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1 頁

令 和 3年 7月 29日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 御調 知伸

事職 植村 一人

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

・回収促進担当課長

事職 倉持 知子

事職 中島 こずえ

技職 大窪 和人

事職 遠藤 信義

事職 藤川 明紀

事職 河合 太一

事職 加藤 光

事職 吉田 智一

事職 鷲雄 芳晴

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

ＩＣＥ振興課誘致等担当課長

交通局課長補佐（総務部総務課企

画担当係長）

【課長級】

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）

財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促進

担当課長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当課長兼務）（保健所兼務）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ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）

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）

環境創造局政策調整部技術監理課担当課長

（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）

都市整備局都心再生部都心再生課地域再生ま

ちづくり担当課長

（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）

港湾局港湾管理部港湾管財課担当課長

（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）

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）

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）

【課長補佐級】

政策局課長補佐（秘書部秘書課報道担当係

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）

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）

環境創造局政策調整部技術監理課

担当課長

都市整備局都心再生部都心再生課

地域再生まちづくり担当課長

港湾局港湾管理部港湾管財課担当

課長

水道局事業推進部公民連携推進課

長

中央図書館調査資料課長

政策局課長補佐（秘書部秘書課報

道担当係長）

財政局課長補佐（管財部取得処分

課担当係長）

01161087
ハイライト表示
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令 和 3年 7月 29日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 岩松 一郎 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）

事職 木村 亮一 環境創造局課長補佐（環境科学研

究所担当係長）

技職 吉田 美緒 環境創造局課長補佐（環境保全部

大気・音環境課担当係長）

技職 渡辺 薫子 環境創造局課長補佐（北部農政事

務所担当係長）

技職 細川 稔一 資源循環局課長補佐（適正処理計

画部施設計画課技術監理係長）

技職 花田 斎明

事職 杉谷 大輔

事職 松崎 智弘

事職 春日 宏文

事職 速水 しのぶ

建築局課長補佐（公共建築部保全

推進課担当係長）

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）

港湾局課長補佐（港湾物流部物流

運営課担当係長）

【課長補佐級】

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）（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）

環境創造局課長補佐（環境科学研究所担当係

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）

環境創造局課長補佐（環境保全部大気・音環

境課担当係長）

（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）

環境創造局課長補佐（北部農政事務所担当係

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）

資源循環局課長補佐（適正処理計画部施設計

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）

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）

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）

（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）

港湾局課長補佐（港湾物流部物流運営課担当

係長）

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

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）

監査事務局課長補佐（監査部財務監査課担当

係長）

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

交通局課長補佐（高速鉄道本部営

業課営業企画担当係長）

監査事務局課長補佐（監査部財務

監査課担当係長）
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令 和 3年 7月 29日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

政策局芸術創造本部室芸術創造部芸術創造課 事職 中山 拓 政策局芸術創造本部室芸術創造部

担当係長 芸術創造課担当係長

（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）

政策局男女共同参画推進課担当係長 事職 辰巳 秋穂 政策局男女共同参画推進課担当係

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン 長

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

政策局共創推進室共創推進課担当係長 事職 藤井 絢子 政策局共創推進室共創推進課担当

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン 係長

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

政策局基地対策課担当係長 技職 岡村 将志 政策局基地対策課担当係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

総務局コンプライアンス推進室コンプライア 事職 黒川 匠 総務局コンプライアンス推進室コ

ンス推進課担当係長 ンプライアンス推進課担当係長

（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）

総務局人事部人材開発課担当係長 技職 石橋 仁 総務局人事部人材開発課担当係長

（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）

総務局行政改革推進部行政マネジメント課文 事職 阿部 聡 総務局行政改革推進部行政マネジ

書管理担当係長 メント課文書管理担当係長

（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）

財政局総務部総務課適正経理推進担当係長 事職 松﨑 浩之 財政局総務部総務課適正経理推進

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン 担当係長

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

財政局財政部財政課担当係長 事職 小野寺 信吾 財政局財政部財政課担当係長

（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）

財政局主税部徴収対策課担当係長 事職 小川 慶 財政局主税部徴収対策課担当係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

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）

財政局公共施設・事業調整室公共施設・事業 技職 辻 浩志 財政局公共施設・事業調整室公共

調整課担当係長 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）

国際局国際政策部政策総務課担当係長 事職 吉田 則也 国際局国際政策部政策総務課担当

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン 係長

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）
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令 和 3年 7月 29日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

国際局国際政策部国際連携課欧州米州担当係 事職 中山 大輔 国際局国際政策部国際連携課欧州

長 米州担当係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

市民局地域支援部地域防犯支援課担当係長 事職 平社 晃一 市民局地域支援部地域防犯支援課

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン 担当係長

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 事職 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）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 技職 木村 剛 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

