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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 前田 博之

技職 三縄 教明

技職 藤井 検昌

技職 浦山 大介

技職 森 高次

事職 入江 淳一郎

事職 賴政 佳緒里

技職 遠藤 充

市民局市民情報室市民情報課担当
課長

環境創造局下水道管路部管路整備
課担当課長

建築局総務部総務課担当課長
（保健所兼務）（健康福祉局感染
症対策・健康安全室健康安全部健
康安全課ワクチン接種調整等担当
課長兼務）

都市整備局都心再生部横浜駅・み
なとみらい推進課長

道路局計画調整部企画課担当課長

港湾局みなと賑わい振興部客船事
業推進課担当課長

文化観光局課長補佐（文化芸術創
造都市推進部創造都市推進課担当
係長）

文化観光局課長補佐（文化プログ
ラム推進部文化プログラム推進課
担当係長）

医療局課長補佐（医療政策部医療
政策課担当係長）
（政策局政策部政策課政策調整担
当係長兼務）

環境創造局課長補佐（公園緑地部
公園緑地整備課担当係長）

【課長級】

市民局市民情報室市民情報課担当課長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

環境創造局下水道管路部管路整備課担当課長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

建築局担当課長
（建築行政情報センター派遣）

都市整備局都心再生部横浜駅・みなとみらい
推進課長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

道路局計画調整部企画課担当課長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課担

当課長

(国際局国際政策部政策総務課ウクライナ避

難民等支援担当課長兼務)

【課長補佐級】

文化観光局課長補佐（文化芸術創造都市推進
部創造都市推進課担当係長）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

文化観光局課長補佐（文化プログラム推進部
文化プログラム推進課担当係長）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

医療局課長補佐（医療政策部医療政策課担当

係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地整
備課担当係長）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

事職 大山 紘平

事職 髙嶋 美穗子
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技職 平野 直人 建築局課長補佐（公共建築部営繕
企画課担当係長）
（医療局病院経営本部兼務）

技職 平林 修 監査事務局課長補佐（監査部財務
監査課担当係長）

事職 小野 恵梨子 政策局総務部総務課担当係長

事職 永森 丈晴 総務局危機管理室危機管理部防災
企画課担当係長

事職 小倉 心 財政局管財部資産経営課企画係長

事職 齊藤 良美 市民局区政支援部窓口サービス課
担当係長

事職 小川 紘司 こども青少年局こども福祉保健部
こどもの権利擁護課担当係長

技職 井上 友博 環境創造局政策調整部環境影響評
価課担当係長

技職　    田村 瞬 環境創造局環境保全部水・土壌環
境課担当係長

【課長補佐級】

建築局課長補佐（公共建築部営繕企画課担当
係長）
（医療局病院経営本部兼務）（健康福祉局感
染症対策・健康安全室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）

監査事務局課長補佐（監査部財務監査課担当
係長）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

【係長級】

政策局総務部総務課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

総務局危機管理室危機管理部防災企画課担当
係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

財政局管財部資産経営課企画係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

市民局区政支援部窓口サービス課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担当係

長

(国際局国際政策部政策総務課ウクライナ避

難民等支援担当係長兼務)

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権
利擁護課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

環境創造局政策調整部環境影響評価課担当係
長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

環境創造局環境保全部水・土壌環境課担当係
長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

事職 中村 秀哉 市民局スポーツ統括室スポーツ振

興課担当係長
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技職 野木 佑真 環境創造局南部農政事務所担当係
長

事職 前田 泰伸 建築局建築監察部法務課審査係長

技職 秋山 亜鶴 都市整備局都市交通部都市交通課
担当係長

技職 土谷 桂 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係長

事職 松隈 雄司 都市整備局市街地整備部綱島駅東
口周辺開発事務所担当係長

技職 岡田 貴志 港湾局港湾物流部物流企画課担当
係長

事職 水沼 健 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

事職 桐山 雅子 水道局総務部人事課担当係長（制
度企画担当）

事職 内田 清亮 水道局経営部経理課契約係長

技職 横山 健 水道局事業推進部国際事業課担当
係長（事業調整担当）

【係長級】

環境創造局南部農政事務所担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

建築局企画部都市計画課指導係長

（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安

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）

建築局建築監察部法務課審査係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづ
くり推進課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発
事務所担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

港湾局港湾物流部物流企画課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発
調整課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

水道局総務部人事課担当係長（制度企画担
当 ）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

水道局経営部経理課契約係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

水道局事業推進部国際事業課担当係長（事業
調整担当）
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

事職 宮脇 由美子 建築局企画部都市計画課指導係長　



4 頁
令 和 4年 5月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 中鉢 祐樹
教育委員会事務局総務部生涯学習
文化財課担当係長

事職 櫻井 景太 教育委員会事務局人権健康教育部
人権教育・児童生徒課担当係長

書記 海沼 正太郎 議会局市会事務部総務課担当係長

【係長級】

交通局総務部人事課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課担
当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・
児童生徒課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

議会局市会事務部総務課担当係長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安
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）

大内 啓 交通局勤務運事職
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【課長級（消防監）】

港南消防署副署長(港南消防署総務 消防監 河野　　宏紀 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 ・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) 務課災害対策担当課長兼務)(港南

消防署総務・予防課上永谷消防出張

所長兼務)(港南消防署警防課上永

谷消防出張所第一係長兼務)(港南

消防署警防課上永谷消防出張所第二

係長兼務)

【係長級（消防司令）】

任　消防司令  消防司令補 川井　　めぐみ 総務部企画課勤務

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)

　新　補　職 　階　　級 　現　補　職

人　事　異　動（消　防　局）
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新  補  職    職名   氏   名   現  補  職 
 
【係長級】 
 
総務部人事課担当係長（制度企画担当） 
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安

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 桐山 雅子 総務部人事課担当係長（制度企画担当） 
 

 
経営部経理課契約係長 
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安

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 内田 清亮 経営部経理課契約係長 
 

 
事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安

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 横山 健 事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 
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【係長級】

総務部システム推進課システム担当係長 技職 薮崎 宗久 技術管理部電気課信号通信係長

総務部人事課担当係長 運事職 大内 啓 自動車本部運輸課勤務

（健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部

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）

技術管理部車両課修繕担当係長 技職 小森 雅史 総務部人事課担当係長

（健康福祉局感染症対策・健康安全室

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）

技術管理部電気課信号通信係長 技職 辻 浩志 総務部人事課担当係長

（健康福祉局感染症対策・健康安全室

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）

技術管理部上永谷保守管理所上永谷検車区長 技職 鈴木 弘 技術管理部上永谷保守管理所上永谷検車区長

（技術管理部車両課修繕担当係長兼務）

人事異動(交通局)

昇




