
平成３０年　４月　１日付 　　１頁　

新　　　補　　　職 現職名 氏 名 現　　補　　職

【部長級】

安全管理部長 事職 津久井 栄之 自動車本部長

自動車本部長 事職 瀧澤 一也 港湾局担当部長

（横浜港埠頭株式会社派遣）

技術管理部長 技職 村田 守廣 安全管理部長

工務部長 技職 橋本 芳実 工務部建設改良課長

市長部局出向 事職 髙鳥 修一 総務部経営企画課長

(オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）

(ラグビーワールドカップ横浜市

推進担当兼務）

【課長級】

総務部経営企画課長 事職 真籠 俊彦 自動車本部路線計画課長

(オリンピック・パラリンピック横浜市推進

担当兼務）

(ラグビーワールドカップ横浜市推進担当兼務）

総務部人事課担当課長 事職 佐藤 千鶴 営業推進本部営業・観光企画課長

（全国都市緑化フェア推進担当兼

務）

安全管理部安全管理課長 技職 渡邉 真幸 技術管理部川和保守管理所長

営業推進本部事業開発課長 事職 荒川 義則 会計室会計管理課担当課長

営業推進本部営業・観光企画課長 事職 森 香里 旭区課長補佐（総務部総務課庶務

係長）

（地域防災担当兼務）

高速鉄道本部総合司令所長 事職 浅田 潤一郎 交通局課長補佐（高速鉄道本部新

羽乗務管理所副所長）

高速鉄道本部駅務管理所長 事職 田中 一成 交通局課長補佐（高速鉄道本部駅

務管理所横浜管区駅長）

高速鉄道本部上永谷乗務管理所長 事職 畑沢 安彦 高速鉄道本部新羽乗務管理所長

高速鉄道本部新羽乗務管理所長 事職 諏訪 千械 健康福祉局総務部総務課臨時福祉

給付金担当課長

（区総務部税務課担当課長兼務）

高速鉄道本部川和乗務管理所長 事職 山本 一郎 交通局課長補佐（高速鉄道本部川

和乗務管理所副所長）

自動車本部路線計画課長 事職 小島 健治 自動車本部運輸課長
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【課長級】

自動車本部運輸課長 事職 廣野 克則 交通局課長補佐（自動車本部運輸

課運輸係長）

自動車本部浅間町営業所長 事職 米山 岳夫 交通局課長補佐（総務部人事課人

事組織係長）

自動車本部港南営業所長 事職 松本 健嗣 交通局課長補佐（自動車本部港南

営業所長代行）

技術管理部電気課担当課長 技職 加藤 貴久 交通局課長補佐（技術管理部電気

課電力係長）

技術管理部川和保守管理所長 技職 木藤 悟 交通局課長補佐（技術管理部新羽

保守管理所設備区長）

工務部建築課担当課長 技職 金久 治夫 交通局課長補佐（工務部建築課建

築係長）

工務部建設改良課長 技職 上杉 知 安全管理部安全管理課長

（工務部土木設計担当課長兼務） （工務部土木設計担当課長兼務）

工務部新横浜工事事務所長 技職 井川 廣視 交通局課長補佐（工務部建設改良

課計画係長）

交通局担当課長 事職 仲澤 宏行 交通局課長補佐

（横浜交通開発株式会社派遣） （横浜交通開発株式会社派遣）

市長部局出向 事職 柴田 正之 営業推進本部事業開発課長

市長部局出向 事職 直井 一浩 自動車本部浅間町営業所長

市長部局出向 事職 藤牧 武之 交通局担当課長

（横浜交通開発株式会社派遣）

市長部局出向 事職 薬袋 浩 交通局課長補佐（総務部経営企画

課契約会計管理係長）

【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 加藤 未歩 財政局課長補佐（主税部納税管理

（総務部総務課お客様満足推進担当係長） 課担当係長）

（区総務部税務課担当係長兼務）

交通局課長補佐 技職 今井 稔 総務部総務課システム担当係長

（総務部総務課システム担当係長）

交通局課長補佐 事職 入江 洋二郎 総務部経営企画課経営担当係長

（総務部経営企画課経営担当係長）
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【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 土谷 浩史 総務部能力開発センター研修担当

