
1 頁
令 和 3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】

技職 小池 政則

事職 森 健二

事職 高田 靖

事職 猪俣 宏幸

技職 中野 創

事職 吉泉 英紀

技職 森 秀毅

事職 橘田 誠

事職 髙橋 寛

事職 下澤 明久

事職 宇都木 朗

事職 魚屋 義信

事職 幸田 仁

事職 横山 日出夫

事職 齋藤 聖

事職 松本 均

技職 乾 晋

事職 相原 誠

事職 佐竹 広則

事職 阿部 昭一

事職 栗谷 静哉

【部長級・退職予定】

事職 菊池 孝

技監
（都市整備局長兼務）

鶴見区長

神奈川区長

磯子区長

都筑区長

戸塚区長

瀬谷区長

政策局担当理事（大都市制度・広
域行政室長）

政策局大学担当理事

政策局担当理事
（公立大学法人横浜市立大学派遣

）

総務局危機管理室長

総務局コンプライアンス推進室長

総務局担当理事
（横浜市職員共済組合事務局長）
（横浜市職員厚生会会長）

財政局長

こども青少年局長

健康福祉局担当理事（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）

道路局長

会計管理者
（会計室長兼務）

選挙管理委員会事務局長

人事委員会事務局長

監査事務局長

鶴見区福祉保健センター長
（保健所兼務）
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【部長級・退職予定】

技職 水上 典男 鶴見土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

医職 小西 美香子 神奈川区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 川北 好伸 西土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 吉田 美幸 中区副区長
（中区総務部長兼務）（個人番号
カード交付促進担当兼務）

事職 関野 昌三 中区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）

事職 伊澤 明 保土ケ谷区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 秋山 禎治 保土ケ谷土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 石井 誠一 磯子区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）

技職 秋本 圭一 港北土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 岡田 勇輔 青葉区副区長
（青葉区総務部長兼務）（個人番
号カード交付促進担当兼務）

医職 勝島 聡一郎 青葉区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 上田 祐一郎 青葉土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

医職 里見 正宏 戸塚区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 中島 高志 戸塚土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 小泉 信義 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）

技職 鈴木 誠 栄土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 鳥海 仁 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）
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【部長級・退職予定】

事職 小松 伸一 政策局副局長
（政策局総務部長兼務）（総務局
総務部新市庁舎移転担当兼務）

事職 鈴木 一博 総務局人事部長
（大都市制度推進担当兼務）

事職 小泉 宏 市民局区政支援部長
（大都市制度推進担当兼務）

事職 飯田 能弘 市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部担当部長

事職 沼上 直輝 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長

事職 本田 和彦 こども青少年局副局長
（こども青少年局総務部長兼務）
（総務局総務部新市庁舎移転担当
兼務）

医職 鎌谷 研三 こども青少年局担当部長（こども
福祉保健部こども家庭課担当課長
）

事職 比嘉 規之 健康福祉局副局長
（健康福祉局総務部長兼務）（総
務局総務部新市庁舎移転担当兼務
）

事職 霧生 哲央 健康福祉局地域福祉保健部長
（社会福祉職・保健師人材育成シ
ニアリーダー兼務）

医職 田中 園治 健康福祉局担当部長（健康安全部
保健事業課担当課長）
（医療局疾病対策部がん・疾病対
策課歯科医療担当課長兼務）

技職 荒原 伸治 環境創造局農政部長
（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推
進担当兼務）

技職 菅谷 浩明 環境創造局公園緑地部オリンピッ
ク・パラリンピック会場整備担当
部長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）

技職 竹内 徹也 環境創造局下水道計画調整部長
（国際局国際協力部担当部長兼務
）

技職 時岡 大平 環境創造局下水道施設部長

技職 八鍬 浩 資源循環局適正処理計画部長
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【部長級・退職予定】

技職 中川 理夫 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）（
総務局総務部新市庁舎移転担当兼
務）

