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【部長級】

金沢区福祉保健センター長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼
務）

医職 船山　和志 金沢区福祉保健センター長
（健康福祉局感染症対策・健康安全室健
康安全部健康危機管理担当部長（健康安
全医務監）兼務）（保健所兼務）（臨時
特別給付金担当兼務）

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
安全部健康危機管理担当部長（健康安全
医務監）
（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長
兼務）（総務局危機管理室危機管理部危
機管理課担当課長兼務）

医職 赤松　智子 健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
安全部医務担当部長
（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長
兼務）（総務局危機管理室危機管理部危
機管理課担当課長兼務）

【課長級】

栄土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

昇 技職 坂入　啓太 政策局課長補佐（政策部政策課担当係
長）

国際局国際政策部国際連携課担当課長 事職 菅井　亜紀子 旭区総務部総務課担当課長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担
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）

事職 宮里　弘美 市民局スポーツ統括室スポーツ振興課担
当課長

中央児童相談所支援課法務担当課長 金子　祐子 新採用

都市整備局企画部企画課エリアモビリ
ティイノベーション担当課長

技職 馬場　明希 栄土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

都市整備局地域まちづくり部地域まちづ
くり課担当課長　
（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）

事職 萩原　慶一 都市整備局地域まちづくり部地域まちづ
くり課担当課長

道路局総務部総務課担当課長
（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）

技職 木村　修平 道路局総務部総務課担当課長
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【課長補佐級】

市民局課長補佐（地域支援部地域活動推
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）

事職 木村　剛 市民局課長補佐（地域支援部地域活動推
進課担当係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部保険年
金課担当係長）
（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 北西　愼仁 健康福祉局課長補佐（生活福祉部保険年
金課担当係長）

水道局課長補佐（施設部建設課担当係長
（設計担当））
（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）

技職 村澤　洋一 水道局課長補佐（施設部建設課担当係長
（設計担当））

交通局課長補佐（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）

技職 福岡　健一 交通局課長補佐（工務部施設課技術基準
担当係長）

交通局課長補佐（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）

事職 今野　滋晴 交通局課長補佐（工務部建設改良課担当
係長）

教育委員会事務局課長補佐（学校教育企
画部学校支援・地域連携課就学係長）
（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 廣田　一彦 教育委員会事務局課長補佐（学校教育企
画部学校支援・地域連携課就学係長）

【係長級】

西区総務部総務課担当係長 事職 村上　和香 健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア
推進課担当係長
（西区福祉保健センター高齢・障害支援
課地域包括ケア推進担当係長兼務）（保
健所兼務）
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【係長級】

西区福祉保健センターこども家庭支援課
担当係長
（教育委員会事務局東部学校教育事務所
地域連携推進担当係長兼務）（保健所兼
務）

事職 畑　裕己 資源循環局総務部職員課担当係長
（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）

南区福祉保健センター生活支援課生活支
援担当係長
（査察指導担当兼務）

昇 事職 多田　聡 南区勤務

保土ケ谷区総務部総務課担当係長 事職 武田　宏 保土ケ谷区総務部総務課予算調整係長

保土ケ谷区総務部総務課予算調整係長 事職 小間　悟 保土ケ谷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）

保土ケ谷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）

昇 事職 近藤　由佳 保土ケ谷区勤務

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ
未来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）

技職 髙瀬　亮 温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ
未来都市推進課担当係長

政策局政策部政策課担当係長 昇 技職 畑　秀彦 港湾局勤務

政策局共創推進室共創推進課担当係長
（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）

事職 相羽　洋一 政策局共創推進室共創推進課担当係長

総務局総務部法制課育成支援担当係長
（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 岡野　雅光 総務局総務部法制課育成支援担当係長
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【係長級】

財政局主税部固定資産税課土地担当係長
（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 三浦　信大 財政局主税部固定資産税課土地担当係長

財政局管財部取得処分課担当係長
（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 森下　洋 財政局管財部取得処分課担当係長