（総務部能力開発センター研修担当係長） 係長

交通局課長補佐 事職 戸田 真一 高速鉄道本部運転課教育企画担当

（総務部能力開発センター研修担当係長） 係長

（安全管理部安全管理課担当係長

兼務）

交通局課長補佐 事職 三浦 美喜雄 高速鉄道本部運転課運転係長

（高速鉄道本部運転課運転係長）

交通局課長補佐 事職 大谷 明弘 交通局課長補佐（高速鉄道本部

（高速鉄道本部駅務管理所横浜管区駅長） 駅務管理所副所長）

交通局課長補佐 事職 宮崎 滋 高速鉄道本部駅務管理所あざみ野

（高速鉄道本部駅務管理所あざみ野管区駅長） 管区駅長

交通局課長補佐 事職 佐藤 隆幸 高速鉄道本部駅務管理所日吉管区

（高速鉄道本部駅務管理所日吉管区駅長） 駅長

交通局課長補佐 事職 石坂 寿邦 高速鉄道本部総合司令所運輸司令

（高速鉄道本部新羽乗務管理所副所長） 長

交通局課長補佐 事職 伊東 光晴 高速鉄道本部新羽乗務管理所教育

（高速鉄道本部新羽乗務管理所教育指導係長） 指導係長

交通局課長補佐 事職 石渡 春男 自動車本部保土ケ谷営業所副所長

（自動車本部運輸課運輸係長）

交通局課長補佐 事職 足立 芳美 自動車本部本牧営業所副所長

（自動車本部保土ケ谷営業所副所長）

交通局課長補佐 技職 加藤 裕之 自動車本部保土ケ谷営業所車両整

（自動車本部保土ケ谷営業所車両整備係長） 備係長

交通局課長補佐 技職 荒 博美 自動車本部浅間町営業所車両整備

（自動車本部若葉台営業所車両整備係長） 係長

交通局課長補佐 事職 明石 秀樹 自動車本部浅間町営業所副所長

（自動車本部浅間町営業所副所長）

交通局課長補佐 事職 鈴木 昌男 交通局担当係長

（自動車本部本牧営業所長代行） （横浜交通開発株式会社派遣）

交通局課長補佐 事職 岩男 昇治 自動車本部鶴見営業所教育指導係

（自動車本部本牧営業所副所長） 長
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【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 石井 勝 自動車本部港北営業所担当係長

