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新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【局長級】 

 
水道局長（水道事業管理者） ○昇  事務職員 山岡 秀一 水道局副局長 

（水道局総務部長兼務） 
 
水道局担当理事（水道技術管理者）（神奈川県

内広域水道用水供給事業受託水道業務技術管

理者）（横須賀市水道事業受託水道業務技術管

理者） 
 

○昇  技術職員 鈴木 雅彦 配水部長 

 

【部長級】 

 
水道局副局長 
（水道局総務部長兼務） 

 事務職員 富井 孝 南区副区長 
（南区総務部長兼務）（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） 
 
事業推進部長 
（国際局国際協力部担当部長兼務） 

○昇  事務職員 宮田 綾子 資源循環局総務部総務課長 
（危機管理推進担当兼務） 

 
給水サービス部長  技術職員 渡邉 知幸 旭土木事務所長 

（環境創造局・道路局兼務） 
 
水道局担当部長（給水サービス担当） ○昇  事務職員 佐藤 匡広 総務部総務課長 

（ワークスタイル改革推進担当兼務） 
 
配水部長  技術職員 江夏 輝行 西谷浄水場再整備推進室長 

 
西谷浄水場再整備推進室長 ○昇  技術職員 木村 大介 施設部計画課長 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 宮川 貴志 給水サービス部サービス推進課長 

 
【課長級】 

 
総務部総務課長  事務職員 小畑 真子 国際局国際政策部国際連携課アジア大洋州担

当課長 
 
総務部人事課長  事務職員 雨堤 崇 総務部人事課長 

（ワークスタイル改革推進担当兼務） 
 
総務部人材開発課長  事務職員 小川 真美 浄水部担当課長（広域連携担当） 

 
経営部経営企画課長 
（SDGs 未来都市推進担当兼務）（デジタル・

デザイン担当兼務） 

 事務職員 大澤 吉幸 経営部経営企画課長 
（SDGs 未来都市推進担当兼務）（データ活用

推進担当兼務）（オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務） 
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【課長級】 

 
経営部情報システム課長 ○昇  事務職員 尾島 靖生 総務局課長補佐（行政改革推進部住民情報シス

テム課担当係長） 
 
事業推進部担当課長（資産調査担当） ○昇  事務職員 高橋 和樹 総務局課長補佐（総務部管理課担当係長） 

 
事業推進部広報課長 ○昇  事務職員 鳥山 由美 医療局課長補佐（医療政策部総務課庶務係長） 

（医療局病院経営本部兼務） 
 
事業推進部担当課長（調整担当） 
（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） 

 事務職員 小屋畑 育恵 経営部担当課長（ワークスタイル改革推進担

当） 
（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） 
 
事業推進部担当課長（国際技術担当） ○昇  技術職員 廣江 俊之 水道局課長補佐（浄水部小雀浄水場管理係長） 

 
給水サービス部サービス推進課長  事務職員 中村 勝利 総務部担当課長（広報企画担当） 

（事業推進部担当課長（公民連携推進担当）兼

務） 
 
給水サービス部担当課長（給水工事受付セン

ター開設準備担当） 
○昇  技術職員 佐川 俊二 水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課給

水維持係長） 
 
給水サービス部菊名水道事務所長 ○昇  技術職員 山口 達也 水道局課長補佐（配水部配水課担当係長（配水

管理担当）） 
 
給水サービス部担当課長（中村水道事務所担

当） 
○昇  事務職員 小出 誠 水道局課長補佐（給水サービス部中村水道事務

所事務係長） 
 
給水サービス部戸塚水道事務所長 ○昇  技術職員 栗原 誠仁 水道局課長補佐（浄水部川井浄水場担当係長

（上流担当）） 
（青山水源事務所長兼務） 

 
配水部配水課長  技術職員 足利 洋明 給水サービス部菊名水道事務所長 

 
浄水部設備課長  技術職員 小野 好信 浄水部小雀浄水場長 

 
浄水部西谷浄水場長  技術職員 吉岡 直樹 浄水部西谷浄水場長 

（浄水部水道記念館長兼務） 
 
浄水部小雀浄水場長  技術職員 板谷 秀史 事業推進部担当課長（国際技術担当） 

 
施設部計画課長  技術職員 小西 孝之 配水部配水課長 

 
水道局担当課長（公益財団法人水道技術研究

センター派遣） 
○昇  事務職員 野村 桃子 水道局課長補佐（施設部計画課事業管理係長） 
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【課長級】 

