
1頁　　　　

令和3年4月1日  付

　職員氏名

【部長級（消防正監）】

予防部長 消防正監 山田　　裕之 横浜ヘリポート空港長

警防部長 消防正監 佐々木　功喜 都筑消防署長（都筑区総務部災害対策

担当部長兼務）

消防訓練センター所長 消防正監 名取　　正暁 予防部長

横浜ヘリポート空港長 消防正監 伊藤　　賢司 金沢消防署長（金沢区総務部災害対策

担当部長兼務）

市長部局出向  消防監 緑川　　斉 総務部人事課長

西消防署長（西区総務部災害対策担 消防正監 西川　　浩二 瀬谷消防署長（瀬谷区総務部災害対策

当部長兼務） 担当部長兼務）

任　消防正監  消防監 今山　　徹 予防部横浜市民防災センター所長（警

南消防署長（南区総務部災害対策担 防部警防課担当課長兼務）

当部長兼務）

任　消防正監  消防監 櫻井　　清二 横浜ヘリポート航空科長

港南消防署長（港南区総務部災害対

策担当部長兼務）

任　消防正監  消防監 和知　　治 予防部予防課長（都市整備局防災まち

金沢消防署長（金沢区総務部災害対 づくり推進室防災まちづくり推進課担

策担当部長兼務） 当課長兼務）

任　消防正監  消防監 堤　　　康弘 都筑消防署副署長（都筑区総務部総務

緑消防署長（緑区総務部災害対策担 課災害対策担当課長兼務）

当部長兼務）

任　消防正監  消防監 黒岩　　大輔 総務部企画課長（オリンピック・パラ

青葉消防署長（青葉区総務部災害対 リンピック横浜市推進担当兼都市整備

策担当部長兼務） 局防災まちづくり推進室防災まちづく

り推進課担当課長兼務）

任　消防正監  消防監 深澤　　義一 警防部司令課長

都筑消防署長（都筑区総務部災害対

策担当部長兼務）

任　消防正監  消防監 岸　　　信行 消防訓練センター管理・研究課長

戸塚消防署長（戸塚区総務部災害対

策担当部長兼務）

　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）
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任　消防正監  消防監 安平　　博 救急部救急課長

瀬谷消防署長（瀬谷区総務部災害対

策担当部長兼務）

【課長級（消防監）】

任　消防監 事務職員 鹿志村　兼貴 港湾局担当課長（横浜川崎国際港湾株

総務部人事課長 式会社派遣）

予防部予防課長（都市整備局防災ま 消防監 宇多　　範泰 警防部司令課担当課長

ちづくり推進室防災まちづくり推進

課担当課長兼務）

任　消防監  消防司令長 瀬上　　哲也 消防局担当課長（瀬谷消防署庶務課長

予防部保安課長 ）

任　消防監  消防司令長 大塚　　和利 警防部警防課長

警防部警防課長

任　消防監  消防司令長 田邊　　栄久 警防部警防課担当課長（都市整備局防

警防部司令課長 災まちづくり推進室防災まちづくり推

進課担当課長兼務）

救急部救急課長 消防監 長谷部　宏光 救急部救急課担当課長

救急部救急課担当課長 事務職員 種子田　太郎 医療局医療政策部医療政策課救急・災

(消防監) 害医療担当課長（総務局危機管理室危

機管理部危機管理課担当課長兼務）

消防訓練センター管理・研究課長 消防監 大竹　　宏明 栄消防署副署長（栄区総務部総務課災

害対策担当課長兼務）

任　消防監  事務職員 河野　　宏紀 市長部局出向

市長部局出向 (消防司令長)

任　消防監  消防司令長 日守　　高史 西消防署警防課長(西区総務部総務課

西消防署警防課長(西区総務部総務 災害対策担当課長兼務)

課災害対策担当課長兼務)

中消防署副署長(中消防署総務・予 消防監 三浦　　高資 保土ケ谷消防署副署長(保土ケ谷消防

防課長兼務)(中区総務部総務課災 署総務・予防課長兼務)(保土ケ谷区

害対策担当課長兼務) 総務部総務課災害対策担当課長兼務)
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港南消防署副署長(港南消防署総務 消防監 岸　　　了人 中消防署副署長(中消防署総務・予防

・予防課長兼務)(港南区総務部総 課長兼務)(中区総務部総務課災害対

務課災害対策担当課長兼務) 策担当課長兼務)

保土ケ谷消防署副署長(保土ケ谷消 消防監 寺山　　洋司 警防部司令課担当課長

防署総務・予防課長兼務)(保土ケ

谷区総務部総務課災害対策担当課長

兼務)

旭消防署副署長(旭消防署総務・予 消防監 角井　　康師 旭消防署警防課長(旭区総務部総務課

防課長兼務)(旭区総務部総務課災 災害対策担当課長兼務)

害対策担当課長兼務)

任　消防監  消防司令長 佐藤　　明 磯子消防署警防課長(磯子区総務部総

磯子消防署警防課長(磯子区総務部 務課災害対策担当課長兼務)

総務課災害対策担当課長兼務)

任　消防監  消防司令長 安西　　茂治 金沢消防署警防課長(金沢区総務部総

金沢消防署副署長(金沢消防署総務 務課災害対策担当課長兼務)

・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)

任　消防監  消防司令長 山本　　昭 消防局担当課長（緑消防署庶務課長）

緑消防署副署長(緑消防署総務・予

防課長兼務)(緑区総務部総務課災

害対策担当課長兼務)

任　消防監  消防司令長 金盛　　篤人 緑消防署警防担当課長（緑区総務部総

緑消防署警防課長(緑区総務部総務 務課災害対策担当課長兼務）

課災害対策担当課長兼務)

青葉消防署副署長(青葉消防署総務 消防監 岩本　　五夫 青葉消防署副署長（青葉区総務部総務

・予防課長兼務)(青葉区総務部総 課災害対策担当課長兼務）

務課災害対策担当課長兼務)

任　消防監  消防司令長 栗原　　政幸 南消防署警防課長(南区総務部総務課

栄消防署副署長(栄消防署総務・予 災害対策担当課長兼務)