技職 大谷 康晴 建築局宅地審査部長

技職 石津 啓介 都市整備局防災まちづくり推進室
長

技職 片川 智文 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

技職 柳井 和彦 道路局横浜環状道路調整担当部長

技職 厨川 研二 港湾局建設保全部長

事職 原 巧 会計室会計業務改善担当部長
（総務局総務部新市庁舎移転担当
兼務）

事職 佐藤 祐子 教育委員会事務局学校教育企画部
インクルーシブ教育担当部長

事職 半澤 俊和 教育委員会事務局東部学校教育事
務所長

事職 村岡 靖 教育委員会事務局西部学校教育事
務所長

事職 南 有里 人事委員会事務局調査任用部長
（総務局総務部新市庁舎移転担当
兼務）

【課長級・退職予定】

事職 森 隆司 鶴見区総務部税務課長

技職 石井 純 鶴見土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 相澤 德江 神奈川区福祉保健センターこども
家庭支援課担当課長
（神奈川区松見保育園長兼務）

事職 藤代 弥生 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）

事職 菊池 盛夫 西区福祉保健センター保険年金課
長
（西区総務部税務課滞納整理担当
兼務）
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【課長級・退職予定】

技職 保 英樹 南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 長門 久美子 南区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（南区井土ケ谷保育園長兼務）

事職 森山 裕正 港南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）

技職 有竹 義男 港南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）

医職 平野 千景 港南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）

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

事職 早乙女 誠一郎 金沢区福祉保健センター保険年金
課長
（金沢区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

事職 増田 津軽 港北区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（港北区太尾保育園長兼務）

事職 鳥海 雄二 港北区福祉保健センター生活支援
課長

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

事職 岩岡 敏文 緑区総務部地域振興課長
（緑区総務部区政推進課地域力推
進担当課長兼務）（緑区総務部地
域振興課地域力推進担当課長兼務
）
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【課長級・退職予定】

事職 久保 直子 緑区担当課長（鴨居保育園長）

医職 椎葉 桂子 青葉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）

医職 山本 弘庫 都筑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）

技職 森田 昌弘 都筑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 鈴木 和男 都筑区福祉保健センター高齢・障
害支援課長
（保健所兼務）

事職 根本 道夫 栄区総務部地域振興課長

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

事職 佐藤 一 栄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）

事職 勝俣 好生 泉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 吉富 浩政 財政局主税部税務課長
（税務人材育成リーダー兼務）（
総務局しごと改革室行政・情報マ
ネジメント課マイナンバー制度担
当兼務）

事職 水口 浩之 財政局管財部資産経営課長

事職 山本 忍 国際局国際政策部国際連携課長

事職 賀谷 まゆみ 市民局地域支援部地域活動推進課
長

事職 下村 晶 市民局区政支援部地域施設課長
（放射線対策担当兼務）
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【課長級・退職予定】

事職 春原 隆之

技職 河本 一満

事職 小川 久美子

事職 内田 太郎

事職 畑岡 真紀

医職 向井 有子

事職 小林 和夫

事職 武田 正善

事職 村本 義彦

技職 小山 直良

技職 深野 英雄

事職 西村 浩

事職 三友 健司

事職 高橋 英明

事職 石井 正人

技職 堀切 安二

事職 坂本 敏幸

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
課長

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
課長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩ
ＣＥ振興課誘致等担当課長

