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お問合せ先 

総 務 局 人 事 課 長 喜多 麻子 Tel 045-671-2055 

 

令和 ４ 年６ 月 2 9 日 
総 務 局 人 事 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



令和４年７月１日付 　人　　事　　異　　動　 1 頁

新　補　職 現職名 氏　　名　　 現　補　職

【部長級】

健康福祉局総務部医務担当部長
（保健医療医務監）（保健所兼務）（瀬
谷区福祉保健センター医務担当部長兼
務）

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）（保健所兼務）（瀬
谷区福祉保健センター医務担当部長兼
務）（総務局担当部長兼務）（横浜市職
員共済組合兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
安全部医務担当部長
（保健所兼務）

嘉悦　明彦 新採用
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【課長級】

財政局財政部財政課財政担当課長
（政策局政策部政策課データ活用推進等
担当課長兼務）（ウクライナ避難民等支
援担当兼務）

春日　慶輝 新採用（財務省）

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）（保土ケ谷区福祉保健セ
ンター医務担当課長兼務）

医職 藤井　由貴 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）

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
（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）

技職 山形　珠実 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

道路局河川部河川管理課長
（道路局河川部河川企画課長兼務）（総
務局危機管理室危機管理部危機管理課担
当課長兼務）（放射線対策担当兼務）

技職 中島　智彦 道路局河川部河川管理課長

【課長補佐級】

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）
（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）

技職 佐藤　弘之 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）

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）
（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）

事職 小川　岳大 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）

建築局課長補佐（公共建築部営繕企画課
担当係長）
（医療局病院経営本部兼務）（健康福祉
局感染症対策・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）

技職 藤田　幸三 建築局課長補佐（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）

都市整備局課長補佐（都心再生部都心再
生課担当係長）
（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）

事職 竹野　保雄 都市整備局課長補佐（都心再生部都心再
生課担当係長）
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【課長補佐級】

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）
（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）

事職 足立原　淳 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
地整備調整課担当係長）
（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）

事職 鈴木　隆一 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）

【係長級】

温暖化対策統括本部企画調整部調整課担
当係長
（健康福祉局感染症対策・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）

事職 園原　亜希 温暖化対策統括本部企画調整部調整課担
当係長

温暖化対策統括本部企画調整部プロジェ
クト推進課担当係長
（健康福祉局感染症対策・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）

技職 藤枝　隆 温暖化対策統括本部企画調整部プロジェ
クト推進課担当係長

デジタル統括本部企画調整部デジタル・
デザイン室担当係長

石田　哲 新採用

デジタル統括本部企画調整部デジタル・
デザイン室担当係長

椎名　隆彦 新採用

政策局秘書部秘書課担当係長
（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）

事職 細野　大将 政策局秘書部秘書課担当係長

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
（国際局国際政策部政策総務課ウクライ
ナ避難民等支援担当係長兼務）

事職 富岡　尚久 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
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【係長級】

財政局主税部償却資産課担当係長
（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）

事職 齋藤　圭司 財政局主税部償却資産課担当係長

市民局地域支援部市民協働推進課担当係
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）

事職 工藤　謙一 市民局地域支援部市民協働推進課担当係
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
（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）

事職 米山　知 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

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
（国際局国際政策部政策総務課ウクライ
ナ避難民等支援担当係長兼務）

事職 小川　哲 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

こども青少年局保育・教育部保育・教育
運営課担当係長
（こども青少年局こども福祉保健部こど
も家庭課担当係長兼務）

事職 永島　しおり こども青少年局保育・教育部保育・教育
運営課担当係長

環境創造局環境活動支援センター担当係
長
（国際局国際政策部政策総務課ウクライ
ナ避難民等支援担当係長兼務）

事職 中島　健一郎 環境創造局環境活動支援センター担当係
長

建築局建築監察部違反対策課担当係長
（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 長田　哲也 建築局建築監察部違反対策課担当係長

港湾局港湾物流部物流運営課担当係長
（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）

事職 高橋　美和 港湾局港湾物流部物流運営課担当係長
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【係長級】

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進
課担当係長
（港湾局港湾物流部物流企画課担当係長
兼務）

岩垣　諭 新採用（横浜税関）

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
（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）

技職 間瀬　昇司 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

水道局経営部情報システム課システム管
理係長
（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）

事職 藤田　和宏 水道局経営部情報システム課システム管
理係長

水道局事業推進部国際事業課担当係長
（事業調整担当）
（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）

事職 国安　暁子 水道局事業推進部国際事業課担当係長
（事業調整担当）

教育委員会事務局総務部職員課担当係長
（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）

事職 渡辺　那智 教育委員会事務局総務部職員課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教
育・児童生徒課担当係長
（国際局国際政策部政策総務課ウクライ
ナ避難民等支援担当係長兼務）

事職 宮本　香織 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

議会局市会事務部議事課委員会等担当係
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）

書記 原田　清太郎 議会局市会事務部議事課委員会等担当係
長
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