防課長兼務)(栄区総務部総務課災

害対策担当課長兼務)

泉消防署副署長(泉消防署総務・予 消防監 相馬　　聖二 港南消防署副署長(港南消防署総務・

防課長兼務)(泉区総務部総務課災 予防課長兼務)(港南区総務部総務課

害対策担当課長兼務) 災害対策担当課長兼務)
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瀬谷消防署副署長(瀬谷消防署総務 消防監 増山　　敬太 瀬谷消防署副署長（瀬谷区総務部総務

・予防課長兼務)(瀬谷区総務部総 課災害対策担当課長兼務）

務課災害対策担当課長兼務)

【課長級（消防司令長）】

総務部企画課長（オリンピック・パ 事務職員 石黒　　靖雄 総務局危機管理室危機管理部地域防災

ラリンピック横浜市推進担当兼務） (消防司令長) 課長

（都市整備局防災まちづくり推進室

防災まちづくり推進課担当課長兼務

）（データ活用推進担当兼務）

総務部人事課人材育成・監察担当課 事務職員 阿部　　英弥 総務局総務部管理課新市庁舎整備担当

長 (消防司令長) 課長(建築局公共建築部施設整備課新

市庁舎整備担当課長)(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)

総務部総務課担当課長 消防司令長 三村　　英明 総務部人事課担当課長（消防大学校派

遣）

任　消防司令長  消防司令 御調　　祥弘 消防局課長補佐（総務部総務課庶務係

総務部人事課担当課長　（消防大学 長）

校派遣）

任　消防司令長  消防司令 渡邉　　史子 消防局課長補佐（予防部横浜市民防災

予防部横浜市民防災センター所長（ センター担当係長）

警防部警防課担当課長兼務）

警防部警防課担当課長（都市整備局 消防司令長 佐久間　栄吉 鶴見消防署警防課警防第一担当課長

防災まちづくり推進室防災まちづく

り推進課担当課長兼務）

警防部司令課担当課長 消防司令長 谷津　　直樹 鶴見消防署警防課警防第二担当課長

任　消防司令長  消防司令 相馬　　正信 消防局課長補佐（瀬谷消防署予防課長

警防部司令課担当課長 ）

横浜ヘリポート航空科長 消防司令長 高橋　　一夫 横浜ヘリポート整備科長

横浜ヘリポート整備科長 消防司令長 藤川　　泰彦 総務部人事課人材育成・監察担当課長

任　消防司令長  消防司令 川島　　正裕 消防局課長補佐(港南消防署総務・予

市長部局出向 防課庶務係長)
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任　消防司令長  消防司令 緑川　　郁 消防局課長補佐（総務部消防団課消防

市長部局出向 団係長）

鶴見消防署警防課警防第一担当課長 消防司令長 日比野　徹 戸塚消防署警防課警防第二担当課長

任　消防司令長  消防司令 川渕　　敦 消防局課長補佐(鶴見消防署総務・予

鶴見消防署警防課警防第二担当課長 防課予防係長)

任　消防司令長  消防司令 梅田　　篤史 消防局課長補佐(神奈川消防署総務・

神奈川消防署警防課警防第二担当課 予防課予防係長)

長

任　消防司令長  消防司令 猪狩　　正三 消防局課長補佐(南消防署総務・予防

西消防署警防課警防第二担当課長 課庶務係長)

任　消防司令長  消防司令 峯岸　　弘治 消防局課長補佐(金沢消防署警防課警

中消防署警防課警防第一担当課長 防第二係長)

南消防署警防課長(南区総務部総務 消防司令長 岩永　　正己 西消防署警防課警防第二担当課長

課災害対策担当課長兼務)

任　消防司令長  消防司令 谷本　　和夫 消防局課長補佐(旭消防署総務・予防

港南消防署警防課警防第一担当課長 課予防係長)

保土ケ谷消防署警防課長(保土ケ谷 消防司令長 井上　　邦彦 青葉消防署警防担当課長（青葉区総務

区総務部総務課災害対策担当課長兼 部総務課災害対策担当課長兼務）

務)

旭消防署警防課長(旭区総務部総務 消防司令長 鈴木　　秀岳 消防局担当課長（泉消防署庶務課長）

課災害対策担当課長兼務)

任　消防司令長  消防司令 佐々木　優 消防局課長補佐（泉消防署予防課長）

磯子消防署警防課警防第一担当課長

金沢消防署警防課長(金沢区総務部 消防司令長 早川　　啓太 磯子消防署警防課警防第一担当課長

総務課災害対策担当課長兼務)

任　消防司令長  消防司令 柳瀬　　恒和 消防局課長補佐（青葉消防署警防第一

港北消防署警防課警防第一担当課長 課長）

任　消防司令長  消防司令 田中　　謙二 消防局課長補佐(鶴見消防署総務・予

緑消防署警防課警防第一担当課長 防課庶務係長)

任　消防司令長  消防司令 星　　　岳成 消防局課長補佐(中消防署総務・予防

緑消防署警防課警防第二担当課長 課庶務係長)



6頁　　　　

令和3年4月1日  付

　職員氏名　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）

青葉消防署警防課長(青葉区総務部 消防司令長 佐藤　　俊作 港北消防署警防課警防第一担当課長

総務課災害対策担当課長兼務)

青葉消防署警防課警防第一担当課長 消防司令長 細井　　久雄 中消防署警防課警防第一担当課長

任　消防司令長  消防司令 吉野　　賢二 消防局課長補佐(港北消防署総務・予

青葉消防署警防課警防第二担当課長 防課予防係長)

都筑消防署副署長(都筑消防署総務 消防司令長 座間　　洋 消防局担当課長（都筑消防署庶務課長

・予防課長兼務)(都筑区総務部総 ）

務課災害対策担当課長兼務)

都筑消防署警防課長(都筑区総務部 消防司令長 家田　　昌利 都筑消防署警防担当課長（都筑区総務

総務課災害対策担当課長兼務) 部総務課災害対策担当課長兼務）

任　消防司令長  消防司令 久保　　竜夫 消防局課長補佐(港北消防署総務・予

都筑消防署警防課警防第一担当課長 防課庶務係長)

