佐（道路部管理課管理係長）

道路局課長補佐（建設部建設課担当係長）
（こども青少年局こども福祉保健部こども家
庭課担当係長兼務）

道路局課長補佐（建設部建設課担当係長）

道路局課長補佐（建設部建設課担当係長）

道路局課長補佐（横浜環状道路調整課担当係
長）

道路局課長補佐（河川部河川事業課担当係
長 ）

港湾局課長補佐（総務部総務課調整担当係
長 ）

港湾局課長補佐（総務部総務課職員係長） 事職 舩戸 一将

都市整備局課長補佐（市街地整備
部市街地整備調整課担当係長）

都市整備局市街地整備部市街地整
備推進課担当係長

都市整備局市街地整備部市街地整
備推進課担当係長

都市整備局市街地整備部二ツ橋北
部土地区画整理事務所担当係長

都市整備局課長補佐（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）

（健康福祉局総務部総務課臨時特

別給付金担当係長兼務）（区総務

部税務課担当係長兼務）

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

財政局課長補佐（管財部管財課管
理係長）

環境創造局課長補佐（環境保全部
環境エネルギー課担当係長）

道路局河川部河川事業課担当係長

道路局計画調整部企画課担当係長

青葉区課長補佐（青葉土木事務所
管理係長）
（環境創造局・道路局兼務）

道路局課長補佐（建設部建設課担
当係長）

金沢区課長補佐（金沢土木事務所
管理係長）
（環境創造局・道路局兼務）

道路局建設部建設課担当係長

道路局横浜環状道路調整課担当係
長

道路局課長補佐（建設部建設課担
当係長）

港湾局総務部総務課調整担当係長

こども青少年局課長補佐（子育て
支援部子育て支援課事業調整係長
）

技職 河野 学峰
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事職 児玉 貞治

事職 行田 習一郎

消吏 清水 保宣

消吏 鈴木 誠

消吏 伊藤 亮太

消吏 芥田 真樹

事職 川口 ルリ子

事職 角田 圭祐

事職 齊藤 信久

事職 西村 朋子

事職 長瀬 佳代

事職 杉谷 大輔

新 補 職

【課長補佐級】

港湾局課長補佐（総務部総務課担当係長）

港湾局課長補佐（山下ふ頭再開発調整室山下
ふ頭再開発調整課担当係長）

消防局出向

消防局出向

消防局出向

消防局出向

消防局課長補佐（総務部企画課企画担当係
長）

交通局課長補佐（総務部人事課担当係長）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

交通局課長補佐（総務部人事課担当係長）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

交通局課長補佐（工務部施設課管理係長）

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

教育委員会事務局課長補佐（総務部教育政策
推進課担当係長）

教育委員会事務局課長補佐（教職員人事部教
職員労務課厚生係長）

教育委員会事務局課長補佐（施設部学校計画
課担当係長）

港湾局課長補佐（港湾管理部港湾
管財課担当係長）

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下
ふ頭再開発調整課担当係長

医療局医療政策部医療政策課担当
係長

総務局危機管理室危機管理部緊急
対策課担当係長

総務局課長補佐（危機管理室危機
管理部危機管理課担当係長）
（緑区総務部総務課危機管理・地
域防災担当係長兼務）

総務局課長補佐（危機管理室危機
管理部防災企画課担当係長）

消防局課長補佐（警防部警防課担

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）

交通局課長補佐（工務部施設課技

術基準担当係長）

交通局課長補佐（高速鉄道本部駅

務管理所副所長）

交通局課長補佐（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）

市民局課長補佐（広報相談サービ
ス部広報課担当係長）

中区福祉保健センターこども家庭
支援課こども家庭係長
（保健所兼務）

資源循環局家庭系対策部業務課計
画係長

教育委員会事務局総務部教育政策
推進課担当係長

医療局課長補佐（医療政策部職員
課担当係長）
（医療局病院経営本部兼務）

都市整備局課長補佐（防災まちづ
くり推進室防災まちづくり推進課
担当係長）

技職 福岡 健一

事職 今野 滋晴

事職 春日 宏文

消吏 藤田 朋
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【課長補佐級】

事職 三石 晃司

事職 田中 慈人

事職 鵜木 隆之

事職 遠藤 伸哉

事職 田中 康之

事職 吉川 直美

事職 小室 博則

書記 中村 航

事職 野 真純

事職 井手尾 剛史

事職 加藤 早紀

事職 成田 雅徳

事職 櫻井 光

こども青少年局課長補佐（こども

福祉保健部障害児福祉保健課整備

担当係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部

会場整備課担当係長）

中区課長補佐（総務部戸籍課担当

係長）

教育委員会事務局課長補佐（南部

学校教育事務所教育総務課庶務係

長）

教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課担当係長

総務局危機管理室危機管理部緊急
対策課担当係長

教育委員会事務局課長補佐（戸塚
高等学校事務長）

選挙管理委員会事務局選挙部選挙
課啓発係長

監査事務局監査部財務監査課担当
係長

保土ケ谷区課長補佐（福祉保健セ
ンター保険年金課収納担当係長）
（保土ケ谷区総務部税務課滞納整
理担当兼務）

国際局課長補佐（国際協力部国際
協力課国際技術協力担当係長）

議会局課長補佐（市会事務部総務
課庶務係長）

総務局人事部労務課担当係長

鶴見区福祉保健センター高齢・障
害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務）

鶴見区総務部戸籍課担当係長

市民局広報相談サービス部広聴相
談課担当係長

鶴見区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）

教育委員会事務局課長補佐（施設部教育施設

課計画推進係長）

教育委員会事務局課長補佐（施設部教育施設

課営繕係長）

教育委員会事務局課長補佐（学校教育企画部

学校支援・地域連携課就学係長）

教育委員会事務局課長補佐（学校教育企画部

学校支援・地域連携課担当係長）

教育委員会事務局課長補佐（人権健康教育部
健康教育・食育課中学校給食推進担当係長）

教育委員会事務局課長補佐（北部学校教育事
務所教育総務課庶務係長）

教育委員会事務局課長補佐（中央図書館調査
資料課担当係長）

選挙管理委員会事務局課長補佐（選挙部選挙
課選挙係長）

監査事務局課長補佐（監査部財務監査課監査
係長）

監査事務局課長補佐（監査部財務監査課担当
係長）

監査事務局課長補佐（監査部財務監査課担当
係長）

議会局課長補佐（市会事務部総務課担当係
長 ）

【係長級】

鶴見区総務部総務課庶務係長
（地域防災担当兼務）

鶴見区総務部総務課担当係長

鶴見区総務部総務課担当係長

鶴見区総務部区政推進課広報相談係長

鶴見区総務部地域振興課資源化推進担当係長

事職 小野 史絵

事職 廣田 一彦

技職 鈴木 総一郎

事職 田島 絵美
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事職 末吉 直登

事職 竹内 康一

技職 白川 冬

事職 田辺 恵美

事職 石井 崇之

事職 佐瀨 優子

事職 松﨑 正尚

事職 稲垣 久美子

事職 冨永 一輝

事職 北島 博美

事職 藤原 ヨシ子

事職 宇野 紘子

事職 藤本 譲司

技職 大 昭典

【係長級】

鶴見区総務部戸籍課担当係長

鶴見区総務部戸籍課鶴見駅西口行政サービス
コーナー担当係長

鶴見区総務部税務課担当係長
（鶴見区福祉保健センター保険年金課滞納整
理担当兼務）

鶴見区福祉保健センター福祉保健課事業企画
担当係長
（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター福祉保健課担当係長
（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター生活衛生課環境衛生
係長
（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課高
齢者支援担当係長
（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課介
護保険担当係長
（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課担
当係長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課担
当係長
（教育委員会事務局東部学校教育事務所地域
連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

鶴見区馬場保育園長

鶴見区福祉保健センター生活支援課生活支援
担当係長
（査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター生活支援課生活支援
担当係長
（査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター生活支援課生活支援
担当係長
（査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター保険年金課滞納整理
担当係長
（鶴見区総務部税務課滞納整理担当兼務）

鶴見土木事務所管理係長
（環境創造局・道路局兼務）

鶴見土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

鶴見区総務部戸籍課鶴見駅西口行
政サービスコーナー担当係長

港南区総務部戸籍課港南台行政サ 
ービスコーナー担当係長

旭区勤務

教育委員会事務局施設部教育施設
課校地係長

鶴見区勤務

瀬谷区福祉保健センター生活衛生
課生活衛生係長
（保健所兼務）

市民局広報相談サービス部広報課
担当係長

鶴見区福祉保健センター福祉保健
課担当係長
（保健所兼務）

鶴見区勤務

経済局市民経済労働部消費経済課
計量検査所長

栄区桂台保育園副園長

西部児童相談所担当係長

神奈川区勤務

港北区福祉保健センター生活支援
課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務）

環境創造局みどりアップ推進部緑
地保全推進課担当係長

鶴見区総務部地域振興課資源化推
進担当係長

道路局計画調整部企画課担当係長

事職 三宅 庸介

事職 鳥山 稔

事職 鈴木 裕也
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事職 鈴木 直幸

事職 井上 裕子

事職 辻岡 かおり

事職 小川 渓子

事職 玉井 章弘

事職 島野 裕之

事職 石井 菜緒子

事職 山口 泰弘

医職 加藤 由佳

医職 中山 明子

事職 松田 優人

技職 大島 直子

技職 本橋 昌也

事職 大澤 規美子

事職 万年 邦佳

医職 平井 綾子

【係長級】

神奈川区総務部総務課担当係長

神奈川区総務部総務課統計選挙係長

神奈川区総務部区政推進課企画調整係長

神奈川区総務部区政推進課地域力推進担当係
長
（神奈川区総務部地域振興課地域力推進担当
係長兼務）

神奈川区総務部地域振興課担当係長

神奈川区総務部戸籍課担当係長

神奈川区総務部税務課担当係長

神奈川区総務部区会計室会計係長

神奈川区福祉保健センター福祉保健課運営企
画係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター医務担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
全部健康安全課医務担当係長兼務）（保健所
兼務）

神奈川区福祉保健センター福祉保健課健康づ
くり係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター福祉保健課担当係
長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター生活衛生課食品衛
生係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター生活衛生課環境衛
生係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課
障害者支援担当係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課
こども家庭係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課
こども家庭支援担当係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当係長
（神奈川区総務部税務課滞納整理
担当兼務）

経済局勤務

水道局勤務

青葉区総務部税務課担当係長

総務局人事部人事課担当係長

健康福祉局総務部総務課担当係長

神奈川区総務部総務課担当係長

神奈川区総務部総務課担当係長

医療局疾病対策部がん・疾病対策
課担当係長

健康福祉局健康安全部健康安全課
医務担当係長
（保健所兼務）

総務局勤務

戸塚区勤務

健康福祉局健康安全部健康安全課
担当係長
（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター生活衛生
課環境衛生係長
（保健所兼務）

港北区福祉保健センター高齢・障
害支援課高齢者支援担当係長
（保健所兼務）

港北区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長
（教育委員会事務局北部学校教育
事務所地域連携推進担当係長兼
務 ）（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター福祉保
健課健康づくり係長
（保健所兼務）

事職 和田 祥実
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【係長級】

神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課 事職 牧野 みず江 健康福祉局地域福祉保健部福祉保
担当係長 健課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課 事職 高橋 誠一郎 南部児童相談所家庭支援担当係長
こどもの権利擁護担当係長
（保健所兼務）

神奈川区西菅田保育園長 事職 髙野 由美 緑区鴨居保育園副園長

神奈川区松見保育園副園長 事職 工藤 朋恵 鶴見区勤務

神奈川区福祉保健センター生活支援課生活支 事職 山田 知美 中区福祉保健センター生活支援課
援担当係長 生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

神奈川区福祉保健センター保険年金課滞納整 事職 吉岡 光昭 総務局勤務
理担当係長
（神奈川区総務部税務課滞納整理担当兼務）

神奈川土木事務所管理係長 事職 志村 公春 総務局危機管理室危機管理部危機
（環境創造局・道路局兼務） 管理課担当係長

（瀬谷区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

西区総務部総務課予算調整係長 技職 岡田 大典 西区総務部地域振興課担当係長

西区総務部総務課統計選挙係長 事職 山來 寛之 経済局勤務

西区総務部区政推進課広報相談係長 事職 大友 純一 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

西区総務部区政推進課まちづくり調整担当係 技職 中川 健太 建築局勤務
長
（西土木事務所担当係長兼務）

西区総務部地域振興課担当係長 事職 髙瀬 温紀 環境創造局勤務

西区総務部地域振興課担当係長 事職 村越 真史 西区総務部総務課担当係長

西区総務部戸籍課担当係長 事職 木澤 雄太 神奈川区勤務

西区総務部税務課担当係長 事職 金下 友之 磯子区総務部総務課担当係長

西区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 奥住 有史 経済局イノベーション都市推進部
・障害係長 新産業創造課担当係長
（保健所兼務）

西区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 櫻井 信彰 総務局総務部管理課管理係長
係長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

西区福祉保健センターこども家庭支援課こど 医職 松橋 宏樹 西区福祉保健センターこども家庭
も家庭支援担当係長 支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）（こども青少年局

兼務）
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【係長級】

西区福祉保健センターこども家庭支援課こど 事職 平井 由莉 神奈川区勤務
もの権利擁護担当係長
（保健所兼務）

西区南浅間保育園長 事職 横山 美穂 中央児童相談所自立支援担当係長

西区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 石井 綾子 神奈川区福祉保健センター福祉保
健課担当係長
（保健所兼務）

西区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 市川 亜矢子 健康福祉局地域福祉保健部福祉保
当係長 健課担当係長
（査察指導担当兼務）

西土木事務所下水道・公園係長 技職 加藤 康裕 水道局給水サービス部中村水道事
（環境創造局・道路局兼務） 務所維持係長

中区総務部総務課担当係長 事職 大原 祥子 中区総務部戸籍課担当係長

中区総務部区政推進課広報相談係長 事職 山根 由理 総務局総務部総務課担当係長

中区総務部区政推進課企画調整係長 事職 吉澤 百合子 教育委員会事務局担当係長
（よこはま学校食育財団派遣）

中区総務部戸籍課担当係長 事職 大石 広隆 瀬谷区勤務

中区総務部税務課担当係長 事職 千葉 敏春 磯子区総務部税務課担当係長

中区総務部税務課担当係長 事職 藤井 絢子 政策局共創推進室共創推進課担当
（中区福祉保健センター保険年金課滞納整理 係長
担当兼務）

中区総務部区会計室会計係長 事職 山﨑 幸久 港北区総務部区会計室会計係長

中区福祉保健センター福祉保健課事業企画担 事職 小笠原 智子 総務局勤務
当係長
（保健所兼務）

中区福祉保健センター福祉保健課健康づくり 医職 広瀬 達也 栄区福祉保健センターこども家庭
係長 支援課こども家庭支援担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

中区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係 技職 仁 須美子 都筑区福祉保健センター生活衛生
長 課食品衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

中区福祉保健センター高齢・障害支援課担当 事職 髙野 文江 神奈川区福祉保健センター高齢・
係長 障害支援課障害者支援担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

中区福祉保健センター高齢・障害支援課担当 事職 吉岡 瑞乃 中区総務部区会計室会計係長
係長
（保健所兼務）
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【係長級】

中区福祉保健センターこども家庭支援課こど 事職 和田 淑乃 中区総務部区政推進課広報相談係
も家庭係長 長
（保健所兼務）

中区福祉保健センターこども家庭支援課こど 事職 佐藤 潤子 こども青少年局勤務
もの権利擁護担当係長
（保健所兼務）

中区山手保育園長 事職 坂上 祐美子 旭区左近山保育園副園長

中区福祉保健センター生活支援課担当係長 事職 尾熊 英夫 教育委員会事務局勤務

中区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 田中 雅之 都筑区勤務
当係長
（査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 浜崎 由梨 都筑区勤務
当係長
（査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 市川 裕剛 神奈川区福祉保健センター生活支
当係長 援課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 中村 友香 鶴見区福祉保健センター生活支援
当係長 課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 飯島 靖敬 中区福祉保健センター保険年金課
給付担当係長

中区福祉保健センター保険年金課給付担当係 事職 舟木 由以子 国際局国際協力部国際協力課国際
長 技術協力担当係長

中区福祉保健センター保険年金課滞納整理担 事職 西田 忠司 資源循環局戸塚事務所副所長
当係長
（中区総務部税務課滞納整理担当兼務）

中土木事務所管理係長 事職 藤﨑 晋 道路局総務部交通安全・自転車政
（環境創造局・道路局兼務） 策課担当係長

中土木事務所道路係長 技職 熊谷 真之介 道路局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

南区総務部総務課担当係長 技職 濱元 俊輔 南区福祉保健センター生活衛生課
環境衛生係長
（保健所兼務）

南区総務部総務課統計選挙係長 事職 松山 雄貴 教育委員会事務局勤務

南区総務部戸籍課担当係長 事職 和田 俊幸 水道局勤務

南区総務部税務課担当係長 事職 市山 豊彦 財政局主税部法人課税課担当係長

南区総務部税務課担当係長 事職 鈴木 拓馬 教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課担当係長
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【係長級】

南区総務部税務課担当係長 事職 藤 弘子 健康福祉局勤務
（南区福祉保健センター保険年金課滞納整理
担当兼務）

南区福祉保健センター福祉保健課運営企画係 事職 佐々木 亮介 南区福祉保健センター福祉保健課
長 担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

南区福祉保健センター福祉保健課事業企画担 事職 山岡 直城 総務局勤務
当係長
（保健所兼務）

南区福祉保健センター福祉保健課健康づくり 医職 坪内 芳子 栄区勤務
係長
（保健所兼務）

南区福祉保健センター福祉保健課担当係長 事職 田中 美香 金沢区勤務
（保健所兼務）

南区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係 技職 前橋 昌幸 再任用
長
（保健所兼務）

南区福祉保健センター高齢・障害支援課介護 事職 夏目 千絵 神奈川区総務部戸籍課担当係長
保険担当係長
（保健所兼務）

南区しろばら保育園長 事職 春原 恵美 南区三春台保育園長

南区永田保育園長 事職 飯嶌 千穂 西区南浅間保育園副園長

南区井土ケ谷保育園長 事職 小川 愛 旭区白根保育園長

南区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 大塚 陽一 健康福祉局勤務
当係長
（査察指導担当兼務）

南区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 岸 雅代 南区勤務
当係長
（査察指導担当兼務）

南区福祉保健センター保険年金課給付担当係 事職 赤荻 道子 神奈川区総務部区政推進課地域力
長 推進担当係長

（神奈川区総務部地域振興課地域
力推進担当係長兼務）

南土木事務所管理係長 事職 嶺岸 信義 旭区福祉保健センター生活支援課
（環境創造局・道路局兼務） 事務係長

港南区総務部総務課担当係長 事職 長岡 将史 港南区総務部区政推進課企画調整
係長

港南区総務部総務課統計選挙係長 事職 桂 正紹 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）
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【係長級】

港南区総務部区政推進課企画調整係長 事職 中島 貴博 健康福祉局高齢健康福祉部地域包
括ケア推進課担当係長
（港南区福祉保健センター高齢・
障害支援課地域包括ケア推進担当
係長兼務）（保健所兼務）

港南区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 柴田 尚子 金沢区福祉保健センター福祉保健
（港南区総務部地域振興課地域力推進担当係 課事業企画担当係長
長兼務） （保健所兼務）

港南区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 笠原 勝 再任用

港南区総務部地域振興課青少年育成担当係長 事職 福司 英帆 健康福祉局高齢健康福祉部介護保
険課担当係長

港南区総務部戸籍課担当係長 事職 田中 麻衣子 市民局市民情報室市民情報課担当
係長

港南区総務部戸籍課港南台行政サービスコー 事職 伊皆 宏樹 港南区総務部税務課担当係長
ナー担当係長 （港南区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

港南区総務部税務課担当係長 事職 山本 昇 泉区福祉保健センター保険年金課
（港南区福祉保健センター保険年金課滞納整 保険係長
理担当兼務）

港南区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 代田 泰大 港南区総務部総務課統計選挙係長
担当係長
（保健所兼務）

港南区福祉保健センター生活衛生課食品衛生 技職 五十嵐 悠 衛生研究所理化学検査研究課担当
係長 係長
（保健所兼務）

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 大森 正成 金沢区福祉保健センター高齢・障
護保険担当係長 害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 奈良 貴子 市民局勤務
当係長
（保健所兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 田中 睦美 港南区福祉保健センターこども家
どもの権利擁護担当係長 庭支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 竹森 庸陽 こども青少年局勤務
当係長
（教育委員会事務局南部学校教育事務所地域
連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

港南区上大岡東保育園長 事職 工藤 陽子 港南区大久保保育園副園長

港南区大久保保育園長 事職 飯嶋 展子 鶴見区馬場保育園長
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【係長級】

港南区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 福島 一広 経済局市民経済労働部雇用労働課
担当係長

港南区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 大橋 いずみ 港北区福祉保健センター生活支援
担当係長 課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

港南土木事務所管理係長 事職 杉山 経広 資源循環局瀬谷事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

保土ケ谷区総務部総務課庶務係長 事職 飯島 拓 保土ケ谷区総務部地域振興課生涯
（地域防災担当兼務） 学習支援係長

保土ケ谷区総務部総務課予算調整係長 事職 武田 宏 中央図書館企画運営課庶務係長

保土ケ谷区総務部総務課統計選挙係長 事職 大野 貢司 資源循環局勤務

保土ケ谷区総務部区政推進課まちづくり調整 技職 中台 秀樹 市民局スポーツ統括室スポーツ振
担当係長 興部スポーツ振興課担当係長
（保土ケ谷土木事務所担当係長兼務）

保土ケ谷区総務部地域振興課生涯学習支援係 事職 李 悠 保土ケ谷区総務部地域振興課区民
長 施設担当係長

保土ケ谷区総務部地域振興課区民施設担当係 技職 渡邉 訓安 環境創造局勤務
長

保土ケ谷区総務部税務課担当係長 事職 橋本 望 保土ケ谷区福祉保健センター福祉
保健課担当係長
（保健所兼務）

保土ケ谷区総務部税務課担当係長 事職 渡邊 勝明 再任用

保土ケ谷区総務部税務課担当係長 事職 野澤 智之 瀬谷区福祉保健センター保険年金
（保土ケ谷区福祉保健センター保険年金課滞 課収納担当係長
納整理担当兼務） （瀬谷区総務部税務課滞納整理担

当兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター福祉保健課事業 事職 宮﨑 陽子 経済局勤務
企画担当係長
（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター福祉保健課健康 医職 加藤 弘美 神奈川区福祉保健センターこども
づくり係長 家庭支援課こども家庭支援担当係
（保健所兼務） 長

（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター福祉保健課担当 事職 小西 亮希 栄区勤務
係長
（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター生活衛生課食品 技職 伊澤 三彩 旭区福祉保健センター生活衛生課
衛生係長 環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）
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【係長級】

保土ケ谷区福祉保健センター高齢・障害支援 事職 今井 岳夫 保土ケ谷区総務部税務課担当係長
課介護保険担当係長
（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センターこども家庭支援 事職 逸見 ちひろ 南区勤務
課こどもの権利擁護担当係長
（保健所兼務）

保土ケ谷区岩井保育園長 事職 吉川 紀子 神奈川区松見保育園副園長

保土ケ谷区福祉保健センター生活支援課事務 事職 菊地 弘美 教育委員会事務局担当係長
係長 （教職員互助会）

保土ケ谷区福祉保健センター生活支援課生活 事職 井上 里緒 泉区勤務
支援担当係長
（査察指導担当兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター保険年金課収納 事職 菅沼 遼 市民局勤務
担当係長
（保土ケ谷区総務部税務課滞納整理担当兼務
）

旭区総務部総務課担当係長 事職 和田 健 旭区総務部税務課担当係長

旭区総務部総務課予算調整係長 事職 内藤 悠喬 都市整備局都市交通部都市交通課
担当係長

旭区総務部総務課統計選挙係長 事職 佐藤 佳映 旭区総務部総務課担当係長

旭区総務部区政推進課広報相談係長 事職 尾崎 聖明 旭区総務部税務課担当係長

旭区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 奥村 友理 保土ケ谷区福祉保健センター高齢
（旭区総務部地域振興課地域力推進担当係長 ・障害支援課介護保険担当係長
兼務） （保健所兼務）

旭区総務部地域振興課地域活動係長 事職 飯田 修平 旭区総務部地域振興課区民施設担
当係長

旭区総務部地域振興課生涯学習支援係長 事職 真栄田 久恵 旭区福祉保健センターこども家庭
支援課担当係長
（教育委員会事務局西部学校教育
事務所地域連携推進担当係長兼務
）（保健所兼務）

旭区総務部地域振興課区民施設担当係長 事職 奥津 哲也 瀬谷区総務部総務課統計選挙係長

旭区総務部税務課担当係長 事職 小山 陽平 総務局人事部人材開発課担当係長
（民間企業派遣）

旭区総務部税務課担当係長 事職 長谷川 悠一 保土ケ谷区勤務

旭区総務部税務課担当係長 事職 金子 佳与子 磯子区総務部総務課担当係長
（旭区福祉保健センター保険年金課滞納整理
担当兼務）
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【係長級】