（自動車本部港北営業所担当係長（副所長）） （副所長）

交通局課長補佐 技職 府馬 芳行 交通局課長補佐

（技術管理部電気課電力係長） （技術管理部電気課変電所更新担

当係長）

交通局課長補佐 技職 青木 信和 技術管理部上永谷保守管理所上永

（技術管理部上永谷保守管理所上永谷施設 谷施設区長

区長）

交通局課長補佐 技職 金子 浩之 技術管理部上永谷保守管理所上永

（技術管理部上永谷保守管理所上永谷検車 谷検車区長

区長）

交通局課長補佐 技職 伊藤 嗣夫 技術管理部新羽保守管理所新羽施

（技術管理部新羽保守管理所新羽施設区長） 設区長

交通局課長補佐 事職 髙橋 淳也 技術管理部川和保守管理所管理係

（技術管理部川和保守管理所管理係長） 長

交通局課長補佐 技職 斉藤 正美 技術管理部川和保守管理所川和電

（技術管理部川和保守管理所川和電気区長） 気区長

交通局課長補佐 技職 廣田 敦志 工務部施設課技術監理係長

（工務部施設課施設係長）

交通局課長補佐 技職 倉本 一昭 工務部建築課建築改良担当係長

（工務部建築課建築係長）

交通局課長補佐 技職 鶴岡 正宏 工務部施設課施設係長

（工務部建設改良課計画係長）

交通局課長補佐 事職 小尾 文男 交通局課長補佐（安全管理部安全

（横浜交通開発株式会社派遣） 管理課自動車担当係長）

市長部局出向 事職 杉田 和成 交通局課長補佐（自動車本部営業

課調査担当係長）

【係長級】

総務部総務課システム改善係長 事職 西川 基道 総務部総務課担当係長（システム

担当）

総務部総務課担当係長（システム担当） 事職 小松 賢吉 総務部総務課勤務

総務部経営企画課担当係長 事職 小川 哲史 高速鉄道本部営業課勤務

総務部経営企画課契約会計管理係長 事職 五十嵐 弘行 総務部経営企画課契約担当係長
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【係長級】

総務部経営企画課契約担当係長 事職 石井 邦道 市民局総務部総務課調整係長

総務部人事課人事組織係長 事職 倉田 力 総務局人事部人材開発課担当係長

総務部人事課任用担当係長 事職 池田 愛子 医療局勤務

（医療局病院経営本部兼務）

総務部人事課職員指導担当係長 事職 横田 貴志 自動車本部本牧営業所教育指導係

長

総務部人事課担当係長 事職 土田 志保 営業推進本部営業・観光企画課担

当係長

総務部人事課厚生係長 事職 金子 勇介 市民病院管理部医事課医事企画係

（交通局担当係長（厚生会事務従事）兼務） 長

（市民病院医療安全管理室担当係

長兼務）

総務部人事課職員健康担当係長 医職 五十嵐 小百合 総務部人事課担当係長

総務部人事課業務係長 事職 湯川 信也 交通局担当係長

（横浜交通開発株式会社派遣）

総務部能力開発センター研修担当係長 事職 鈴木 功 自動車本部本牧営業所長

安全管理部安全管理課担当係長 事職 石津 昌一 安全管理部安全管理課高速鉄道担

（運輸安全担当） 当係長

営業推進本部営業・観光企画課担当係長 事職 木嶋 幹 自動車本部路線計画課路線計画係

長

営業推進本部営業・観光企画課担当係長 事職 小川 武志 総務部人事課業務係長

営業推進本部営業・観光企画課担当係長 事職 竹内 寿祐 財政局財政部財政課担当係長

高速鉄道本部営業課駅務係長 事職 矢澤 洋平 自動車本部営業課管理係長

高速鉄道本部総合司令所運輸司令長 運事職 五十嵐 充男 高速鉄道本部総合司令所勤務

高速鉄道本部駅務管理所副所長 事職 中野 志帆 高速鉄道本部駅務管理所湘南台管

区駅長

高速鉄道本部駅務管理所横浜管区副駅長 運事職 津島 真 高速鉄道本部運転課勤務

高速鉄道本部駅務管理所関内管区駅長 事職 大木 達夫 高速鉄道本部営業課駅務係長

高速鉄道本部駅務管理所湘南台管区駅長 運事職 安藤 暢英 高速鉄道本部総合司令所勤務

高速鉄道本部新羽乗務管理所基地信号係長 運事職 片野 一雄 高速鉄道本部新羽乗務管理所勤務
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【係長級】