任　消防司令長  消防司令 金子　　友重 消防局課長補佐（緑消防署警防第二課

都筑消防署警防課警防第二担当課長 長）

任　消防司令長  消防司令 本村　　友希 消防局課長補佐（総務部施設課施設係

戸塚消防署警防課警防第二担当課長 長）

栄消防署警防課長(栄区総務部総務 消防司令長 小川　　俊也 栄消防署警防担当課長（栄区総務部総

課災害対策担当課長兼務) 務課災害対策担当課長兼務）

任　消防司令長  消防司令 小田川　律雄 消防局課長補佐（栄消防署警防第一課

栄消防署警防課警防第一担当課長 長）

任　消防司令長  消防司令 宇元　　泉 消防局課長補佐(南消防署警防課警防

栄消防署警防課警防第二担当課長 第一係長)

泉消防署警防課長(泉区総務部総務 消防司令長 大塚　　謙治 泉消防署警防担当課長（泉区総務部総

課災害対策担当課長兼務) 務課災害対策担当課長兼務）

任　消防司令長  消防司令 長谷川　徹 消防局課長補佐（泉消防署警防第一課

泉消防署警防課警防第一担当課長 長）

泉消防署警防課警防第二担当課長 消防司令長 向中野　悟 港南消防署警防課警防第一担当課長

瀬谷消防署警防課長(瀬谷区総務部 消防司令長 三浦　　秀臣 消防局担当課長（青葉消防署庶務課長

総務課災害対策担当課長兼務) ）
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瀬谷消防署警防課警防第一担当課長 消防司令長 志熊　　大輔 神奈川消防署警防課警防第二担当課長

任　消防司令長  消防司令 菅野　　剛 消防局課長補佐(戸塚消防署総務・予

瀬谷消防署警防課警防第二担当課長 防課庶務係長)

【課長補佐級（消防司令）】

消防局課長補佐（総務部企画課情報  消防司令 中田　　健介 総務部企画課情報担当係長

担当係長）

消防局課長補佐（総務部総務課庶務  消防司令 草薙　　和幸 総務部総務課担当係長

係長）

消防局課長補佐（総務部総務課担当  消防司令 庄司　　泰明 総務部総務課担当係長(施設課担当係

係長）（施設課担当係長兼務） 長兼務)

消防局課長補佐（総務部人事課担当 消防司令 河合　　良太郎 消防局課長補佐（緑消防署予防課長）

係長）（神奈川県警察本部派遣）

消防局課長補佐（総務部施設課施設  事務職員 三瓶　　貢 総務局危機管理室危機管理部危機管理

係長） (消防司令) 課担当係長（保土ケ谷区）

消防局課長補佐（総務部消防団課消  事務職員 杉村　　俊輔 総務局危機管理室危機管理部緊急対策

防団係長） (消防司令) 課担当係長

消防局課長補佐（予防部予防課予防  消防司令 川田　　千年 予防部予防課予防係長

係長）

消防局課長補佐(予防部保安課火薬 消防司令 片山　　陽介 消防局課長補佐(鶴見消防署総務・予

・高圧ガス保安係長) 防課査察指導担当係長)

消防局課長補佐（予防部保安課担当 消防司令 菊田　　潤也 消防局課長補佐(金沢消防署総務・予

係長）（高圧ガス保安協会派遣） 防課予防係長)

消防局課長補佐（予防部指導課査察  事務職員 内野　　耕太 建築局建築監察部違反対策課担当係長

企画係長） (消防司令)

消防局課長補佐（予防部横浜市民防  消防司令 岡野　　将利 予防部横浜市民防災センター担当係長

災センター担当係長）

消防局課長補佐（警防部警防課警防  消防司令 舟橋　　康幸 警防部警防課警防係長

係長）

消防局課長補佐（警防部警防課担当  消防司令 藤田　　朋 警防部警防課担当係長

係長）



8頁　　　　

令和3年4月1日  付

　職員氏名　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）

消防局課長補佐(救急部救急課救急  消防司令 鈴木　　健 救急部救急課救急企画係長

企画係長)

消防局課長補佐（救急部救急課救急  消防司令 吉元　　景 警防部司令課司令第一係長

指導係長）

消防訓練センター課長補佐（管理・  消防司令 中山　　隆司 消防訓練センター管理・研究課管理係

研究課管理係長） 長

消防訓練センター課長補佐（教育課 消防司令 山口　　達也 消防局課長補佐（警防部警防課担当係

担当係長） 長）

消防局課長補佐(鶴見消防署総務・  消防司令 判治　　法男 西消防署総務・予防課庶務係長

予防課庶務係長)

消防局課長補佐(鶴見消防署警防課  消防司令 齋藤　　裕介 鶴見消防署警防課警防第一係長

警防第一係長)

消防局課長補佐(西消防署総務・予  消防司令 菅家　　広之 旭消防署総務・予防課さちが丘消防出

防課庶務係長) 張所長(警防課さちが丘消防出張所第

一係長兼務)(警防課さちが丘消防出

張所第二係長兼務)

消防局課長補佐(中消防署総務・予 消防司令 三浦　　大 消防局課長補佐(予防部保安課火薬・

防課庶務係長) 高圧ガス保安係長)

消防局課長補佐(南消防署総務・予 消防司令 内山　　雅彦 消防局課長補佐(南消防署総務・予防

防課庶務係長) 課予防係長)

消防局課長補佐(南消防署総務・予  消防司令 折戸　　卓也 総務部企画課担当係長

防課予防係長)

消防局課長補佐(港南消防署総務・ 事務職員 宮坂　　修義 国際局課長補佐(国際政策部国際連携

予防課庶務係長) (消防司令) 課アジア大洋州担当係長)(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)

消防局課長補佐(港南消防署総務・  消防司令 松本　　宏芳 港南消防署総務・予防課消防団係長

予防課消防団係長)

消防局課長補佐(港南消防署総務・ 消防司令 亀山　　將 消防局課長補佐(港南消防署警防課警

予防課予防係長) 防第二係長)
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消防局課長補佐(港南消防署総務・ 消防司令 小林　　大助 消防局課長補佐(港南消防署総務・予

予防課担当係長) 防課予防係長)