旭区福祉保健センター福祉保健課事業企画担 事職 伊藤 大亮 泉区勤務
当係長
（保健所兼務）

旭区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係 技職 内田 裕美 戸塚区福祉保健センター生活衛生
長 課環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

旭区福祉保健センター高齢・障害支援課介護 事職 萩野 優大 水道局勤務
保険担当係長
（保健所兼務）

旭区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 宮崎 哲至 交通局勤務
係長
（教育委員会事務局西部学校教育事務所地域
連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

旭区福祉保健センターこども家庭支援課子育 医職 佐藤 朱美 磯子区福祉保健センターこども家
て支援担当係長 庭支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

旭区柏保育園長 事職 澤山 智恵 保土ケ谷区天王町保育園副園長

旭区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 津金澤 恭之 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

旭区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 柏村 瑞枝 健康福祉局健康安全部健康安全課
感染症対策強化担当係長
（保健所兼務）

旭区福祉保健センター保険年金課収納担当係 書記 関戸 洋平 議会局勤務
長
（旭区総務部税務課滞納整理担当兼務）

旭土木事務所下水道・公園係長 技職 村田 雅俊 環境創造局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

磯子区総務部総務課統計選挙係長 事職 松林 遼 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

磯子区総務部区政推進課企画調整係長 事職 江原 歳允 総務局人事部人事課担当係長

磯子区総務部地域振興課区民活動支援担当係 事職 榎谷 直康 磯子区福祉保健センター福祉保健
長 課担当係長

（保健所兼務）

磯子区総務部地域振興課区民活動支援担当係 事職 江場 貴之 磯子区福祉保健センター高齢・障
長 害支援課高齢・障害係長

（保健所兼務）

磯子区総務部戸籍課担当係長 事職 城戸 渉 教育委員会事務局勤務

磯子区総務部税務課担当係長 事職 吉野 祐紀 磯子区勤務

磯子区総務部税務課担当係長 事職 髙田 数幸 神奈川区総務部税務課担当係長
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【係長級】

磯子区福祉保健センター福祉保健課運営企画 事職 川嶋 美香 磯子区福祉保健センター生活支援
係長 課事務係長
（保健所兼務）

磯子区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 木下 裕紀 教育委員会事務局勤務
担当係長
（保健所兼務）

磯子区福祉保健センター福祉保健課担当係長 事職 朝日 麻織 資源循環局勤務
（保健所兼務）

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 市原 剛 松風学園管理係長
齢・障害係長
（保健所兼務）

磯子区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 池田 幸子 教育委員会事務局北部学校教育事
ども家庭係長 務所教育総務課庶務係長
（保健所兼務）

磯子区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 神山 俊宏 市民局広報相談サービス部広聴相
当係長 談課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

磯子区東滝頭保育園副園長 事職 山本 里奈 保土ケ谷区勤務

磯子区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 山口 史郎 南部斎場担当係長

磯子区福祉保健センター保険年金課国民年金 事職 中林 崇晃 西区福祉保健センター保険年金課
係長 国民年金係長

磯子区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 小松 清純 緑区総務部総務課担当係長

磯子区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 結城 伸樹 政策局総務部総務課担当係長
係長

磯子土木事務所管理係長 事職 瀬尾 松子 港北区勤務
（環境創造局・道路局兼務）

金沢区総務部総務課担当係長 事職 佐藤 愛 金沢区福祉保健センター高齢・障
害支援課障害者支援担当係長
（保健所兼務）

金沢区総務部区政推進課企画調整係長 事職 松永 了 経済局市民経済労働部商業振興課
担当係長

金沢区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 伊藤 秀孝 資源循環局南事務所副所長

金沢区総務部税務課担当係長 事職 羽生 修二 健康福祉局生活福祉部医療援助課
（金沢区福祉保健センター保険年金課滞納整 後期高齢者医療制度担当係長
理担当兼務）

金沢区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 村山 伸昭 健康福祉局健康安全部保健事業課
担当係長 担当係長
（保健所兼務）
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【係長級】

金沢区福祉保健センター生活衛生課食品衛生 技職 愛子 金沢区勤務
係長
（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター生活衛生課環境衛生 技職 今関 修一 緑区福祉保健センター生活衛生課
係長 環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 廣川 裕次郎 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観
護保険担当係長 光振興課担当係長
（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課障 事職 岡部 学 南区福祉保健センター生活支援課
害者支援担当係長 生活支援担当係長
（保健所兼務） （査察指導担当兼務）

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 前田 剛 金沢区福祉保健センターこども家
どもの権利擁護担当係長 庭支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

金沢区金沢さくら保育園副園長 事職 齊藤 靖恵 港南区勤務

金沢区並木保育園長 事職 木本 元子 金沢区金沢さくら保育園副園長

金沢区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 橋之口 大地 総務局勤務

金沢区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 中村 貴弘 港南区福祉保健センター生活支援
係長 課生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

金沢区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 芳川 忍 環境創造局下水道計画調整部下水
道事業マネジメント課担当係長

港北区総務部総務課予算調整係長 事職 元木 拓也 総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（港北区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

港北区総務部地域振興課地域力推進担当係長 事職 上野 達也 都筑区勤務
（港北区総務部区政推進課地域力推進担当係
長兼務）

港北区総務部地域振興課区民施設担当係長 技職 野口 義人 総務局勤務

港北区総務部戸籍課担当係長 事職 渡 朗 水道局給水サービス部中村水道事
務所料金係長

港北区総務部税務課担当係長 事職 谷 悠 健康福祉局健康安全部環境施設課
墓地整備計画担当係長

港北区総務部税務課担当係長 事職 吉木 彰子 建築局勤務
（港北区福祉保健センター保険年金課滞納整
理担当兼務）
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【係長級】

港北区福祉保健センター福祉保健課健康づく 医職 中島 千里 こども青少年局こども福祉保健部
り係長 こども家庭課担当係長
（保健所兼務）

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 冨田 倫子 こども青少年局青少年部青少年育
齢・障害係長 成課担当係長
（保健所兼務）

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課高 医職 内山 みのり 瀬谷区福祉保健センターこども家
齢者支援担当係長 庭支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課保 書記 工内 義聡 議会局市会事務部政策調査課政策
育担当係長 調査担当係長
（保健所兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 山岸 隼人 こども青少年局子育て支援部子育
当係長 て支援課担当係長
（教育委員会事務局北部学校教育事務所地域
連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

港北区港北保育園長 事職 川﨑 淳子 磯子区東滝頭保育園副園長

港北区大曽根保育園長 事職 金子 友記子 港北区太尾保育園副園長

港北区南日吉保育園長 事職 髙島田 史子 鶴見区芦穂崎保育園副園長

港北区太尾保育園副園長 事職 森崎 靖子 緑区勤務

港北区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 高橋 健太郎 鶴見区福祉保健センター生活支援
担当係長 課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

港北区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 中野 大介 戸塚区福祉保健センター生活支援
担当係長 課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

港北区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 野﨑 貴之 港北区福祉保健センター保険年金
係長 課収納担当係長
（港北区総務部税務課滞納整理担当兼務）（ （港北区総務部税務課滞納整理担
港北区福祉保健センター保険年金課国民年金 当兼務）
係長兼務）

港北区福祉保健センター保険年金課滞納整理 事職 里居 真一 南区福祉保健センター保険年金課
担当係長 給付担当係長
（港北区総務部税務課滞納整理担当兼務）

港北土木事務所道路係長 技職 泉 千明 道路局道路部道路調査課道路台帳
（環境創造局・道路局兼務） 係長

緑区総務部区政推進課企画調整係長 事職 中嶋 俊輔 教育委員会事務局総務部教育政策
推進課担当係長

緑区総務部地域振興課地域活動係長 事職 伊藤 慎吾 緑区総務部地域振興課生涯学習支
援係長
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事職 青木 洋祐

医職 横田 慈

事職 笠羽 一博

技職 安達 博紀

事職 八巻 敦

医職 中島 知香子

事職 渡邉 結花里

事職 藤川 由美子

事職 永瀬 誉子

事職 石野 萌

技職 濁川 弘行

事職 酒井 裕史

【係長級】

緑区総務部税務課担当係長

緑区福祉保健センター福祉保健課健康づくり
係長
（保健所兼務）

緑区福祉保健センター福祉保健課担当係長
（保健所兼務）

緑区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係
長
（保健所兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課こど
も家庭係長
（保健所兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課こど
も家庭支援担当係長
（保健所兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課担当

係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課こど
もの権利擁護担当係長
（保健所兼務）

緑区長津田保育園長

緑区鴨居保育園副園長

緑区福祉保健センター保険年金課収納担当係
長
（緑区総務部税務課滞納整理担当兼務）

緑土木事務所下水道・公園係長
（環境創造局・道路局兼務）

青葉区総務部総務課庶務係長
（地域防災担当兼務）

青葉区総務部総務課予算調整係長 事職 長谷川 亜希

青葉区総務部総務課統計選挙係長 事職 和田 裕子

青葉区総務部区政推進課企画調整係長 事職 深澤 菜摘

青葉区総務部地域振興課地域活動係長 事職 久保 謙二

南区勤務

旭区福祉保健センターこども家庭
支援課子育て支援担当係長
（保健所兼務）

緑区福祉保健センター福祉保健課
健康づくり係長
（保健所兼務）

港南区福祉保健センター生活衛生
課食品衛生係長
（保健所兼務）

金沢区総務部税務課担当係長

緑区福祉保健センターこども家庭
支援課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭

支援課担当係長

（保健所兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭
支援課担当係長
（保健所兼務）

こども青少年局子育て支援部子育
て支援課担当係長

旭区勤務

教育委員会事務局勤務

資源循環局勤務

中央卸売市場本場運営調整課運営
係長

青葉区総務部総務課統計選挙係長

健康福祉局生活福祉部生活支援課
生活困窮者支援担当係長
（区福祉保健センター生活支援課
生活困窮者支援担当係長兼務）

青葉区福祉保健センター高齢・障
害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務）

青葉区総務部区政推進課企画調整
係長

事職 町田 健太郎
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【係長級】

青葉区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 長田 弘房 瀬谷区総務部地域振興課資源化推
進担当係長

青葉区総務部戸籍課担当係長 事職 榎本 真裕 港北区福祉保健センター保険年金
課国民年金係長

青葉区総務部戸籍課あざみ野駅行政サービス 事職 岸 和弘 中区福祉保健センター生活支援課
コーナー担当係長 担当係長

青葉区総務部税務課担当係長 事職 藤嶋 宏幸 港北区総務部税務課担当係長

青葉区総務部税務課担当係長 事職 鈴木 昇 再任用

青葉区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 渡辺 裕美 健康福祉局高齢健康福祉部介護事
担当係長 業指導課担当係長
（保健所兼務）

青葉区福祉保健センター生活衛生課担当係長 技職 髙畠 正義 動物愛護センター担当係長
（保健所兼務） （健康福祉局健康安全部健康安全

課健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

青葉区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 本 紫里 健康福祉局勤務
護保険担当係長
（保健所兼務）

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課子 医職 秋田 萌 港北区福祉保健センター福祉保健
育て支援担当係長 課健康づくり係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

青葉区美しが丘保育園長 事職 宇佐美 明子 泉区北上飯田保育園長

青葉区すすき野保育園長 事職 道下 亜子 青葉区美しが丘保育園副園長

青葉区荏田保育園長 事職 渡辺 麻美 港北区大曽根保育園長

青葉区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 岡久 陽子 神奈川区総務部区会計室会計係長

青葉区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 籠瀬 ひろみ 財政局勤務
係長

青葉土木事務所管理係長 事職 加藤 絵美 環境創造局公園緑地部公園緑地維
（環境創造局・道路局兼務） 持課担当係長

（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）

青葉土木事務所道路係長 技職 横山 絵里香 都市整備局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

都筑区総務部総務課統計選挙係長 事職 山田 陽子 こども青少年局青少年部青少年育
成課担当係長

都筑区総務部地域振興課区民施設担当係長 事職 深澤 遼 都筑区総務部総務課担当係長
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【係長級】

都筑区総務部税務課担当係長 事職 鈴木 明夫 医療局医療政策部医療政策課担当
係長

都筑区福祉保健センター福祉保健課運営企画 事職 佐山 如徳 経済局中小企業振興部経営・創業
係長 支援課担当係長
（保健所兼務）

都筑区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 林 昂輝 青葉区勤務
担当係長
（保健所兼務）

都筑区福祉保健センター生活衛生課食品衛生 技職 瀬戸 理恵 健康福祉局健康安全部食品衛生課
係長 ハサップ導入担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

都筑区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 笠原 裕介 神奈川区勤務
護保険担当係長
（保健所兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 大関 翠 総務局勤務
当係長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課保 事職 小田島 花菜 都筑区勤務
育運営担当係長
（保健所兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 江口 拓也 都筑区福祉保健センターこども家
どもの権利擁護担当係長 庭支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

都筑区大熊保育園長 事職 島田 二三子 再任用

都筑区みどり保育園長 事職 大倉 のり子 都筑区中川西保育園長

都筑区中川西保育園長 事職 清水 千穂子 都筑区みどり保育園副園長

都筑区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 田井 勘二郎 環境創造局担当係長
（横浜市スポーツ協会派遣）

都筑土木事務所下水道・公園係長 技職 牧 寛 環境創造局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

戸塚区総務部総務課予算調整係長 事職 情野 純平 戸塚区総務部地域振興課まちの安
心・安全担当係長
（戸塚区総務部地域振興課区民利
用施設担当兼務）

戸塚区総務部総務課統計選挙係長 事職 橋本 剛 鶴見区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当係長
（鶴見区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

戸塚区総務部地域振興課生涯学習支援担当係 事職 草野 大輔 総務局勤務
長
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【係長級】

戸塚区総務部地域振興課まちの安心・安全担 事職 山本 真希 戸塚区福祉保健センターこども家
当係長 庭支援課担当係長
（戸塚区総務部地域振興課区民利用施設担当 （教育委員会事務局南部学校教育
兼務） 事務所地域連携推進担当係長兼務

）（保健所兼務）

戸塚区総務部戸籍課戸塚行政サービスコーナ 事職 俵 節子 再任用
ー担当係長

戸塚区総務部戸籍課東戸塚駅行政サービスコ 事職 石井 和男 再任用
ーナー担当係長

戸塚区総務部税務課担当係長 事職 小林 健太 財政局勤務

戸塚区総務部税務課担当係長 事職 望月 直子 政策局勤務

戸塚区総務部税務課担当係長 事職 神山 徳彦 総務局危機管理室危機管理部危機
（戸塚区福祉保健センター保険年金課滞納整 管理課担当係長
理担当兼務） （戸塚区総務部総務課危機管理・

地域防災担当係長兼務）

戸塚区福祉保健センター生活衛生課食品衛生 技職 水上 哲 神奈川区福祉保健センター生活衛
係長 生課環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

戸塚区福祉保健センター生活衛生課環境衛生 技職 鈴木 絵美 港南区福祉保健センター生活衛生
係長 課環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 渡辺 梨香子 金沢区勤務
ども家庭支援担当係長
（保健所兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 鮎田 知世子 都市整備局勤務
当係長
（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 清家 洋平 戸塚区勤務
当係長
（教育委員会事務局南部学校教育事務所地域
連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

戸塚区汲沢保育園長 事職 山家 幸絵 戸塚区原宿保育園長

戸塚区原宿保育園長 事職 鈴木 克江 戸塚区川上保育園副園長

戸塚区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 吉田 絵梨子 保土ケ谷区福祉保健センター生活
担当係長 支援課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

戸塚区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 松本 史彦 戸塚区福祉保健センター保険年金
課収納担当係長
（戸塚区総務部税務課滞納整理担
当兼務）
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事職 安達 絵里子

事職 山口 裕司

事職 石塚 学

事職 辻本 裕高

事職 上野 綾子

医職 門脇 由美

医職 木村 香織

事職 小野 瑠里

医職 白井 翔太

事職 神田 奈津実

事職 三石 枝里子

【係長級】

戸塚区福祉保健センター保険年金課収納担当
係長
（戸塚区総務部税務課滞納整理担当兼務）

栄区総務部区政推進課企画調整係長

栄区総務部区政推進課地域力推進担当係長
（栄区総務部地域振興課地域力推進担当係長
兼務）

栄区総務部地域振興課区民施設担当係長

栄区総務部戸籍課担当係長

栄区福祉保健センター福祉保健課健康づくり
係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢
者支援担当係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センターこども家庭支援課こど
も家庭係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センターこども家庭支援課こど
も家庭支援担当係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センターこども家庭支援課こど
もの権利擁護担当係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センターこども家庭支援課担当
係長
（教育委員会事務局南部学校教育事務所地域
連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

栄区飯島保育園長 事職 榊原 佳代子

栄区公田保育園長 事職 小泉 恭子

栄区桂台保育園長 事職 山崎 穂奈美

栄区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 浅香 朋子

栄区福祉保健センター保険年金課給付担当係 事職 大谷 秀史
長

栄土木事務所道路係長 技職 福嶋 泰

戸塚区総務部総務課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（栄区総務部総務課危機管理・地
域防災担当係長兼務）

栄区総務部地域振興課地域活動係
長

経済局中小企業振興部金融課金融
係長

健康福祉局高齢健康福祉部介護事
業指導課担当係長

再任用

健康福祉局健康安全部健康安全課
担当係長
（保健所兼務）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ
ＩＣＥ振興課担当係長

港南区勤務

鶴見区勤務

戸塚区勤務

磯子区勤務

泉区和泉保育園副園長

栄区公田保育園長

栄区勤務

栄区勤務

港南区勤務
（環境創造局・道路局兼務）
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【係長級】

栄土木事務所下水道・公園係長 技職 増子 学
（環境創造局・道路局兼務）

泉区総務部区政推進課広報相談係長 事職 石渡 菜々

泉区総務部戸籍課担当係長 事職 河原 恵理華

泉区総務部税務課担当係長 事職 越後 行輔

医職 佐藤 修

事職 小谷 陽介

事職 河原 知子

事職 高場 紀子

事職 長橋 学

技職 松野下 滋

技職 澤 幹直

事職 藤井 美佑紀

事職 桐井 智明

事職 綱島 武子

事職 澤野 仁晴

事職 小池 崇裕

泉区福祉保健センター福祉保健課健康づくり
係長
（保健所兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭支援課こど
もの権利擁護担当係長
（保健所兼務）

泉区北上飯田保育園長

泉区和泉保育園副園長

泉区福祉保健センター保険年金課保険係長

泉土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

泉土木事務所下水道・公園係長
（環境創造局・道路局兼務）

瀬谷区総務部総務課担当係長

瀬谷区総務部総務課統計選挙係長

瀬谷区総務部区政推進課広報相談係長

瀬谷区総務部地域振興課資源化推進担当係長

瀬谷区総務部地域振興課担当係長

瀬谷区総務部戸籍課担当係長 事職 會田 文恵

瀬谷区総務部税務課担当係長 事職 山田 有美

瀬谷区総務部税務課担当係長 事職 鈴木 規悦

泉土木事務所下水道・公園係長
（環境創造局・道路局兼務）

南区福祉保健センター高齢・障害
支援課介護保険担当係長
（保健所兼務）

港南区勤務

泉区総務部総務課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部地域包
括ケア推進課担当係長
（港北区福祉保健センター高齢・
障害支援課地域包括ケア推進担当
係長兼務）（保健所兼務）

南部児童相談所相談指導担当係長

南区井土ケ谷保育園副園長

泉区勤務

旭区勤務

都市整備局勤務

道路局勤務

瀬谷区福祉保健センター生活支援
課生活支援担当係長
（査察指導担当兼務）

旭区福祉保健センター保険年金課
収納担当係長
（旭区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

監査事務局監査部財務監査課担当
係長

再任用

交通局工務部施設課管理係長

瀬谷区総務部区政推進課広報相談
係長

港北区総務部税務課担当係長

健康福祉局担当係長
（神奈川県後期高齢者医療広域連
合派遣）
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【係長級】

瀬谷区総務部税務課担当係長 事職 大瀧 博久 健康福祉局健康安全部健康安全課
（瀬谷区福祉保健センター保険年金課滞納整 担当係長
理担当兼務） （保健所兼務）

瀬谷区瀬谷第二保育園長 事職 辻内 美帆 神奈川区西菅田保育園長

瀬谷区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 田中 邦彦 南区福祉保健センター生活支援課
係長 生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 石川 貴子 西区福祉保健センター生活支援課
担当係長 生活支援担当係長
（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 佐藤 貴志 瀬谷区総務部税務課担当係長
係長
（瀬谷区総務部税務課滞納整理担当兼務）

瀬谷土木事務所道路係長 技職 矢野 辰明 道路局建設部建設課担当係長
（環境創造局・道路局兼務） （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）

温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当係 事職 竹原 一輝 温暖化対策統括本部担当係長
長 （内閣府派遣）

温暖化対策統括本部担当係長 技職 佐々木 健 資源循環局勤務
（環境省派遣）

温暖化対策統括本部担当係長 事職 牧野 愛 財政局勤務
（環境省派遣）

温暖化対策統括本部担当係長 事職 髙木 佑介 水道局勤務
（内閣府派遣）

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当 事職 樋口 和也 健康福祉局勤務
係長

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当 事職 有賀 一貴 デジタル統括本部企画調整部企画
係長 調整課担当係長
（政策局政策部政策課データ活用推進等担当
係長兼務）

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当 事職 俵口 万智 総務局担当係長
係長 （デジタル庁派遣）

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当 事職 高岡 隆守 総務局行政改革推進部行政マネジ
係長 メント課情報セキュリティ担当係

長

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当 事職 今西 麻美 港北区福祉保健センターこども家
係長 庭支援課こども家庭係長
（デジタル庁派遣） （保健所兼務）

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ 事職 十鳥 美津子 デジタル統括本部企画調整部企画
イン室担当係長 調整課担当係長
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【係長級】

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ 事職 長澤 美波 健康福祉局生活福祉部生活支援課
イン室担当係長 生活困窮者支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課
生活困窮者支援担当係長兼務）

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ 事職 富永 一洋 デジタル統括本部企画調整部企画
イン室担当係長 調整課担当係長

（政策局政策部政策課データ活用
推進等担当係長兼務）

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ 事職 辻 圭介 総務局総務部集約事務審査課担当
イン室担当係長 係長

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ 事職 阿部 壮紘 都筑区福祉保健センターこども家
イン室担当係長 庭支援課保育運営担当係長

（保健所兼務）

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ 事職 田代 雄也 デジタル統括本部企画調整部企画
イン室担当係長 調整課担当係長
（港南区総務部区政推進課担当係長兼務） （情報セキュリティ大学院大学派

遣）

デジタル統括本部企画調整部ＤＸ基盤課担当 事職 伊藤 大洋 総務局危機管理室危機管理部緊急
係長 対策課担当係長

デジタル統括本部企画調整部住民情報基盤課 事職 城内 雅弘 旭区総務部区政推進課広報相談係
担当係長 長

デジタル統括本部企画調整部住民情報基盤課 事職 西川 基道 交通局総務部システム推進課シス
担当係長 テム改善係長

政策局総務部総務課担当係長 事職 辰巳 秋穂 政策局男女共同参画推進課担当係
長

政策局総務部総務課担当係長 事職 小野 恵梨子 政策局大都市制度推進本部室大都
市制度・広域行政部広域行政課担
当係長

政策局総務部総務課担当係長 技職 柳瀬 健司 政策局政策部政策課担当係長

政策局総務部総務課担当係長 事職 伊藤 茉美 東京プロモーション本部担当係長

政策局大都市制度推進本部室大都市制度・広 事職 山田 陽介 市民局区政支援部区連絡調整課区
域行政部制度企画課担当係長 機能強化担当係長

政策局大都市制度推進本部室大都市制度・広 事職 牟田口 菜美子 政策局総務部総務課担当係長
域行政部広域行政課担当係長

政策局政策部政策課担当係長 西島 洋治 東京都

政策局政策部政策課担当係長 技職 長瀬 裕則 政策局基地対策課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 （健康福祉局健康安全部健康安全
全部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 課ワクチン接種調整等担当係長兼
兼務）（保健所兼務） 務）（保健所兼務）

政策局政策部政策課担当係長 事職 伊藤 悠 財政局勤務
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【係長級】

政策局政策部政策課政策調整担当係長 事職 中島 昂幸 政策局政策部政策課担当係長

政策局政策部政策課政策調整担当係長 技職 神川 健太 建築局公共建築部学校整備課担当
係長

政策局政策部政策課担当係長 技職 飛内 宏章 道路局勤務

政策局政策部政策課政策調整担当係長 事職 小野 貴嗣 政策局政策部政策課担当係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 田中 浩平 都市整備局総務部業務調整課担当
係長