国際局国際政策部国際連携課アフリカ中
東担当係長

事職 玉井　猛 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
（保健所兼務）

文化観光局横浜魅力づくり室企画課担当
係長
（こども青少年局こども福祉保健部こど
も家庭課担当係長兼務）

事職 小柳　卓 文化観光局横浜魅力づくり室企画課担当
係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興
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 穴吹　恵理 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興
課担当係長

健康福祉局総務部職員課担当係長 事職 藤原　秀美 健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉
課生きがい係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉
課生きがい係長

事職 榊原　剛 健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉
課人材確保等担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施設サー
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）

事職 廣沢　大輔 健康福祉局障害福祉保健部障害施設サー
ビス課担当係長
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【係長級】

健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉
課人材確保等担当係長

事職 太田　涼輔 健康福祉局総務部職員課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア
推進課担当係長
（西区福祉保健センター高齢・障害支援
課地域包括ケア推進担当係長兼務）（保
健所兼務）

事職 西澤　隆由 西区福祉保健センターこども家庭支援課
担当係長
（教育委員会事務局東部学校教育事務所
地域連携推進担当係長兼務）（保健所兼
務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担
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 髙橋　雅也 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担
当係長

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
安全部環境施設課墓地整備計画担当係長
（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 大胡　祐三 健康福祉局感染症対策・健康安全室健康
安全部環境施設課墓地整備計画担当係長

環境創造局農政部農政推進課担当係長
（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）

技職 眞柄　耕治 環境創造局農政部農政推進課担当係長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上
瀬谷担当係長
（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）

技職 髙野　未来夫 環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上
瀬谷担当係長

資源循環局政策調整部政策調整課担当係
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）

事職 森　貴史 資源循環局政策調整部政策調整課担当係
長

資源循環局家庭系対策部業務課担当係長
（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）

事職 三枝木　武 資源循環局家庭系対策部業務課担当係長

建築局総務部総務課担当係長 昇 技職 陣内　美佳 建築局勤務
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【係長級】

建築局建築指導部建築指導課担当係長
（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）

技職 鶴和　誠子 建築局建築指導部建築指導課担当係長

建築局公共建築部保全推進課担当係長
（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）

技職 鈴木　達典 建築局公共建築部保全推進課担当係長

都市整備局企画部企画課エリアモビリ
ティイノベーション担当係長

技職 飛内　宏章 政策局政策部政策課担当係長

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）

技職 横山　彰 都市整備局都市交通部都市交通課担当係
長

都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地
区画整理事務所担当係長
（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）

事職 川田　洋平 都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地
区画整理事務所担当係長

道路局総務部交通安全・自転車政策課担
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 市川　裕人 道路局総務部交通安全・自転車政策課担
当係長

港湾局建設保全部維持保全課担当係長
（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 平田　曉 港湾局建設保全部維持保全課担当係長

鶴見消防署総務・予防課担当係長
（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）

消吏 黒田　翔 消防局鶴見消防署総務・予防課入船消防
出張所長
(消防局鶴見消防署警防課入船消防出張
所第一係長兼務)(消防局鶴見消防署警防
課入船消防出張所第二係長兼務)
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【係長級】

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 国安　暁子 水道局事業推進部国際事業課担当係長
（事業調整担当）

水道局給水サービス部サービス推進課料
金システム係長　
（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 上倉　悟 水道局給水サービス部サービス推進課料
金システム係長

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）

昇 運事職 小幡　勝 交通局勤務

教育委員会事務局総務部総務課学校経理
指導担当係長
（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 城戸　翔太郎 教育委員会事務局総務部総務課学校経理
指導担当係長

監査事務局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）

事職 山口　航 監査事務局監査部財務監査課担当係長



　　　

令和４年10月１日  付

　職員氏名

【課長級（消防監）】

鶴見消防署副署長(鶴見消防署総務・ 消防監 藤馬　　千典 鶴見消防署副署長(鶴見消防署総務・

予防課長兼務)(鶴見区総務部総務課 予防課長兼務)(鶴見区総務部総務課

災害対策担当課長兼務)(鶴見消防署 災害対策担当課長兼務)

総務・予防課入船消防出張所長兼務)

(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)