消防局課長補佐(保土ケ谷消防署総 消防司令 亀井　　達三 消防局課長補佐（総務部人事課労務厚

務・予防課予防係長) 生係長）

消防局課長補佐(保土ケ谷消防署警  消防司令 渡辺　　敏之 保土ケ谷消防署警防課警防第一係救急

防課警防第一係救急担当係長)(警 担当係長(警防課警防第二係救急担当

防課警防第二係救急担当係長兼務) 係長兼務)

消防局課長補佐(旭消防署総務・予 消防司令 権田　　俊也 消防局課長補佐(旭消防署警防課警防

防課庶務係長) 第二係長)

消防局課長補佐(旭消防署総務・予 消防司令 千原　　孝一 消防局課長補佐（栄消防署警防第二課

防課予防係長) 長）

消防局課長補佐(磯子消防署総務・  消防司令 佐藤　　譲 磯子消防署総務・予防課消防団係長

予防課消防団係長)

消防局課長補佐(金沢消防署総務・ 消防司令 駒崎　　達雄 消防局課長補佐(金沢消防署総務・予

予防課予防係長) 防課査察指導担当係長)

消防局課長補佐(金沢消防署総務・ 消防司令 並木　　八秀夫 消防局課長補佐(中消防署総務・予防

予防課富岡消防出張所長)(警防課 課山下町消防出張所長)(警防課山下

富岡消防出張所第一係長兼務)(警 町消防出張所第一係長兼務)(警防課

防課富岡消防出張所第二係長兼務) 山下町消防出張所第二係長兼務)

消防局課長補佐(港北消防署総務・ 消防司令 大河内　仁 消防訓練センター課長補佐（教育課担

予防課庶務係長) 当係長）

消防局課長補佐(港北消防署総務・ 消防司令 千葉　　陽 消防局課長補佐（警防部警防課計画係

予防課予防係長) 長）

消防局課長補佐(緑消防署総務・予  消防司令 鈴木　　雄一 緑消防署鴨居消防出張所長

防課庶務係長)

消防局課長補佐(緑消防署総務・予 消防司令 梶原　　昌人 消防局課長補佐（緑消防署警防第一課

防課予防係長) 長）

消防局課長補佐(青葉消防署総務・ 消防司令 齊藤　　譲 消防局課長補佐(保土ケ谷消防署警防

予防課庶務係長) 課警防第二係長)

消防局課長補佐(青葉消防署総務・ 消防司令 森　　　久男 消防局課長補佐（青葉消防署予防課長

予防課予防係長) ）
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消防局課長補佐(都筑消防署総務・  消防司令 福田　　隆浩 港北消防署警防課警防第一係長

予防課庶務係長)

消防局課長補佐(戸塚消防署総務・ 事務職員 井上　　博文 総務局課長補佐(危機管理室危機管理

予防課庶務係長) (消防司令) 部地域防災課担当係長)

消防局課長補佐(栄消防署総務・予 消防司令 牧野　　豊 消防局課長補佐（栄消防署予防課長）

防課庶務係長)

消防局課長補佐(栄消防署警防課警 消防司令 村木　　秀臣 消防局課長補佐(旭消防署総務・予防

防第一係長) 課庶務係長)

消防局課長補佐(泉消防署総務・予 消防司令 芹沢　　幸人 消防局課長補佐（総務部人事課担当係

防課庶務係長) 長）（神奈川県警察本部派遣）

消防局課長補佐(泉消防署総務・予 消防司令 三宅　　海 消防局課長補佐(泉消防署担当課長)

防課担当係長)

消防局課長補佐(瀬谷消防署総務・  消防司令 安田　　拓真 予防部指導課査察企画係長

予防課庶務係長)

消防局課長補佐(瀬谷消防署警防課 消防司令 森田　　稔和 消防局課長補佐（瀬谷消防署警防第二

警防第二係長) 課長）

【係長級（消防司令）】

総務部企画課担当係長 消防司令 松本　　晃 警防部警防課担当係長（救急部救急課

担当係長兼務）

総務部総務課担当係長 消防司令 越智　　美穂 救急部救急課救急指導係長

任　消防司令  消防司令補 納　　　慶一郎 警防部警防課勤務

総務部総務課担当係長

総務部人事課労務厚生係長 消防司令 宮地　　香弥 青葉消防署荏田消防出張所長

予防部保安課担当係長 消防司令 芳村　　泰孝 予防部保安課担当係長（高圧ガス保安

協会派遣）

予防部横浜市民防災センター担当係 消防司令 武居　　徳真 金沢消防署総務・予防課釜利谷消防出

長 張所長(警防課釜利谷消防出張所第一

係長兼務)(警防課釜利谷消防出張所

第二係長兼務)
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任　消防司令  消防司令補 中戸川　道雄 警防部警防課勤務

警防部警防課担当係長

警防部警防課計画係長 消防司令 杉本　　悟史 神奈川消防署総務・予防課菅田消防出

張所長(警防課菅田消防出張所第一係

長兼務)(警防課菅田消防出張所第二

係長兼務)

警防部警防課担当係長 事務職員 比留間　拓也 総務局人事部人事課担当係長

(消防司令)

警防部警防課訓練救助係長 事務職員 長﨑　　俊介 総務局危機管理室危機管理部危機管理

(消防司令) 課担当係長（泉区）

警防部警防課特別高度救助部隊第一 消防司令 吉田　　雅史 青葉消防署青葉台消防出張所長

担当係長

警防部司令課司令第一係長 事務職員 黒川　　賢治 総務局危機管理室危機管理部危機管理

(消防司令) 課担当係長（南区）

任　消防司令  消防司令補 小畠　　理宏 神奈川消防署警防課勤務

救急部救急課担当係長

横浜ヘリポート航空科担当係長 消防司令 和田　　剛志 航空科専任職（ヘリコプター操縦業務

担当）

任　消防司令  消防司令補 田路　　正志 横浜ヘリポート航空科勤務

横浜ヘリポート航空科担当係長

市長部局出向 消防司令 佐藤　　洋行 瀬谷消防署警防第一課救急担当課長（

警防第二課救急担当課長兼務）

市長部局出向 消防司令 工藤　　洋祐 神奈川消防署警防課警防第一係長

市長部局出向 消防司令 髙橋　　円佳 南消防署総務・予防課蒔田消防出張所

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)

