
1 頁
令 和 5年 1月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 吉田 雅彦

事職 今仁 知宏

事職 大野 豊

医職 五十嵐 吉光

事職 岩田 慶隆

事職 馬渕 勝宏

事職 松月 美雄

事職 宮澤 ゆう子

事職 黒田 美夕起

事職 大島 知行

事職 大橋 礼昌

【部長級】

青葉区副区長
（青葉区総務部長兼務）（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

）

栄区副区長
（栄区総務部長兼務）（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）

栄区総務部担当部長
（栄区総務部区政推進課長兼務）（栄区総務
部区政推進課地域力推進担当課長兼務）（栄
区総務部地域振興課地域力推進担当課長兼務

）（デジタル・デザイン担当兼務）

健康福祉局総務部医務担当部長（保健医療医
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）

都市整備局担当部長
（公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

都市整備局担当部長
（公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協
会派遣）

【課長級】  

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担当兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課学
校連携・こども担当課長
（教育委員会事務局北部学校教育事務所地域
連携推進担当課長兼務）（保健所兼務）

東京プロモーション本部次長

東京プロモーション本部担当課長

総務局行政イノベーション推進室行政イノベ
―ション推進部行政マネジメント課行政イノ
ベーション担当課長

都市整備局担当部長
（公益社団法人２０２７年国際園芸
博覧会協会派遣）

栄区副区長
（栄区総務部長兼務）（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）（栄区総務部区
政推進課長兼務）（栄区総務部区政
推進課地域力推進担当課長兼務）
（栄区総務部地域振興課地域力推進

担当課長兼務）（デジタル・デザイ

ン担当兼務）

都市整備局担当部長
（公益社団法人２０２７年国際園芸
博覧会協会派遣）

健康福祉局総務部医務担当部長
（ 保健医療医務監）
（保健所兼務）（瀬谷区福祉保健セ
ンター医務担当部長兼務）（総務局
担当部長兼務）（横浜市職員共済組
合兼務）

東京プロモーション本部次長

青葉区副区長
（青葉区総務部長兼務）（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）

保土ケ谷区課長補佐（福祉保健セン
ター高齢・障害支援課高齢・障害係
長）
（保健所兼務）

港北区課長補佐（総務部地域振興課
地域活動係長）

東京プロモーション本部担当課長　

港南区福祉保健センター高齢・障害
支援課長
（保健所兼務）（臨時特別給付金担
当兼務）

政策局課長補佐（政策部政策課担当
係長）
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

事職 永松 弘至

事職 佐藤 治憲

事職 小松 高志

事職 西海 友希代

こども青少年局青少年部放課後児
童育成課長
（教育委員会事務局施設部教育施
設課担当課長兼務）

港北区福祉保健センターこども家
庭支援課学校連携・こども担当課
長
（教育委員会事務局北部学校教育
事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

港北区課長補佐（総務部地域振興
課生涯学習支援係長）

健康福祉局課長補佐（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）

事職 竹内 康一

事職 渡部 恭代

事職 西村 健

事職 神坂 省二

事職 小笠原 智子

事職 吉良 亜希子

事職 大和田 奈津子

事職 吉川 紀子

事職 岩垂 英明

鶴見区福祉保健センター福祉保健
課担当係長
（保健所兼務）

鶴見区総務部総務課担当係長

泉区勤務

中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）

中区福祉保健センター福祉保健課
事業企画担当係長
（保健所兼務）

中区勤務

中区勤務

保土ケ谷区岩井保育園長

保土ケ谷区福祉保健センター高齢
障害支援課障害者支援担当係長
（保健所兼務）

【課長級】

こども青少年局総務部企画調整課担当課長

こども青少年局青少年部放課後児童育成課長
（教育委員会事務局施設部教育施設課担当課
長兼務）

【課長補佐級】

港北区課長補佐（総務部地域振興課地域活動
係長）

財政局課長補佐（財政部財源課担当係長）

【係長級】

鶴見区総務部総務課担当係長

鶴見区福祉保健センター福祉保健課担当係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター保険年金課給付担
当係長

西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）

中区総務部総務課担当係長

中区福祉保健センター福祉保健課事業企画担
当係長
（保健所兼務）

中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）

保土ケ谷区総務部総務課担当係長

保土ケ谷区福祉保健センター高齢・障害支援
課高齢・障害係長
（保健所兼務）
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事職 市川 敏樹