【課長補佐級（消防司令）】

消防局課長補佐(旭消防署総務・予 消防司令 伊藤　　久史 金沢消防署警防課警防第二係長

防課庶務係長)

【係長級（消防司令）】

鶴見消防署総務・予防課担当係長 消防司令 黒田　　翔 鶴見消防署総務・予防課入船消防出張所

市長部局出向 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)

金沢消防署警防課警防第二係長 消防司令 佐藤　　匡史 総務部総務課担当係長

青葉消防署総務・予防課奈良消防出張 消防司令 石井　　雅人 総務部総務課担当係長

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)

　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 
 
【課長級】 

 
給水サービス部給水工事受付センター長  技術職員 佐川 俊二 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） 
 
【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（給水サービス部給水工事受

付センター事務係長） 
 事務職員 髙橋 勝孝 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）） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部中村水道事

務所担当係長（維持担当）） 
 技術職員 松永 竹男 水道局課長補佐（給水サービス部中村水道事務

所給水係長） 
 
水道局課長補佐（施設部建設課担当係長（設

計担当）） 

（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 村澤 洋一 水道局課長補佐（施設部建設課担当係長（設計

担当）） 

 
 

 
【係長級】 

 
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） 

 事務職員 国安 暁子 事業推進部国際事業課担当係長（事業調整担

当） 

 
 

 
給水サービス部サービス推進課料金システム

係長 
（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 上倉 悟 給水サービス部サービス推進課料金システム

係長 

 
 

 
給水サービス部給水工事受付センター給水係

長 
 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） 
 
給水サービス部給水工事受付センター担当係

長（給水担当） 
 技術職員 小長谷 重徳 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） 
 
給水サービス部菊名水道事務所担当係長（維

持担当） 
 技術職員 杉田 泰規 給水サービス部菊名水道事務所給水係長 

 
給水サービス部鶴見水道事務所担当係長（維

持担当） 
 技術職員 小川 洋平 給水サービス部鶴見水道事務所給水係長 
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新  補  職    職名   氏   名   現  補  職 
 
【係長級】 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所担当係長

（維持担当） 
 技術職員 権正 梓 給水サービス部三ツ境水道事務所給水係長 

 
給水サービス部青葉水道事務所担当係長（維

持担当） 
 技術職員 中西 泉 給水サービス部青葉水道事務所給水係長 

 
給水サービス部洋光台水道事務所担当係長

（維持担当） 
 技術職員 米澤 威 給水サービス部洋光台水道事務所給水係長 

 
給水サービス部戸塚水道事務所担当係長（維

持担当） 
 技術職員 酒井 一行 給水サービス部戸塚水道事務所給水係長 
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新　　　補　　　職 現職名 氏 名 現　　補　　職

【課長補佐級】

交通局課長補佐 技職 福岡 健一 交通局課長補佐

（総務部人事課担当係長） （工務部施設課技術基準担当係長）

（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）

交通局課長補佐 事職 今野 滋晴 交通局課長補佐

（総務部人事課担当係長） （工務部建設改良課担当係長）

（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】

総務部人事課職員指導担当係長 事職 大内 啓 総務部人事課職員指導担当係長

（総務部人事課職域接種担当係長兼務）

総務部人事課担当係長 運事職 小幡 勝 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）

安全管理部安全管理課鉄道運輸安全担当係長 事職 畑沢 安彦 安全管理部安全管理課鉄道運輸安全担当係長

（総務部人事課職域接種担当係長兼務）

高速鉄道本部駅務管理所担当係長（駅務担当） 事職 磯貝 康宏 高速鉄道本部駅務管理所戸塚管区駅長

高速鉄道本部駅務管理所戸塚管区駅長 事職 藤田 正 高速鉄道本部駅務管理所横浜管区副駅長

人事異動(交通局)

昇
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 
【部長級】 
 

市民病院感染症内科長 

（市民病院感染管理室長兼務） 

 

 

 

医職 吉村 幸浩 市民病院感染症内科担当部長 

 
【係長級】 
 

市民病院耳鼻咽喉科副医長 
 

 長谷部 夏希 新採用 
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