市長部局出向 消防司令 中田　　敦史 保土ケ谷消防署総務・予防課本陣消防

出張所長(警防課本陣消防出張所第一

係長兼務)(警防課本陣消防出張所第

二係長兼務)
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市長部局出向 消防司令 岩崎　　暢樹 青葉消防署すすき野消防出張所長

市長部局出向 消防司令 芦葉　　昇平 泉消防署緑園消防出張所長

市長部局出向 消防司令 齋藤　　篤史 泉消防署中田消防出張所長

市長部局出向 消防司令 日比谷　岳徳 警防部警防課特別高度救助部隊第一担

当係長

市長部局出向 消防司令 柴田　　大助 都筑消防署警防第一課長

任　消防司令  消防司令補 手塚　　諭潔 都筑消防署勤務

市長部局出向

任　消防司令  消防司令補 中島　　啓介 総務部企画課勤務

市長部局出向

市長部局出向 消防司令 川橋　　隼人 西消防署総務・予防課査察指導担当係

長

総務省消防庁派遣 消防司令 石田　　壮 保土ケ谷消防署総務・予防課今井消防

出張所長(警防課今井消防出張所第一

係長兼務)(警防課今井消防出張所第

二係長兼務)

鶴見消防署総務・予防課予防係長 消防司令 向井　　克志 総務部消防団課担当係長

任　消防司令  消防司令補 伊藤　　浩二 予防部保安課勤務

鶴見消防署総務・予防課査察指導担

当係長

鶴見消防署総務・予防課大黒町消防 消防司令 九十九澤稔 再任用

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)

任　消防司令  消防司令補 玉山　　修幸 警防部警防課勤務

鶴見消防署総務・予防課末吉消防出

張所長(警防課末吉消防出張所第一

係長兼務)(警防課末吉消防出張所

第二係長兼務)
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任　消防司令  消防司令補 黒田　　翔 総務部消防団課勤務

鶴見消防署総務・予防課入船消防出

張所長(警防課入船消防出張所第一

係長兼務)(警防課入船消防出張所

第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 古賀　　拓 鶴見消防署警防課勤務

鶴見消防署総務・予防課寺尾消防出

張所長(警防課寺尾消防出張所第一

係長兼務)(警防課寺尾消防出張所

第二係長兼務)

鶴見消防署総務・予防課鶴見水上消 消防司令 弦巻　　一男 中消防署警防課警防第二係長

防出張所長(警防課鶴見水上消防出

張所第一係長兼務)(警防課鶴見水

上消防出張所第二係長兼務)

神奈川消防署総務・予防課消防団係 消防司令 佐藤　　鉄平 鶴見消防署総務・予防課末吉消防出張

長 所長(警防課末吉消防出張所第一係長

兼務)(警防課末吉消防出張所第二係

長兼務)

神奈川消防署総務・予防課予防係長 事務職員 福島　　健太郎 道路局道路部維持課担当係長

(消防司令)

神奈川消防署警防課警防第一係長 消防司令 豊　　　真責 西消防署総務・予防課境之谷消防出張

所長(警防課境之谷消防出張所第一係

長兼務)(警防課境之谷消防出張所第

二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 虻川　　健志 旭消防署警防課勤務

神奈川消防署警防課警防第一係救急

担当係長(警防課警防第二係救急担

当係長兼務)

神奈川消防署総務・予防課菅田消防 消防司令 酒井　　直樹 金沢消防署警防課警防第一係救急担当

出張所長(警防課菅田消防出張所第 係長(警防課警防第二係救急担当係長

一係長兼務)(警防課菅田消防出張 兼務)

所第二係長兼務)

神奈川消防署総務・予防課松見消防 事務職員 岩永　　寛 総務局危機管理室危機管理部危機管理

出張所長(警防課松見消防出張所第 (消防司令) 課担当係長（神奈川区）

一係長兼務)(警防課松見消防出張

所第二係長兼務)
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任　消防司令  消防司令補 保阪　　美智雄 神奈川消防署警防課勤務

西消防署総務・予防課消防団係長

西消防署総務・予防課査察指導担当 事務職員 髙田　　大成 都市整備局都心再生部都心再生課横浜

係長 (消防司令) 駅周辺等担当係長

西消防署警防課警防第二係長 消防司令 濱田　　直人 旭消防署総務・予防課南本宿消防出張

所長(警防課南本宿消防出張所第一係

長兼務)(警防課南本宿消防出張所第

二係長兼務)

西消防署警防課警防第一係救急担当 消防司令 重谷　　将宏 戸塚消防署総務・予防課吉田消防出張

係長(警防課警防第二係救急担当係 所長(警防課吉田消防出張所第一係長

長兼務) 兼務)(警防課吉田消防出張所第二係

長兼務)

任　消防司令  消防司令補 宿野部　勇三 保土ケ谷消防署警防課勤務

西消防署総務・予防課境之谷消防出

張所長(警防課境之谷消防出張所第

一係長兼務)(警防課境之谷消防出

張所第二係長兼務)

中消防署警防課警防第二係長 消防司令 佐藤　　達也 港南消防署総務・予防課野庭消防出張

所長(警防課野庭消防出張所第一係長

兼務)(警防課野庭消防出張所第二係

長兼務)

中消防署総務・予防課北方消防出張 消防司令 志村　　洋明 磯子消防署総務・予防課査察指導担当

所長(警防課北方消防出張所第一係 係長

長兼務)(警防課北方消防出張所第

二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 青木　　英和 港北消防署警防課勤務

中消防署総務・予防課山下町消防出

張所長(警防課山下町消防出張所第

一係長兼務)(警防課山下町消防出

張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 松政　　伸 南消防署警防課勤務

中消防署総務・予防課山元町消防出

張所長(警防課山元町消防出張所第

一係長兼務)(警防課山元町消防出

張所第二係長兼務)
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南消防署警防課警防第一係長 消防司令 煙山　　昭宏 中消防署総務・予防課北方消防出張所

