
 
 

 

 

令和２年４月１日付け人事異動の概要 

 

１ 人事異動の規模 

令和２年４月１日付け人事異動      １，９４０名 

新規採用                  ２１８名 

※ 括弧内は、平成３１年４月１日付けの異動規模 

 

２ 人事異動のポイント 

（１）市長公室の新設に伴う配置 

市民が安全に安心して暮らすことができる持続可能な社会及び市民が誇れるまちづくりの実

現を目指すため、新たに設置する市長公室に９８名を配置します。 

 

（２）令和元年東日本台風による災害対応 

令和元年東日本台風により被災した道路、橋りょう、河川等の復旧や、市民生活と地域経済の

早期再建に向けた取組を推進するため、職員を増員して配置します。 

 

（３）被災地への職員派遣  

東日本大震災及び平成３０年７月豪雨の被災地に対し、復興支援のために、令和２年度も継続

して本市職員を長期に派遣します。 

 

 派遣人数 ６人（事務６人） 

 派遣先  岩手県大船渡市（２人）、宮城県石巻市（２人）、福島県南相馬市（１人）、 

広島県竹原市（１人） 

                   

（４）女性職員の幹部への登用 

   女性職員の幹部職への登用として、局長級に新たに２名を配置します。 

また、部長級に２名、参事級に３名、課長級に９名の女性職員を新たに配置します。 

 

<速報値（令和２年４月１日時点）> ※教職員を除く。 

管理職に占める女性割合 １９．６％（前年度 １８．８％）前年比０．８％増加 

 

 

                                 以  上 

 

令和２年３月２５日 
相模原市発表資料 

区 分 局長級 部長級 参事級 課長級 副主幹級 主査級 
主任・ 

主事級 
合 計 

異動規模 
11 

(8) 

19 

(18) 

48 

(51) 

189 

(199) 

264 

(217) 

415 

(350) 

994 

(772) 

1,940 

(1,615) 

問い合わせ 職員課  

電話 042-769-8213 



（ ）

相 模 原 市

人 事 異 動 一 覧

令和２年４月１日付け



異　　動　　規　　模

区 分

局 名

10 15 36 116 162 263 709 1,311 137 

1 1 1 3 1 7 

1 5 24 27 37 81 175 39 

1 1 2 4 

1 2 1 1 5 

1 1 2 

1 1 3 5 

消防局 1 7 46 71 106 200 431 42 

 

 

11 19 48 189 264 415 994 1,940 218 

＜新規採用内訳＞

合 計

市選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

人事委員会事務局

農業委員会事務局

主 任
主事級

合 計 採 用

市長事務部局

議会局

副主幹
級

主査級

教育委員会

局長級 部長級 参事級 課長級

行政 105 保健師 5 消防職員 42 

社会福祉 21 管理栄養士 3 

保育士 19 栄養士 3 

土木 6 薬剤師 1 

建築 4 獣医師 1 

化学 1 理学療法士 1 

設備 1 保育調理員 2 

電気 1 道路技能員 2 

行政 105 保健師 5 消防職員 42 

社会福祉 21 管理栄養士 3 

保育士 19 栄養士 3 

土木 6 薬剤師 1 

建築 4 獣医師 1 

化学 1 理学療法士 1 

設備 1 保育調理員 2 

電気 1 道路技能員 2 



《　局　長　級　》
（新） （旧）

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室長 高　　梨　　邦　　彦　　　　　　　　　　市民局次長

総務局長 長 谷 川　　　　　伸　　　　　　　　　南区役所区長

財政局長 石　　井　　光　　行　　　　　　　　　　企画財政局長

危機管理局長 鈴　　木　　伸　　一　　　　　　　　　　消防局副消防局長

（兼）危機管理監 （併）危機管理局副危

機管理監

市民局長 渡　　邉　　志 寿 代　　　　　　　　　教育環境部長

健康福祉局長 河　　崎　　利　　之　　　　　　　　　　保険高齢部長

こども・若者未来局長 榎　　本　　哲　　也　　　　　　　　　　総務部長

環境経済局長 鈴　　木　　由 美 子　　　　　　　　　渉外部長

都市建設局長 田　　雜　　隆　　昌 都市建設局長

（兼）市長公室理事（魅力

創造都市推進担当）

南区役所区長 菅　　谷　　貴　　子　　　　　　　　　　こども・若者未来局長

◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会局長 網　　本　　　　　淳　　　　　　　　　　福祉部長
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《　部　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合政策部長 小　　山　　　　　崇　　　　　　　　　　経済部参事

