
1 頁

令 和 4年 1月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

医職 木我 陽子

事職 松永 朋美

医職 富田 千秋

事職 倉田 力

事職 鈴木 崇広

事職 山崎 晋一

事職 森田 伸一

事職 土屋 朋宏

事職 水沼 彩子

事職 渡邊 勝明

泉区福祉保健センター医務担当部

長

（保健所兼務）

青葉区福祉保健センター高齢・障

害支援課長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部医務担当部

長（医療安全医務監）

（保健所兼務）

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

デジタル統括本部企画調整部企画

調整課担当課長

総務局行政改革推進部行政マネジ

メント課情報セキュリティ担当課

長

（デジタル推進担当兼務）（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）

総務局行政改革推進部行政マネジ

メント課外郭団体担当課長

総務局行政改革推進部ＩＣＴ基盤

管理課長

（個人番号カード交付促進担当兼

務）（デジタル推進担当兼務）

（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）

総務局行政改革推進部住民情報シ

ステム課長

（個人番号カード交付促進担当兼

務）（デジタル推進担当兼務）

財政局主税部税務課長

（税務人材育成リーダー兼務）

【部長級】

泉区福祉保健センター医務担当部長

（保健所兼務）（瀬谷区福祉保健センター医

務担当部長兼務）

瀬谷区福祉保健センター長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部医務担当部長（医療安

全医務監）

（保健所兼務）（瀬谷区福祉保健センター医

務担当部長兼務）

【課長級】

青葉区福祉保健センター高齢・障害支援課長

（保健所兼務）

デジタル統括本部企画調整部企画調整課担当

課長

（健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担

当課長兼務）

総務局行政改革推進部行政マネジメント課情

報セキュリティ担当課長

（デジタル推進担当兼務）（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）（健康福祉局総務部

総務課臨時特別給付金担当課長兼務）

総務局行政改革推進部行政マネジメント課外

郭団体担当課長

（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）

総務局行政改革推進部ＩＣＴ基盤管理課長

（個人番号カード交付促進担当兼務）（デジ

タル推進担当兼務）（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）（健康福祉局総務部総

務課臨時特別給付金担当課長）

総務局行政改革推進部住民情報システム課長

（個人番号カード交付促進担当兼務）（デジ

タル推進担当兼務）（健康福祉局総務部総務

課臨時特別給付金担当課長兼務）

財政局主税部税務課長

（税務人材育成リーダー兼務）（健康福祉局

総務部総務課臨時特別給付金担当課長兼務）
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令 和 4年 1月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 齊藤 誓

事職 加藤 久雄

事職 奥津 直臣

事職 山﨑 達哉

技職 小金井 健至

事職 大里 和巳

事職 田 登

技職 成田 俊之

技職 河野 学峰

事職 石原 雅久

事職 佐藤 敦彦

事職 松村 博美

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）

市民局区政支援部窓口サービス課長

（戸籍人材育成リーダー兼務）（外

国人材受入・共生推進担当兼務）

（個人番号カード交付促進担当兼

務）（デジタル推進担当兼務）

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

【課長級】

市民局区政支援部窓口サービス課長

（戸籍人材育成リーダー兼務）（外国人材受

入・共生推進担当兼務）（個人番号カード交

付促進担当兼務）（デジタル推進担当兼務）

（健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担

当課長）

健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担当

課長

（区総務部税務課担当課長兼務）

都市整備局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）

都市整備局総務部総務課担当課長

【課長補佐級】

政策局課長補佐（基地対策課担当係長）

（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）

総務局課長補佐（総務部法制課訴訟支援担当

係長）

（健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担

当係長兼務）（区総務部税務課担当係長兼

務）

健康福祉局課長補佐（総務部総務課臨時特別

給付金担当係長）

（区総務部税務課担当係長兼務）

健康福祉局課長補佐（食肉衛生検査所担当係

長）

都市整備局課長補佐（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整備推

進課担当係長）（健康福祉局総務部総務課臨

時特別給付金担当係長兼務）（区総務部税務

課担当係長兼務）

会計室課長補佐（審査課担当係長）

【係長級】

中区総務部総務課担当係長

中区総務部戸籍課担当係長

都市整備局総務部総務課長

（危機管理推進担当兼務）

健康福祉局課長補佐（動物愛護セ

ンター愛護推進係長）

（健康福祉局健康安全部健康安全

課健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

都市整備局課長補佐（上瀬谷整

備・国際園芸博覧会推進室上瀬谷

整備推進部上瀬谷整備推進課担当

係長）

会計室課長補佐（審査課審査第一

係長）

中区総務部戸籍課担当係長

中区勤務

都市整備局総務部業務調整課担当

課長

政策局課長補佐（基地対策課担当

係長）

都市整備局課長補佐（総務部業務

調整課担当係長）

市民局課長補佐（スポーツ統括室
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令 和 4年 1月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