長(警防課北方消防出張所第一係長兼

務)(警防課北方消防出張所第二係長

兼務)

任　消防司令  消防司令補 金子　　裕次朗 磯子消防署警防課勤務

南消防署警防課警防第一係救急担当

係長(警防課警防第二係救急担当係

長兼務)

任　消防司令  消防司令補 田口　　研二 警防部司令課勤務

南消防署総務・予防課大岡消防出張

所長(警防課大岡消防出張所第一係

長兼務)(警防課大岡消防出張所第

二係長兼務)

南消防署総務・予防課蒔田消防出張 消防司令 福田　　良祐 泉消防署警防第一課救急担当課長（警

所長(警防課蒔田消防出張所第一係 防第二課救急担当課長兼務）

長兼務)(警防課蒔田消防出張所第

二係長兼務)

港南消防署警防課警防第二係長 消防司令 青木　　里志 神奈川消防署総務・予防課松見消防出

張所長(警防課松見消防出張所第一係

長兼務)(警防課松見消防出張所第二

係長兼務)

港南消防署警防課警防第一係救急担 消防司令 金子　　昌樹 西消防署総務・予防課消防団係長

当係長(警防課警防第二係救急担当

係長兼務)

港南消防署総務・予防課野庭消防出 消防司令 喜多　　亮介 戸塚消防署警防課警防第一係長

張所長(警防課野庭消防出張所第一

係長兼務)(警防課野庭消防出張所

第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 長谷川　信一 鶴見消防署警防課勤務

港南消防署総務・予防課上永谷消防

出張所長(警防課上永谷消防出張所

第一係長兼務)(警防課上永谷消防

出張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 上田　　洋 消防訓練センター教育課勤務

保土ケ谷消防署総務・予防課消防団

係長
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保土ケ谷消防署警防課警防第二係長 消防司令 粟竹　　国男 戸塚消防署総務・予防課東戸塚消防出

張所長(警防課東戸塚消防出張所第一

係長兼務)(警防課東戸塚消防出張所

第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 毛塚　　和久 瀬谷消防署勤務

保土ケ谷消防署総務・予防課本陣消

防出張所長(警防課本陣消防出張所

第一係長兼務)(警防課本陣消防出

張所第二係長兼務)

保土ケ谷消防署総務・予防課今井消 消防司令 金子　　寛平 栄消防署警防第一課救急担当課長（警

防出張所長(警防課今井消防出張所 防第二課救急担当課長兼務）

第一係長兼務)(警防課今井消防出

張所第二係長兼務)

旭消防署警防課警防第二係長 消防司令 田中　　敏彦 旭消防署警防課警防第一係救急担当係

長(警防課警防第二係救急担当係長兼

務)

旭消防署警防課警防第一係救急担当 消防司令 小倉　　宏文 鶴見消防署総務・予防課鶴見水上消防

係長(警防課警防第二係救急担当係 出張所長(警防課鶴見水上消防出張所

長兼務) 第一係長兼務)(警防課鶴見水上消防

出張所第二係長兼務)

旭消防署総務・予防課さちが丘消防 消防司令 松原　　祐輝 西消防署警防課警防第一係救急担当係

出張所長(警防課さちが丘消防出張 長(警防課警防第二係救急担当係長兼

所第一係長兼務)(警防課さちが丘 務)

消防出張所第二係長兼務)

旭消防署総務・予防課都岡消防出張 消防司令 花塚　　公祐 予防部横浜市民防災センター担当係長

所長(警防課都岡消防出張所第一係 （救急部救急課担当係長兼務）

長兼務)(警防課都岡消防出張所第

二係長兼務)

旭消防署総務・予防課南本宿消防出 消防司令 西山　　博之 港南消防署警防課警防第一係救急担当

張所長(警防課南本宿消防出張所第 係長(警防課警防第二係救急担当係長

一係長兼務)(警防課南本宿消防出 兼務)

張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 大場　　賢二 予防部予防課勤務

旭消防署総務・予防課市沢消防出張

所長(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)
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任　消防司令  消防司令補 髙部　　隆幸 予防部保安課勤務

磯子消防署総務・予防課査察指導担

当係長

任　消防司令  消防司令補 石田　　裕也 青葉消防署勤務

磯子消防署警防課警防第一係救急担

当係長(警防課警防第二係救急担当

係長兼務)

金沢消防署総務・予防課査察指導担 消防司令 髙瀬　　彰久 予防部保安課担当係長

当係長

金沢消防署警防課警防第二係長 消防司令 伊藤　　久史 港北消防署総務・予防課日吉消防出張

所長(警防課日吉消防出張所第一係長

兼務)(警防課日吉消防出張所第二係

長兼務)

任　消防司令  消防司令補 深澤　　重順 警防部司令課勤務

金沢消防署警防課警防第一係救急担

当係長(警防課警防第二係救急担当

係長兼務)

金沢消防署総務・予防課六浦消防出 消防司令 山﨑　　大輔 港南消防署総務・予防課上永谷消防出

張所長(警防課六浦消防出張所第一 張所長(警防課上永谷消防出張所第一

係長兼務)(警防課六浦消防出張所 係長兼務)(警防課上永谷消防出張所

第二係長兼務) 第二係長兼務)

金沢消防署総務・予防課釜利谷消防 消防司令 奥田　　健介 神奈川消防署警防課警防第一係救急担

出張所長(警防課釜利谷消防出張所 当係長(警防課警防第二係救急担当係

第一係長兼務)(警防課釜利谷消防 長兼務)

出張所第二係長兼務)

港北消防署警防課警防第一係長 消防司令 神保　　雅行 青葉消防署元石川消防出張所長

任　消防司令  消防司令補 小金井　幸男 警防部警防課勤務

港北消防署警防課警防第二係長

任　消防司令  消防司令補 伊藤　　健太 消防訓練センター教育課勤務

港北消防署総務・予防課綱島消防出

張所長(警防課綱島消防出張所第一

係長兼務)(警防課綱島消防出張所

第二係長兼務)
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港北消防署総務・予防課日吉消防出 消防司令 田代　　徹 保土ケ谷消防署総務・予防課消防団係