（兼）商業観光課長

シビックプライド推進 萱　　野　　克　　彦　　　　　　　　　　渉外部参事

部長 （兼）広聴広報課長

総務局次長 奈　　良　　浩　　之　　　　　　　　　　まちづくり事業部長

市民局次長 岩　　本　　　　　晃　　　　　　　　　　経済部長

地域包括ケア推進部長 増　　田　　美 樹 夫　　　　　　　　　福祉部参事

（兼）地域医療課長

生活福祉部長 高　　橋　　良　　明　　　　　　　　　　健康福祉局参事

（兼）健康福祉総務室

長

生活福祉部担当部長 鈴　　木　　秀 太 郎　　　　　　　　　福祉部担当部長（神奈

（神奈川県後期高齢者 川県後期高齢者医療広

医療広域連合へ派遣） 域連合へ派遣）

保健衛生部長 鈴　　木　　仁　　一　　　　　　　　　　保健所長

（兼）保健所長

経済部長 若　　林　　和　　彦　　　　　　　　　　こども・若者未来局参

事（兼）保育課長

環境共生部長 宮　　崎　　健　　司　　　　　　　　　　環境共生部参事

（兼）環境政策課長

まちづくり計画部長 椎　　橋　　　　　薫　　　　　　　　　　企画部参事

（兼）企画政策課長

まちづくり事業部長 前　　田　　康　　行　　　　　　　　　　総務部参事

（兼）総務法制課長

道路部長 小　　池　　　　　稔　　　　　　　　　　下水道部長

下水道部長 石　　原　　　　　朗　　　　　　　　　　企画部長

会計管理者 田 野 倉　　和　　美　　　　　　　　　中央区役所参事

（兼）中央区役所区民

課長
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◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育環境部長 井　　上　　　　　隆　　　　　　　　　　中央区役所参事

（兼）中央区役所区政

策課長

◆  監査委員事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

監査委員事務局長 川　　村　　　　　彰　　　　　　　　　　都市建設局参事（麻溝

台・新磯野地区整備事

業検証担当）

◆  農業委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業委員会事務局長 斉　　藤　　ま す み　　　　　　　　　総務部参事

（兼）職員厚生課長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局副消防局長 小　　野　　浩　　之　　　　　　　　　　消防局参事

（併）危機管理局副危 （兼）救急課長

機管理監
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《　参　事　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合政策部参事 榎　　本　　好　　二　　　　　　　　　　こども・若者未来局参

（兼）政策課長 事

（兼）こども・若者政

策課長

シビックプライド推進 菊 地 原　　　　　央　　　　　　　　　企画部参事（東京２０

部参事（東京２０２０ ２０オリンピック・パ

オリンピック・パラリ ラリンピック競技大会

ンピック競技大会事前 事前キャンプ担当）

キャンプ担当）

シビックプライド推進 中　　野　　　　　繁　　　　　　　　　　渉外部参事

部参事 （兼）シティセールス

（兼）観光・シティプ ・親善交流課長

ロモーション課長

総務局参事 芦　　野　　　　　拓　　　　　　　　　　福祉部参事

（兼）総務法制課長 （兼）障害政策課長

（兼）視覚障害者情報

センター所長

総務局参事 大　　田　　康　　雄　　　　　　　　　　職員課長

（兼）職員課長

財政部参事 島　　﨑　　俊　　介　　　　　　　　　　管財課長

（兼）管財課長

財政部参事 小　　杉　　雅　　彦　　　　　　　　　　教育環境部参事

（兼）公共建築課長 （兼）学校施設課長

危機管理局参事 有　　馬　　真　　一　　　　　　　　　　緊急対策課長

（兼）緊急対策課長

健康福祉局参事 仙　　波　　康　　司　　　　　　　　　　保険高齢部参事

（兼）健康福祉総務室 （兼）高齢政策課長

長

地域包括ケア推進部参 髙　　本　　辰　　彦　　　　　　　　　　保険高齢部参事

事 （兼）地域包括ケア推

（兼）地域包括ケア推 進課長

進課長
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地域包括ケア推進部参 櫻　　井　　敏　　朗　　　　　　　　　　介護保険課長