こども青少年局こども福祉保健部障
害児福祉保健課長

中央児童相談所支援課長

健康福祉局健康安全部健康安全課医
務担当課長
（港北区福祉保健センター医務担当
課長兼務）（保健所兼務）

環境創造局総務部地籍調査課長

環境創造局みどりアップ推進部みど
りアップ推進課担当課長

環境創造局公園緑地部会場整備課長
（オリンピック・パラリンピック横
浜市推進担当兼務）

環境創造局南部水再生センター長

環境創造局下水道施設部下水道設備
課担当課長

資源循環局中事務所長
（中区総務部地域振興課資源化推進
担当課長兼務）（地域再生まちづく
り担当兼務）

資源循環局磯子事務所長
（磯子区総務部地域振興課資源化推
進担当課長兼務）

資源循環局緑事務所長
（緑区総務部地域振興課資源化推進
担当課長兼務）

資源循環局事業系対策部産業廃棄物
対策課監視指導担当課長

建築局建築指導部建築指導課長

港湾局港湾管財部管財第二課長
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【課長級・退職予定】

事職 柳下 裕明 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課長

事職 三嶽 昌幸 教育委員会事務局人権健康教育部
人権教育・児童生徒課長

事職 中山 真一 中央図書館サービス課長
（西区総務部地域振興課読書活動
推進担当課長兼務）

事職 青木 邦男 港北図書館長
（港北区総務部地域振興課読書活
動推進担当課長兼務）

【課長補佐級・退職予定】

事職 桜井 敦子 鶴見区課長補佐（潮田保育園長）

事職 土屋 信弘 鶴見区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課収納担当係長）
（鶴見区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

事職 川本 郁夫 西区課長補佐（総務部税務課担当
係長）
（西区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

技職 高島 京子 西区課長補佐（福祉保健センター
生活衛生課食品衛生係長）
（保健所兼務）

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

事職 本橋 雅人 港南区課長補佐（総務部税務課担
当係長）

事職 中野 正信 保土ケ谷区課長補佐（総務部地域
振興課区民施設担当係長）

事職 小堀 昌子 旭区課長補佐（今宿保育園長）

事職 石井 明美 金沢区課長補佐（南六浦保育園長
）

事職 佐藤 幸二 栄区課長補佐（福祉保健センター
保険年金課収納担当係長）
（栄区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

事職 川中 洋至 瀬谷区課長補佐（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）



9 頁
令 和 3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 小川 武広

事職 河村 昌美

事職 倉橋 城司

事職 荒井 勉

事職 吉岡 明彦

事職 落合 雅彦

事職 上林 伸好

技職 岸 正弥

技職 鈴木 博行

【係長級・退職予定】

技職 守屋 幹生

政策局課長補佐（政策部政策課担
当係長）

政策局課長補佐（共創推進室共創
推進課担当係長）

市民局課長補佐（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）

こども青少年局課長補佐（みどり
ハイム副所長）

こども青少年局課長補佐（中央児
童相談所担当係長）

健康福祉局課長補佐（戸塚福祉授
産所長）

健康福祉局課長補佐（松風学園入
所支援第一係長）

環境創造局課長補佐（栄水再生セ
ンター担当係長）

監査事務局課長補佐（監査部財務
監査課担当係長）

鶴見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）

事職 折本 秀子 港南区野庭第二保育園長

事職 稲葉 美香 旭区ひかりが丘保育園長

事職 長澤 昭浩 緑区総務部税務課担当係長
（緑区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

事職 鈴木 恵美子 栄区総務部区政推進課広報相談係
長

事職 石井 秀明 栄区総務部税務課担当係長

事職 松木 翔 瀬谷区福祉保健センター福祉保健
課担当係長
（保健所兼務）

事職 鈴木 洋一 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）

事職 圓城寺 美紀子 市民局総務部総務課担当係長



10頁
令 和 3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 喜瀬 英夫 市民局市民情報室市民情報課担当
係長