張所長(警防課日吉消防出張所第一 長

係長兼務)(警防課日吉消防出張所

第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 天野　　雅巳 南消防署警防課勤務

港北消防署総務・予防課高田消防出

張所長(警防課高田消防出張所第一

係長兼務)(警防課高田消防出張所

第二係長兼務)

緑消防署総務・予防課消防団係長 消防司令 和泉　　文朗 中消防署総務・予防課山元町消防出張

所長(警防課山元町消防出張所第一係

長兼務)(警防課山元町消防出張所第

二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 山口　　健吾 予防部指導課勤務

緑消防署総務・予防課査察指導担当

係長

緑消防署警防課警防第一係長 消防司令 佐藤　　雅也 都筑消防署北山田消防出張所長

緑消防署警防課警防第二係長 消防司令 小野　　好友 警防部警防課訓練救助係長

緑消防署警防課警防第一係救急担当 消防司令 武内　　和久 緑消防署警防第一課救急担当課長（警

係長(警防課警防第二係救急担当係 防第二課救急担当課長兼務）

長兼務)

緑消防署総務・予防課十日市場消防 消防司令 西塚　　泰士 緑消防署十日市場消防出張所長

出張所長(警防課十日市場消防出張

所第一係長兼務)(警防課十日市場

消防出張所第二係長兼務)

緑消防署総務・予防課長津田消防出 消防司令 三浦　　文江 緑消防署長津田消防出張所長

張所長(警防課長津田消防出張所第

一係長兼務)(警防課長津田消防出

張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 田仲　　智行 消防訓練センター管理・研究課勤務

緑消防署総務・予防課鴨居消防出張

所長(警防課鴨居消防出張所第一係

長兼務)(警防課鴨居消防出張所第

二係長兼務)
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任　消防司令  消防司令補 斧口　　晃彦 警防部司令課勤務

緑消防署総務・予防課白山消防出張

所長(警防課白山消防出張所第一係

長兼務)(警防課白山消防出張所第

二係長兼務)

青葉消防署総務・予防課消防団係長 消防司令 中嶋　　雄介 旭消防署総務・予防課市沢消防出張所

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)

青葉消防署総務・予防課査察指導担 消防司令 山本　　充 青葉消防署予防課査察指導担当課長

当係長

青葉消防署警防課警防第一係長 事務職員 佐藤　　靖彦 総務局危機管理室危機管理部危機管理

(消防司令) 課担当係長（青葉区）

青葉消防署警防課警防第二係長 消防司令 大谷　　俊明 青葉消防署警防第二課長

青葉消防署警防課警防第一係救急担 消防司令 山田　　隆男 青葉消防署警防第一課救急担当課長（

当係長(警防課警防第二係救急担当 警防第二課救急担当課長兼務）

係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 大場　　淳一 港北消防署総務・予防課勤務

青葉消防署総務・予防課元石川消防

出張所長(警防課元石川消防出張所

第一係長兼務)(警防課元石川消防

出張所第二係長兼務)

青葉消防署総務・予防課鴨志田消防 消防司令 伊藤　　伸孝 青葉消防署鴨志田消防出張所長

出張所長(警防課鴨志田消防出張所

第一係長兼務)(警防課鴨志田消防

出張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 大塚　　典彰 警防部司令課勤務

青葉消防署総務・予防課すすき野消

防出張所長(警防課すすき野消防出

張所第一係長兼務)(警防課すすき

野消防出張所第二係長兼務)

青葉消防署総務・予防課荏田消防出 消防司令 芦垣　　慶一郎 南消防署警防課警防第一係救急担当係

張所長(警防課荏田消防出張所第一 長(警防課警防第二係救急担当係長兼

係長兼務)(警防課荏田消防出張所 務)

第二係長兼務)



20頁　　　　

令和3年4月1日  付

　職員氏名　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）

任　消防司令  消防司令補 長　　　雷士 磯子消防署警防課勤務

青葉消防署総務・予防課青葉台消防

出張所長(警防課青葉台消防出張所

第一係長兼務)(警防課青葉台消防

出張所第二係長兼務)

青葉消防署総務・予防課奈良消防出 消防司令 久嶋　　秀文 青葉消防署奈良消防出張所長

張所長(警防課奈良消防出張所第一

係長兼務)(警防課奈良消防出張所

第二係長兼務)

都筑消防署総務・予防課消防団係長 消防司令 兼重　　裕三 緑消防署白山消防出張所長

都筑消防署総務・予防課予防係長 消防司令 田中　　智己 神奈川消防署総務・予防課消防団係長

都筑消防署総務・予防課査察指導担 消防司令 曽根田　和矢 都筑消防署予防課査察指導担当課長

当係長

都筑消防署警防課警防第一係長 消防司令 藤井　　敦司 金沢消防署総務・予防課六浦消防出張

所長(警防課六浦消防出張所第一係長

兼務)(警防課六浦消防出張所第二係

長兼務)

都筑消防署警防課警防第二係長 消防司令 倉田　　賀央 都筑消防署仲町台消防出張所長

都筑消防署警防課警防第一係救急担 消防司令 橋本　　剛広 都筑消防署警防第一課救急担当課長（

当係長(警防課警防第二係救急担当 警防第二課救急担当課長兼務）

係長兼務)

都筑消防署総務・予防課川和消防出 消防司令 山本　　康明 都筑消防署川和消防出張所長

張所長(警防課川和消防出張所第一

係長兼務)(警防課川和消防出張所

第二係長兼務)

都筑消防署総務・予防課佐江戸消防 消防司令 大工保　喬 都筑消防署佐江戸消防出張所長

出張所長(警防課佐江戸消防出張所

第一係長兼務)(警防課佐江戸消防

出張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 藤田　　昇 鶴見消防署警防課勤務

都筑消防署総務・予防課仲町台消防

出張所長(警防課仲町台消防出張所

第一係長兼務)(警防課仲町台消防

出張所第二係長兼務)
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都筑消防署総務・予防課北山田消防 消防司令 荒川　　春輔 磯子消防署警防課警防第一係救急担当

出張所長(警防課北山田消防出張所 係長(警防課警防第二係救急担当係長

第一係長兼務)(警防課北山田消防 兼務)

