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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５ 月 1 3 日 
総 務 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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 武　規和 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）

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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 茨　志麻 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）

西区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 久世　学 西区総務部総務課長
（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）

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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 黒部　哲哉 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）

南区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 森田　英樹 南区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 山下　隆幸 港南区総務部総務課長
（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）

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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 近　和行 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）

旭区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 今市　明子 旭区総務部総務課長
（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）

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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 角田　恭子 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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【課長級】

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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 姫浦　尊 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）

港北区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 野村　絹恵 港北区総務部総務課長
（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）

緑区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 齋藤　龍也 緑区総務部総務課長
（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）

青葉区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 富澤　理子 青葉区総務部総務課長
（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）

都筑区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 佐藤　亜希子 都筑区総務部総務課長
（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）

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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 藤咲　貴裕 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）

栄区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 伏見　和久 栄区総務部総務課長
（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）

泉区総務部総務課長
（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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 原田　正俊 泉区総務部総務課長
（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）

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）（ウクライナ避難民等支援担当
兼務）

事職 森田　伸一 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）
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【課長級】

政策局政策部政策課担当課長
(ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務)（ウク
ライナ避難民等支援担当兼務）

事職 柴　政紀 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）（ウクライナ避
難民等支援担当兼務）

事職 大澤　浩希 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）

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）
（ウクライナ避難民等支援担当兼務）

事職 藤岡　謙二 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）

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）

事職 近藤　清太郎 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)

市民局人権課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）
（ウクライナ避難民等支援担当兼務）

事職 佐々井　正泰 市民局人権課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）

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）
（ウクライナ避難民等支援担当兼務）

事職 高橋　佐織 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）

経済局市民経済労働部雇用労働課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）
（ウクライナ避難民等支援担当兼務）

事職 卯都木　優子 経済局市民経済労働部雇用労働課長
（外国人材受入・共生推進担当兼務）

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）
（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（デ
ジタル・デザイン担当兼務）（ウクライ
ナ避難民等支援担当兼務）

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）
（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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【課長級】

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）（デ
ジタル・デザイン担当兼務）（ウクライ
ナ避難民等支援担当兼務）

事職 田口　香苗 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）（デ
ジタル・デザイン担当兼務）

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課長
（ウクライナ避難民等支援担当兼務）

事職 新井　隆哲 健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課長

健康福祉局生活福祉部生活支援課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回
収促進担当兼務）（臨時特別給付金担当
兼務）（ウクライナ避難民等支援担当兼
務）

事職 岩井　一芳 健康福祉局生活福祉部生活支援課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回
収促進担当兼務）（臨時特別給付金担当
兼務）

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
療政策人材育成リーダー兼務）（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）（ウクライナ避
難民等支援担当兼務）

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
療政策人材育成リーダー兼務）（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）

建築局住宅部市営住宅課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回
収促進担当兼務）（ウクライナ避難民等
支援担当兼務）

事職 小野　慶一 建築局住宅部市営住宅課長
（財政局主税部徴収対策課債権管理・回
収促進担当兼務）

水道局給水サービス部サービス推進課長
（ウクライナ避難民等支援担当兼務）

事職 中村　勝利 水道局給水サービス部サービス推進課長

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）
（ウクライナ避難民等支援担当兼務）

事職 根岸　淳 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）