政策局男女共同参画推進課担当係長 事職 後藤 佑介 青葉区総務部税務課担当係長

政策局男女共同参画推進課担当係長 事職 新谷 惠理子 政策局担当係長
（内閣府派遣）

政策局秘書部秘書課担当係長 事職 細野 大将 こども青少年局子育て支援部子育
て支援課担当係長

政策局秘書部秘書課担当係長 事職 瀬田 陽太 金沢区総務部区政推進課企画調整
係長

政策局秘書部秘書課担当係長 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

政策局秘書部秘書課政策調査担当係長 事職 德永 誠 都筑区福祉保健センター福祉保健
課事業企画担当係長
（保健所兼務）

政策局シティプロモーション推進室広報課担 事職 佐藤 和義 市民局勤務
当係長

政策局シティプロモーション推進室広報課担 事職 中野 康子 西区福祉保健センターこども家庭
当係長 支援課保育担当係長

（保健所兼務）

政策局シティプロモーション推進室広報課担 事職 林 達大 健康福祉局健康安全部健康安全課
当係長 担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 （保健所兼務）
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）

政策局シティプロモーション推進室広報戦略 事職 會田 巨享 文化観光局横浜魅力づくり室企画
・プロモーション課担当係長 課横浜プロモーション担当係長

政策局シティプロモーション推進室広報戦略 事職 関戸 貫生 文化観光局勤務
・プロモーション課担当係長

政策局シティプロモーション推進室報道課担 事職 三堀 浩平 政策局秘書部秘書課報道担当係長
当係長
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【係長級】

政策局シティプロモーション推進室報道課担 事職 池田 千裕 健康福祉局高齢健康福祉部地域包
当係長 括ケア推進課担当係長

（戸塚区福祉保健センター高齢・
障害支援課地域包括ケア推進担当
係長兼務）（保健所兼務）

政策局共創推進室共創推進課担当係長 技職 關 佑也 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観
光振興課担当係長

政策局共創推進室共創推進課担当係長 事職 養田 恵 緑区福祉保健センター保険年金課
収納担当係長
（緑区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

東京プロモーション本部担当係長 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兼
務）（保健所兼務）

政策局大学調整課担当係長 事職 小松 利行 再任用

政策局基地対策課担当係長 技職 服部 敦 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係長

政策局担当係長 事職 藤田 健嗣 医療局医療政策部医療政策課担当
（公立大学法人横浜市立大学派遣） 係長

政策局担当係長 事職 髙谷 幸彦 こども青少年局子育て支援部保育
（公立大学法人横浜市立大学派遣） ・教育給付課給付係長

政策局担当係長 事職 西川 啓基 財政局総務部総務課担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣） （健康福祉局総務部総務課臨時特

別給付金担当係長兼務）（区総務
部税務課担当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 新井田 竜平 鶴見区勤務
係長
（港北区総務部総務課危機管理・地域防災担
当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 佐藤 雅也 消防局緑消防署警防課警防第一係
係長 長
（緑区総務部総務課危機管理・地域防災担当
係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 牧野 暁 消防局戸塚消防署警防課警防第二
係長 係長
（戸塚区総務部総務課危機管理・地域防災担
当係長兼務）
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【係長級】

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 猪野 貴行 消防局瀬谷消防署総務・予防課阿
係長 久和消防出張所長
（瀬谷区総務部総務課危機管理・地域防災担 （消防局瀬谷消防署警防課阿久和
当係長兼務） 消防出張所第一係長兼務）（消防

局瀬谷消防署警防課阿久和消防出
張所第二係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 立川 宣久 建築局勤務
係長
（神奈川区総務部総務課危機管理・地域防災
担当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 太田 成紀 消防局南消防署警防課警防第二係
係長 長
（中区総務部総務課危機管理・地域防災担当
係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 石関 太一 鶴見消防署総務・予防課生麦消防
係長 出張所長
（鶴見区総務部総務課危機管理・地域防災担 （消防局鶴見消防署警防課生麦消
当係長兼務） 防出張所第一係長兼務）（消防局

鶴見消防署警防課生麦消防出張所
第二係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 山下 陽介 消防局南消防署総務・予防課六ツ
係長 川消防出張所長
（金沢区総務部総務課危機管理・地域防災担 （消防局南消防署警防課六ツ川消
当係長兼務） 防出張所第一係長兼務）（消防局

南消防署警防課六ツ川消防出張所
第二係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 大工保 喬 消防局都筑消防署総務・予防課佐
係長 江戸消防出張所長
（港北区総務部総務課危機管理・地域防災担 （消防局都筑消防署警防課佐江戸
当係長兼務） 消防出張所第一係長兼務）（消防

局都筑消防署警防課佐江戸消防出
張所第二係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 柄 洋平 こども青少年局こども福祉保健部
係長 障害児福祉保健課担当係長
（青葉区総務部総務課危機管理・地域防災担
当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 吉田 哲朗 総務局危機管理室危機管理部防災
係長 企画課担当係長
（戸塚区総務部総務課危機管理・地域防災担
当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 松田 紘治 西区勤務
係長
（保土ケ谷区総務部総務課危機管理・地域防
災担当係長兼務）
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【係長級】

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 中村 泰基 都市整備局勤務
係長
（都筑区総務部総務課危機管理・地域防災担
当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 武内 秀幸 栄区勤務
係長
（栄区総務部総務課危機管理・地域防災担当
係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 越田 隆紀 中区勤務
係長
（瀬谷区総務部総務課危機管理・地域防災担
当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 消吏 楯 義則 総務局危機管理室危機管理部危機
係長 管理課担当係長

（金沢区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 事職 山本 直 金沢区総務部税務課担当係長
係長 （金沢区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部防災企画課担当 事職 藤井 佳奈絵 栄区総務部戸籍課担当係長
係長

総務局危機管理室危機管理部防災企画課担当 消吏 金井 太郎 保土ケ谷消防署総務・予防課西谷
係長 消防出張所長

（消防局保土ケ谷消防署警防課西
谷消防出張所第一係長兼務）（消
防局保土ケ谷消防署警防課西谷消
防出張所第二係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部防災企画課担当 事職 永森 丈晴 市民局広報相談サービス部広報課
係長 担当係長

総務局危機管理室危機管理部地域防災課担当 事職 髙橋 博 健康福祉局健康安全部健康安全課
係長 担当係長

（保健所兼務）

総務局危機管理室危機管理部地域防災課担当 消吏 長谷川 信一 消防局港南消防署総務・予防課上
係長 永谷消防出張所長

（消防局港南消防署警防課上永谷
消防出張所第一係長兼務）（消防
局港南消防署警防課上永谷消防出
張所第二係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部地域防災課担当 事職 水谷 大士 総務局危機管理室危機管理部危機
係長 管理課担当係長

（都筑区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）
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事職 髙橋 毅 総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（神奈川区総務部総務課危機管理
・地域防災担当係長兼務）

事職 老松 太一 総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（青葉区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

事職 籬 英夫 経済局勤務

事職 諸泉 隆行 財政局主税部徴収対策課債権管理
・回収促進担当係長

事職 建部 清人

事職 岡野 雅光

事職 山田 航平

事職 鈴木 優也

事職 富岡 尚久

事職 臼井 裕子

事職 三星 雅人

事職 森山 さやか

事職 渡辺 麻衣

事職 安積 秀

事職 前島 絵美

事職 幡野 邦典

事職 田邉 翔

【係長級】

総務局総務部総務課担当係長
（葛尾村派遣）

総務局総務部管理課担当係長

総務局総務部管理課担当係長

総務局総務部管理課設備担当係長

総務局総務部法制課育成支援担当係長
（東京都派遣）

総務局総務部法制課育成支援担当係長

総務局総務部法制課法規第二係長

総務局総務部集約事務審査課担当係長

総務局コンプライアンス推進室コンプライア
ンス推進課担当係長

総務局コンプライアンス推進室コンプライア
ンス推進課担当係長

総務局人事部人事課担当係長

総務局人事部人事課制度推進担当係長

総務局人事部人事課担当係長

総務局人事部人事課人事第二係長

総務局人事部人事課担当係長

総務局人事部人事課組織定数第二係長

総務局人事部労務課担当係長

総務局人事部労務課担当係長 事職 土屋 文彦

総務局総務部法制課育成支援担当
係長

総務局コンプライアンス推進室コ
ンプライアンス推進課担当係長

総務局行政改革推進部行政マネジ
メント課文書管理担当係長

医療局疾病対策部がん・疾病対策
課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部
人権教育・児童生徒課担当係長

中区福祉保健センター保険年金課
滞納整理担当係長
（中区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

教育委員会事務局教職員人事部教
職員人事課担当係長

西区勤務

健康福祉局健康安全部健康安全課
感染症対策強化担当係長
（保健所兼務）

市民局スポーツ統括室オリンピッ

ク・パラリンピック推進部オリン

ピック・パラリンピック推進課担
当係長

こども青少年局子育て支援部保育
対策課担当係長

港湾局総務部経理課担当係長

港北区総務部戸籍課担当係長

総務局勤務
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事職 森川 琢也 経済局勤務

書記 青鹿 達也 議会局勤務

事職 淺利 玲欧 西区勤務

事職 山村 拓未 財政局勤務

消吏 上田 雄介

事職 高橋 岳央

事職 中島 泰子

事職 大宮 俊治

事職 竹間 徹

事職 佐山 聖

事職 伊藤 良輔

事職 山口 拓真

事職 出口 聖子

事職 櫻井 佑樹

事職 落合 麻莉子

事職 西森 正則

事職 畠中 泰男

【係長級】

総務局人事部人材開発課担当係長
（民間企業派遣）

総務局人事部人材開発課担当係長
（民間企業派遣）

総務局人事部人材開発課担当係長
（民間企業派遣）

総務局人事部人材開発課担当係長
（政策研究大学院大学派遣）

総務局行政イノベーション推進室行政イノベ
ーション推進部行政マネジメント課担当係長

総務局行政イノベーション推進室行政イノ

ベーション推進部行政マネジメント課行政イ

ノベーション担当係長

総務局行政イノベーション推進室行政イノ

ベーション推進部行政マネジメント課行政イ

ノベーション担当係長

総務局行政イノベーション推進室行政イノ

ベーション推進部行政マネジメント課文書管
理担当係長

財政局総務部総務課適正経理推進担当係長

財政局財政部財政課担当係長

財政局財政部財政課担当係長
（こども青少年局こども福祉保健部こども家
庭課担当係長兼務）

財政局財政部財政課担当係長

財政局財政部財政課予算第二係長

財政局財政部財政課担当係長

財政局財政部財政課企画担当係長

財政局財政部財政課新財務会計システム構築
等担当係長

財政局主税部税制課税務システム再構築等担
当係長

財政局主税部税務課課税担当係長 事職 金子 純明

消防局勤務

総務局人事部人材開発課担当係長
（民間企業派遣）

財政局勤務

経済局担当係長
（横浜市シルバー人材センター派
遣）

監査事務局監査部財務監査課監査
係長

市民病院経営戦略室経営戦略課経
営企画担当係長

財政局勤務

泉区総務部戸籍課担当係長

財政局財政部財政課担当係長

鶴見区福祉保健センター福祉保健
課事業企画担当係長
（保健所兼務）

鶴見区勤務

緑区総務部区政推進課企画調整係
長

財政局勤務

財政局主税部法人課税課担当係長



93頁
令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

財政局主税部固定資産税課担当係長 事職 増野 宏也 財政局主税部償却資産課担当係長

財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促進 事職 石塚 勇一 保土ケ谷区総務部税務課担当係長
担当係長 （保土ケ谷区福祉保健センター保

険年金課滞納整理担当兼務）

財政局主税部法人課税課担当係長 事職 熊澤 佐季 南区総務部税務課担当係長

財政局主税部法人課税課担当係長 事職 浅井 亮次 財政局主税部税制課税務システム
再構築等担当係長

財政局主税部法人課税課担当係長 事職 三好 啓子 財政局総務部総務課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 （健康福祉局健康安全部健康安全
全部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 課ワクチン接種調整等担当係長兼
兼務）（保健所兼務） 務）（保健所兼務）

財政局主税部償却資産課担当係長 事職 弓場 健二郎 財政局主税部法人課税課担当係長

財政局契約部契約第一課工事第二係長 事職 生田 麻理子 市民局人権課担当係長
（水道局兼務）（交通局兼務）

財政局契約部契約第一課工事契約係長 事職 中嶋 理恵 財政局契約部契約第一課工事第二
（水道局兼務）（交通局兼務） 係長

（水道局兼務）（交通局兼務）

財政局契約部契約第二課委託契約係長 事職 橋本 賢一郎 こども青少年局子育て支援部保育
（水道局兼務）（交通局兼務） ・教育給付課担当係長

財政局管財部管財課評価係長 事職 酒井 茂則 財政局管財部管財課評価係長
（財政局管財部取得処分課担当係
長兼務）

財政局管財部取得処分課担当係長 事職 森下 洋 道路局建設部建設課担当係長

財政局管財部取得処分課担当係長 事職 石本 大輔 財政局主税部固定資産税課担当係
長

財政局公共施設・事業調整室公共施設・事業 技職 揚張 真也 建築局公共建築部電気設備課担当
調整課担当係長 係長

国際局国際政策部政策総務課担当係長 事職 浦井 将文 青葉区勤務

国際局国際政策部国際連携課アジア大洋州担 事職 金箱 賢太郎 国際局担当係長
当係長 （経済産業省派遣）

国際局国際政策部国際連携課欧州米州担当係 事職 西川 勝裕 国際局国際政策部国際連携課アジ
長 ア大洋州担当係長

国際局国際協力部国際協力課国際技術協力担 事職 矢部 英亮 国際局国際政策部国際連携課担当
当係長 係長

国際局国際協力部国際協力課国際技術協力担 事職 中山 大輔 国際局国際政策部国際連携課欧州
当係長 米州担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 （健康福祉局健康安全部健康安全
全部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 課ワクチン接種調整等担当係長兼
兼務）（保健所兼務） 務）（保健所兼務）
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【係長級】

国際局国際協力部国際協力課担当係長 技職 市川 崇 道路局河川部河川企画課担当係長

国際局担当係長 事職 長沼 聡 政策局勤務
（経済産業省派遣）

国際局担当係長 事職 片山 玲子 国際局国際政策部政策総務課担当
（経済産業省派遣） 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）

市民局総務部総務課担当係長 事職 鳥越 香織 市民局区政支援部窓口サービス課
担当係長

市民局総務部広聴相談課担当係長 事職 髙橋 賢一 総務局人事部人材開発課担当係長
（政策研究大学院大学派遣）

市民局総務部広聴相談課担当係長 事職 高橋 由紀恵 中区福祉保健センター保険年金課
保険係長

市民局市民情報室市民情報課担当係長 事職 菊口 航 旭区総務部総務課統計選挙係長

市民局市民情報室市民情報課担当係長 事職 鈴木 英士 こども青少年局総務部監査課担当
係長

市民局市民情報室市民情報課担当係長 事職 川田 実 青葉区総務部戸籍課担当係長

市民局人権課担当係長 事職 金西 瑛子 神奈川区総務部総務課統計選挙係
長

市民局地域支援部地域活動推進課担当係長 事職 川口 喜也 市民局区政支援部窓口サービス課
担当係長

市民局区政支援部区連絡調整課区機能強化担 事職 髙木 達也 栄区総務部区政推進課企画調整係
当係長 長

市民局区政支援部窓口サービス課担当係長 事職 受川 侑樹 市民局区政支援部マイナンバーカ
ード特設センター担当係長

市民局区政支援部窓口サービス課担当係長 事職 齊藤 良美 市民局勤務

市民局区政支援部窓口サービス課担当係長 事職 小松 貴史 市民局区政支援部窓口サービス課
担当係長
（市民局区政支援部マイナンバー
カード特設センター担当係長兼務
）

市民局区政支援部マイナンバーカード特設セ 事職 中込 克芳 西区総務部総務課担当係長
ンター担当係長

市民局区政支援部マイナンバーカード特設セ 事職 小野 恵理 旭区勤務
ンター担当係長

市民局区政支援部マイナンバーカード特設セ 事職 林 菫 南区勤務
ンター担当係長
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事職 新山 雅人 中区勤務

事職 大野 裕史 泉区総務部税務課担当係長

事職 本多 宏行

事職 菊池 昌人

事職 井 大介

事職 金床 祐輔

技職 巽 慶太

事職 丹羽 雅子

事職 野田頭 由佳

事職 中村 秀哉

事職 池田 敬士

事職 遠藤 亮介

事職 久保田 絢

事職 山下 恭子

技職 河本 一満

技職 塩月 恵里

【係長級】

市民局区政支援部マイナンバーカード特設セ
ンター担当係長

市民局区政支援部マイナンバーカード特設セ
ンター担当係長

市民局区政支援部マイナンバーカード特設セ
ンター担当係長
（市民局区政支援部窓口サービス課担当係長
兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係
長

市民局担当係長
（公益財団法人日本ラグビーフットボール協
会派遣）

文化観光局総務部総務課担当係長

文化観光局総務部総務課担当係長
（こども青少年局こども福祉保健部こども家
庭課担当係長兼務）

文化観光局文化芸術創造都市推進部創造都市
推進課担当係長

文化観光局文化芸術創造都市推進部創造都市
推進課創造まちづくり担当係長

市民局区政支援部窓口サービス課
担当係長

教育委員会事務局総務部生涯学習
文化財課担当係長

総務局勤務

市民局スポーツ統括室オリンピッ

ク・パラリンピック推進部オリン

ピック・パラリンピック推進課担
当係長

建築局建築監察部違反対策課担当
係長

市民局スポーツ統括室オリンピッ

ク・パラリンピック推進部オリン

ピック・パラリンピック推進課担
当係長

旭区総務部地域振興課地域活動係
長

緑区福祉保健センター福祉保健課
担当係長
（保健所兼務）

泉区福祉保健センター福祉保健課
健康づくり係長
（保健所兼務）

中区総務部区政推進課企画調整係
長

建築局勤務

文化観光局総務部総務課担当係長

文化観光局文化芸術創造都市推進
部創造都市推進課担当係長（創造

的イルミネーション事業プロジェ
クトリーダー）

教育委員会事務局施設部教育施設
課営繕係長
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【係長級】

文化観光局文化芸術創造都市推進部文化振興 事職 米山 知 文化観光局勤務
課担当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 事職 平 雄 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ
当係長 ＩＣＥ振興課施設担当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 技職 石井 直哉 都市整備局総務部業務調整課担当
当係長 係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 事職 井 美葉 青葉区勤務
当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 事職 松本 秋彦 市民局スポーツ統括室スポーツ振
課施設担当係長 興部スポーツ振興課担当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 事職 津留 健太 建築局建築監察部法務課審査係長
課誘致等担当係長

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 岡部 遥 戸塚区勤務
ラム推進課担当係長

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 河野 容子 泉区総務部区政推進課広報相談係
ラム推進課担当係長 長

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 川坂 孝治 文化観光局文化芸術創造都市推進
ラム推進課担当係長 部文化振興課担当係長

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 岩﨑 千里 健康福祉局地域福祉保健部地域支
ラム推進課担当係長 援課担当係長

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 石原 希実 政策局担当係長
ラム推進課担当係長 （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 伊藤 寛泰 文化観光局担当係長
ラム推進課担当係長 （文化庁派遣）

文化観光局担当係長 事職 永宮 春香 市民局勤務
（文化庁派遣）

経済局政策調整部総務課庶務係長 事職 伊東 裕貴 経済局イノベーション都市推進部
産業連携推進課担当係長

経済局政策調整部総務課人事・労務担当係長 事職 髙木 彩 経済局政策調整部総務課担当係長

経済局政策調整部総務課担当係長 事職 上野 千織 経済局政策調整部総務課人事・労
務担当係長

経済局政策調整部企画調整課担当係長 事職 川口 高志 経済局中小企業振興部金融課緊急
経営支援担当係長

経済局誘致推進部国際ビジネス課担当係長 事職 村上 温美 経済局誘致推進部国際ビジネス課
担当係長
（こども青少年局こども福祉保健
部こども家庭課担当係長兼務）
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【係長級】

経済局イノベーション都市推進部産業連携推 事職 宮下 怜奈 市民病院管理部医事課患者サービ
進課担当係長 ス担当係長

経済局イノベーション都市推進部新産業創造 事職 雲丹亀 雅彦 経済局勤務
課担当係長

経済局イノベーション都市推進部新産業創造 事職 加藤 葉子 経済局中小企業振興部経営・創業
課担当係長 支援課担当係長

経済局イノベーション都市推進部新産業創造 事職 山本 文彦 経済局イノベーション都市推進部
課担当係長 新産業創造課担当係長

（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）

経済局中小企業振興部中小企業振興課担当係 事職 宮崎 潤 総務局人事部人事課制度推進担当
長 係長

経済局中小企業振興部中小企業振興課担当係 技職 長谷川 光正 教育委員会事務局施設部教育施設
長 課担当係長

経済局中小企業振興部ものづくり支援課担当 事職 深沢 俊一 政策局秘書部秘書課担当係長
係長

経済局中小企業振興部ものづくり支援課担当 事職 和田 尚子 教育委員会事務局西部学校教育事
係長 務所指導主事室担当係長

経済局中小企業振興部金融課担当係長 事職 伊藤 浩士 経済局中小企業振興部金融課緊急
経営支援担当係長

経済局中小企業振興部金融課担当係長 事職 小田 成一郎 経済局中小企業振興部ものづくり
支援課担当係長

経済局市民経済労働部商業振興課担当係長 事職 渡部 清香 戸塚区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）

経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所 事職 井戸川 敬志 神奈川区総務部地域振興課担当係
長 長

経済局市民経済労働部雇用労働課担当係長 事職 田村 亮 経済局中小企業振興部金融課相談
認定係長

中央卸売市場本場運営調整課運営係長 事職 井上 祐子 教育委員会事務局総務部総務課委
員会担当係長

中央卸売市場本場経営支援課担当係長 事職 深谷 祐人 経済局政策調整部総務課担当係長
（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）

経済局担当係長 事職 岡山 桂 総務局勤務
（横浜市シルバー人材センター派遣）
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【係長級】

こども青少年局総務部総務課担当係長 医職 南雲 陽子

事職 大塚 祐子

事職 中 拓郎

事職 石丸 雅也

事職 小松 ナツメ

事職 萩原 敏一

事職 山田 英二

事職 金原 宗武

事職 佐藤 真知

事職 小泉 一美

事職 渡辺 由美

事職 鍋田 桂子

事職 田中 紀子

事職 野澤 友美

事職 成勢 祐美子

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課こども家庭総合支援
拠点準備担当係長

教育委員会事務局総務部職員課担
当係長

こども青少年局勤務

健康福祉局高齢健康福祉部地域包
括ケア推進課担当係長
（瀬谷区福祉保健センター高齢・
障害支援課地域包括ケア推進担当
係長兼務）（保健所兼務）

教育委員会事務局学校教育企画部
高校教育課担当係長

神奈川区福祉保健センターこども
家庭支援課こどもの権利擁護担当
係長
（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長
（教育委員会事務局東部学校教育
事務所地域連携推進担当係長兼務

）（保健所兼務）

瀬谷区総務部地域振興課担当係長

こども青少年局総務部総務課担当
係長

再任用

中区山手保育園長

こども青少年局子育て支援部子育
て支援課担当係長
（学校法人昭和女子大学派遣）

再任用

中区竹之丸保育園副園長

再任用

こども青少年局総務部総務課担当係長

こども青少年局総務部監査課担当係長

こども青少年局青少年部青少年育成課担当係
長

こども青少年局青少年部青少年育成課担当係
長

こども青少年局青少年相談センター相談支援
担当係長

こども青少年局青少年部放課後児童育成課担
当係長
（教育委員会事務局施設部教育施設課担当係
長兼務）

こども青少年局青少年部放課後児童育成課担
当係長
（教育委員会事務局施設部教育施設課担当係
長兼務）

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課事業調整係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課人材育成係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長
（学校法人昭和女子大学派遣）

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長
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事職 髙橋 百合子

事職 角野 智美

事職 石川 遼太郎

事職 安田 翔

事職 小川 伸子

事職 川村 昌

栄区総務部区政推進課地域力推進
担当係長
（栄区総務部地域振興課地域力推
進担当係長兼務）

再任用

戸塚区勤務

こども青少年局担当係長
（厚生労働省派遣）

戸塚区総務部総務課統計選挙係長

こども青少年局子育て支援部保育
・教育給付課担当係長

事職 家田 裕也 医療局医療政策部医療政策課担当
係長

事職 早川 綾子 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
宅支援課担当係長

事職 長谷川 順也 こども青少年局子育て支援部保育
・教育認定課担当係長

事職 萩谷 靖子 こども青少年局勤務

事職 湯淺 真弥

事職 後藤 崇

事職 萩原 順一

事職 宮本 直幸

【係長級】

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付
課給付係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定
課認定・利用調整係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定
課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育対策課担当
係長

こども青少年局保育・教育部こども施設整備
課整備等担当係長

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭
課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭
課手当給付係長

都筑区総務部総務課統計選挙係長

こども青少年局担当係長
（内閣府派遣）

都筑区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課担当係長
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【係長級】