事職 古山 美恵 三春学園副園長

事職 畑井田 泰司 南部児童相談所相談指導担当係長

技職 秋元 武 環境創造局下水道施設部下水道施
設管理課担当係長

事職 木村 義美 資源循環局青葉事務所副所長

事職 齋藤 和彦 資源循環局栄事務所副所長

技職 青木 久人 資源循環局旭工場操作担当係長

技職 山崎 浩明 資源循環局金沢工場ボイラー担当
係長

技職 藤岡 干久 建築局公共建築部保全推進課担当
係長

技職 上藪 勝之 建築局公共建築部電気設備課担当
係長

事職 保木 正春 道路局建設部建設課担当係長

事職 稲葉 伊岐子 中央図書館調査資料課担当係長

事職 倉山 仁志 中央図書館サービス課担当係長

事職 高橋 宏行 東高等学校事務長

事職 竹生田 昭男 横浜総合高等学校事務長

事職 正木 あすか 人事委員会事務局調査任用部調査
課担当係長

事職 水谷 亘 監査事務局監査部監査管理課担当
係長

書記 平畑 泰寛 議会局市会事務部総務課担当係長



1頁　 　 　 　

令和3年3月31日  付

　職員氏名

【部長級（消防正監）・退職予定】

消防正監 林　　　久人 警防部長

消防正監 坂本　　浩 消防訓練センター所長

消防正監 宮川　　淳一 西消防署長（西区総務部災害対策担当

部長兼務）

消防正監 小出　　健 南消防署長（南区総務部災害対策担当

部長兼務）

消防正監 金井　　保子 港南消防署長（港南区総務部災害対策

担当部長兼務）

消防正監 佐藤　　重義 戸塚消防署長（戸塚区総務部災害対策

担当部長兼務）

消防正監 中村　　榮宏 緑消防署長（緑区総務部災害対策担当

部長兼務）

消防正監 渕上　　正基 青葉消防署長（青葉区総務部災害対策

担当部長兼務）

【課長級（消防監）・退職予定】

消防監 三枝　　浩也 予防部保安課長

消防監 桑原　　信二 保土ケ谷消防署警防課長(保土ケ谷区

総務部総務課災害対策担当課長兼務)

消防監 九十九澤稔 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

策担当課長兼務)

消防監 伊藤　　正己 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 小澤　　雄造 緑消防署副署長（緑区総務部総務課災

害対策担当課長兼務）

消防監 古池　　英次 泉消防署副署長（泉区総務部総務課災

害対策担当課長兼務）

　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）



2頁　 　 　 　

令和3年3月31日  付

　職員氏名　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）

【課長級（消防司令長）・退職予定】

消防司令長 河原　　公一 消防局担当課長（栄消防署庶務課長）

消防司令長 戸嶋　　明子 瀬谷消防署警防担当課長（瀬谷区総務

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 石田　　肇 消防局課長補佐(鶴見消防署総務・予

防課大黒町消防出張所長)(警防課大黒

町消防出張所第一係長兼務)(警防課大

黒町消防出張所第二係長兼務)

消防司令 小野　　敬康 消防局課長補佐(西消防署警防課警防

第二係長)

消防司令 渡邊　　英男 消防局課長補佐(保土ケ谷消防署総務

・予防課予防係長)

消防司令 佐藤　　浩行 消防局課長補佐（都筑消防署予防課

長）

消防司令 藤崎　　信雄 消防局課長補佐（都筑消防署警防第二

課長）

消防司令 井上　　卓治 消防局課長補佐（泉消防署警防第二課

長）

消防司令 兼田　　元樹 消防局課長補佐（瀬谷消防署警防第一

課長）

【係長級（消防司令）・退職予定】

消防司令 田村　　秀幸 金沢消防署総務・予防課富岡消防出張

所長(警防課富岡消防出張所第一係長兼

務)(警防課富岡消防出張所第二係長兼

務)



令和３年３月 31日付            人 事 異 動 （水 道 局）   1頁 
 
 
新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【部長級・退職予定】 

 
  事務職員 池尻 恵子 水道局副局長（水道局総務部長兼務）（総務局総

務部新市庁舎移転担当兼務） 
 
  技術職員 近藤 博幸 施設部長 

 
【課長級・退職予定】 

 
  事務職員 国安 暁子 事業推進部担当課長（国際担当） 

 
  事務職員 吉原 正裕 給水サービス部担当課長（料金担当） 

 
  技術職員 山口 浩之 配水部南部方面配水管理課長 

 
  事務職員 水石 義一 浄水部担当課長（広域連携担当） 

 
  技術職員 岩田 新 浄水部西谷浄水場長（浄水部水道記念館長兼

務） 
 
  事務職員 温井 浩徳 浄水部水源林管理所長 

 

【課長補佐級・退職予定】 

 

 
  事務職員 山本 正浩 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（地域事業担当）） 
 
  事務職員 八橋 雄介 水道局課長補佐（浄水部川井浄水場運営係長） 

 

【係長級・退職予定】 

 
  事務職員 森田 雄一 給水サービス部菊名水道事務所料金係長 

 
  事務職員 鈴木 洋 給水サービス部戸塚水道事務所事務係長 

 
     