 
水道局担当課長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 小川 晋 浄水部設備課長 

 
市長部局へ出向  事務職員 羽山 智則 総務部人材開発課長 

 
市長部局へ出向  事務職員 可児 章 経営部情報システム課長 

（ワークスタイル改革推進担当兼務） 
 
市長部局へ出向  事務職員 河合 太一 事業推進部公民連携推進課長 

（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） 
 
市長部局へ出向  事務職員 澤井 英理子 事業推進部担当課長（調整担当） 

 
市長部局へ出向  技術職員 児玉 吉広 給水サービス部戸塚水道事務所長 

 
市長部局へ出向  技術職員 神澤 育生 水道局担当課長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 松下 功 水道局課長補佐（総務部人事課人事係長） 

 
【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（経営部経理課担当係長(業務

改善担当)） 
○昇  事務職員 谷本 淳 経営部経理課担当係長（業務改善担当） 

 
水道局課長補佐（事業推進部広報課担当係長

（広報企画担当）） 
 事務職員 横野 浩子 水道局課長補佐（総務部総務課担当係長（広報

企画担当）） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部サービス推

進課サービス推進係長） 
○昇  事務職員 大塚 勝 給水サービス部サービス推進課サービス推進

係長 
 
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（料金制度担当）） 
 事務職員 市川 孝幸 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（料金改定担当）） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課

担当係長（給水工事受付センター開設準備担

当）） 

 事務職員 髙橋 勝孝 水道局課長補佐（給水サービス部鶴見水道事務

所事務係長） 

 
水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課

給水維持係長） 
 技術職員 佐藤 浩一 水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課担

当係長（給水担当）） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部鶴見水道事

務所事務係長） 
 事務職員 渡部 忍 水道局課長補佐（給水サービス部洋光台水道事

務所事務係長） 
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【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（給水サービス部戸塚水道事

務所事務係長） 
○昇  事務職員 徳永 隆 給水サービス部戸塚水道事務所事務係長 

 
水道局課長補佐（浄水部浄水課事業管理係長）  事務職員 吉井 麗子 水道局課長補佐（特定非営利活動法人日本水フ

ォーラム派遣） 
 
水道局課長補佐（施設部計画課事業計画係長） ○昇  技術職員 栗原 和昌 施設部計画課事業計画係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 冨田 育子 水道局課長補佐（総務部人材開発課研修係長） 

 
市長部局へ出向  事務職員 藪田 正博 水道局課長補佐（事業推進部資産活用課担当係

長（管理担当）） 
 
市長部局へ出向  技術職員 早田 光孝 水道局課長補佐（配水部北部方面工事課設計係

長） 
 
【係長級】 

 
総務部総務課担当係長（危機管理担当）  事務職員 佐藤 大介 総務部総務課危機管理係長 

 
総務部総務課文書係長 
（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） 

 事務職員 小山 倫仁 文化観光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） 
 
総務部総務課担当係長（名古屋市上下水道局

派遣） 
 技術職員 長 尚希 浄水部浄水課水運用係長 

 
総務部総務課担当係長  事務職員 髙畑 郷子 総務部総務課文書係長 

 
総務部人事課人事係長  事務職員 蛭田 篤史 市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー

ツ振興課担当係長 
 
総務部人事課給与係長  事務職員 石原 千晶 資源循環局家庭系対策部街の美化推進課担当

係長 
 
総務部人材開発課人材育成係長  事務職員 山上 晶子 事業推進部国際事業課担当係長（調整担当） 

 
総務部人材開発課技能継承係長  技術職員 西田 誠二 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
経営部経理課会計係長  事務職員 市野 彰憲 浄水部浄水課事業管理係長 
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【係長級】 

 
経営部情報システム課担当係長（システム企

画担当） 
（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） 

 事務職員 高原 工 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） 
 
事業推進部資産活用課担当係長（管理担当）  事務職員 加藤 雅史 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） 

 
事業推進部資産活用課担当係長（台帳保全担

当） 
 技術職員 木村 英一 環境創造局下水道管路部管路保全課担当係長 

 
事業推進部資産活用課担当係長（資産調査担

当） 
○昇  事務職員 平野 悠介 事業推進部資産活用課勤務 

 
事業推進部広報課担当係長（事業推進担当）  事務職員 本田 大地 経営部経営企画課担当係長（ワークスタイル改

革推進担当） 
 
事業推進部広報課担当係長（広域連携担当）  事務職員 村田 尚子 事業推進部公民連携推進課担当係長（はまっ子

どうし担当） 
 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 事務職員 神守 理愛 事業推進部国際事業課担当係長（国際担当） 