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て 事職 髙瀨 博子
支援課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て 事職 山本 英典
支援課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て 事職 東 明徳
支援課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権 事職 三橋 広樹
利擁護課児童虐待・ＤＶ対策係長

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権 医職 三 静香
利擁護課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権 事職 稲村 良介
利擁護課養護支援係長

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権 事職 小川 紘司
利擁護課担当係長

みどりハイム所長 事職 根岸 桂子

みどりハイム副所長 事職 早乙女 誠一郎

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉 事職 菅原 政則
保健課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉 事職 枇榔 直子
保健課整備担当係長

向陽学園副園長 事職 福井 寛

中央児童相談所支援課相談指導担当係長 事職 吉澤 利昭
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

こども青少年局中央児童相談所支援課担当係 事職 田中 貴子
長

神奈川区福祉保健センターこども
家庭支援課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課手当給付係長

健康福祉局高齢健康福祉部地域包
括ケア推進課担当係長
（緑区福祉保健センター高齢・障
害支援課地域包括ケア推進担当係
長兼務）（保健所兼務）

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課児童虐待・ＤＶ対策
担当係長

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課児童虐待・ＤＶ対策
担当係長

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課担当係長

西区総務部総務課統計選挙係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施
策推進課相談支援推進係長

みどりハイム副所長
（こども青少年局こども福祉保健
部こども家庭課担当係長兼務）

脳卒中・神経脊椎センター管理部
医事課医事企画調整係長
（脳卒中・神経脊椎センター医療
安全管理室担当係長兼務）

障害者更生相談所事務係長

戸塚福祉授産所長

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）

保土ケ谷区福祉保健センターこど
も家庭支援課こどもの権利擁護担
当係長
（保健所兼務）
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事職 恵良 和佳子

事職 濵田 紘史

事職 内野 希代子

事職 松田 百香

事職 相原 健彦

事職 横溝 茂雄

事職 安藤 徹也

事職 池田 美奈子

事職 笠木 理也

谷本 瑠奈

事職 緑川 雄太

事職 佐竹 淳

事職 花坂 佳代子

事職 奈良 早夏

事職 阿武 拓実

事職 奈良 茜

事職 梁瀬 慎也

事職 今永 恵梨

事職 針替 律子

【係長級】

中央児童相談所支援課支援係長

中央児童相談所支援課家庭支援担当係長

中央児童相談所支援課こころのケア係長

中央児童相談所支援課担当係長

西部児童相談所担当係長

西部児童相談所相談指導担当係長

西部児童相談所担当係長

西部児童相談所自立支援担当係長

南部児童相談所相談指導担当係長

南部児童相談所医務担当係長

北部児童相談所相談指導担当係長

北部児童相談所相談指導担当係長

北部児童相談所家庭支援担当係長

こども青少年局担当係長
（厚生労働省派遣）

こども青少年局担当係長
（内閣府派遣）

健康福祉局総務部総務課担当係長

健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担当
係長
（区総務部税務課担当係長兼務）

健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担当
係長
（区総務部税務課担当係長兼務）

健康福祉局総務部職員課担当係長
（健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担
当係長兼務）（区総務部税務課担当係長兼
務 ）

健康福祉局総務部職員課職員係長 事職 堀内 大悟

北部児童相談所相談指導担当係長

北部児童相談所相談指導担当係長

中央児童相談所支援課担当係長

こども青少年局勤務

神奈川区総務部区政推進課広報相
談係長

こども青少年局勤務

西部児童相談所相談指導担当係長

瀬谷区瀬谷第二保育園副園長

こども青少年局勤務

新採用

北部児童相談所家庭支援担当係長

こども青少年局勤務

松風学園担当係長

こども青少年局勤務

財政局勤務

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）

健康福祉局総務部職員課担当係長
（健康福祉局総務部総務課臨時特
別給付金担当係長兼務）（区総務
部税務課担当係長兼務）

総務局勤務

財政局勤務

健康福祉局生活福祉部保険年金課
管理係長



102頁
令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

健康福祉局総務部職員課担当係長 事職 原田 紘旭 神奈川区福祉保健センターこども
家庭支援課こども家庭係長
（保健所兼務）

健康福祉局総務部職員課担当係長 事職 太田 涼輔 健康福祉局担当係長
（厚生労働省派遣）

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
（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 山脇 知恵 健康福祉局健康安全部健康安全課
健康危機管理担当係長
（保健所兼務）

事職 原 直子 青葉区総務部区会計室会計係長

事職 川上 智昭 環境創造局政策調整部環境影響評
価課担当係長

事職 山﨑 由佳 栄区福祉保健センターこども家庭
支援課担当係長
（教育委員会事務局南部学校教育
事務所地域連携推進担当係長兼務
）（保健所兼務）

事職 小森 武信 金沢区福祉保健センター生活支援
課生活支援係長

事職 星野 普 神奈川区総務部区政推進課企画調
整係長

事職 佐藤 靖典 保土ケ谷区総務部税務課担当係長

事職 藤村 綾香 保土ケ谷区福祉保健センター福祉
保健課事業企画担当係長
（保健所兼務）

事職 中川 晴美 健康福祉局地域福祉保健部福祉保
健課担当係長

事職 山下 朋子 保土ケ谷区福祉保健センター生活
支援課事務係長

事職 福田 真理 都筑区福祉保健センター保険年金
課国民年金係長

健康福祉局総務部職員課担当係長

健康福祉局総務部企画課担当係長

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

健康福祉局地域福祉保健部地域支援課担当係
長

健康福祉局地域福祉保健部地域支援課担当係
長

健康福祉局生活福祉部生活支援課事務係長

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者
支援担当係長
（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者
支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者
支援担当係長
（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者
支援担当係長兼務）
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健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者 事職 児島 献一 こども青少年局青少年相談センタ
支援担当係長 ー相談支援担当係長
（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者
支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課自立支援担 事職 鈴木 大輔 中区福祉保健センター生活支援課
当係長 生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

健康福祉局生活福祉部ひきこもり支援課ひき 事職 長谷川 美樹 健康福祉局生活福祉部生活支援課
こもり支援係長 生活困窮者支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課
生活困窮者支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部ひきこもり支援課相談 事職 山田 麻依 健康福祉局生活福祉部生活支援課
支援担当係長 担当係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課管理係長 事職 相澤 友之 健康福祉局生活福祉部保険年金課
資格保険料係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課医療費適正 事職 高橋 明弘 健康福祉局生活福祉部保険年金課
化等担当係長 滞納整理支援担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格保険料 事職 後藤 雄一郎 栄区福祉保健センター保険年金課
係長 保険係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課滞納整理支 事職 辻 淳司 港北区福祉保健センター保険年金
援担当係長 課滞納整理担当係長

（港北区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

健康福祉局生活福祉部医療援助課後期高齢者 事職 杉田 秀実 健康福祉局生活福祉部保険年金課
医療制度担当係長 医療費適正化等担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課計 事職 坂下 新悟 中区福祉保健センター生活支援課
画推進担当係長 就労支援等担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課相 事職 渡辺 弥美 健康福祉局障害福祉保健部障害施
談支援推進係長 策推進課共生社会等推進担当係長

障害者更生相談所事務係長 事職 梅津 亜矢子 資源循環局勤務

健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課担 事職 神谷 昌吾 健康福祉局障害福祉保健部精神保
当係長 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）

こころの健康相談センター担当係長 事職 渡邊 雅哉 西区福祉保健センター高齢・障害
支援課高齢・障害係長
（保健所兼務）
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健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課就 事職 内山 博人 健康福祉局勤務
労支援係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス 事職 品田 和紀 健康福祉局障害福祉保健部障害施
課施設管理係長 設サービス課共同生活援助担当係

長

健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス 書記 佐藤 央一 議会局市会事務部議事課委員会等
課共同生活援助担当係長 担当係長

松風学園管理係長 事職 川端 勇飛 松風学園地域支援係長

松風学園地域支援係長 事職 今井 俊之 健康福祉局勤務

松風学園担当係長 事職 荒木 麻子 健康福祉局勤務

健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課生 事職 藤原 秀美 経済局誘致推進部企業誘致・立地
きがい係長 課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 小山 直博 健康福祉局高齢健康福祉部地域包
課生活支援体制整備担当係長 括ケア推進課生活支援体制整備担
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 当係長
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）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 後藤 智子 人事委員会事務局勤務
課担当係長
（鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課
地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼
務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 中澤 結 総務局勤務
課担当係長
（中区福祉保健センター高齢・障害支援課地
域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼務
）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 鈴田 勇気 南区総務部総務課統計選挙係長
課担当係長
（港南区福祉保健センター高齢・障害支援課
地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼
務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 本村 健一 医療局勤務
課担当係長
（磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課
地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼
務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 書記 中田 大佳 議会局勤務
課担当係長
（金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課
地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼
務）
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健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 飛松 晃二郎 経済局勤務
課担当係長
（港北区福祉保健センター高齢・障害支援課
地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼
務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 中野 孝介 中区勤務
課担当係長
（緑区福祉保健センター高齢・障害支援課地
域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼務
）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 角 浩介 健康福祉局高齢健康福祉部地域包
課担当係長 括ケア推進課担当係長
（戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課 （栄区福祉保健センター高齢・障
地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼 害支援課地域包括ケア推進担当係
務） 長兼務）（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 壷井 亜希子 こころの健康相談センター担当係
課担当係長 長
（栄区福祉保健センター高齢・障害支援課地
域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼務
）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 川井 佑真 港北区勤務
課担当係長
（瀬谷区福祉保健センター高齢・障害支援課
地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼
務）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課在 事職 郷原 達也 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
宅支援係長 宅支援課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課担 事職 京増 高志 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
当係長 宅支援課担当係長

（健康福祉局総務部総務課臨時特
別給付金担当係長兼務）（区総務
部税務課担当係長兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課担 事職 阪柳 雅也 健康福祉局地域福祉保健部地域支
当係長 援課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課担 事職 柏田 和司 教育委員会事務局人権健康教育部
当係長 人権教育・児童生徒課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課担当係 事職 細川 周蔵 健康福祉局健康安全部健康安全課
長 健康危機管理担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課担当係 事職 田中 牧子 健康福祉局高齢健康福祉部地域包
長 括ケア推進課担当係長

（中区福祉保健センター高齢・障
害支援課地域包括ケア推進担当係
長兼務）（保健所兼務）
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健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担当係 事職 三浦 真紀子 金沢区福祉保健センター保険年金
長 課保険係長

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担当係 事職 森 充弘 南区総務部税務課担当係長
長 （南区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担当係 事職 上門 光広 都筑区福祉保健センター高齢・障
長 害支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担当係 事職 片寄 努 磯子区福祉保健センター保険年金
長 課給付担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課担 事職 北山 智基 健康福祉局高齢健康福祉部地域包
当係長 括ケア推進課担当係長

（磯子区福祉保健センター高齢・
障害支援課地域包括ケア推進担当
係長兼務）（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 医職 竹生田 美苗 港南区勤務
部健康安全課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 技職 髙橋 直矢 保土ケ谷区福祉保健センター生活
部健康安全課健康危機管理担当係長 衛生課食品衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 田中 健雄 総務局危機管理室危機管理部危機
部健康安全課健康危機管理担当係長 管理課担当係長
（保健所兼務） （保土ケ谷区総務部総務課危機管

理・地域防災担当係長兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 山本 宏毅 教育委員会事務局施設部学校計画
部健康安全課健康危機管理担当係長 課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 城内 佑 健康福祉局高齢健康福祉部地域包
部健康安全課健康危機管理担当係長 括ケア推進課担当係長
（保健所兼務） （鶴見区福祉保健センター高齢・

障害支援課地域包括ケア推進担当
係長兼務）（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 池畑 和輝 港南区福祉保健センター高齢・障
部健康安全課健康危機管理担当係長 害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 樺嶋 健行 戸塚区総務部地域振興課生涯学習
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 支援担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 磯貝 俊介 健康福祉局総務部監査課担当係長
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 （健康福祉局健康安全部健康安全
（保健所兼務） 課ワクチン接種調整等担当係長兼

務）（保健所兼務）
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健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 松崎 善夫 再任用
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 飯塚 信太郎 総務局危機管理室危機管理部地域
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 防災課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 伊藤 豊 市民局スポーツ統括室スポーツ振
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 興部スポーツ振興課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 桑田 雄飛 総務局人事部人材開発課担当係長
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 （健康福祉局健康安全部健康安全
（保健所兼務） 課ワクチン接種調整等担当係長兼

務）（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 吉田 則也 国際局国際政策部政策総務課担当
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 係長
（保健所兼務） （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）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 川村 興文 財政局契約部契約第一課工事契約
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 係長
（保健所兼務） （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）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 西 和輝 財政局勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 鈴木 昭則 資源循環局家庭系対策部業務課資
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 源化係長
（保健所兼務） （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）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 松本 光夫 水道局経営部情報システム課担当
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 係長（システム企画担当）
（保健所兼務） （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）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 隈 清貴 資源循環局政策調整部政策調整課
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 担当係長
（保健所兼務） （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）
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健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 竹ノ内 真行 港湾局港湾管理部港湾管財課担当
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 係長
（保健所兼務） （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）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 竹上 紘平 国際局勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 平井 聡 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 ＩＣＥ振興課誘致等担当係長
（保健所兼務） （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）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 草野 誠子 港南区総務部区政推進課地域力推
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 進担当係長
（保健所兼務） （港南区総務部地域振興課地域力

推進担当係長兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 長門 将幸 道路局勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 久保田 晶夫 港湾局勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 技職 不破野 裕崇 経済局勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 沖田 耕作 経済局勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 間宮 重幸 旭区福祉保健センター保険年金課
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長 保険係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 木和田 茉莉 港北区勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 田 純 教育委員会事務局勤務
部健康安全課ワクチン接種調整等担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 古川 博映 健康福祉局健康安全部健康安全課
部健康安全課感染症対策強化担当係長 健康危機管理担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 神田 紗弥加 青葉区福祉保健センター福祉保健
部健康安全課感染症対策強化担当係長 課事業企画担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）
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健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 岡村 研吾 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施
部健康安全課担当係長 設課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 技職 中川 澄太 金沢区福祉保健センター生活衛生
部健康安全課担当係長 課食品衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 笹木 千恵 市民局勤務
部健康安全課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 狩野 佑太 教育委員会事務局教職員人事部教
部健康安全課担当係長 職員育成課育成係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 医職 田中 真弓 緑区勤務
部健康安全課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 医職 伊藤 正子 健康福祉局健康安全部医療安全課
部健康安全課担当係長 医療監視等担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）（健康福祉局健康

安全部健康安全課担当係長兼務）

動物愛護センター担当係長 技職 松田 いぶき 金沢区福祉保健センター生活衛生
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安 課環境衛生係長
全部健康安全課健康危機管理担当兼務）（保 （保健所兼務）
健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 技職 柴野 智之 教育委員会事務局担当係長
部食品衛生課食品監視係長 （よこはま学校食育財団派遣）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
全部健康安全課健康危機管理担当兼務）（保
健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 古館 淳 教育委員会事務局勤務
部医療安全課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 菅原 潤 青葉区福祉保健センター保険年金
部医療安全課医療監視等担当係長 課給付担当係長
（保健所兼務）（放射線対策担当兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 廣部 孝昌 保土ケ谷区福祉保健センター福祉
部医療安全課医療監視等担当係長 保健課健康づくり係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 大倉 美希 中区福祉保健センター高齢・障害
部医療安全課担当係長 支援課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）
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健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 髙橋 かおり 監査事務局監査部財務監査課担当
部医療安全課医療監視等担当係長 係長
（保健所兼務）（健康福祉局感染症対策・健 （健康福祉局健康安全部健康安全
康安全室健康安全部健康安全課ワクチン接種 課ワクチン接種調整等担当係長兼
調整等担当係長兼務） 務）（保健所兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 山嵜 信也 医療局医療政策部医療政策課担当
部保健事業課担当係長 係長

（政策局大学調整課担当係長兼務
）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 安永 愛 新採用
部保健事業課担当係長
（医療局疾病対策部がん・疾病対策課歯科医
療担当係長兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 堀籠 隆現 建築局住宅部市営住宅課指導担当
部環境施設課施設係長 係長

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 山口 浩生 鶴見区総務部税務課担当係長
部環境施設課斎場整備担当係長

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 技職 佐々木 哲 建築局企画部建築防災課担当係長
部環境施設課斎場整備担当係長

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 大胡 三 環境創造局総務部地籍調査課担当
部環境施設課墓地整備計画担当係長 係長

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全 事職 住吉 孝仁 西区総務部戸籍課担当係長
部環境施設課担当係長

南部斎場長 事職 佐々木 恒夫 再任用

北部斎場担当係長 事職 野口 浩 瀬谷区総務部税務課担当係長
（瀬谷区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

戸塚斎場担当係長 事職 金澤 里江子 環境創造局勤務

中央卸売市場本場食品衛生検査所担当係長 技職 松本 裕子 健康福祉局勤務

衛生研究所理化学検査研究課担当係長 技職 森田 昌弘

健康福祉局担当係長 事職 正木 朋子
（神奈川県後期高齢者医療広域連合派遣）

医療局医療政策部職員課担当係長 事職 大下 健介
（医療局病院経営本部兼務）

医療局医療政策部医療政策課担当係長 事職 山木 香菜恵
（政策局大学調整課担当係長兼務）

神奈川区福祉保健センター生活衛
生課食品衛生係長
（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
宅支援課在宅支援係長

医療局病院経営本部病院経営部病
院経営課担当係長
（医療局兼務）

医療局医療政策部医療政策課担当
係長
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医療局医療政策部医療政策課担当係長 事職 中村 まゆみ 金沢区福祉保健センター生活支援
課事務係長

医療局医療政策部医療政策課担当係長 消吏 山本 康明 消防局都筑消防署総務・予防課川
和消防出張所長
（消防局都筑消防署警防課川和消
防出張所第一係長兼務）（消防局
都筑消防署警防課川和消防出張所
第二係長兼務）

医療局医療政策部医療政策課担当係長 事職 高野 友佑 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

医療局疾病対策部がん・疾病対策課担当係長 事職 松村 歩未 医療局勤務

医療局疾病対策部がん・疾病対策課担当係長 医職 横山 宏美 医療局勤務

医療局疾病対策部がん・疾病対策課担当係長 事職 鷲澤 史歩 医療局担当係長
（厚生労働省派遣）

医療局担当係長 事職 石渡 勝朗 総務局勤務
（厚生労働省派遣）

環境創造局政策調整部政策課担当係長 技職 佐々木 龍一 環境創造局担当係長
（国土交通省派遣）

環境創造局政策調整部政策課担当係長 事職 水谷 春奈 環境創造局勤務

環境創造局政策調整部政策課担当係長 技職 近藤 太一 旭土木事務所下水道・公園係長
（環境創造局・道路局兼務）

環境創造局政策調整部技術監理課担当係長 技職 川越 淳悟 水道局給水サービス部中村水道事
務所担当係長（給水担当）

環境創造局政策調整部技術監理課担当係長 技職 内藤 文彦 環境創造局担当係長
（日本下水道協会派遣）

環境創造局政策調整部技術監理課担当係長 技職 岸田 恭子 環境創造局公園緑地部公園緑地維
持課担当係長

環境創造局政策調整部環境影響評価課担当係 技職 井上 友博 環境創造局環境保全部水・土壌環
長 境課担当係長

環境創造局環境科学研究所担当係長 技職 齋藤 直樹 環境創造局下水道施設部下水道水
質課担当係長

環境創造局総務部総務課担当係長 事職 飯島 延矢 環境創造局公園緑地部動物園課担
（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当 当係長
係長兼務）

環境創造局総務部総務課担当係長 事職 渡辺 裕子 環境創造局総務部経理経営課担当
係長
（温暖化対策統括本部企画調整部
調整課担当係長兼務）

環境創造局総務部地籍調査課担当係長 事職 十倉 督 健康福祉局総務部監査課担当係長
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環境創造局環境保全部環境エネルギー課担当 事職 一色 裕介 鶴見区総務部戸籍課担当係長
係長

環境創造局環境保全部水・土壌環境課担当係 技職 堀 博明 環境創造局担当係長
長 （株式会社建設資源広域利用セン

ター派遣）

環境創造局環境保全部水・土壌環境課担当係 技職 権田 綾子 環境創造局勤務
長

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ 事職 山﨑 紘子 環境創造局みどりアップ推進部み
推進課担当係長 どりアップ推進課担当係長

（こども青少年局こども福祉保健
部こども家庭課担当係長兼務）

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ 技職 小野澤 圭介 環境創造局公園緑地部南部公園緑
推進課担当係長 地事務所担当係長

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 事職 福野 淳 市民病院管理部総務課庶務係長
課担当係長 （市民病院感染管理室担当係長兼

務）

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 技職 山本 理奈 環境創造局勤務
課担当係長

環境創造局農政部農政推進課上瀬谷担当係長 技職 加部 祐介 環境創造局環境創造局南部農政事
務所担当係長

環境創造局農政部農政推進課担当係長 事職 船山 亮 環境創造局公園緑地部公園緑地管
理課担当係長

環境創造局北部農政事務所担当係長 技職 小室 快人 環境創造局みどりアップ推進部緑
地保全推進課担当係長

環境創造局南部農政事務所担当係長 技職 草野 泰隆 環境創造局勤務

環境創造局公園緑地部公園緑地管理課担当係 事職 澤 勝 環境創造局農政部農政推進課上瀬
長 谷担当係長

環境創造局公園緑地部公園緑地管理課担当係 事職 塚原 百合子 環境創造局みどりアップ推進部緑
長 地保全推進課担当係長

環境創造局公園緑地部動物園課担当係長 事職 関 美有希 港南区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長
（教育委員会事務局南部学校教育
事務所地域連携推進担当係長兼務
）（保健所兼務）

環境創造局公園緑地部動物園課担当係長 事職 相浦 正弘 南土木事務所管理係長
（環境創造局・道路局兼務）

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当係 技職 中橋 洋平 環境創造局公園緑地部南部公園緑
長 地事務所担当係長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上瀬谷 技職 髙野 未来夫 環境創造局公園緑地部公園緑地整
担当係長 備課担当係長
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環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当係 技職 雨宮 寿親 建築局企画部都市計画課用途地域
長 見直し等担当係長

環境創造局公園緑地部南部公園緑地事務所担 事職 須田 昂太郎 環境創造局勤務
当係長

環境創造局公園緑地部南部公園緑地事務所担 技職 北村 直也 道路局道路部施設課担当係長
当係長

環境創造局公園緑地部南部公園緑地事務所担 技職 臼田 吉徳 環境創造局公園緑地部公園緑地整
当係長 備課担当係長

環境創造局下水道計画調整部下水道事業マネ 事職 森 善裕 道路局河川部河川管理課担当係長
ジメント課担当係長

環境創造局下水道管路部管路保全課担当係長 技職 尾﨑 智弘 都筑土木事務所下水道・公園係長
（環境創造局・道路局兼務）

環境創造局下水道管路部管路保全課担当係長 技職 渡邊 章彦 環境創造局勤務

環境創造局下水道管路部下水道事務所担当係 技職 谷口 丞 緑土木事務所下水道・公園係長
長 （環境創造局・道路局兼務）

環境創造局北部第一水再生センター担当係長 技職 村上 順一 環境創造局中部水再生センター担
当係長

環境創造局神奈川水再生センター担当係長 技職 大久保 健一 環境創造局南部下水道センター担
当係長

環境創造局中部水再生センター担当係長 技職 坂本 和彦 環境創造局勤務

環境創造局南部水再生センター担当係長 技職 髙山 幸男 環境創造局神奈川水再生センター
担当係長

環境創造局港北水再生センター担当係長 技職 長野 一重 環境創造局北部第一水再生センタ
ー担当係長

環境創造局西部水再生センター担当係長 技職 奈良 清 環境創造局栄水再生センター担当
係長

環境創造局南部下水道センター担当係長 技職 松下 和幸 環境創造局南部水再生センター担
当係長

環境創造局下水道施設部下水道設備課担当係 技職 西田 智彦 人事委員会事務局調査任用部任用
長 課担当係長

環境創造局担当係長 技職 中島 知浩 環境創造局西部水再生センター担
（日本下水道事業団派遣） 当係長

環境創造局担当係長 技職 福原 恭介 資源循環局金沢工場操作担当係長
（日本下水道事業団派遣）

環境創造局担当係長 技職 大塚 修平 環境創造局勤務
（日本下水道協会派遣）
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環境創造局担当係長 技職 村松 玉青子 環境創造局勤務
（横浜市緑の協会派遣）

環境創造局担当係長 技職 赤坂 健 西区勤務
（株式会社建設資源広域利用センター派遣）

資源循環局総務部総務課経理係長 事職 三枝 和正 資源循環局適正処理計画部処分地
管理課運営管理係長

資源循環局政策調整部政策調整課担当係長 技職 齋藤 智幸 水道局浄水部水質課水質管理係長

資源循環局政策調整部政策調整課担当係長 事職 木村 貴紀 磯子区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）

