
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

横 浜 市 人 事 異 動  
 

（令和４年 12 月１日付け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

総 務 局 人 事 課 長 

消 防 局 人 事 課 長 

喜多 麻子 

鹿 志 村  兼 貴 

Tel 045-671-2055 

Tel 045-334-6551 

 

令和４年 11 月 29 日 
総 務 局 人 事 課 
消 防 局 人 事 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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新　補　職 現職名 氏　　名　　 現　補　職

【課長補佐級】

財政局課長補佐（契約部契約第一課管理
係長）
（水道局兼務）（交通局兼務）（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）

事職 正田　剛章 財政局課長補佐（契約部契約第一課管理
係長）
（水道局兼務）（交通局兼務）

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 菊地　伸之 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
部みどりアップ推進課担当係長）
（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 森　厚太 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）

【係長級】

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データ活用推進等
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）

事職 有賀　一貴 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データ活用推進等
担当係長兼務）

政策局シティプロモーション推進室報道
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 池田　千裕 政策局シティプロモーション推進室報道
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
（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　あさぎ 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
（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 河野　容子 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
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【係長級】

環境創造局政策調整部技術監理課担当係
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 川越　淳悟 環境創造局政策調整部技術監理課担当係
長

資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策
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 長久　裕 資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策
課担当係長

道路局建設部建設課担当係長
（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 石川　広 道路局建設部建設課担当係長

港湾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 大内　康平 港湾局総務部総務課担当係長

消防局旭消防署総務・予防課担当係長
（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）

消吏 大場　賢二 消防局旭消防署総務・予防課市沢消防出
張所長
（消防局旭消防署警防課市沢消防出張所
第一係長兼務）（消防局旭消防署警防課
市沢消防出張所第二係長兼務）

水道局給水サービス部サービス推進課料
金管理係長
（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 島貫　成一 水道局給水サービス部サービス推進課料
金管理係長

水道局配水部北部方面工事課事務係長
（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 倉品　敏宏 水道局配水部北部方面工事課事務係長

水道局浄水部川井浄水場管理係長
（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）

技職 山川　武史 水道局浄水部川井浄水場管理係長
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【係長級】

人事委員会事務局調査任用部任用課担当
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）（こども青少年
局こども福祉保健部地域子育て支援課担
当係長兼務）

事職 奥山　平洋 人事委員会事務局調査任用部任用課担当
係長



　　　

令和４年12月１日  付

　職員氏名

【課長級（消防監）】

鶴見消防署副署長(鶴見消防署総務・ 消防監 藤馬　　千典 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 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) 災害対策担当課長兼務)(鶴見消防署

総務・予防課入船消防出張所長兼務)

(鶴見消防署警防課入船消防出張所

第一係長兼務)(鶴見消防署警防課入

船消防出張所第二係長兼務)

南消防署副署長(南消防署総務・予防 消防監 森屋　　司 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 課長兼務)(南区総務部総務課災害対

策担当課長兼務)(南消防署総務・予 策担当課長兼務)

防課蒔田消防出張所長兼務)(南消防

署警防課蒔田消防出張所第一係長兼

務)(南消防署警防課蒔田消防出張所

第二係長兼務)

旭消防署副署長(旭消防署総務・予防 消防監 角井　　康師 旭消防署副署長(旭消防署総務・予防

課長兼務)(旭区総務部総務課災害対 課長兼務)(旭区総務部総務課災害対

策担当課長兼務)(旭消防署総務・予 策担当課長兼務)

防課市沢消防出張所長兼務)(旭消防

署警防課市沢消防出張所第一係長兼

務)(警防課市沢消防出張所第二係長

兼務)

【係長級（消防司令）】

鶴見消防署総務・予防課入船消防出張所 消防司令 黒田　　翔 鶴見消防署総務・予防課担当係長(健

長(警防課入船消防出張所第一係長兼務) 康福祉局感染症対策・健康安全室健

(警防課入船消防出張所第二係長兼務) 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)

南消防署総務・予防課担当係長 消防司令 浅田　　治男 南消防署総務・予防課査察指導担当

係長

南消防署総務・予防課査察指導担当 消防司令 福田　　良祐 南消防署総務・予防課蒔田消防出張

係長 所長(警防課蒔田消防出張所第一係長

兼務)(警防課蒔田消防出張所第二係

長兼務)

旭消防署総務・予防課担当係長 消防司令 大場　　賢二 旭消防署総務・予防課市沢消防出張所

（市長部局出向） 長(警防課市沢消防出張所第一係長兼

務)(警防課市沢消防出張所第二係長兼

務)

　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）
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