課施設担当係長 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）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 事職 平井 聡 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

課誘致等担当係長 ＩＣＥ振興課誘致等担当係長

（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）

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 菱沼 博道 文化観光局文化プログラム推進部

ラム推進課担当係長 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）

経済局中小企業振興部金融課相談認定係長 事職 田村 亮 経済局中小企業振興部金融課相談

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン 認定係長

接種調整等担当係長兼務）（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 事職 小堀 志穂 こども青少年局こども福祉保健部

課担当係長 こども家庭課担当係長

（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）

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こども家

みどりハイム副所長

庭課担当係長兼務）

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 技職 和田 洋輔 環境創造局みどりアップ推進部緑

課担当係長 地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）

環境創造局公園緑地部公園緑地維持課担当係 事職 加藤 絵美 環境創造局公園緑地部公園緑地維

長 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）

資源循環局政策調整部政策調整課担当係長 事職 隈 清貴 資源循環局政策調整部政策調整課

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン 担当係長

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）
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令 和 3年 7月 29日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 品田 陽平 都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部

ＩＲ推進課担当係長

事職 矢部 艦一

技職 春口 吉紀

事職 八木 健之

事職 溝口 隼人

技職 矢野 辰明

事職 谷合 清佳

事職 藤本 孝

事職 松本 光夫

事職 平山 友行

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

道路局計画調整部事業推進課担当

係長

道路局道路部路政課担当係長

道路局建設部建設課担当係長

港湾局みなと賑わい振興部客船事

業推進課担当係長

水道局総務部総務課担当係長（広

報施設調整担当）

水道局経営部情報システム課担当

係長（システム企画担当）

交通局経営管理部経営管理課経営

計画担当係長

教育委員会事務局総務部教育政策

推進課担当係長
事職 今村 治可

【係長級】

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ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）

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

（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（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）

道路局建設部建設課担当係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課担

当係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

水道局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）

水道局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）

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）

教育委員会事務局教職員人事部教職員育成課

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）

教育委員会事務局総務部教育政策推進課担当

係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

教育委員会事務局教職員人事部教
職員育成課指導主事

指主 大岸 正樹
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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

【係長級】

事職 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）

議会局市会事務部政策調査課政策調査係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン

接種調整等担当係長兼務）（保健所兼務）

書記 松島 一志 議会局市会事務部政策調査課政策
調査係長
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【部長級】

国際局国際政策部担当部長 武木田　雅大 新採用（外務省）

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）（教育
委員会事務局教職員人事部担当部長兼
務）

医職 五十嵐　吉光 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）

【課長級】

総務局総務部法制課長
(法務人材育成リーダー兼務)（健康福祉
局健康安全部健康安全課担当課長兼務）
（保健所兼務）

事職 三島　圭介 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 武井　友子 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課長
（健康福祉局健康安全部健康安全課担当
課長兼務）（保健所兼務）

建築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）

技職 藤井　検昌 建築局担当課長
（建築行政情報センター派遣）

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
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワク
チン接種調整等担当課長兼務）（保健所
兼務）

技職 六渡　淳一 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

道路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）

佐藤　公彦 道路局担当課長
（首都高速道路株式会社派遣）
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【課長補佐級】

都市整備局課長補佐（都心再生部横浜
駅・みなとみらい推進課担当係長）
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワク
チン接種調整等担当係長兼務）（保健所
兼務）

事職 三浦　武志 都市整備局課長補佐（都心再生部横浜
駅・みなとみらい推進課担当係長）

【係長級】

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ
未来都市推進課担当係長
（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 美田　真 温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ
未来都市推進課担当係長

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

事職 酒井　良 政策局政策部政策課担当係長

政策局基地対策課担当係長 事職 渡邊　好隆 東京プロモーション本部担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワク
チン接種調整等担当係長兼務）（保健所
兼務）

経済局政策調整部総務課担当係長 事職 髙木　彩 経済局担当係長（経済産業省派遣）

環境創造局総務部地籍調査課担当係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課ワク
チン接種調整等担当係長兼務）（保健所
兼務）

事職 大胡　祐三 環境創造局総務部地籍調査課担当係長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担
当係長

昇 技職 伊藤　香織 環境創造局勤務

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 加藤　晋介 環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担
当係長
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【係長級】

環境創造局担当係長（国土交通省派遣） 技職 渡部　亮 環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上
瀬谷担当係長

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）

技職 平本　邦明 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
（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）

　　 卓 港湾局担当係長
（横浜川崎国際港湾株式会社派遣）
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