資源循環局政策調整部３Ｒ推進課担当係長 事職 上野 博明 資源循環局港北事務所副所長

資源循環局政策調整部３Ｒ推進課担当係長 事職 河田 健 資源循環局勤務

資源循環局家庭系対策部業務課運営係長 事職 田中 まさみ 資源循環局家庭系対策部業務課担
当係長

資源循環局家庭系対策部業務課担当係長 事職 三枝木 武 港南区総務部地域振興課青少年育
成担当係長

資源循環局家庭系対策部業務課計画係長 事職 熊倉 賢太郎 こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課担当係長

資源循環局家庭系対策部業務課資源化係長 事職 博多 雄一郎 資源循環局家庭系対策部業務課運
営係長

資源循環局家庭系対策部街の美化推進課担当 事職 清野 浩二 市民局区政支援部マイナンバーカ
係長 ード特設センター担当係長

資源循環局鶴見事務所副所長 事職 松本 隆 金沢区総務部地域振興課資源化推
進担当係長

資源循環局西事務所副所長 事職 田中 治夫 資源循環局勤務

資源循環局中事務所副所長 事職 西村 妙生 資源循環局保土ケ谷事務所副所長

資源循環局南事務所副所長 事職 白 峰善 資源循環局勤務

資源循環局港南事務所副所長 事職 岩崎 洋 港南区総務部地域振興課資源化推
進担当係長

資源循環局保土ケ谷事務所副所長 事職 片岡 崇 資源循環局勤務

資源循環局港北事務所副所長 事職 井川 和夫 資源循環局勤務

資源循環局戸塚事務所副所長 事職 久保田 由紀 政策局政策部政策課担当係長

資源循環局瀬谷事務所副所長 事職 酒井 洋 水道局担当係長
（横浜ウォーター株式会社派遣）
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【係長級】

資源循環局瀬谷事務所副所長 事職 宮川 凡正 資源循環局鶴見事務所副所長

資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課担 技職 権田 優 温暖化対策統括本部担当係長
当係長 （環境省派遣）

資源循環局適正処理計画部施設課設備係長 技職 濱崎 仁 資源循環局旭工場技術管理係長

資源循環局適正処理計画部処分地管理課運営 技職 小川 寛仁 資源循環局都筑工場技術管理係長
管理係長

資源循環局適正処理計画部処分地管理課適正 技職 小山 修一 資源循環局家庭系対策部車両課整
管理係長 備係長

資源循環局適正処理計画部施設計画課担当係 技職 大熊 輝之 交通局工務部建築課担当係長
長

資源循環局鶴見工場施設係長 技職 吉備 隆光 資源循環局鶴見工場操作担当係長

資源循環局鶴見工場操作担当係長 技職 小嶋 正人 環境創造局担当係長
（日本下水道事業団派遣）

資源循環局鶴見工場操作担当係長 技職 木村 剛 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ
ＩＣＥ振興課施設担当係長
（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）

資源循環局鶴見工場操作担当係長 技職 大杉 卓也 環境創造局勤務

資源循環局旭工場技術管理係長 技職 馬場 一彦 資源循環局担当係長
（全国都市清掃会議派遣）

資源循環局旭工場施設係長 技職 秋本 直良 資源循環局鶴見工場操作担当係長

資源循環局旭工場操作担当係長 技職 原田 亮 資源循環局事業系対策部産業廃棄
物対策課担当係長

資源循環局金沢工場施設係長 技職 宮川 靖司 水道局浄水部川井浄水場電機係長

資源循環局金沢工場操作担当係長 技職 田中 進 資源循環局勤務

資源循環局金沢工場操作担当係長 能職 金子 貴之 資源循環局勤務

資源循環局金沢工場操作担当係長 技職 長谷川 雅巳 資源循環局勤務

資源循環局都筑工場施設係長 技職 黒沼 雄二 資源循環局金沢工場施設係長

資源循環局都筑工場操作担当係長 技職 大村 雄一 交通局高速鉄道本部総合司令所電
気司令長

資源循環局担当係長 技職 鈴木 賢 資源循環局金沢工場操作担当係長
（環境省派遣）

建築局総務部総務課担当係長 技職 小菅 美智子 建築局企画部都市計画課指導係長
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建築局総務部総務課担当係長 技職 高田 真希子

建築局企画部都市計画課都市施設計画係長 技職 矢野 憲治

建築局企画部都市計画課指導係長 技職 宮脇 由美子

建築局企画部建築防災課担当係長 技職 増渕 大輔

建築局住宅部市営住宅課管理係長 事職 早川 勝久

建築局住宅部市営住宅課指導担当係長 事職 石橋 大輔

建築局住宅部住宅再生課担当係長 事職 吉澤 健太

建築局住宅部住宅再生課担当係長 技職 関口 達也

建築局建築監察部法務課審査係長 事職 前田 泰伸

建築局建築監察部法務課調整係長 事職 大久保 昌直

建築局建築監察部違反対策課担当係長 技職 入山 健
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

建築局建築監察部違反対策課担当係長 技職 長田 哲也

建築局建築指導部情報相談課担当係長 技職 前田 理子

建築局建築指導部建築企画課担当係長 技職 福田 大

建築局建築指導部建築指導課担当係長 技職 今中 立太

建築局建築指導部建築指導課担当係長 技職 佐野 文音

建築局建築指導部建築指導課担当係長 技職 鶴和 誠子

建築局建築指導部市街地建築課担当係長 技職 藤代 涼介

建築局宅地審査部宅地審査課担当係長 技職 安藤 準也

建築局公共建築部機械設備課担当
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

建築局勤務

建築局建築監察部違反対策課担当
係長

建築局公共建築部営繕企画課担当
係長

こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課養護支援係長

総務局勤務

建築局建築指導部建築指導課担当
係長

建築局建築監察部法務課調整係長

総務局総務部法制課育成支援担当
係長
（東京都派遣）

建築局総務部総務課担当係長
（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）

建築局勤務

建築局建築指導部建築指導課担当
係長

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下
ふ頭再開発調整課担当係長

建築局公共建築部施設整備課担当
係長
（医療局病院経営本部兼務）

都市整備局勤務

健康福祉局健康安全部環境施設課
斎場整備担当係長

建築局勤務

文化観光局文化芸術創造都市推進
部創造都市推進課創造まちづくり
担当係長
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建築局宅地審査部調整区域課担当係長 技職 馬立 歳久 旭区総務部区政推進課大規模団地
再生担当係長

建築局公共建築部営繕企画課担当係長 事職 佐藤 智宏 建築局住宅部住宅再生課担当係長

建築局公共建築部営繕企画課担当係長 技職 村本 一章 建築局総務部総務課担当係長
（医療局病院経営本部兼務） （建築局建築指導部建築指導課担

当係長兼務）

建築局公共建築部保全推進課担当係長 技職 鈴木 達典 建築局宅地審査部調整区域課担当
係長

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 川村 洋介 建築局勤務
（医療局病院経営本部兼務）

建築局公共建築部学校整備課担当係長 技職 竹内 憲 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）

建築局公共建築部電気設備課担当係長 技職 小出 歩 都市整備局市街地整備部市街地整
備調整課担当係長

建築局公共建築部機械設備課担当係長 技職 山中 晋 資源循環局都筑工場操作担当係長

建築局公共建築部機械設備課担当係長 技職 大貫 剛 港湾局総務部総務課担当係長

建築局担当係長 事職 蛭川 雄治 建築局総務部総務課担当係長
（横浜市建築保全公社派遣）

都市整備局総務部総務課庶務係長 事職 谷田 広紀 磯子区総務部区政推進課企画調整
係長

都市整備局総務部総務課担当係長 事職 岩下 健 都市整備局総務部業務調整課担当
係長

都市整備局総務部総務課担当係長 技職 小栗 諒 都市整備局都心再生部都心再生課
担当係長

都市整備局総務部総務課担当係長 技職 山田 渚 都市整備局企画部都市デザイン室
担当係長

都市整備局企画部企画課担当係長 事職 武富 玲子 都市整備局市街地整備部市街地整
備調整課担当係長

都市整備局企画部都市デザイン室担当係長 技職 土師 朝子 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

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 事職 武 暁子 都市整備局企画部企画課担当係長

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 技職 横山 彰 栄区勤務

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 技職 秋山 亜鶴 総務局勤務
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【係長級】

都市整備局都心再生部都心再生課担当係長 技職 石島 靖浩 都市整備局市街地整備部市街地整
備推進課担当係長
（こども青少年局こども福祉保健
部こども家庭課担当係長兼務）

都市整備局都心再生部横浜駅・みなとみらい 事職 榛澤 拓 都市整備局担当係長
推進課担当係長 （一般社団法人横浜みなとみらい

２１派遣）

都市整備局都心再生部横浜駅・みなとみらい 技職 林 未来子 都市整備局防災まちづくり推進室
推進課担当係長 防災まちづくり推進課担当係長

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 技職 東 康子 財政局公共施設・事業調整室公共
課担当係長 施設・事業調整課担当係長

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 技職 森岡 航平 都市整備局勤務
課担当係長

都市整備局地域まちづくり部景観調整課景観 事職 笹川 はる 資源循環局勤務
調整係長

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづ 技職 西村 友深 建築局勤務
くり推進課担当係長

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづ 技職 土谷 桂 西区総務部区政推進課まちづくり
くり推進課担当係長 調整担当係長

（西土木事務所担当係長兼務）

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづ 事職 岩澤 玲子 南区福祉保健センター福祉保健課
くり推進課担当係長 運営企画係長

（保健所兼務）

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課担 事職 篠﨑 豊美 政策局担当係長
当係長 （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課担 技職 重光 奈津子 都市整備局勤務
当係長

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課担 技職 小林 春雄 脳卒中・神経脊椎センター管理部
当係長 総務課施設係長

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課担 技職 阪本 健一 道路局計画調整部企画課担当係長
当係長

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課担 技職 野村 洋介 都市整備局勤務
当係長

都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画 技職 内藤 初夏 栄土木事務所下水道・公園係長
整理事務所担当係長 （環境創造局・道路局兼務）

都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発 技職 髙野 洋一 建築局宅地審査部宅地審査課担当
事務所担当係長 係長



119頁
令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 松隈 雄司

事職 井上 美穂

技職 茨木 隆志

事職 細谷 直由

事職 小野寺 收治

技職 大村 倫広

事職 大井 綾子

事職 石井 夕美

技職 中田 玲子

技職 團野 雄介

技職 渡邉 直樹

技職 岡部 健吾

技職 春口 吉紀

事職 川崎 剛太郎

【係長級】

都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発
事務所担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
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

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交通整備課担当係
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交通整備課担当係
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交通整備課担当係
長

都市整備局担当係長
（一般社団法人横浜みなとみらい２１派遣）

都市整備局担当係長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当係長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当係長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当係長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当係長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当係長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当係長
（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

南区福祉保健センター福祉保健課
事業企画担当係長
（保健所兼務）

都市整備局担当係長
（公益社団法人２０２５年日本国
際博覧会協会派遣）

都市整備局都心再生部都心再生課
担当係長

都市整備局勤務

道路局河川部河川事業課担当係長

青葉土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

総務局勤務

市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部スポーツ振興課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当係長

政策局政策部政策課担当係長

環境創造局公園緑地部会場整備課
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）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当係長
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事職 福田 理恵

事職 山田 光徳

事職 八木 健之

事職 池田 佳雄

事職 豊田 永

事職 市川 裕人

事職 久堀 晋寛

技職 森 直之

事職 溝口 隼人

事職 金山 浩將

技職 林 智成

技職 本田 昌幸

技職 江副 遥子

技職 津田 卓哉

【係長級】

都市整備局担当係長

（一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協

会派遣）

都市整備局担当係長
（公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協
会派遣）

道路局総務部総務課庶務係長

道路局総務部総務課職員係長

道路局総務部総務課担当係長

道路局総務部交通安全・自転車政策課担当係
長

道路局総務部交通安全・自転車政策課担当係
長

道路局計画調整部事業推進課担当係長

道路局計画調整部企画課担当係長

道路局道路部路政課担当係長

道路局道路部路政課担当係長

道路局道路部施設課担当係長

道路局道路部施設課担当係長

道路局道路部道路調査課道路台帳係長

道路局建設部建設課担当係長

道路局建設部建設課担当係長 技職 吉村 愼太郎

事職 青木 利文

事職 中谷 幸弘

技職 上浦 渉

道路局建設部建設課担当係長

道路局建設部建設課担当係長

道路局建設部建設課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進
部国際園芸博覧会推進課担当係長

鶴見区勤務

都市整備局総務部業務調整課担当
係長

道路局計画調整部事業推進課担当
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）

道路局建設部建設課担当係長

港南区総務部税務課担当係長

総務局危機管理室危機管理部地域
防災課担当係長

政策局政策部政策課担当係長

都市整備局市街地整備部二ツ橋北
部土地区画整理事務所担当係長

道路局道路部路政課担当係長
（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）

神奈川土木事務所管理係長
（環境創造局・道路局兼務）

資源循環局適正処理計画部処分地
管理課適正管理係長

環境創造局担当係長
（横浜市緑の協会派遣）

西区総務部総務課担当係長

栄土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

鶴見土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

南区勤務

道路局勤務

都市整備局勤務

技職 明石 慶太
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技職 川畑 政彦

技職 佐藤 実

技職 加藤木 元樹

事職 石黒 聡一郎

技職 上原 直樹

技職 松本 卓也

事職 龍 以静

事職 小田 友希子

事職 多田 旭幸

技職 増田 雄祐

技職 岡田 貴志

事職 髙橋 航平

事職 高橋 美和

事職 篠﨑 広志

山本 宣博

事職 大山 高司

道路局横浜環状道路調整課担当係

長

中土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

道路局建設部建設課担当係長

神奈川区総務部総務課担当係長

交通局経営管理部資産活用課資産
管理担当係長

都市整備局総務部業務調整課担当
係長

道路局勤務

港湾局勤務

財政局財政部財政課企画担当係長

港湾局みなと賑わい振興部賑わい

振興課担当係長

港湾局担当係長
（みなと総合研究財団派遣）

港北土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

港湾局担当係長
（横浜川崎国際港湾株式会社派
遣 ）

磯子区総務部地域振興課区民活動
支援担当係長

港北区総務部地域振興課区民施設
担当係長

川崎市

港湾局担当係長
（横浜川崎国際港湾株式会社派
遣 ）

事職 水沼 健 港湾局担当係長
（川崎市派遣）

技職 小島 類 建築局住宅部住宅政策課担当係長

【係長級】

道路局建設部橋梁課担当係長

道路局横浜環状道路調整課担当係長

道路局横浜環状道路調整課担当係長

道路局河川部河川企画課担当係長

道路局河川部河川管理課担当係長

道路局河川部河川事業課担当係長

道路局担当係長
（東日本高速道路株式会社派遣）

港湾局総務部総務課担当係長
（日本郵船株式会社派遣）

港湾局総務部経理課担当係長

港湾局政策調整部政策調整課担当係長

港湾局政策調整部政策調整課担当係長

港湾局港湾物流部物流企画課担当係長

港湾局港湾物流部物流運営課担当係長

港湾局港湾物流部物流運営課担当係長

港湾局みなと賑わい振興部賑わい振興課担当
係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

港湾局みなと賑わい振興部賑わい振興課担当
係長

港湾局みなと賑わい振興部賑わい振興課担当
係長

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発
調整課担当係長

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発
調整課担当係長

技職 谷口 由員
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【係長級】

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発 技職 間瀬 昇司 建築局勤務
調整課担当係長

港湾局港湾管理部港湾管財課担当係長 事職 圖越 奏子 財政局勤務

港湾局港湾管理部港湾管財課担当係長 事職 塚脇 浩平 港湾局山下ふ頭再開発調整室山下
ふ頭再開発調整課担当係長

港湾局建設保全部建設第一課担当係長 技職 髙橋 渉 港湾局建設保全部維持保全課担当
係長

港湾局建設保全部維持保全課担当係長 技職 吉野 博之 港湾局勤務

港湾局担当係長 事職 田村 綾子 港湾局勤務
（東京都派遣）

港湾局担当係長 事職 卓 港湾局総務部総務課担当係長
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣） （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）

港湾局担当係長 事職 大内 康平 港湾局勤務
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣）

港湾局担当係長 事職 岩﨑 如透 港湾局担当係長
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣） （横浜税関派遣）

港湾局担当係長 事職 金子 美佳 港湾局勤務
（横浜税関派遣）

港湾局担当係長 技職 坂本 寛和 港湾局建設保全部建設第一課担当
（みなと総合研究財団派遣） 係長

消防局出向 消吏 時枝 道太 総務局危機管理室危機管理部地域
防災課担当係長

消防局出向 消吏 本田 努 総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（戸塚区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

消防局出向 消吏 西川 厚 総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（中区総務部総務課危機管理・地
域防災担当係長兼務）

消防局出向 消吏 中野 岳 総務局行政改革推進部行政マネジ
メント課担当係長

消防局出向 消吏 手塚 諭潔 医療局医療政策部医療政策課担当
係長

消防局出向 消吏 中村 航 総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（港北区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）
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【係長級】

消防局出向 消吏 向井 正臣

消防局出向 消吏 小山 智央

消吏 大矢 賢

事職 小山 倫仁

事職 蛭田 篤史

事職 石原 千晶

事職 高原 工

事職 加藤 雅史

技職 木村 英一

技職 杉田 泰規

技職 権正 梓

総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（鶴見区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（瀬谷区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長
（磯子区総務部総務課危機管理・
地域防災担当係長兼務）

消防局戸塚消防署総務・予防課担
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）

消防局栄消防署警防課警防第一係
救急担当係長
（消防局栄消防署警防課警防第二
係救急担当係長兼務）（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）

消防局総務部企画課担当係長
（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）

文化観光局総務部総務課担当係長
（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）

市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部スポーツ振興課担当係長

資源循環局家庭系対策部街の美化
推進課担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部
小中学校企画課情報教育担当係長
（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）

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下
ふ頭再開発調整課担当係長
（港湾局港湾管理部港湾管財課担
当係長兼務）

環境創造局下水道管路部管路保全
課担当係長

環境創造局下水道管路部管路保全
課担当係長

旭区勤務

消防局出向

消防局警防部司令課司令第二係長

消防局栄消防署警防課警防第一係救急担当
係長
（消防局栄消防署警防課警防第二係救急担
当係長兼務）

消防局担当係長
（消防庁派遣）

水道局出向
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
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）

水道局出向

水道局出向

水道局出向
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
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）

水道局出向

水道局出向

水道局出向

水道局出向

消吏 遠藤 哲也

消吏 池田 亨

消吏 松本 晃
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技職 平本 邦明

技職 鈴木 大士

技職 宮下 英之

技職 川澄 誠

事職 石川 博

技職 辻 浩志

技職 藤崎 正生

事職 遠藤 港

事職 市川 絹子

事職 峯田 貴宏

事職 松下 寛

技職 鈴木 智和

事職 藤原 理恵子

事職 渡邉 盛夫

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

医療局病院経営本部出向

緑区福祉保健センターこども家庭

支援課こども家庭係長

（保健所兼務）

保土ケ谷土木事務所道路係長

（環境創造局・道路局兼務）

環境創造局政策調整部政策課担当

係長

環境創造局勤務

道路局総務部総務課担当係長
（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）

環境創造局担当係長
（日本下水道事業団派遣）

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）

資源循環局政策調整部政策調整課
担当係長

瀬谷区総務部税務課担当係長

財政局公共施設・事業調整室公共
施設・事業調整課担当係長
（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）

資源循環局都筑工場操作担当係長

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）

医療局勤務

瀬谷区総務部戸籍課担当係長

財政局契約部契約第二課委託契約
係長
（水道局兼務）（交通局兼務）

港北区総務部税務課担当係長
（港北区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

資源循環局旭工場施設係長

環境創造局勤務

栄区福祉保健センター保険年金課
給付担当係長

【係長級】

水道局出向

水道局出向

水道局出向

水道局出向

水道局出向
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
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）

水道局出向

水道局出向
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
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）

水道局出向

交通局出向

交通局出向
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
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）

交通局出向

交通局総務部システム推進課システム改善
係長

事職 諏訪 拓人

技職 大庭 浩

技職 佐藤 敦

技職 山室 洋司

事職 野村 弘毅
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事職 多賀谷 亜希

事職 城戸 翔太郎

事職 西戸 達哉

事職 渡辺 那智

事職 中鉢 祐樹

事職 植村 広幸

事職 小田島 渉

事職 長澤 健一郎

事職 瓜田 智也

事職 佐藤 彰

技職 江口 奈美枝

事職 水橋 隆之

事職 長谷川 友昭

事職 平本

事職 菱沼 博道

【係長級】

医療局病院経営本部出向

会計室会計管理課管理係長

会計室会計管理課担当係長

会計室会計管理課出納係長

教育委員会事務局総務部総務課委員会担当係
長

教育委員会事務局総務部総務課学校経理指導
担当係長

教育委員会事務局総務部教育政策推進課担当
係長

教育委員会事務局総務部職員課担当係長

教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課担
当係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課
任用係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員育成課
育成係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員労務課
給与係長

教育委員会事務局施設部学校計画課担当係長

教育委員会事務局施設部教育施設課管理係長

教育委員会事務局施設部教育施設課担当係長

教育委員会事務局施設部教育施設課担当係長

教育委員会事務局施設部教育施設課校地係長

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企
画課情報教育担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企
画課国際担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

健康福祉局勤務

旭区福祉保健センター高齢・障害

支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

会計室会計管理課出納係長

建築局担当係長

（横浜市建築保全公社派遣）

保土ケ谷区総務部総務課予算調整
係長

保土ケ谷区総務部総務課統計選挙
係長

教育委員会事務局担当係長
（スポーツ庁派遣）

教育委員会事務局勤務

磯子区総務部地域振興課区民活動
支援担当係長

教育委員会事務局教職員人事部教
職員労務課給与係長

総務局人事部人材開発課担当係長
（民間企業派遣）

磯子区福祉保健センター保険年金
課保険係長

都市整備局地域まちづくり部景観
調整課景観調整係長

都市整備局地域まちづくり部地域
まちづくり課担当係長

建築局勤務

教育委員会事務局施設部教育施設
課担当係長
（教育委員会事務局施設部教育施
設課管理係長兼務）

道路局道路部路政課担当係長

市民局勤務

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 亀井 祐子

事職 大村 直子

事職 西郷 有子

技職 川端 久美子
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事職 佐藤 理史

事職 櫻井 寛大

事職 松本 亮介

事職 瀬尾 由紀子

事職 宮本 香織

事職 櫻井 景太

児玉 芳樹

事職 上ノ町 樹

事職 川﨑 邦生

事職 安田 裕一

技職 後藤 俊一

事職 川﨑 紀子

事職 内海 義晴

事職 袴谷 奈々恵

【係長級】

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企

画課担当係長（日本語支援担当統括リー

ダー）

教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・

地域連携課担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部高校教育課
担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教
育課担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教
育相談課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・
児童生徒課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・
児童生徒課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・
児童生徒課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・
児童生徒課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・

児童生徒課指導主事

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・
食育課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・
食育課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・
食育課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・
食育課中学校給食推進担当係長

教育委員会事務局東部学校教育事務所教育総
務課教職員係長

教育委員会事務局西部学校教育事務所指導主
事室担当係長

教育委員会事務局南部学校教育事務所教育総
務課庶務係長

再任用

健康福祉局障害福祉保健部精神保

健福祉課担当係長

教育委員会事務局東部学校教育事
務所教育総務課担当係長
（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）

こども青少年局子育て支援部こど
も施設整備課整備等担当係長

磯子区総務部総務課統計選挙係長

磯子区勤務

神奈川区福祉保健センターこども
家庭支援課担当係長
（教育委員会事務局東部学校教育
事務所地域連携推進担当係長兼務

）（保健所兼務）

磯子区福祉保健センターこども家
庭支援課こども家庭係長
（保健所兼務）

公立学校勤務

教育委員会事務局人権健康教育部

人権教育・児童生徒課担当係長

（こども青少年局北部児童相談所

兼務）

政策局男女共同参画推進課担当係
長

都市整備局総務部業務調整課担当
係長

港北区総務部総務課統計選挙係長

教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課担当係長

教育委員会事務局勤務

教育委員会事務局学校教育企画部
学校支援・地域連携課就学係長

水道局事業推進部公民連携推進課
担当係長（公民連携推進担当）

教諭

事職 秦 巧

事職 宮城 篤

事職 今野 友香里
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 八巻 善賢

事職 田 吉広

事職 杉浦 修次

事職 斉藤 敦子

技職 木崎 昌江

事職 吉田 晃

事職 嶋田 誠太朗

事職 奥山 平洋

技職 本田 泰之

技職 金森 敬子

技職 手代森 悟

事職 山口 航

書記 池田 賢二

事職 古賀 公議

教育委員会事務局学校教育企画部

教育課程推進室小中一貫校推進担

当係長

南区総務部総務課担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部
学校支援・地域連携課担当係長

こども青少年局青少年部放課後児
童育成課担当係長
（教育委員会事務局施設部教育施
設課担当係長兼務）

みなと総合高等学校事務長

南区勤務

中区福祉保健センター生活衛生課
食品衛生係長
（保健所兼務）

市民局勤務

総務局人事部人材開発課担当係長
（民間企業派遣）

磯子区勤務

資源循環局担当係長
（環境省派遣）

監査事務局監査部財務監査課担当
係長

こども青少年局子育て支援部こど
も施設整備課整備等担当係長

経済局市民経済労働部雇用労働課
担当係長

議会局市会事務部議事課議事係長

こども青少年局子育て支援部保育
・教育運営課担当係長

事職 河原 澄枝

書記 金川 泰誠

【係長級】

中央図書館企画運営課庶務係長

中央図書館企画運営課担当係長

戸塚高等学校事務長

みなと総合高等学校事務長

教育委員会事務局担当係長
（教職員互助会）

教育委員会事務局担当係長
（よこはま学校食育財団派遣）

教育委員会事務局担当係長
（よこはま学校食育財団派遣）

教育委員会事務局担当係長
（スポーツ庁派遣）

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課啓発係長

人事委員会事務局調査任用部任用課担当係長

人事委員会事務局調査任用部任用課担当係長

監査事務局監査部監査管理課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長

議会局市会事務部総務課庶務係長

議会局市会事務部秘書広報課秘書広報係長

議会局市会事務部秘書広報課広報等担当係長

議会局市会事務部議事課議事係長

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

議会局市会事務部議事課委員会等
担当係長

事職 久保寺 信行

事職 澤田 るい
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令 和 4年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 秋本 航太