 
     
     

 
     

 



令和３年３月３１日付 　　１頁　

新　　　補　　　職 現職名 氏 名 現　　補　　職

【部長級・退職予定】

事職 赤松 美直 高速鉄道本部長

【課長級・退職予定】

技職 大平 誠 経営推進室システム推進課長

技職 石渡 浩之 自動車本部車両課長

【課長補佐級・退職予定】

事職 土谷 浩史 交通局課長補佐（高速鉄道本部

駅務管理所戸塚管区駅長）

事職 石坂 寿邦 交通局課長補佐（高速鉄道本部

新羽乗務管理所副所長）

技職 金子 浩之 交通局課長補佐（技術管理部

上永谷保守管理所上永谷検車区長）

【係長級・退職予定】

事職 太田 浩一 高速鉄道本部駅務管理所新横浜

管区駅長

事職 今井 豊 自動車本部若葉台営業所副所長

技職 越後屋 聡 工務部施設課安全担当係長

（安全管理部安全管理課担当係長

兼務）

人事異動(交通局)



令和 3 年 3 月 31 日           人 事 異 動 （医療局病院経営本部）  1頁 
 

新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 
【局長級・退職予定】 
 

 

 

 
【部長級・退職予定】 
 

 

 

  

 

 

 

 

事職 

石原 淳 

 

 

 

 

魚本 一司 

 

 

市民病院長 

（市民病院形成外科長・耳鼻咽喉科長兼務） 

 

 

 

病院経営部長 

（医療局兼務） 

 

  
 

医職 秋山 治彦 

 

脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部長 

 

     

【課長級・退職予定】 
  医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

住田 亮子 

 

緒方 大輔 

 

二木 了 

 

梅嵜 有砂 

 

寺尾 秀行 

 

浅野 涼子 

 

山口 嘉一 

 

若山 洋美 

 

渡邉 しのぶ 

 

額田 恵子 

 

 

 

市民病院医療安全管理室副室長 

 

市民病院小児科医長 

 

市民病院炎症性腸疾患（ＩＢＤ）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 

 

市民病院麻酔科医長 

 

市民病院麻酔科医長 

 

市民病院看護部担当課長 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部病床機能調

整担当課長 

（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） 

     

【課長補佐級・退職予定】     

  事職 

 

 

 

技職 

 

 

医職 

 

屋鋪 智子  

 

 

 

森 朝子 

 

 

下村 晃子 

 

 

 

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） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院栄養

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慢性疾患看護担当係長） 

 

 

【係長級・退職予定】  

 

 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

 

片岡 俊介 

 

近藤 真哉 

 

野垣 文子 

 

 

市民病院循環器内科副医長 

 

市民病院産婦人科副医長 

 

市民病院救急診療科副医長 

 



令和 3 年 3 月 31 日           人 事 異 動 （医療局病院経営本部）  2頁 
 

新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 

医職 

 

医職 

 

医職 

 

 

 

 

医職 

 

 

 

小野 響子 

 

糟谷 深 

 

岸本 真雄 

 

 

 

 

小林 洋介 

 

 

 

 

 

 

市民病院病理診断科副医長 

 

脳卒中・神経脊椎センター循環器内科副医長 

 

脳卒中・神経脊椎センター血管内治療センタ

ー副医長   

（脳卒中・神経脊椎センター脳神経血管内治

療科副医長兼務） 

 

脳卒中・神経脊椎センター脊椎脊髄外科副医

長 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

 



令和２年度定年退職者（専任職）　市長部局

補職名 職名 氏 名

北部児童相談所専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 辻 みつほ

鶴見区総務部税務課専任職（収納業務担当） 事務職員 岸 ひろ子

中区総務部税務課専任職（市民税業務担当） 事務職員 出澤 重紀

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 柴原 あづみ

旭区総務部税務課専任職（市民税業務担当） 事務職員 寺田 善彦

旭区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 横山 秀昭

磯子区福祉保健センター保険年金課専任職（保険業務担当） 事務職員 照井 忠明

緑区福祉保健センター保険年金課専任職（保険業務担当） 事務職員 金井 克宏
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