南区総務部総務課担当係長 事職 和栗 久恵

事職 土田 志保

事職 松下 さち子

事職 山口 さやか

事職 前田 雅美

事職 田中 良平

事職 小山 敬之

事職 千田 有希苗

事職 石井 麻依子

事職 聡史

事職 永井 絢子

事職 西垣 潤

事職 関本 早冬

事職 中村 巧

技職 渡邉 卓彌

南区総務部総務課担当係長

南区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢

者支援担当係長

（保健所兼務）

南区福祉保健センター保険年金課収納担当係

長

（南区総務部税務課滞納整理担当兼務）

保土ケ谷区総務部総務課担当係長

保土ケ谷区総務部戸籍課担当係長

泉区総務部総務課担当係長

泉区総務部地域振興課担当係長

泉区福祉保健センターこども家庭支援課担当

係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当

係長

健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担当

係長

（区総務部税務課担当係長兼務）

健康福祉局総務部総務課臨時特別給付金担当

係長

（区総務部税務課担当係長兼務）

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

（保健所兼務）

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

（保健所兼務）

動物愛護センター愛護推進係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課健康危機

管理担当兼務）（保健所兼務）

国際局国際政策部政策総務課担当係長

（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）

南区福祉保健センター高齢・障害

支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

南区福祉保健センター保険年金課

収納担当係長

（南区総務部税務課滞納整理担当

兼務）

南区勤務

鶴見区総務部総務課担当係長

保土ケ谷区総務部戸籍課担当係長

保土ケ谷区勤務

泉区総務部地域振興課担当係長

泉区福祉保健センターこども家庭

支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

泉区勤務

総務局勤務

事職 片山 玲子

市民局担当係長
（東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会派遣）

建築局勤務

政策局勤務

資源循環局勤務

健康福祉局勤務

国際局担当係長
（経済産業省派遣）
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令 和 4年 1月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 畑 裕己

技職 岸 直樹

事職 結城 利恵

事職 加藤 雅史

事職 白石 龍郎

消吏 遠藤 哲也

消吏 池田 亨

事職 古谷 雅孝

【係長級】

資源循環局総務部職員課担当係長

資源循環局政策調整部政策調整課担当係長

港湾局総務部総務課担当係長

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

（港湾局港湾管理部港湾管財課担当係長兼務 

）

港湾局港湾管理部水域管理課水域管理係長

事職 佐山 智代

資源循環局政策調整部政策調整課

担当係長

政策局総務部総務課担当係長

（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）

港湾局総務部総務課担当係長

（民間企業派遣）

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

港湾局勤務

消防局戸塚消防署総務・予防課深

谷消防出張所長

（消防局戸塚消防署警防課深谷消

防出張所第一係長兼務）（消防局

戸塚消防署警防課深谷消防出張所

第二係長兼務）

消防局栄消防署警防課警防第一係

救急担当係長

（消防局栄消防署警防課警防第二

係救急担当係長兼務）

監査事務局監査部財務監査課担当

係長

市民局総務部総務課担当係長

消防局戸塚消防署総務・予防課担当係長

（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）

消防局栄消防署警防課警防第一係救急担当係

長

（消防局栄消防署警防課警防第二係救急担当

係長兼務）（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）

会計室審査課審査第一係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長



　　　

令和４年１月１日  付

　職員氏名

【課長級（消防監）】

港南消防署副署長(港南消防署総務・ 消防監 岸　　　了人 港南消防署副署長(港南消防署総務・

予防課長兼務)(港南区総務部総務課 予防課長兼務)(港南区総務部総務課

災害対策担当課長兼務) 災害対策担当課長兼務)(港南消防署

総務・予防課野庭消防出張所長兼務)

(港南消防署警防課野庭消防出張所

第一係長兼務)(港南消防署警防課

野庭消防出張所第二係長兼務)

【課長級（消防司令長）】

戸塚消防署総務・予防課担当課長(総 消防司令長 江村　　孝之 戸塚消防署総務・予防課担当課長

務・予防課深谷消防出張所長兼務)(

警防課深谷消防出張所第一係長兼務)

(警防課深谷消防出張所第二係長兼務)

【係長級（消防司令）】

戸塚消防署総務・予防課担当係長 消防司令 遠藤　　哲也 戸塚消防署総務・予防課深谷消防出

市長部局出向 張所長(警防課深谷消防出張所第一

係長兼務)(警防課深谷消防出張所

第二係長兼務)

栄消防署警防課警防第一係救急担当 消防司令 池田　　亨 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 係長(警防課警防第二係救急担当係

長兼務) 長兼務)

市長部局出向

任　消防司令  消防司令補 佐島　　洋平 警防部警防課勤務

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)

　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）



令和４年１月１日付 　　１頁　

新　　　補　　　職 現職名 氏 名 現　　補　　職

【係長級】

安全管理部安全教育センター担当係長 運事職 坂井 博之 安全管理部安全教育センター勤務

（高速鉄道教育担当）

人事異動(交通局)

昇