健康福祉局障害福祉保健部障害施
設サービス課担当係長

港北区福祉保健センターこども家
庭支援課保育担当係長
（保健所兼務）

磯子区総務部戸籍課担当係長

【係長級】

議会局市会事務部議事課委員会等担当係長

議会局市会事務部議事課委員会等担当係長

議会局市会事務部政策調査課政策調査担当係
長

事職 米田 一貴

事職 原田 清太郎



令和４年４月１日付 　人　　事　　異　　動　

新　補　職 現職名 氏　　名　　 現　補　職

【課長級】

医療局病院経営部病院経営課長
（医療局病院経営本部兼務）（デジ
タル・デザイン担当兼務）

昇 事職 星野　公孝 財政局課長補佐（財政部財政課担
当係長）

医療局病院経営部病院経営課担当課
長
（医療局病院経営本部兼務）

昇 技職 二見　弘樹 都市整備局課長補佐（都市交通部
都市交通課担当係長）

【課長補佐級】

医療局課長補佐（病院経営部病院経
営課担当係長）
（医療局病院経営本部兼務）

昇 事職 村山　宜久 市民病院管理部総務課経理担当係
長

医療局課長補佐（病院経営部病院経
営課担当係長）
（医療局病院経営本部兼務）

事職 小林　一郎 医療局病院経営本部課長補佐（市
民病院管理部総務課担当係長）

【係長級】

医療局医療政策部職員課担当係長
（医療局病院経営本部兼務）

昇 事職 遠藤　港 医療局勤務



令和４年４月１日付 　人　　事　　異　　動　

新　補　職 現職名 氏　　名　　 現　補　職

【係長級】

南太田小学校事務長
（東部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 小林　円 中田中学校事務長
（西部学校教育事務所教育総務課
担当係長兼務）

二俣川小学校事務長
（西部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 大平　浩 港南台ひの特別支援学校事務長

森の台小学校事務長
（北部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 木戸　大介 上菅田特別支援学校事務長

新井中学校事務長
（西部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 青木　一生 森の台小学校事務長
（北部学校教育事務所教育総務課
担当係長兼務）

中田中学校事務長
（西部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 原　大悟 新井中学校事務長
（西部学校教育事務所教育総務課
担当係長兼務）



1 頁
令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【区局長級・退職予定】

事職 直井 ユカリ 中区長

事職 松山 弘子 南区長

事職 栗原 敏也 港南区長

事職 出口 洋一 保土ケ谷区長

事職 永井 京子 金沢区長

事職 小澤 明夫 青葉区長

事職 佐藤 友也 都筑区長

事職 伊地知 英弘 政策局長

事職 齊藤 貴子 東京プロモーション本部長

技職 島田 健治 政策局基地担当理事

事職 池戸 淳子 総務局長

事職 安藤 浩幸 総務局担当理事
（横浜市職員共済組合兼務）（横
浜市職員厚生会兼務）

事職 石内 亮 市民局長

事職 斉田 裕史 市民局人権担当理事

事職 星﨑 雅代 経済局長

事職 田中 博章 健康福祉局長

医職 大久保 一郎 健康福祉局担当理事（衛生研究所
長）
（保健所兼務）

事職 今冨 雄一郎 都市整備局担当理事
（一般社団法人２０２７年国際園
芸博覧会協会派遣）

消吏 松原 正之 消防局長

事職 大久保 智子 水道局長

事職 小椋 歩 教育次長

事職 屋代 英明 議会局長



2 頁
令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級・退職予定】

事職 松本 智 鶴見区副区長
（鶴見区総務部長兼務）（個人番
号カード交付促進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

事職 寒河江 周一 神奈川区副区長
（神奈川区総務部長兼務）（個人
番号カード交付促進担当兼務）（
臨時特別給付金担当兼務）

事職 堀 敏彦 神奈川区福祉保健センター担当部
長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

事職 小黒 大治 西区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

技職 天野 実 西土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 齋藤 紀子 港南区副区長
（港南区総務部長兼務）（個人番
号カード交付促進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

事職 新井 勉 磯子区福祉保健センター長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

事職 髙嶋 賢一 港北区副区長
（港北区総務部長兼務）（個人番
号カード交付促進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

事職 室谷 洋一 緑区福祉保健センター長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

事職 下村 幹夫 都筑区副区長
（都筑区総務部長兼務）（個人番
号カード交付促進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

事職 武井 和弘 戸塚区副区長
（戸塚区総務部長兼務）（個人番
号カード交付促進担当兼務）（臨
時特別給付金担当兼務）

事職 藤澤 智明 栄区副区長
（栄区総務部長兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）



3 頁
令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級・退職予定】

事職 村田 二郎 泉区副区長
（泉区総務部長兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

事職 竹田 良雄 泉区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

医職 木我 陽子 泉区福祉保健センター医務担当部
長
（保健所兼務）（瀬谷区福祉保健
センター医務担当部長兼務）

技職 木村 裕毅 瀬谷土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

技職 奥野 修平 温暖化対策統括本部副本部長
（温暖化対策統括本部企画調整部
長兼務）（国際局国際協力部担当
部長兼務）

事職 梅澤 厚也 政策局共創推進室長

事職 上野 圭介 政策局担当部長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

事職 塗師 敏男 総務局行政改革推進部ＩＣＴ推進
担当部長
（最高情報セキュリティ責任者補
佐監兼務）（デジタル推進担当兼
務）

事職 岡本 博之 国際局国際政策部担当部長

事職 犬塚 克 市民局市民情報室長

事職 小出 純一 市民局区政支援部担当部長
（戸籍人材育成シニアリーダー兼
務）（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
）

事職 丸山 裕二 市民局スポーツ統括室オリンピッ
ク・パラリンピック推進部担当部
長

事職 松元 公良 文化観光局文化プログラム推進部
長

事職 中澤 智 こども青少年局こども福祉保健部
児童相談所統括担当部長
（中央児童相談所長兼務）



4 頁
令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級・退職予定】

事職 上條 浩 健康福祉局障害福祉保健部長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 氏家 亮一 健康福祉局健康安全部長
（保健所兼務）

事職 石井 淳 医療局疾病対策部長

技職 河井 一広 資源循環局副局長
（資源循環局総務部長兼務）

事職 三瓶 一道 資源循環局家庭系対策部担当部長

事職 大澤 友紀雄 資源循環局担当部長
（横浜市資源循環公社派遣）

技職 畠 宏好 建築局宅地審査部長

事職 榛澤 俊成 会計室担当部長

事職 渡 孝之 教育委員会事務局総務部生涯学習
担当部長

事職 前田 崇司 教育委員会事務局人権健康教育部
長

事職 萩原 淳 教育委員会事務局北部学校教育事
務所長



5 頁
令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級・退職予定】

事職 木下 大介 鶴見区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 小野塚 正枝 鶴見区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（鶴見区芦穂崎保育園長兼務）

事職 押野 治夫 鶴見区福祉保健センター生活支援
課担当課長

事職 佐々木 恒夫 西区総務部税務課担当課長
（西区総務部区会計管理者兼務）
（西区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

事職 鶴岡 美和子 西区福祉保健センター生活支援課
長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 山本 秩朗 南区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 大迫 弘美 港南区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 田中 紀子 港南区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（港南区大久保保育園長兼務）

事職 椎葉 秀幸 保土ケ谷区総務部地域振興課長

事職 島田 二三子 保土ケ谷区福祉保健センターこど
も家庭支援課担当課長
（保土ケ谷区天王町保育園長兼務
）

事職 杉本 光明 旭区福祉保健センター高齢・障害
支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

事職 木下 眞佐美 旭区福祉保健センター保険年金課
長
（旭区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

事職 中村 聡 磯子区総務部税務課担当課長
（磯子区総務部区会計管理者兼務
）（磯子区福祉保健センター保険
年金課滞納整理担当兼務）

事職 島田 恵 磯子区福祉保健センターこども家
庭支援課長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）



6 頁
令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級・退職予定】

事職 川口 英生 磯子区福祉保健センター生活支援
課長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 俵 節子 金沢区総務部戸籍課長
（個人番号カード交付促進担当兼
務）（臨時特別給付金担当兼務）

事職 小泉 一美 金沢区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（金沢区金沢さくら保育園長兼務
）

事職 平野 佳澄 港北区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 日比野 昌生 緑区総務部税務課担当課長
（緑区総務部区会計管理者兼務）
（緑区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

技職 續橋 宏昭 青葉区総務部区政推進課担当課長
（都市整備局地域まちづくり部地
域まちづくり課担当課長兼務）

事職 鈴木 昇 青葉区総務部地域振興課長

技職 前橋 昌幸 青葉区福祉保健センター生活衛生
課長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

事職 角田 啓子 青葉区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（青葉区美しが丘保育園長兼務）

事職 篠﨑 浩晶 都筑区総務部地域振興課長
（都筑区総務部地域振興課地域力
推進担当課長兼務）

事職 岩本 靖 都筑区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 成勢 祐美子 都筑区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（都筑区みどり保育園長兼務）

技職 渡邉 勝廣 栄区福祉保健センター生活衛生課
長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

事職 角野 智美 栄区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（栄区桂台保育園長兼務）
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級・退職予定】

医職 山崎 由美 泉区福祉保健センターこども家庭
支援課長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）（臨時特別給付金担当兼務
）

事職 会澤 淳子 泉区福祉保健センター生活支援課
長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 石井 和男 瀬谷区総務部戸籍課長
（個人番号カード交付促進担当兼
務）（臨時特別給付金担当兼務）

事職 佐藤 浩 瀬谷区総務部税務課長
（臨時特別給付金担当兼務）

医職 門脇 由美 瀬谷区福祉保健センター高齢・障
害支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金
担当兼務）

事職 畠中 淑子 瀬谷区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（瀬谷区瀬谷第二保育園長兼務）

事職 山梨 真奈美 瀬谷区福祉保健センターこども家
庭支援課学校連携・こども担当課
長
（教育委員会事務局西部学校教育
事務所地域連携推進担当課長兼務
）（保健所兼務）

事職 結城 安希生 瀬谷区福祉保健センター生活支援
課長
（臨時特別給付金担当兼務）

事職 小松 利行 政策局担当課長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

事職 高橋 馨 総務局コンプライアンス推進室コ
ンプライアンス推進課内部統制評
価担当課長

事職 渡邊 勝明 財政局主税部税務課長
（税務人材育成リーダー兼務）（
健康福祉局総務部総務課臨時特別
給付金担当課長兼務）

事職 秋元 一志 財政局契約部契約第一課長
（水道局兼務）（交通局兼務）

事職 桐原 和博 国際局国際政策部政策総務課長
（国際人材育成リーダー兼務）（
危機管理推進担当兼務）
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級・退職予定】

事職 井上 雄太 市民局人権課啓発等担当課長

事職 坪井 豊 市民局地域支援部地域防犯支援課
長
（地域再生まちづくり担当兼務）

事職 松崎 善夫 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 奥津 正仁 こども青少年局こども福祉保健部
こども家庭課長
（財政局主税部徴収対策課債権管
理・回収促進担当兼務）（デジタ
ル推進担当兼務）

事職 外山 伊知郎 中央児童相談所担当課長

事職 原 彰彦 南部児童相談所長

医職 田口 めぐみ 南部児童相談所医務担当課長

事職 渡辺 文夫 健康福祉局障害福祉保健部障害自
立支援課長

事職 檜山 敏浩 環境創造局総務部経理経営課長
（温暖化対策統括本部企画調整部
調整課担当課長兼務）（環境創造
局下水道計画調整部下水道事業マ
ネジメント課下水道事業マネジメ
ント担当課長兼務）

事職 新堀 邦彦 環境創造局農政部農政推進課担当
課長

事職 伊藤 高志 環境創造局公園緑地部南部公園緑
地事務所担当課長

技職 木村 吉昭 環境創造局下水道管路部下水道事
務所長

技職 室井 悌 環境創造局港北水再生センター長

事職 池田 文博 資源循環局栄事務所長
（栄区総務部地域振興課資源化推
進担当課長兼務）

事職 澤野 仁晴 資源循環局瀬谷事務所長
（瀬谷区総務部地域振興課資源化
推進担当課長兼務）

事職 笠原 勝 資源循環局北部事務所長
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級・退職予定】

技職 岡本 卓 建築局宅地審査部宅地審査課宅地
企画担当課長

技職 田 和重 都市整備局地域まちづくり部景観
調整課長
（外国人材受入・共生推進担当兼
務）

事職 鍋山 英彦 教育委員会事務局学校教育企画部
高校教育課長

事職 工藤 祐嗣 教育委員会事務局東部学校教育事
務所指導主事室長

事職 伊藤 真 教育委員会事務局南部学校教育事
務所指導主事室長

事職 加藤 光 中央図書館調査資料課長
（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 沖間 俊明 教育委員会事務局担当課長
（よこはま学校食育財団派遣）
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令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長補佐級・退職予定】

事職 武田 貴 鶴見区課長補佐（鶴見土木事務所
管理係長）
（環境創造局・道路局兼務）

事職 澁谷 一 西区課長補佐（総務部地域振興課
担当係長）

事職 竹内 貴美夫 中区課長補佐（総務部税務課担当
係長）

事職 福田 裕 中区課長補佐（福祉保健センター
生活支援課生活支援担当係長）
（査察指導担当兼務）

事職 石井 ゆうこ 港南区課長補佐（上大岡東保育園
長）

事職 伊澤 佳津子 港南区課長補佐（野庭保育園長）

事職 叢 義之 旭区課長補佐（総務部税務課担当
係長）
（旭区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

事職 小長谷 均 磯子区課長補佐（総務部税務課担
当係長）

事職 伊地知 博子 磯子区課長補佐（福祉保健センタ
ー福祉保健課運営企画係長）
（保健所兼務）

事職 橋本 勝巳 緑区課長補佐（長津田保育園長）

事職 井ノ口 淑子 青葉区課長補佐（すすき野保育園
長）

事職 宍戸 純子 都筑区課長補佐（大熊保育園長）

事職 行徳 康雄 都筑区課長補佐（福祉保健センタ
ー生活支援課事務係長）

事職 早川 和宏 戸塚区課長補佐（福祉保健センタ
ーこども家庭支援課こども家庭支
援担当係長）
（保健所兼務）

事職 三輪 和義 瀬谷区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課国民年金係長）

技職 山口 次男 瀬谷区課長補佐（瀬谷土木事務所
道路係長）
（環境創造局・道路局兼務）

事職 御園生 智之 政策局課長補佐
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長補佐級・退職予定】

之

技職   坂本

技職 黒澤

事職 佐々木 唯人

政策局課長補佐

（公立大学法人横浜市立大学派

遣 ）

環境創造局課長補佐（政策調整部
環境影響評価課担当係長）

港湾局課長補佐（港湾物流部物流
運営課担当係長）

安令



12頁
令 和 4年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級・退職予定】

事職 井森 亮一

事職 山田 晃

技職 金沢 正孝

事職 堀内 誠

事職 本間 安利

医職 亀井 明子

事職 芥川 綾子

事職 三橋 まき子

事職 成田 晃一郎

事職 伊熊 美和子

事職 武島 かおり

事職 大久保 滋子

事職 三木 淳

医職 大木 智賀子

事職 猪熊 祐子

医職 窪田 陽子

事職 丸山 良子

技職 玉村 愼一

事職 松﨑 浩之

鶴見区総務部税務課担当係長
（鶴見区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

西区総務部戸籍課横浜駅行政サー
ビスコーナー担当係長

西土木事務所下水道・公園係長
（環境創造局・道路局兼務）

中区総務部税務課担当係長

中区福祉保健センター生活支援課
生活支援担当係長
（査察指導担当兼務）

南区福祉保健センター福祉保健課
健康づくり係長
（保健所兼務）

南区しろばら保育園長

南区永田保育園長

港南区総務部戸籍課担当係長

保土ケ谷区福祉保健センター保険
年金課国民年金係長

旭区福祉保健センター福祉保健課
事業企画担当係長
（保健所兼務）

港北区港北保育園長

緑区総務部税務課担当係長

青葉区福祉保健センターこども家
庭支援課子育て支援担当係長
（保健所兼務）

戸塚区汲沢保育園長

栄区福祉保健センター福祉保健課
健康づくり係長
（保健所兼務）

栄区飯島保育園長

デジタル統括本部企画調整部企画
調整課担当係長
（政策局政策部政策課担当係長兼
務）

政策局基地対策課担当係長

財政局総務部総務課適正経理推進
担当係長

事職 堂前 壮史
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【係長級・退職予定】

事職 星﨑 広志

事職 野中 一浩

事職 矢島 紀代子

事職 羽山 志保子

事職 戸川 由紀夫

技職 依田 直人

技職 新見 進

事職 中島 正光

技職 青山 禎

技職 三村 昭彦

技職 成田 清美

技職 田二見 儀雄

技職 市川 幸久

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）

経済局市民経済労働部雇用労働課
担当係長

こども青少年局総務部総務課担当
係長

こども青少年局子育て支援部子育
て支援課人材育成係長

向陽学園副園長

環境創造局環境保全部水・土壌環
境課担当係長

環境創造局港北水再生センター担
当係長

資源循環局瀬谷事務所副所長

資源循環局適正処理計画部施設計
画課担当係長

資源循環局鶴見工場施設係長

資源循環局旭工場操作担当係長

資源循環局金沢工場操作担当係長

都市整備局地域まちづくり部地域
まちづくり課担当係長



№ 現補職名 氏名 再任用職位

1 財政局長 横山  日出夫 区局長級

2 市民局スポーツ統括室長 西山  雄二 区局長級

3 道路局長 乾  晋 区局長級

4 温暖化対策統括本部長 薬師寺  えり子 区局長級

5 鶴見区長 森  健二 区局長級

6 西区長 寺岡  洋志 区局長級

7 磯子区長 猪俣  宏幸 区局長級

8 戸塚区長 吉泉  英紀 区局長級

区局長級再任用　令和４年度に任期を更新しない職員一覧



 

 

 

消  防  局 

 

 

 

 

 

 

 









































1頁　 　 　 　

令和4年3月31日  付

　職員氏名

【局長・理事級（消防司監）・退職予定】

消防司監 松原　　正之 消防局長

【部長級（消防正監）・退職予定】

消防正監 安江　　直人 救急部長

消防正監 名取　　正暁 消防訓練センター所長

消防正監 小野寺　勝 保土ケ谷消防署長（保土ケ谷区総務部

災害対策担当部長兼務）

消防正監 渡辺　　又介 栄消防署長（栄区総務部災害対策担当

部長兼務）

消防正監 小林　　修二 泉消防署長（泉区総務部災害対策担当

部長兼務）

【課長級（消防監）・退職予定】

消防監 小澤　　純 鶴見消防署副署長(鶴見消防署総務・

予防課長兼務)(鶴見区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

消防監 渡邊　　雅明 神奈川消防署警防課長(神奈川区総務

部総務課災害対策担当課長兼務)

消防監 日守　　高史 西消防署警防課長(西区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

消防監 佐藤　　茂雄 南消防署副署長(南消防署総務・予防

課長兼務)(南区総務部総務課災害対

策担当課長兼務)

消防監 岸　　　了人 港南消防署副署長(港南消防署総務・

予防課長兼務)(港南区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

消防監 韮山　　広志 磯子消防署副署長(磯子消防署総務・

予防課長兼務)(磯子区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）
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　職員氏名　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）

消防監 佐藤　　明 磯子消防署警防課長(磯子区総務部総

務課災害対策担当課長兼務)

消防監 安西　　茂治 金沢消防署副署長(金沢消防署総務・

予防課長兼務)(金沢区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

消防監 岩本　　五夫 青葉消防署副署長(青葉消防署総務・

予防課長兼務)(青葉区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

消防監 羽柴　　和彦 戸塚消防署副署長(戸塚消防署総務・

予防課長兼務)(戸塚区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

【課長級（消防司令長）・退職予定】

消防司令長 江村　　孝之 戸塚消防署総務・予防課担当課長(総

務・予防課深谷消防出張所長兼務)(

警防課深谷消防出張所第一係長兼務)

(警防課深谷消防出張所第二係長兼務

)

消防司令長 若林　　等 鶴見消防署警防課長(鶴見区総務部総

務課災害対策担当課長兼務)

消防司令長 飯塚　　秀彦 神奈川消防署警防課警防第一担当課長

消防司令長 小山　　浩 戸塚消防署警防課警防第一担当課長

消防司令長 小川　　俊也 栄消防署警防課長(栄区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)

【課長補佐級（消防司令）・退職予定】

消防司令 吉野　　薫 消防局課長補佐（予防部予防課調査係

長）

消防司令 渡邉　　孝 消防訓練センター課長補佐（管理・研

究課研究開発係長）

消防司令 月岡　　伸介 消防局課長補佐(鶴見消防署警防課警

防第二係長)
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消防司令 岡本　　隆宏 消防局課長補佐(神奈川消防署総務・

予防課庶務係長)

消防司令 中本　　繁一 消防局課長補佐(西消防署警防課警防

第一係長)

消防司令 渡辺　　敏之 消防局課長補佐(保土ケ谷消防署警防

課警防第一係救急担当係長)(警防課

警防第二係救急担当係長兼務)

消防司令 干場　　健一 消防局課長補佐(金沢消防署総務・予

防課庶務係長)

消防司令 森田　　稔和 消防局課長補佐(瀬谷消防署警防課警

防第二係長)

【係長級（消防司令）・退職予定】

消防司令 山中　　伸浩 旭消防署総務・予防課今宿消防出張所

長(警防課今宿消防出張所第一係長兼

務)(警防課今宿消防出張所第二係長

兼務)

消防司令 山田　　隆男 青葉消防署警防課警防第一係救急担当

係長(警防課警防第二係救急担当係長

兼務)
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新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【局長級】 

 
水道局長（水道事業管理者） ○昇  事務職員 山岡 秀一 水道局副局長 

（水道局総務部長兼務） 
 
水道局担当理事（水道技術管理者）（神奈川県

内広域水道用水供給事業受託水道業務技術管

理者）（横須賀市水道事業受託水道業務技術管

理者） 
 

○昇  技術職員 鈴木 雅彦 配水部長 

 

【部長級】 

 
水道局副局長 
（水道局総務部長兼務） 

 事務職員 富井 孝 南区副区長 
（南区総務部長兼務）（個人番号カード交付促

進担当兼務）（臨時特別給付金担当兼務） 
 
事業推進部長 
（国際局国際協力部担当部長兼務） 

○昇  事務職員 宮田 綾子 資源循環局総務部総務課長 
（危機管理推進担当兼務） 

 
給水サービス部長  技術職員 渡邉 知幸 旭土木事務所長 

（環境創造局・道路局兼務） 
 
水道局担当部長（給水サービス担当） ○昇  事務職員 佐藤 匡広 総務部総務課長 

（ワークスタイル改革推進担当兼務） 
 
配水部長  技術職員 江夏 輝行 西谷浄水場再整備推進室長 

 
西谷浄水場再整備推進室長 ○昇  技術職員 木村 大介 施設部計画課長 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 宮川 貴志 給水サービス部サービス推進課長 

 
【課長級】 

 
総務部総務課長  事務職員 小畑 真子 国際局国際政策部国際連携課アジア大洋州担

当課長 
 
総務部人事課長  事務職員 雨堤 崇 総務部人事課長 

（ワークスタイル改革推進担当兼務） 
 
総務部人材開発課長  事務職員 小川 真美 浄水部担当課長（広域連携担当） 

 
経営部経営企画課長 
（SDGs 未来都市推進担当兼務）（デジタル・

デザイン担当兼務） 

 事務職員 大澤 吉幸 経営部経営企画課長 
（SDGs 未来都市推進担当兼務）（データ活用

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） 
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【課長級】 