出張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 栗本　　誠喜 中消防署警防課勤務

戸塚消防署警防課警防第一係長

戸塚消防署警防課警防第一係救急担 消防司令 野中　　朗浩 鶴見消防署総務・予防課入船消防出張

当係長(警防課警防第二係救急担当 所長(警防課入船消防出張所第一係長

係長兼務) 兼務)(警防課入船消防出張所第二係

長兼務)

任　消防司令  事務職員 藤江　　勇貴 総務局危機管理室危機管理部緊急対策

戸塚消防署総務・予防課吉田消防出 (消防司令補) 課勤務

張所長(警防課吉田消防出張所第一

係長兼務)(警防課吉田消防出張所

第二係長兼務)

戸塚消防署総務・予防課東戸塚消防 事務職員 佐藤　　克哉 医療局医療政策部医療政策課担当係長

出張所長(警防課東戸塚消防出張所 (消防司令)

第一係長兼務)(警防課東戸塚消防

出張所第二係長兼務)

栄消防署総務・予防課担当係長 消防司令 伊藤　　香織 南消防署総務・予防課担当係長

栄消防署総務・予防課消防団係長 消防司令 後藤　　正宏 南消防署総務・予防課大岡消防出張所

長(警防課大岡消防出張所第一係長兼

務)(警防課大岡消防出張所第二係長

兼務)

栄消防署総務・予防課予防係長 消防司令 森田　　進一 鶴見消防署総務・予防課寺尾消防出張

所長(警防課寺尾消防出張所第一係長

兼務)(警防課寺尾消防出張所第二係

長兼務)

任　消防司令  消防司令補 阿部　　剛士 予防部指導課勤務

栄消防署総務・予防課査察指導担当

係長

任　消防司令  消防司令補 亀井　　清 戸塚消防署警防課勤務

栄消防署警防課警防第二係長
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任　消防司令  消防司令補 池田　　亨 栄消防署勤務

栄消防署警防課警防第一係救急担当

係長(警防課警防第二係救急担当係

長兼務)

栄消防署総務・予防課豊田消防出張 消防司令 霜村　　憲一 栄消防署豊田消防出張所長

所長(警防課豊田消防出張所第一係

長兼務)(警防課豊田消防出張所第

二係長兼務)

栄消防署総務・予防課上郷消防出張 消防司令 田代　　憲祥 栄消防署上郷消防出張所長

所長(警防課上郷消防出張所第一係

長兼務)(警防課上郷消防出張所第

二係長兼務)

泉消防署総務・予防課消防団係長 消防司令 豊田　　耕作 港北消防署総務・予防課綱島消防出張

所長(警防課綱島消防出張所第一係長

兼務)(警防課綱島消防出張所第二係

長兼務)

泉消防署総務・予防課予防係長 消防司令 坂詰　　岳彦 港北消防署総務・予防課高田消防出張

所長(警防課高田消防出張所第一係長

兼務)(警防課高田消防出張所第二係

長兼務)

任　消防司令  消防司令補 北村　　嘉康 予防部保安課勤務

泉消防署総務・予防課査察指導担当

係長

泉消防署警防課警防第一係長 消防司令 天野　　寛則 瀬谷消防署下瀬谷消防出張所長

任　消防司令  消防司令補 赤松　　悌 泉消防署勤務

泉消防署警防課警防第二係長

泉消防署警防課警防第一係救急担当 消防司令 鈴木　　克史 教育課専任職（救急業務担当）

係長(警防課警防第二係救急担当係

長兼務)

泉消防署総務・予防課岡津消防出張 消防司令 立塚　　雅 泉消防署岡津消防出張所長

所長(警防課岡津消防出張所第一係

長兼務)(警防課岡津消防出張所第

二係長兼務)
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任　消防司令  消防司令補 奥山　　祐介 鶴見消防署警防課勤務

泉消防署総務・予防課中田消防出張

所長(警防課中田消防出張所第一係

長兼務)(警防課中田消防出張所第

二係長兼務)

泉消防署総務・予防課いずみ野消防 消防司令 大矢　　芳寛 泉消防署いずみ野消防出張所長

出張所長(警防課いずみ野消防出張

所第一係長兼務)(警防課いずみ野

消防出張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 秋元　　竜也 警防部司令課勤務

泉消防署総務・予防課緑園消防出張

所長(警防課緑園消防出張所第一係

長兼務)(警防課緑園消防出張所第

二係長兼務)

瀬谷消防署総務・予防課消防団係長 消防司令 石坂　　孝 旭消防署総務・予防課都岡消防出張所

長(警防課都岡消防出張所第一係長兼

務)(警防課都岡消防出張所第二係長

兼務)

瀬谷消防署総務・予防課予防係長 消防司令 竹原　　信治 港北消防署警防課警防第二係長

任　消防司令  消防司令補 野口　　泰伸 総務部総務課勤務

瀬谷消防署総務・予防課査察指導担

当係長

瀬谷消防署警防課警防第一係長 消防司令 中澤　　靖彦 瀬谷消防署中瀬谷消防出張所長

任　消防司令  消防司令補 日髙　　雅和 消防訓練センター教育課勤務

瀬谷消防署警防課警防第一係救急担

当係長(警防課警防第二係救急担当

係長兼務)

瀬谷消防署総務・予防課中瀬谷消防 消防司令 久保　　昇徹 戸塚消防署警防課警防第一係救急担当

出張所長(警防課中瀬谷消防出張所 係長(警防課警防第二係救急担当係長

第一係長兼務)(警防課中瀬谷消防 兼務)

出張所第二係長兼務)

任　消防司令  消防司令補 鈴木　　修平 戸塚消防署警防課勤務

瀬谷消防署総務・予防課下瀬谷消防

出張所長(警防課下瀬谷消防出張所

第一係長兼務)(警防課下瀬谷消防

出張所第二係長兼務)
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　職員氏名　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）

瀬谷消防署総務・予防課阿久和消防 消防司令 猪野　　貴行 瀬谷消防署阿久和消防出張所長

出張所長(警防課阿久和消防出張所

第一係長兼務)(警防課阿久和消防

出張所第二係長兼務)