 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 事務職員 国安 暁子 事業推進部国際事業課担当係長（国際担当） 

 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 事務職員 高橋 大介 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
 技術職員 横山 健 事業推進部国際事業課担当係長（調整担当） 

 
給水サービス部サービス推進課料金システム

係長 
 事務職員 上倉 悟 給水サービス部三ツ境水道事務所料金係長 

 
給水サービス部給水維持課給水事務係長 
（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） 

 事務職員 藤本 孝 総務部総務課担当係長（広報施設調整担当） 
（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） 
 
給水サービス部給水維持課担当係長（給水担

当） 
 技術職員 八木 賢二 給水サービス部青葉水道事務所給水係長 

 
給水サービス部菊名水道事務所事務係長  事務職員 青木 徹 総務部人事課給与係長 

 
給水サービス部菊名水道事務所給水係長  技術職員 杉田 泰規 環境創造局下水道管路部管路保全課担当係長 
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【係長級】 

 
給水サービス部菊名水道事務所維持係長  技術職員 畝本 浩司 給水サービス部洋光台水道事務所維持係長 

 
給水サービス部鶴見水道事務所給水係長  技術職員 小川 洋平 事業推進部資産活用課担当係長（台帳保全担

当） 
 
給水サービス部鶴見水道事務所維持係長  技術職員 佐藤 誠 給水サービス部三ツ境水道事務所維持係長 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所料金係長  事務職員 平山 修二 浄水部担当係長（水道記念館担当） 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所給水係長 ○昇  技術職員 権正 梓 旭区勤務 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所維持係長 ○昇  技術職員 加賀美 慎吾 給水サービス部給水維持課勤務 

 
給水サービス部青葉水道事務所料金係長  事務職員 野村 弘毅 緑区福祉保健センターこども家庭支援課こど

も家庭係長 
（保健所兼務） 

 
給水サービス部青葉水道事務所給水係長  技術職員 中西 泉 給水サービス部青葉水道事務所維持係長 

 
給水サービス部青葉水道事務所維持係長  技術職員 山室 洋司 保土ケ谷土木事務所道路係長 

（環境創造局・道路局兼務） 
 
給水サービス部中村水道事務所事務係長  事務職員 吉澤 嘉益 浄水部小雀浄水場運営係長 

（寒川取水事務所長兼務） 
 
給水サービス部中村水道事務所料金係長  事務職員 髙橋 奈都巳 給水サービス部菊名水道事務所事務係長 

 
給水サービス部中村水道事務所担当係長（給

水担当） 
（給水サービス部給水維持課担当係長（給水

工事受付センター開設準備担当）兼務） 

 技術職員 小長谷 重徳 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 

 
給水サービス部中村水道事務所維持係長  技術職員 宮澤 拓也 給水サービス部鶴見水道事務所維持係長 

 
給水サービス部中村水道事務所担当係長（維

持担当） 
（給水サービス部給水維持課担当係長（給水

工事受付センター開設準備担当）兼務） 

 技術職員 田中 茂生 給水サービス部中村水道事務所担当係長（維持

担当） 

 
給水サービス部洋光台水道事務所事務係長  事務職員 井田 雅之 給水サービス部洋光台水道事務所料金係長 

 
給水サービス部洋光台水道事務所料金係長  事務職員 石井 和宏 給水サービス部青葉水道事務所料金係長 

 
給水サービス部洋光台水道事務所給水係長  技術職員 米澤 威 給水サービス部三ツ境水道事務所給水係長 
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給水サービス部洋光台水道事務所維持係長  技術職員 髙橋 潤 給水サービス部洋光台水道事務所給水係長 

 
配水部配水課担当係長（配水管理担当）  技術職員 松尾 圭将 配水部北部方面配水管理課西部水運用係長 

 
配水部配水課担当係長  技術職員 池野 健太 人事交流（名古屋市上下水道局） 

 
配水部北部方面工事課設計係長  技術職員 中村 渓太郎 配水部南部方面配水管理課中部水運用係長 

 
配水部北部方面工事課担当係長（工事担当） ○昇  技術職員 梅﨑 修司 総務部人事課勤務 

 
配水部南部方面工事課事務係長 
（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） 

 事務職員 佐々木 真 浄水部浄水課担当係長（広域連携担当） 
（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） 
 