 
経営部情報システム課長 ○昇  事務職員 尾島 靖生 総務局課長補佐（行政改革推進部住民情報シス

テム課担当係長） 
 
事業推進部担当課長（資産調査担当） ○昇  事務職員 高橋 和樹 総務局課長補佐（総務部管理課担当係長） 

 
事業推進部広報課長 ○昇  事務職員 鳥山 由美 医療局課長補佐（医療政策部総務課庶務係長） 

（医療局病院経営本部兼務） 
 
事業推進部担当課長（調整担当） 
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当課長兼務）（保健所兼務） 

 事務職員 小屋畑 育恵 経営部担当課長（ワークスタイル改革推進担

当） 
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当課長兼務）（保健所兼務） 
 
事業推進部担当課長（国際技術担当） ○昇  技術職員 廣江 俊之 水道局課長補佐（浄水部小雀浄水場管理係長） 

 
給水サービス部サービス推進課長  事務職員 中村 勝利 総務部担当課長（広報企画担当） 

（事業推進部担当課長（公民連携推進担当）兼

務） 
 
給水サービス部担当課長（給水工事受付セン

ター開設準備担当） 
○昇  技術職員 佐川 俊二 水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課給

水維持係長） 
 
給水サービス部菊名水道事務所長 ○昇  技術職員 山口 達也 水道局課長補佐（配水部配水課担当係長（配水

管理担当）） 
 
給水サービス部担当課長（中村水道事務所担

当） 
○昇  事務職員 小出 誠 水道局課長補佐（給水サービス部中村水道事務

所事務係長） 
 
給水サービス部戸塚水道事務所長 ○昇  技術職員 栗原 誠仁 水道局課長補佐（浄水部川井浄水場担当係長

（上流担当）） 
（青山水源事務所長兼務） 

 
配水部配水課長  技術職員 足利 洋明 給水サービス部菊名水道事務所長 

 
浄水部設備課長  技術職員 小野 好信 浄水部小雀浄水場長 

 
浄水部西谷浄水場長  技術職員 吉岡 直樹 浄水部西谷浄水場長 

（浄水部水道記念館長兼務） 
 
浄水部小雀浄水場長  技術職員 板谷 秀史 事業推進部担当課長（国際技術担当） 

 
施設部計画課長  技術職員 小西 孝之 配水部配水課長 

 
水道局担当課長（公益財団法人水道技術研究

センター派遣） 
○昇  事務職員 野村 桃子 水道局課長補佐（施設部計画課事業管理係長） 
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【課長級】 

 
水道局担当課長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 小川 晋 浄水部設備課長 

 
市長部局へ出向  事務職員 羽山 智則 総務部人材開発課長 

 
市長部局へ出向  事務職員 可児 章 経営部情報システム課長 

（ワークスタイル改革推進担当兼務） 
 
市長部局へ出向  事務職員 河合 太一 事業推進部公民連携推進課長 

（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） 
 
市長部局へ出向  事務職員 澤井 英理子 事業推進部担当課長（調整担当） 

 
市長部局へ出向  技術職員 児玉 吉広 給水サービス部戸塚水道事務所長 

 
市長部局へ出向  技術職員 神澤 育生 水道局担当課長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 松下 功 水道局課長補佐（総務部人事課人事係長） 

 
【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（経営部経理課担当係長(業務

改善担当)） 
○昇  事務職員 谷本 淳 経営部経理課担当係長（業務改善担当） 

 
水道局課長補佐（事業推進部広報課担当係長

（広報企画担当）） 
 事務職員 横野 浩子 水道局課長補佐（総務部総務課担当係長（広報

企画担当）） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部サービス推

進課サービス推進係長） 
○昇  事務職員 大塚 勝 給水サービス部サービス推進課サービス推進

係長 
 
水道局課長補佐（給水サービス部サービス推

進課担当係長（料金制度担当）） 
 事務職員 市川 孝幸 水道局課長補佐（給水サービス部サービス推進

課担当係長（料金改定担当）） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課

担当係長（給水工事受付センター開設準備担

当）） 

 事務職員 髙橋 勝孝 水道局課長補佐（給水サービス部鶴見水道事務

所事務係長） 

 
水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課

給水維持係長） 
 技術職員 佐藤 浩一 水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課担

当係長（給水担当）） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部鶴見水道事

務所事務係長） 
 事務職員 渡部 忍 水道局課長補佐（給水サービス部洋光台水道事

務所事務係長） 
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【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（給水サービス部戸塚水道事

務所事務係長） 
○昇  事務職員 徳永 隆 給水サービス部戸塚水道事務所事務係長 

 
水道局課長補佐（浄水部浄水課事業管理係長）  事務職員 吉井 麗子 水道局課長補佐（特定非営利活動法人日本水フ

ォーラム派遣） 
 
水道局課長補佐（施設部計画課事業計画係長） ○昇  技術職員 栗原 和昌 施設部計画課事業計画係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 冨田 育子 水道局課長補佐（総務部人材開発課研修係長） 

 
市長部局へ出向  事務職員 藪田 正博 水道局課長補佐（事業推進部資産活用課担当係

長（管理担当）） 
 
市長部局へ出向  技術職員 早田 光孝 水道局課長補佐（配水部北部方面工事課設計係

長） 
 
【係長級】 

 
総務部総務課担当係長（危機管理担当）  事務職員 佐藤 大介 総務部総務課危機管理係長 

 
総務部総務課文書係長 
（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） 

 事務職員 小山 倫仁 文化観光局総務部総務課担当係長 
（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） 
 
総務部総務課担当係長（名古屋市上下水道局

派遣） 
 技術職員 長 尚希 浄水部浄水課水運用係長 

 
総務部総務課担当係長  事務職員 髙畑 郷子 総務部総務課文書係長 

 
総務部人事課人事係長  事務職員 蛭田 篤史 市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー

ツ振興課担当係長 
 
総務部人事課給与係長  事務職員 石原 千晶 資源循環局家庭系対策部街の美化推進課担当

係長 
 
総務部人材開発課人材育成係長  事務職員 山上 晶子 事業推進部国際事業課担当係長（調整担当） 

 
総務部人材開発課技能継承係長  技術職員 西田 誠二 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
経営部経理課会計係長  事務職員 市野 彰憲 浄水部浄水課事業管理係長 
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【係長級】 

 
経営部情報システム課担当係長（システム企

画担当） 
（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） 

 事務職員 高原 工 教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企

画課情報教育担当係長 
（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） 
 
事業推進部資産活用課担当係長（管理担当）  事務職員 加藤 雅史 港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発

調整課担当係長 
（港湾局港湾管理部港湾管財課担当係長兼務） 

 
事業推進部資産活用課担当係長（台帳保全担

当） 
 技術職員 木村 英一 環境創造局下水道管路部管路保全課担当係長 

 
事業推進部資産活用課担当係長（資産調査担

当） 
○昇  事務職員 平野 悠介 事業推進部資産活用課勤務 

 
事業推進部広報課担当係長（事業推進担当）  事務職員 本田 大地 経営部経営企画課担当係長（ワークスタイル改

革推進担当） 
 
事業推進部広報課担当係長（広域連携担当）  事務職員 村田 尚子 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） 
 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 事務職員 神守 理愛 事業推進部国際事業課担当係長（国際担当） 

 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 事務職員 国安 暁子 事業推進部国際事業課担当係長（国際担当） 

 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 事務職員 高橋 大介 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 技術職員 横山 健 事業推進部国際事業課担当係長（調整担当） 

 
給水サービス部サービス推進課料金システム

係長 
 事務職員 上倉 悟 給水サービス部三ツ境水道事務所料金係長 

 
給水サービス部給水維持課給水事務係長 
（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） 

 事務職員 藤本 孝 総務部総務課担当係長（広報施設調整担当） 
（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） 
 
給水サービス部給水維持課担当係長（給水担

当） 
 技術職員 八木 賢二 給水サービス部青葉水道事務所給水係長 

 
給水サービス部菊名水道事務所事務係長  事務職員 青木 徹 総務部人事課給与係長 

 
給水サービス部菊名水道事務所給水係長  技術職員 杉田 泰規 環境創造局下水道管路部管路保全課担当係長 



令和４年４月１日付            人 事 異 動 （水 道 局）   6頁 
 
 
新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【係長級】 

 
給水サービス部菊名水道事務所維持係長  技術職員 畝本 浩司 給水サービス部洋光台水道事務所維持係長 

 
給水サービス部鶴見水道事務所給水係長  技術職員 小川 洋平 事業推進部資産活用課担当係長（台帳保全担

当） 
 
給水サービス部鶴見水道事務所維持係長  技術職員 佐藤 誠 給水サービス部三ツ境水道事務所維持係長 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所料金係長  事務職員 平山 修二 浄水部担当係長（水道記念館担当） 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所給水係長 ○昇  技術職員 権正 梓 旭区勤務 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所維持係長 ○昇  技術職員 加賀美 慎吾 給水サービス部給水維持課勤務 

 
給水サービス部青葉水道事務所料金係長  事務職員 野村 弘毅 緑区福祉保健センターこども家庭支援課こど

も家庭係長 
（保健所兼務） 

 
給水サービス部青葉水道事務所給水係長  技術職員 中西 泉 給水サービス部青葉水道事務所維持係長 

 
給水サービス部青葉水道事務所維持係長  技術職員 山室 洋司 保土ケ谷土木事務所道路係長 

（環境創造局・道路局兼務） 
 
給水サービス部中村水道事務所事務係長  事務職員 吉澤 嘉益 浄水部小雀浄水場運営係長 

（寒川取水事務所長兼務） 
 
給水サービス部中村水道事務所料金係長  事務職員 髙橋 奈都巳 給水サービス部菊名水道事務所事務係長 

 
給水サービス部中村水道事務所担当係長（給

水担当） 
（給水サービス部給水維持課担当係長（給水

工事受付センター開設準備担当）兼務） 

 技術職員 小長谷 重徳 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 

 
給水サービス部中村水道事務所維持係長  技術職員 宮澤 拓也 給水サービス部鶴見水道事務所維持係長 

 
給水サービス部中村水道事務所担当係長（維

持担当） 
（給水サービス部給水維持課担当係長（給水

工事受付センター開設準備担当）兼務） 

 技術職員 田中 茂生 給水サービス部中村水道事務所担当係長（維持

担当） 

 
給水サービス部洋光台水道事務所事務係長  事務職員 井田 雅之 給水サービス部洋光台水道事務所料金係長 

 
給水サービス部洋光台水道事務所料金係長  事務職員 石井 和宏 給水サービス部青葉水道事務所料金係長 

 
給水サービス部洋光台水道事務所給水係長  技術職員 米澤 威 給水サービス部三ツ境水道事務所給水係長 
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【係長級】 

 
給水サービス部洋光台水道事務所維持係長  技術職員 髙橋 潤 給水サービス部洋光台水道事務所給水係長 

 
配水部配水課担当係長（配水管理担当）  技術職員 松尾 圭将 配水部北部方面配水管理課西部水運用係長 

 
配水部配水課担当係長  技術職員 池野 健太 人事交流（名古屋市上下水道局） 

 
配水部北部方面工事課設計係長  技術職員 中村 渓太郎 配水部南部方面配水管理課中部水運用係長 

 
配水部北部方面工事課担当係長（工事担当） ○昇  技術職員 梅﨑 修司 総務部人事課勤務 

 
配水部南部方面工事課事務係長 
（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） 

 事務職員 佐々木 真 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） 
 
配水部南部方面工事課担当係長（設計担当）  技術職員 中里 克己 配水部配水課担当係長（管路情報担当） 

 
配水部南部方面工事課工事係長  技術職員 大庭 浩 環境創造局政策調整部政策課担当係長 

 
配水部南部方面工事課担当係長（工事担当）  技術職員 岩本 透 給水サービス部菊名水道事務所維持係長 

 
配水部北部方面配水管理課管理係長  技術職員 津田 桂宏 配水部南部方面工事課担当係長（工事担当） 

 
配水部北部方面配水管理課西部水運用係長 ○昇  技術職員 菊間 陽介 施設部計画課勤務 

 
配水部南部方面配水管理課南部水運用係長 ○昇  技術職員 佐藤 敦 環境創造局勤務 

 
配水部南部方面配水管理課中部水運用係長  技術職員 稲森 裕 配水部南部方面工事課担当係長（設計担当） 

 
浄水部浄水課水運用係長  技術職員 島﨑 功 施設部建設課設計係長 

 
浄水部川井浄水場担当係長（上流担当） 
（青山水源事務所長兼務）（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） 

 技術職員 平本 邦明 道路局総務部総務課担当係長 
（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） 

 
浄水部川井浄水場電機係長  技術職員 鈴木 大士 環境創造局担当係長（日本下水道事業団派遣） 

 
浄水部小雀浄水場運営係長  事務職員 武田 勉 経営部経理課会計係長 

 
浄水部小雀浄水場管理係長 
（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） 

 技術職員 宮下 英之 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） 
 
浄水部小雀浄水場担当係長（水質担当）  技術職員 川澄 誠 資源循環局政策調整部政策調整課担当係長 
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【係長級】 

 
浄水部水質課水質管理係長  技術職員 井上 智 浄水部水質課水質相談係長 

 
浄水部水質課水質相談係長  技術職員 下田 穣史 浄水部小雀浄水場担当係長（水質担当） 

 
施設部計画課事業管理係長  事務職員 上田 嘉彦 水道局担当係長（公益財団法人水道技術研究セ

ンター派遣） 
 
施設部計画課担当係長  技術職員 猪股 遼 人事交流（公益社団法人日本水道協会） 

 
施設部技術監理課技術指導係長  技術職員 武藤 博明 配水部北部方面配水管理課管理係長 

 
施設部技術監理課設計基準係長  技術職員 福田 純也 配水部南部方面工事課工事係長 

 
施設部建設課設計係長  技術職員 福士 英二 配水部北部方面工事課担当係長（工事担当） 

 
西谷浄水場再整備推進室再整備推進課担当係

長（再整備推進担当） 
 技術職員 田中 航太 給水サービス部鶴見水道事務所給水係長 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
○昇  事務職員 染谷 邦洋 施設部計画課勤務 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 事務職員 村上 誠 配水部南部方面工事課事務係長 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 加藤 久仁人 総務部人材開発課技能継承係長 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 窪田 雄二 給水サービス部菊名水道事務所給水係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 松本 光夫 経営部情報システム課担当係長（システム企画

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） 
     
市長部局へ出向  事務職員 袴谷 奈々恵 事業推進部公民連携推進課担当係長（公民連携

推進担当） 
 
市長部局へ出向  事務職員 渡邊 朗 給水サービス部中村水道事務所料金係長 

 
市長部局へ出向  技術職員 川越 淳悟 給水サービス部中村水道事務所担当係長（給水

担当） 
 
市長部局へ出向  技術職員 加藤 康裕 給水サービス部中村水道事務所維持係長 
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【係長級】 

 
市長部局へ出向  技術職員 宮川 靖司 浄水部川井浄水場電機係長 

 
市長部局へ出向  技術職員 齋藤 智幸 浄水部水質課水質管理係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 酒井 洋 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 井上 裕子 総務部総務課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 和田 俊幸 総務部人事課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 萩野 優大 事業推進部資産活用課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 髙木 佑介 事業推進部国際事業課勤務 
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【課長級】 

 
契約部契約第一課長 
（財政局兼務） 

 事務職員 田中 雄英 契約部契約第二課長 
（財政局兼務） 

 
契約部契約第二課長 
（財政局兼務） 

 事務職員 城石 健 金沢区総務部地域振興課長 

 

【係長級】 

 
契約部契約第一課担当係長 
（財政局兼務） 

 事務職員 生田 麻理子 市民局人権課担当係長 

 
契約部契約第二課担当係長 
（財政局兼務） 

 事務職員 橋本 賢一郎 こども青少年局子育て支援部保育・教育給付課

担当係長 
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【局長級・退職予定】 

 
  事務職員 大久保 智子 水道局長（水道事業管理者） 

 
  技術職員 遠藤 尚志 水道局担当理事（水道技術管理者）（神奈川県内

広域水道用水供給事業受託水道業務技術管理

者）（横須賀市水道事業受託水道業務技術管理

者） 
 
【部長級・退職予定】 

 
  事務職員 山口 俊宏 事業推進部長 

（国際局国際協力部担当部長兼務） 
 
  事務職員 𠮷𠮷野 稔也 給水サービス部長 

 
  技術職員 山口 司 水道局担当部長（給水サービス担当） 

 
【課長級・退職予定】 

 
  事務職員 横溝 晴文 給水サービス部担当課長（中村水道事務所担

当） 
 

【課長補佐級・退職予定】 

 
  事務職員 塚田 和広 水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課給

水事務係長） 
 
  技術職員 元木 泰 水道局課長補佐（施設部技術監理課技術指導係

長） 
 

【係長級・退職予定】 

 
  事務職員 田中 健夫 事業推進部国際事業課担当係長（国際担当） 

 
  事務職員 福間 健司 給水サービス部サービス推進課料金システム

係長 
 
  技術職員 中井 一孝 配水部南部方面配水管理課南部水運用係長 

 
  技術職員 鈴木 康弘 施設部技術監理課設計基準係長 

 

 

 



 

 

 

交 通 局 
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【部長級】

安全統括管理者（安全管理部長兼務） 事職 小島 健治 自動車本部営業課長

自動車本部長 事職 本田 聡 経済局市民経済労働部長

技術管理部長 技職 渡邉 真幸 工務部施設課長

市長部局出向 事職 原口 紳一 安全管理部長

市長部局出向 事職 原田 浩一郎 自動車本部長

【課長級】

総務部総務課長 事職 柳下 豊彦 総務部総務課長

（SDGs未来都市推進担当兼務） （SDGs未来都市推進担当兼務）

（デジタル・デザイン担当兼務） （データ活用推進担当兼務）

（オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）

経営管理部資産活用課長 事職 瀬谷 直幹 経済局誘致推進部

企業誘致・立地課誘致担当課長

（東京プロモーション本部兼務）

安全管理部安全管理課長 技職 梅田 浩 交通局課長補佐

（工務部建設改良課担当係長）

高速鉄道本部駅務管理所長 事職 田口 洋一 高速鉄道本部川和乗務管理所長

高速鉄道本部川和乗務管理所長 事職 矢澤 洋平 交通局課長補佐

（高速鉄道本部営業課管理係長）

自動車本部営業課長 事職 鈴木 秀利 自動車本部港北営業所長

自動車本部保土ケ谷営業所長 事職 徳増 雄一 自動車本部鶴見営業所長

自動車本部港北営業所長 事職 小尾 文男 交通局担当課長

（横浜交通開発株式会社派遣）

自動車本部鶴見営業所長 事職 明石 秀樹 交通局課長補佐

（自動車本部滝頭営業所副所長）

工務部施設課長 技職 上杉 知 工務部建設改良課長

（工務部土木設計担当課長兼務）

工務部建設改良課長 技職 鶴岡 正宏 安全管理部安全管理課長

交通局担当課長 事職 狩野 幸広 交通局課長補佐

（横浜交通開発株式会社派遣） （自動車本部運輸課運輸係長）

市長部局出向 事職 森 香里 総務部総務課企画担当課長

人事異動(交通局)

昇

昇

昇

昇

昇

昇
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【課長級】

市長部局出向 技職 井川 廣視 工務部新横浜工事事務所長

【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 矢崎 将一 総務部人事課人事組織係長

（総務部人事課人事組織係長）

交通局課長補佐 技職 福岡 健一 交通局課長補佐

（総務部人事課担当係長） （工務部施設課技術基準担当係長）

（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部

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）

交通局課長補佐 事職 今野 滋晴 交通局課長補佐

（総務部人事課担当係長） （高速鉄道本部駅務管理所副所長）

（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部

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）

交通局課長補佐 事職 柚木 正統 交通局課長補佐

（総務部人事課労務係長） （総務部人事課労務係長）

（交通局担当係長（厚生会事務従事）兼務）

交通局課長補佐 事職 佐藤 徹 交通局課長補佐

（安全管理部安全管理課担当係長） （安全管理部安全管理課自動車運輸

安全担当係長）

交通局課長補佐 事職 増島 昇弘 高速鉄道本部総合司令所副所長

（高速鉄道本部運転課教育企画担当係長）

（安全管理部安全管理課担当係長兼務）

交通局課長補佐 事職 石津 昌一 高速鉄道本部運転課教育企画担当係長

（高速鉄道本部総合司令所副所長） （安全管理部安全管理課担当係長兼務）

交通局課長補佐 事職 大島 義孝 交通局課長補佐

（高速鉄道本部駅務管理所副所長） （高速鉄道本部駅務管理所横浜管区駅長）

交通局課長補佐 事職 大木 達夫 交通局課長補佐

（高速鉄道本部駅務管理所横浜管区駅長） （高速鉄道本部駅務管理所上大岡管区駅長）

交通局課長補佐 事職 西郷 睦 交通局課長補佐

（高速鉄道本部駅務管理所関内管区駅長） （高速鉄道本部駅務管理所日吉管区駅長）

交通局課長補佐 事職 原 一美 交通局課長補佐

（高速鉄道本部駅務管理所上大岡管区駅長） （高速鉄道本部営業課担当係長

（駅支援担当））

交通局課長補佐 事職 伊東 光晴 交通局課長補佐

（高速鉄道本部新羽乗務管理所基地信号係長） （高速鉄道本部上永谷乗務管理所副所長）

人事異動(交通局)

昇

昇

昇
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【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 古川 孝一 交通局担当係長

（自動車本部営業課貸切営業担当係長） （一般財団法人横浜市交通局協力会派遣）

交通局課長補佐 技職 山本 長生 自動車本部車両課車両係長

（自動車本部車両課車両係長）

交通局課長補佐 事職 佐藤 博美 自動車本部本牧営業所副所長

（自動車本部滝頭営業所長代行）

交通局課長補佐 事職 中澤 一善 自動車本部港南営業所教育指導係長

（自動車本部本牧営業所副所長）

交通局課長補佐 技職 小川 和成 交通局課長補佐

（自動車本部本牧営業所車両整備係長） （自動車本部保土ケ谷営業所車両整備係長）

交通局課長補佐 事職 小川 武志 交通局課長補佐

（自動車本部鶴見営業所副所長） （自動車本部営業課貸切営業担当係長）

交通局課長補佐 技職 清水 一彦 交通局課長補佐

（技術管理部車両課車両技術係長） （技術管理部上永谷保守管理所上永谷検車区長）

（技術管理部車両課修繕担当係長兼務）

交通局課長補佐 技職 和田 伸一 技術管理部川和保守管理所川和電気区長

（技術管理部川和保守管理所川和電気区長）

交通局課長補佐 事職 春日 宏文 交通局課長補佐

（工務部施設課管理係長） （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）

交通局課長補佐 技職 武藤 敏行 工務部建築課設備係長

（工務部建築課設備係長）

交通局課長補佐 技職 飯沼 将之 交通局課長補佐

（工務部建設改良課担当係長） （工務部施設課技術監理係長）

市長部局出向 事職 茜ヶ久保 修 交通局課長補佐

（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）

市長部局出向 事職 上田 麻純 自動車本部路線計画課路線計画係長

人事異動(交通局)

昇

昇

昇

昇

昇

昇

昇
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【係長級】

総務部システム推進課システム改善係長 事職 諏訪 拓人 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）

総務部人事課担当係長 技職 辻 浩志 財政局公共施設・事業調整室

（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部 公共施設・事業調整課担当係長

健康安全課ワクチン接種調整等担当係長兼務） （健康福祉局健康安全部健康安全課

（保健所兼務） ワクチン接種調整等担当係長兼務）

（保健所兼務）

総務部人事課担当係長 技職 小森 雅史 総務部人事課担当係長

（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部 （健康福祉局健康安全部健康安全課

健康安全課ワクチン接種調整等担当係長兼務） ワクチン接種調整等担当係長兼務）

（保健所兼務） （保健所兼務）

経営管理部経営管理課担当係長（経営改善担当） 事職 小川 哲史 自動車本部営業課業務改善担当係長

経営管理部経営管理課契約会計管理係長 事職 石川 博 瀬谷区総務部税務課担当係長

経営管理部資産活用課資産管理担当係長 事職 金子 勇介 総務部人事課厚生係長

（交通局担当係長（厚生会事務従事）兼務）

安全管理部安全管理課鉄道運輸安全担当係長 事職 畑沢 安彦 安全管理部安全管理課鉄道運輸安全担当係長

（総務部人事課職域接種担当係長兼務）

安全管理部安全管理課自動車運輸安全担当係長 事職 足立 芳美 再任用

安全管理部安全教育センター担当係長 事職 原田 勇一 自動車本部運輸課事故防止担当係長

（自動車教育担当）

安全管理部安全教育センター担当係長 事職 毎川 義貴 再任用

（自動車教育担当）

安全管理部安全教育センター担当係長 技職 石渡 浩之 自動車本部滝頭営業所担当係長

（自動車整備教育担当）

高速鉄道本部営業課管理係長 事職 種村 泰一 交通局担当係長

（横浜交通開発株式会社派遣）

高速鉄道本部総合司令所電気司令長 運技職 岩崎 忠和 技術管理部川和保守管理所勤務

高速鉄道本部駅務管理所担当係長（指導担当） 事職 大谷 明弘 再任用

高速鉄道本部駅務管理所担当係長（駅務担当） 事職 綿貫 聡明 高速鉄道本部営業課駅務係長

高速鉄道本部駅務管理所担当係長（駅務担当） 事職 石井 秀幸 高速鉄道本部駅務管理所担当係長

高速鉄道本部駅務管理所日吉管区駅長 事職 朽木 亨 高速鉄道本部新羽乗務管理所教育指導係長

人事異動(交通局)