高速鉄道本部川和乗務管理所副所長 事職 長谷川 聡 高速鉄道本部営業課担当係長

自動車本部営業課管理係長 事職 笠原 孝弘 総務部能力開発センター研修担当

係長

自動車本部営業課営業所改善担当係長 運事職 宍倉 慶則 自動車本部運輸課勤務

自動車本部営業課担当係長（営業担当） 運事職 岡田 吉生 自動車本部保土ケ谷営業所勤務

自動車本部路線計画課路線計画係長 事職 上田 麻純 営業推進本部営業・観光企画課担

当係長

自動車本部路線計画課担当係長 運事職 森下 周一郎 自動車本部路線計画課勤務

（連節バス等担当）

自動車本部運輸課担当係長 運事職 濱田 文夫 自動車本部運輸課勤務

自動車本部運輸課車両企画担当係長 技職 小笠原 幸一 自動車本部港南営業所車両整備係

長

自動車本部運輸課緑営業所車両整備係長 技職 高橋 京悦 自動車本部運輸課担当係長

自動車本部保土ケ谷営業所教育指導係長 運事職 今井 豊 自動車本部滝頭営業所勤務

自動車本部若葉台営業所副所長 事職 遠藤 直樹 自動車本部営業課営業所改善担当

係長

自動車本部浅間町営業所車両整備係長 技職 宮崎 古都秋 自動車本部運輸課車両企画担当係

長

自動車本部滝頭営業所教育指導係長 運事職 佐藤 潤 自動車本部港南営業所勤務

自動車本部本牧営業所教育指導係長 事職 鈴木 功 自動車本部滝頭営業所教育指導係

長

自動車本部本牧営業所車両整備係長 運技職 結城 敏幸 自動車本部港南営業所勤務

自動車本部港南営業所副所長 事職 狩野 幸広 総務部人事課職員指導担当係長

自動車本部港南営業所教育指導係長 事職 中澤 一善 交通局担当係長

（横浜交通開発株式会社派遣）

自動車本部港南営業所車両整備係長 運技職 山之井 大介 自動車本部運輸課勤務

自動車本部鶴見営業所教育指導係長 運事職 原田 勇一 自動車本部滝頭営業所勤務

技術管理部電気課変電所更新担当係長 技職 藤崎 正生 総務部総務課システム改善係長

技術管理部新羽保守管理所新羽電気区長 運技職 山本 昌治 技術管理部上永谷保守管理所勤務

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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【係長級】

技術管理部新羽保守管理所設備区長 技職 佐囲東 秀岳 技術管理部車両課勤務

工務部施設課技術監理係長 技職 佐藤 誠 工務部施設課勤務

工務部建築課建築改良担当係長 技職 三宅 智子 栄区総務部区政推進課まちづくり

調整担当係長

（栄土木事務所担当係長兼務）

交通局担当係長 事職 森本 隆夫 自動車本部港南営業所教育指導係

（横浜交通開発株式会社派遣） 長

市長部局出向 事職 滝澤 良 総務部総務課お客様満足推進担当

係長

市長部局出向 事職 菅井 直樹 総務部人事課厚生係長（交通局担

当係長（厚生会事務従事）兼務）

市長部局出向 事職 岸 士郎 営業推進本部営業・観光企画課担

当係長

市長部局出向 事職 稲垣 恭子 自動車本部路線計画課担当係長

（連節バス等担当）

市長部局出向 事職 武田 央介 総務部総務課勤務

市長部局出向 事職 長岡 将史 総務部経営企画課勤務

市長部局出向 技職 成嶋 祐輝 技術管理部電気課勤務

市長部局出向 技職 濱田 沙都紀 工務部建築課勤務

市長部局出向 技職 岡田 大典 工務部建築課勤務

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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【課長級】

契約部契約第一課長 事職 秋元 一志 建築局公共建築部営繕企画課建設

（財政局兼務） 業活性化対策担当課長

【係長級】

契約部契約第一課工事第二係長 事職 岩屋 亮太朗 金沢区総務部地域振興課区民活動

（財政局兼務） 支援担当係長

契約部契約第二課物品契約係長 事職 稲垣 恭子 自動車本部路線計画課担当係長

（財政局兼務） （連節バス等担当）

契約部契約第二課担当係長 事職 峯田 貴宏 建築局担当係長

（財政局兼務）

人事異動(交通局)
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