配水部南部方面工事課担当係長（設計担当）  技術職員 中里 克己 配水部配水課担当係長（管路情報担当） 

 
配水部南部方面工事課工事係長  技術職員 大庭 浩 環境創造局政策調整部政策課担当係長 

 
配水部南部方面工事課担当係長（工事担当）  技術職員 岩本 透 給水サービス部菊名水道事務所維持係長 

 
配水部北部方面配水管理課管理係長  技術職員 津田 桂宏 配水部南部方面工事課担当係長（工事担当） 

 
配水部北部方面配水管理課西部水運用係長 ○昇  技術職員 菊間 陽介 施設部計画課勤務 

 
配水部南部方面配水管理課南部水運用係長 ○昇  技術職員 佐藤 敦 環境創造局勤務 

 
配水部南部方面配水管理課中部水運用係長  技術職員 稲森 裕 配水部南部方面工事課担当係長（設計担当） 

 
浄水部浄水課水運用係長  技術職員 島﨑 功 施設部建設課設計係長 

 
浄水部川井浄水場担当係長（上流担当） 
（青山水源事務所長兼務）（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） 

 技術職員 平本 邦明 道路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） 

 
浄水部川井浄水場電機係長  技術職員 鈴木 大士 環境創造局担当係長（日本下水道事業団派遣） 

 
浄水部小雀浄水場運営係長  事務職員 武田 勉 経営部経理課会計係長 

 
浄水部小雀浄水場管理係長 
（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） 

 技術職員 宮下 英之 国際局国際協力部国際協力課担当係長 
（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） 
 
浄水部小雀浄水場担当係長（水質担当）  技術職員 川澄 誠 資源循環局政策調整部政策調整課担当係長 



令和４年４月１日付            人 事 異 動 （水 道 局）   8頁 
 
 
新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【係長級】 

 
浄水部水質課水質管理係長  技術職員 井上 智 浄水部水質課水質相談係長 

 
浄水部水質課水質相談係長  技術職員 下田 穣史 浄水部小雀浄水場担当係長（水質担当） 

 
施設部計画課事業管理係長  事務職員 上田 嘉彦 水道局担当係長（公益財団法人水道技術研究セ

ンター派遣） 
 
施設部計画課担当係長  技術職員 猪股 遼 人事交流（公益社団法人日本水道協会） 

 
施設部技術監理課技術指導係長  技術職員 武藤 博明 配水部北部方面配水管理課管理係長 

 
施設部技術監理課設計基準係長  技術職員 福田 純也 配水部南部方面工事課工事係長 

 
施設部建設課設計係長  技術職員 福士 英二 配水部北部方面工事課担当係長（工事担当） 

 
西谷浄水場再整備推進室再整備推進課担当係

長（再整備推進担当） 
 技術職員 田中 航太 給水サービス部鶴見水道事務所給水係長 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
○昇  事務職員 染谷 邦洋 施設部計画課勤務 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 事務職員 村上 誠 配水部南部方面工事課事務係長 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 加藤 久仁人 総務部人材開発課技能継承係長 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 窪田 雄二 給水サービス部菊名水道事務所給水係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 松本 光夫 経営部情報システム課担当係長（システム企画

担当） 
（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） 
     
市長部局へ出向  事務職員 袴谷 奈々恵 事業推進部公民連携推進課担当係長（公民連携

推進担当） 
 
市長部局へ出向  事務職員 渡邊 朗 給水サービス部中村水道事務所料金係長 

 
市長部局へ出向  技術職員 川越 淳悟 給水サービス部中村水道事務所担当係長（給水

担当） 
 
市長部局へ出向  技術職員 加藤 康裕 給水サービス部中村水道事務所維持係長 
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市長部局へ出向  技術職員 宮川 靖司 浄水部川井浄水場電機係長 

 
市長部局へ出向  技術職員 齋藤 智幸 浄水部水質課水質管理係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 酒井 洋 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 井上 裕子 総務部総務課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 和田 俊幸 総務部人事課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 萩野 優大 事業推進部資産活用課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 髙木 佑介 事業推進部国際事業課勤務 
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契約部契約第一課長 
（財政局兼務） 

 事務職員 田中 雄英 契約部契約第二課長 
（財政局兼務） 

 
契約部契約第二課長 
（財政局兼務） 

 事務職員 城石 健 金沢区総務部地域振興課長 

 

【係長級】 

 
契約部契約第一課担当係長 
（財政局兼務） 

 事務職員 生田 麻理子 市民局人権課担当係長 

 
契約部契約第二課担当係長 
（財政局兼務） 

 事務職員 橋本 賢一郎 こども青少年局子育て支援部保育・教育給付課

担当係長 
 

 