事職 長谷川 マキ

事職 山口 慎太郎

事職 敦彦

事職 星野 絵梨子

事職 佐藤 貴志

事職 荒木 波香

事職 齊藤 容子

事職 多賀谷 努

事職 諏訪 広樹

事職 岡田 太一郎

事職 臼井 裕子

事職 小澤 祐大

事職 加藤 卓

事職 佐々木 佑輔

鶴見区勤務

保土ケ谷区勤務

港北区勤務

青葉区勤務

戸塚区総務部税務課担当係長
（戸塚区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター保険年金
課収納担当係長
（瀬谷区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

教育委員会事務局勤務

                              
デジタル統括本部企画調整部企画
調整課担当係長

                             
道路局勤務

政策局政策部政策課担当係長

総務局総務部総務課担当係長

                             

総務局コンプライアンス推進室コ
ンプライアンス推進課担当係長

               

                              

財政局契約部契約第一課工事第一
係長
（水道局兼務）（交通局兼務）

                             

文化観光局文化プログラム推進部
文化プログラム推進課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育

【係長級】

保土ケ谷区福祉保健センター高齢・障害支援
課障害者支援担当係長
（保健所兼務）

保土ケ谷区岩井保育園長

港北区総務部地域振興課生涯学習支援係長

青葉区福祉保健センター保険年金課給付担当
係長

戸塚区総務部総務課担当係長

瀬谷区総務部総務課担当係長

デジタル統括本部企画調整部デジタル・デザ
イン室担当係長

デジタル統括本部担当係長
（デジタル庁派遣）

政策局政策部政策課担当係長

政策局政策部政策課担当係長
（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）

総務局総務部総務課担当係長
（こども青少年局こども福祉保健部地域子育
て支援課担当係長兼務）

総務局コンプライアンス推進室コンプライア
ンス推進課担当係長
（こども青少年局こども福祉保健部地域子育
て支援課担当係長兼務）

財政局契約部契約第一課工事第一係長
（水道局兼務）（交通局兼務）（こども青少
年局こども福祉保健部地域子育て支援課担当
係長兼務）

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ
ラム推進課担当係長
（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）

こども青少年局総務部企画調整課担当係長
・教育運営課担当係長
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事職 三橋 広樹

事職 岡林 宏暁

事職 竹内 彩

事職 佐藤 雄亮

技職 林 詳士

【係長級】

技職 齋藤 直樹

事職 武居 英司

事職 中山 均

事職 荻久保 裕大

事職 奥山 平洋

こども青少年局総務部企画調整課担当係長

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営
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
（こども青少年局こども福祉保健部地域子育
て支援課担当係長兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権
利擁護課児童虐待・ＤＶ対策係長

健康福祉局生活福祉部医療援助課担当係長

健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全

部食品衛生課担当係長

（放射線対策担当兼務）（健康福祉局感染症

対策・健康安全室健康安全部健康安全課健康

危機管理担当兼務）（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）

環境創造局環境科学研究所担当係長
（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）

道路局建設部建設課担当係長
（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健康教育・
食育課担当係長
（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）

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・
食育課中学校給食推進担当係長

人事委員会事務局調査任用部任用課担当係長
（こども青少年局こども福祉保健部地域子育
て支援課担当係長兼務）

事職 武田 正彦

健康福祉局総務部職員課担当係長

こども青少年局こども福祉保健部
こどもの権利擁護課児童虐待・Ｄ
Ｖ対策係長

こども青少年局勤務

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

こども青少年局総務部監査課担当
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）

神奈川区福祉保健センター保険年
金課給付担当係長

健康福祉局感染症対策・健康安全
室健康安全部食品衛生課担当係長
（放射線対策担当兼務）（健康福
祉局感染症対策・健康安全室健康
安全部健康安全課健康危機管理担
当兼務）

環境創造局環境科学研究所担当係
長

道路局建設部建設課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部
健康教育・食育課担当係長

教育委員会事務局勤務

人事委員会事務局調査任用部任用
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）
（ こども青少年局こども福祉保
健部地域子育て支援課担当係長兼
務）

事職 西垣 潤
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【係長級】

高速鉄道本部駅務管理所新横浜管区副駅長 運事職 竹内 祐介 高速鉄道本部駅務管理所勤務

人事異動(交通局)

昇
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