昇
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【係長級】

高速鉄道本部上永谷乗務管理所副所長 事職 安藤 暢英 高速鉄道本部上永谷乗務管理所教育指導係長

高速鉄道本部上永谷乗務管理所教育指導係長 事職 片野 一雄 高速鉄道本部新羽乗務管理所基地信号係長

高速鉄道本部新羽乗務管理所教育指導係長 事職 森田 恭彰 高速鉄道本部駅務管理所関内管区駅長

自動車本部営業課業務改善担当係長 事職 村木 浩樹 再任用

自動車本部営業課業務改善担当係長 運事職 永原 慎一郎 自動車本部営業課勤務

自動車本部路線計画課路線計画係長 事職 長田 英治 自動車本部路線計画課ダイヤ編成係長

自動車本部路線計画課ダイヤ編成係長 事職 羽生田 和男 自動車本部路線計画課担当係長

自動車本部運輸課運輸係長 事職 宍倉 慶則 安全管理部安全教育センター担当係長

（自動車教育担当）

自動車本部車両課磯子営業所車両整備係長 運技職 赤須 和博 自動車本部車両課勤務

自動車本部保土ケ谷営業所車両整備係長 技職 益子 宏 自動車本部車両課磯子営業所車両整備係長

自動車本部浅間町営業所副所長 事職 福澤 広展 自動車本部浅間町営業所副所長

（自動車本部営業課担当係長兼務）

自動車本部滝頭営業所副所長 事職 佐野 豪郎 自動車本部路線計画課担当係長

自動車本部港南営業所教育指導係長 運事職 白岩 幸一 安全管理部安全管理課勤務

自動車本部鶴見営業所車両整備係長 運技職 井田 武郎 自動車本部車両課勤務

技術管理部車両課担当係長（車両設計担当） 技職 熊谷 勝博 再任用

技術管理部上永谷保守管理所上永谷検車区長 技職 鈴木 弘 技術管理部車両課車両技術係長

（技術管理部車両課修繕担当係長兼務）

技術管理部上永谷保守管理所上永谷電気区長 技職 藤崎 正生 資源循環局都筑工場操作担当係長

技術管理部新羽保守管理所管理係長 運技職 南雲 卓己 技術管理部上永谷保守管理所勤務

技術管理部新羽保守管理所新羽検車区長 運技職 井川 順也 技術管理部川和保守管理所勤務

工務部施設課技術監理係長 技職 佐藤 誠 工務部新横浜工事事務所工事係長

工務部建設改良課担当係長 技職 近藤 孝一 工務部新横浜工事事務所担当係長

交通局担当係長 事職 森下 周一郎 自動車本部営業課業務改善担当係長

（一般財団法人横浜市交通局協力会派遣）

交通局担当係長 事職 久住 孟 総務部人事課勤務

（横浜交通開発株式会社派遣）

人事異動(交通局)

昇

昇

昇

昇

昇

昇

昇
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【係長級】

市長部局出向 事職 西川 基道 総務部システム推進課システム改善係長

市長部局出向 事職 石黒 聡一郎 経営管理部資産活用課資産管理担当係長

市長部局出向 技職 大村 雄一 高速鉄道本部総合司令所電気司令長

市長部局出向 事職 小池 崇裕 工務部施設課管理係長

市長部局出向 技職 大熊 輝之 工務部建築課担当係長

市長部局出向 事職 宮崎 哲至 自動車本部営業課勤務

人事異動(交通局)

昇
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【課長級】

契約部契約第一課長 事職 田中 雄英 契約部契約第二課長

（財政局兼務） （財政局兼務）

契約部契約第二課長 事職 城石 健 金沢区総務部地域振興課長

（財政局兼務）

【係長級】

契約部契約第一課工事第二係長 事職 生田 麻理子 市民局人権課担当係長

（財政局兼務）

契約部契約第一課工事契約係長 事職 中嶋 理恵 契約部契約第一課工事第二係長

（財政局兼務） （財政局兼務）

契約部契約第二課委託契約係長 事職 橋本 賢一郎 こども青少年局子育て支援部

（財政局兼務） 保育・教育給付課担当係長

人事異動(交通局)
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【部長級・退職予定】

技職 村田 守廣 技術管理部長

【課長級・退職予定】

事職 大谷 明弘 高速鉄道本部駅務管理所長

事職 足立 芳美 自動車本部運輸課担当課長

（安全管理部安全教育センター担当課長兼務）

事職 毎川 義貴 自動車本部保土ケ谷営業所長

事職 村木 浩樹 自動車本部滝頭営業所長

技職 熊谷 勝博 技術管理部車両課担当課長

（車両設計担当）

【課長補佐級・退職予定】

事職 戸田 真一 交通局課長補佐

（安全管理部安全教育センター担当係長

（高速鉄道教育担当））

事職 金成 一保 交通局課長補佐

（自動車本部鶴見営業所副所長）

技職 須藤 勝 交通局課長補佐

（自動車本部鶴見営業所車両整備係長）

技職 須田 洋一 交通局課長補佐

（技術管理部上永谷保守管理所上永谷電気区長）

事職 髙橋 淳也 交通局課長補佐

（技術管理部新羽保守管理所管理係長）

技職 鈴木 善之 交通局課長補佐

（技術管理部新羽保守管理所新羽検車区長）

【係長級・退職予定】

技職 渡邉 光治 安全管理部安全教育センター担当係長

（技術安全教育担当）

技職 野村 清明 自動車本部本牧営業所車両整備係長

人事異動(交通局)
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 
【局長級】 
市民病院長 

（市民病院形成外科長・眼科長・耳鼻咽喉科

長兼務） 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター麻酔科部長・手

術部長兼務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医職 

 

 

 

 

 

 

 

 

小松 弘一 

 

 

 

 

齋藤 知行 

 

 

 

 

市民病院長 

（市民病院形成外科長・耳鼻咽喉科長兼務） 

 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター内科部長・麻酔

科部長・手術部長兼務） 

 

【部長級】 
市民病院副病院長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当

部長・看護部長兼務） 

〇 
 

 
 

〇 
庄司 邦枝 

 

〇 
新採用 

 

        

市民病院管理部長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当

部長・経営戦略室長・医療情報部医療情報担

当部長兼務） 

 事職 

 

 

 

神内 浩 

 

 

 

市民病院管理部長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当部

長・経営戦略室長・医療情報部医療情報担当

部長・がんセンター担当部長兼務） 

       

市民病院腎臓内科長 

 

 医職 

 

永山 嘉恭 

 

市民病院腎臓内科担当部長 

 

市民病院呼吸器内科長 

（市民病院がんセンター長・予防医療センタ

ー長・腫瘍内科長兼務） 

 

市民病院呼吸器内科担当部長 

（市民病院外来化学療法室長兼務） 

 

市民病院循環器内科担当部長 

 

市民病院整形外科担当部長 

 

市民病院リハビリテーション科長 

（市民病院リハビリテーション部長兼務） 

 

市民病院放射線治療科長 

 

市民病院麻酔科担当部長 

 

市民病院麻酔科担当部長 

 

市民病院感染症内科担当部長 

 

市民病院緩和ケア内科長 

（市民病院緩和ケアセンター長兼務） 

 

市民病院薬剤部長 

（市民病院医薬品安全管理責任者・臨床研究

部担当部長兼務） 

 

脳卒中・神経脊椎センター副病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター脳卒中・神経疾

患部門長・脳神経内科部長・検査部長・薬剤

部長兼務） 

 

 

 

 

○昇  

 

 

○昇  

 

○昇  

 

 

 

 

○昇  

 

 

 

○昇  

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

 

 

 

医職 

 

 

 

岡本 浩明 

 

 

 

上見 葉子 

 

 

酒井 正憲 

 

門脇 絢弘 

 

野々垣 学 

 

 

小田切 一将 

 

山口 嘉一 

 

坪井 さやか 

 

吉村 幸浩 

 

斎藤 真理 

 

 

髙橋 賢成 

 

 

 

城倉 健 

 

 

 

市民病院呼吸器内科長 

（市民病院がんセンター長・腫瘍内科長兼務） 

 

 

市民病院呼吸器内科医長 

 

 

市民病院循環器内科医長 

 

市民病院整形外科医長 

 

新採用 

 

 

市民病院放射線治療科長（医長） 

 

新採用 

 

市民病院麻酔科医長 

 

市民病院感染症内科医長 

 

市民病院緩和ケア内科長 

 

 

新採用 

 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター副病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター脳卒中・神経疾

患部門長・脳神経内科部長・検査部長・薬剤

部長・栄養部長兼務） 
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新  補 職 現職名 氏 名 現  補 職

脳卒中・神経脊椎センター副病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター内科部長・循環

器内科部長・栄養部長兼務） 

脳卒中・神経脊椎センター管理部長 

脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科担当部

長 

市長部局出向 

○昇  

○昇  

医職 

事職 

医職 

事職 

重政 朝彦 

鈴木 宣美 

工藤 洋祐 

本間 明 

脳卒中・神経脊椎センター循環器内科部長 

医療局医療政策部総務課長 

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進

担当・危機管理推進担当・医療局病院経営本

部兼務） 

脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科医長 

脳卒中・神経脊椎センター管理部長 

【課長級】

病院経営部病院経営課長 

（医療局兼務）（デジタル・デザイン担当兼

務） 

病院経営部病院経営課担当課長 

（医療局兼務） 

医療局病院経営本部担当課長（みなと赤十字

病院派遣） 

市民病院感染管理室副室長 

市民病院管理部総務課管理担当課長 

市民病院小児科医長 

市民病院脳血管内治療科医長 

市民病院泌尿器科医長 

市民病院産婦人科医長 

市民病院放射線診断科医長 

市民病院救急診療科医長 

市民病院臨床工学部技士長 

（医療局兼務） 

市民病院副薬剤部長 

市民病院看護部副看護部長 

市民病院看護部担当課長（市民病院患者総合

サポートセンター担当課長兼務）

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

事職 

技職 

事職 

医職 

事職 

医職 

医職 

医職 

医職 

技職 

医職 

医職 

医職 

星野 公孝 

二見 弘樹 

森 亜希子 

赤松 直子 

小森田 秀幸 

木下 眞里 

鐵尾 佳章 

水野 伸彦 

廣岡 潤子 

平井 千裕 

野垣 文子 

相嶋 一登 

市田 千佳 

髙橋 陽子 

望月 久美子 

財政局課長補佐（財政部財政課担当係長） 

都市整備局課長補佐（都市交通部都市交通課

担当係長） 

建築局課長補佐（総務部総務課職員係長） 

市民病院看護部担当課長 

医療局担当課長（独立行政法人労働者健康安

全機構派遣） 

市民病院小児科副医長 

市民病院脳血管内治療科副医長 

新採用 

市民病院産婦人科副医長 

市民病院放射線診断科副医長 

新採用 

市民病院臨床工学部担当課長（市民病院臨床

工学部医療機器管理担当係長） 

（市民病院医療安全管理室担当係長・医療局

兼務） 

市民病院薬剤部担当課長（市民病院薬剤部担

当係長） 

（市民病院臨床研究部担当係長兼務） 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 

市民病院看護部担当課長 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室副

室長 

(病院経営部病院経営課担当課長兼務） 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長 

(脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当

課長兼務） 

 

脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科医長 

 

脳卒中・神経脊椎センター整形外科医長 

 

脳卒中・神経脊椎センター副リハビリテーシ

ョン部長 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部副看護部長 

（脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相

談室副室長兼務） 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部副看護部長 

 

 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医職 

 

 

医職 

 

 

 

事職 

 

 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

 

杉山 直美 

 

 

岡﨑 悦子 

 

 

 

星野 尊 

 

 

 

山本 良央 

 

関屋 辰洋 

 

松葉 好子 

 

 

松木 晴美 

 

 

 

中谷 正美 

 

 

 

門林 宏英 

 

 

小松 順 

 

 

江成 昭広 

 

 

川畑 淳 

 

 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室副

室長 

 

市民病院感染管理室副室長 

 

 

 

医療局担当課長（聖マリアンナ医科大学派遣） 

 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科副医長 

 

脳卒中・神経脊椎センター整形外科副医長 

 

新採用 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部副看護部長 

 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部副看護部長 

（脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相

談室副室長兼務） 

 

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課長 

（医療局兼務） 

 

医療局病院経営本部担当課長（みなと赤十字

病院派遣） 

 

市民病院管理部総務課管理担当課長 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長 

(脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当課

長兼務） 

 

【課長補佐級】 
医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（医療局兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（医療局兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院患者

総合サポートセンター地域連携係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院患者

総合サポートセンター入退院支援・相談調整

担当係長） 

（市民病院患者総合サポートセンター病床

管理担当係長・看護部看護師長兼務） 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

事職 

 

 

 

事職 

 

 

 

事職 

 

 

医職 

 

 

 

 

 

村山 宜久 

 

 

 

小林 一郎 

 

 

 

髙橋 康之 

 

 

西井 晶子 

 

 

 

 

 

市民病院管理部総務課経理担当係長 

 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課担当係長） 

 

 

市民病院患者総合サポートセンター地域連携

係長 

 

市民病院患者総合サポートセンター入退院支

援・相談調整担当係長 

（市民病院看護部看護師長兼務） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院感染

管理室担当係長） 

（市民病院薬剤部担当係長兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院経営

戦略室経営戦略課広報企画担当係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課庶務係長） 

（市民病院感染管理室担当係長兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課担当係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課施設管理担当係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院医療

情報部医療情報課情報システム係長） 

（病院経営部病院経営課担当係長兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院医療

情報部医療情報課診療情報係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

（市民病院管理部総務課中材担当係長兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター画像診断部担当係長） 

（脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室

担当係長兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

 

 

○昇  

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

医職 

 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

 

事職 

 

 

技職 

 

 

事職 

 

 

 

事職 

 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

 

医職 

 

 

技職 

 

 

 

 

医職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

五十嵐 俊 

 

 

 

川口 ルリ子 

 

 

角田 圭祐 

 

 

 

齊藤 信久 

 

 

青山 大作 

 

 

伊藤 英幸 

 

 

 

杉山 洋子 

 

 

 後藤 真理 

 

 

 

鈴木 美佐代 

 

 

 

浅野 奈々子 

 

 

東 由紀子 

 

 

青柳 孝行 

 

 

 

 

島 あゆ子 

 

 

前川 周 

 

 

松本 一樹 

 

 

濱井 俊充 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院感染

管理室担当係長） 

（市民病院医療安全管理室担当係長兼務） 

 

市民局課長補佐（広報相談サービス部広報課

担当係長） 

 

中区福祉保健センターこども家庭支援課こど

も家庭係長 

（保健所兼務） 

 

資源循環局家庭系対策部業務課計画係長 

 

 

市民病院管理部総務課施設管理担当係長 

 

  

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院医療

情報部医療情報課情報システム係長） 

 

 

市民病院医療情報部医療情報課診療情報係長 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課看護師キャリア支援担当係長） 

（医療局兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

 

市民病院看護部看護師長 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター画像診断部担当係長） 

 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課職員係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課物品施設管理担当係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター管理部総務課経営企画係長） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
【係長級】 
 

病院経営部人事課担当係長 

（医療局兼務） 

 

市民病院医療安全管理室担当係長 

（市民病院薬剤部担当係長兼務） 

 

市民病院医療安全管理室担当係長 

 

 

市民病院経営戦略室経営戦略課経営企画担

当係長 

 

市民病院管理部総務課経理担当係長 

 

 

市民病院管理部総務課職員係長 

 

市民病院管理部総務課物品施設管理担当係

長 

 

市民病院管理部医事課患者サービス担当係

長 

 

市民病院糖尿病リウマチ内科副医長 

 

市民病院血液内科副医長 

 

市民病院脳神経内科副医長 

 

市民病院小児科副医長 

 

市民病院消化器外科副医長 

 

市民病院形成外科副医長 

 

市民病院泌尿器科副医長 

 

市民病院耳鼻咽喉科副医長 

 

市民病院緩和ケア内科副医長 

 

市民病院リハビリテーション部担当係長 

 

市民病院リハビリテーション部担当係長 

 

市民病院リハビリテーション部担当係長 

 

市民病院臨床工学部担当係長 

（市民病院医療安全管理室担当係長兼務） 

 

市民病院薬剤部担当係長 

 

市民病院看護部看護師長 

 

 

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

 

○昇  

 

○昇  

 

 

 

○昇  

 

 

 

○昇  

 

 

 

○昇  

 

○昇  

 

○昇  

 

 

 

○昇  

 

 

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

事職 

 

 

医職 

 

 

医職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

医職 

 

技職 

 

 

 

技職 

 

技職 

 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

 

遠藤 港 

 

 

臼田 誠 

 

 

佐藤 今日子 

 

 

中島 優 

 

 

佐藤 政樹 

 

 

市川 絹子 

 

峯田 貴宏 

 

 

福島 英明 

 

 

南 悠季子 

 

中山 瞳 

 

川本 裕子 

 

細田 愛 

 

山本 淳 

 

竹丸 雅志 

 

房安 秀生 

 

冨岡 拓矢 

 

天神 和美 

 

井出 篤嗣 

 

遠藤 美帆 

 

幸加木 雅恵 

 

青木 宏介 

 

 

永井 徹 

 

麻生 隆之 

 

 

 

 

医療局勤務 

（医療局病院経営本部兼務） 

 

市民病院薬剤部担当係長 

 

 

市民病院看護部看護師長 

 

 

市民病院経営戦略室経営戦略課勤務 

 

 

病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

 

瀬谷区総務部戸籍課担当係長 

 

財政局契約部契約第二課委託契約係長 

（水道局兼務）（交通局兼務） 

 

市民病院管理部総務課勤務 

 

 

市民病院糖尿病リウマチ内科勤務 

 

市民病院血液内科勤務 

 

新採用 

 

市民病院小児科勤務 

 

新採用 

 

市民病院形成外科勤務 

 

新採用 

 

市民病院耳鼻咽喉科勤務 

 

市民病院緩和ケア内科勤務 

 

市民病院リハビリテーション部勤務 

 

新採用 

 

市民病院リハビリテーション部勤務 

 

市民病院臨床工学部担当係長 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター薬剤部勤務 

 

市民病院看護部看護師長 

（市民病院管理部総務課中材担当係長兼務） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 

市民病院看護部看護師長 

 

 

市民病院看護部看護師長 

 

市民病院看護部看護師長 

 

市民病院看護部看護師長 

 

市民病院看護部看護師長 

 

市民病院看護部教育・特定行為研修担当係長 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課経営

企画係長 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課施設

係長 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課医事

企画調整係長 

（脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室

担当係長兼務） 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課情報

管理・システム担当係長 

 

脳卒中・神経脊椎センター循環器内科副医長 

 

脳卒中・神経脊椎センター栄養部担当係長 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

○昇  

 

○昇  

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

○昇  

 

○昇  

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医職 

 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

事職 

 

 

 

技職 

 

 

事職 

 

 

 

 

事職 

 

 

医職 

 

技職 

 

医職 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

 

事職 

 

技職 

 

 

事職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤羽 大輔 

 

 

猪﨑 陽子 

 

河合 昭世 

 

櫻井 めぐみ 

 

芹沢 直子 

 

小迫 富美恵 

 

松下 寛 

 

 

 

鈴木 智和 

 

 

藤原 理恵子 

 

 

 

 

渡邉 盛夫 

 

 

早川 梓 

 

川端 久美子 

 

鈴木 麻美 

 

大下 健介 

 

 

佐山 聖 

 

 

福野 淳 

 

 

宮下 怜奈 

 

小林 春雄 

 

 

菅原 政則 

 

 

 

 

 

市民病院患者総合サポートセンター病床管理

担当係長 

 

市民病院看護部勤務 

 

市民病院看護部勤務 

 

市民病院看護部勤務 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部勤務 

 

市民病院看護部担当係長 

 

港北区総務部税務課担当係長 

（港北区福祉保健センター保険年金課滞納整

理担当兼務） 

 

資源循環局旭工場施設係長 

 

 

環境創造局勤務 

 

 

 

 

栄区福祉保健センター保険年金課給付担当係

長 

 

脳卒中・神経脊椎センター循環器内科勤務 

 

健康福祉局勤務 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部勤務 

 

病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

 

市民病院経営戦略室経営戦略課経営企画担当

係長 

 

市民病院管理部総務課庶務係長 

（市民病院感染管理室担当係長兼務） 

 

市民病院管理部医事課患者サービス担当係長 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課施設

係長 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課医事

企画調整係長 

（脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室

担当係長兼務） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
【課長級】 
病院経営部総務課長  

（医療局兼務）  
 

水道局出向 

 

 

【課長補佐級】 

市長部局出向 

 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部総

務課庶務係長） 

（医療局兼務） 

 

【係長級】 

病院経営部人事課労務係長 

（医療局兼務） 

 

〇 
 

 

 

○昇  

 

 

 

 

 

 

 
○昇  

〇 

事職 

 

 

事職 

 

 
 

事職 

 

 

〇 
事務 

 

 

 

 
事務 

 

 

 

 

〇〇 
門林 宏英 

 

 

鳥山 由美  

 

 
 

長瀬 佳代 

 

 

〇 
大嶌 裕介 

 

 

 

 
大下 健介 

 

 

 

〇〇 
病院経営部病院経営課長  

（医療局兼務）  

 

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部総

務課庶務係長）  

（医療局兼務）  

 
医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課労務係長） 

（医療局兼務） 

 
政策局秘書部秘書課報道担当係長 

 

 

 

 
病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
【課長級】 
病院経営部病院経営課担当課長 

（建築局兼務） 

 

 技職 波多野 陽介 建築局建築指導部市街地建築課長 

病院経営部病院経営課担当課長 

（建築局兼務） 

 

病院経営部病院経営課担当課長 

（建築局兼務） 

 

 

 

 

 

技職 

 

 

技職 

草刈 岳 

 

 

神田 岳 

資源循環局適正処理計画部施設計画課長 

 

 

中央卸売市場食肉市場運営課整備等担当課長 

【課長補佐級】     

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（建築局兼務） 

 

○昇  技職 藤田 幸三 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） 

【係長級】     

病院経営部病院経営課担当係長 

（建築局兼務） 

 

 技職 村本 一章 建築局総務部総務課担当係長 

病院経営部病院経営課担当係長 

（建築局兼務） 

 

○昇  

 

 

 

 

 

技職 

 

 

 

川村 洋介 

 

 

 

建築局勤務 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 
【部長級・退職予定】 
 

 

 

 
 
 

 

 

 医職 

 

 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

 

医職 

 

医職 

庄司 邦枝 

 

 

 

岩崎 滋樹 

 

舩橋 亮 

 

宮田 博 

 

小林 宏高 

 

 

刈谷 隆之 

 

髙橋 賢成 

 

 

市民病院副病院長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当部

長・がんセンター担当部長・看護部長兼務） 

 

市民病院腎臓内科長 

 

市民病院泌尿器科担当部長 

 

市民病院眼科長 

 

市民病院リハビリテーション科長 

（市民病院リハビリテーション部長兼務） 

 

市民病院麻酔科担当部長 

 

市民病院薬剤部長 

（市民病院医薬品安全管理責任者・臨床研究

部担当部長兼務） 

     

【課長級・退職予定】 
  技職 

 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

医職 

 

技職 

 

大場 重雄 

 

 

國谷 嵩 

 

関水 毅 

 

松宮 枝利子 

 

川上 幸子 

 

 

 

黒田 博紀 

 

松葉 好子 

 

病院経営部病院経営課担当課長 

（医療局兼務） 

 

市民病院整形外科医長 

 

市民病院放射線診断科医長 

 

市民病院看護部副看護部長 

 

市民病院看護部担当課長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当課

長兼務） 

 

脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科医長 

 

脳卒中・神経脊椎センター副リハビリテーシ

ョン部長 

     

【課長補佐級・退職予定】     

  技職 

 

 

医職 

 

 

技職 

 

 

医職 

 

遠藤 美帆 

 

 

森 啓子  

 

 

横山 邦篤  

 

 

鈴木 治美 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院リハ

ビリテーション部担当係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター栄養部担当係長） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

  

【係長級・退職予定】  

 
 
医職 

 

 
田部井 正 

 

 
市民病院泌尿器科副医長 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 

医職 

 

医職 

 

事職 

 

 

 

吉田 恵 

 

鈴木 裕子 

 

佐々木 雅純 

 

 

 

 

市民病院麻酔科副医長 

 

市民病院看護部看護師長 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課情報

管理・システム担当係長 
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