事

（兼）高齢・障害者福

祉課長

（兼）視覚障害者情報

センター所長

生活福祉部参事 遠　　藤　　　　　誠　　　　　　　　　　福祉部参事

（兼）生活福祉課長 （兼）地域福祉課長

生活福祉部参事 柿　　山　　清　　美　　　　　　　　　　税務部参事

（兼）保険企画課長 （兼）納税課長

生活福祉部参事 笠　　原　　正　　則　　　　　　　　　　保険高齢部参事

（兼）国保年金課長 （兼）国民健康保険課

長

こども・若者未来局参 遠　　山　　芳　　雄　　　　　　　　　　生涯学習部参事

事（兼）保育課長 （兼）生涯学習課長

こども・若者未来局参 鈴　　木　　葉　　子　　　　　　　　　　南子育て支援センター

事 所長

（兼）中央子育て支援

センター所長

児童相談所長 秋　　本　　伸　　幸　　　　　　　　　　こども・若者未来局参

事

（兼）中央子育て支援

センター所長

経済部参事 吉　　成　　靖　　幸　　　　　　　　　　下水道部参事

（兼）産業・雇用政策 （兼）下水道経営課長

課長

経済部参事 山　　迫　　孝　　弘　　　　　　　　　　市民局参事

（兼）農政課長 （兼）市民協働推進課

長

環境共生部参事 鈴　　木　　克　　己　　　　　　　　　　緑区役所副区長

（兼）環境政策課長

資源循環部参事 原　　田　　道　　宏　　　　　　　　　　教育環境部参事

（兼）北清掃工場長 （兼）学校保健課長

都市建設局参事 栗　　山　　　　　稔　　　　　　　　　　経済部参事

（兼）用地・補償課長 （兼）産業政策課長
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まちづくり計画部参事 小　　形　　誠　　司　　　　　　　　　　財務部参事

（兼）建築・住まい政 （兼）公共建築課長

策課長

まちづくり計画部参事 藤　　井　　一　　洋　　　　　　　　　　都市建設局参事

（兼）交通政策課長 （兼）用地・補償課長

まちづくり計画部参事 武　　田　　　　　弘　　　　　　　　　　建築審査課長

（兼）建築審査課長

まちづくり計画部参事 光　　岡　　　　　淳　　　　　　　　　　資源循環部参事

（兼）市営住宅課長 （兼）資源循環推進課

長

まちづくり事業部参事 佐　　藤　　洋　　一　　　　　　　　　　都市整備課長

（兼）都市整備課長

道路部参事 成　　沢　　史　　人　　　　　　　　　　路政課長

（兼）路政課長

道路部参事 山　　﨑　　久　　明　　　　　　　　　　道路整備課長

（兼）道路整備課長

下水道部参事（下水道 安　　藤　　雅　　典　　　　　　　　　　まちづくり事業部参事

施設担当）

下水道部参事 小　　泉　　邦　　正　　　　　　　　　　下水道料金課長

（兼）下水道経営課長

下水道部参事 井　　上　　　　　隆　　　　　　　　　　津久井下水道事務所長

（兼）津久井下水道事

務所長

緑区役所副区長 村　　田　　典　　久　　　　　　　　　　緑区役所参事（災害対

策担当）

緑区役所参事 臼　　井　　義　　一　　　　　　　　　　渉外部参事

（兼）緑区役所地域振 （兼）渉外課長

興課長

中央区役所参事 大　　島　　直　　人　　　　　　　　　　保健所参事

（兼）中央区役所区政 （兼）健康増進課長

策課長

総務局参事 笹　　野　　清　　美　　　　　　　　　　会計課長

（兼）会計課長
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◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育環境部参事 岩　　崎　　雅　　人　　　　　　　　　　学務課長

（兼）学務課長

学校教育部参事 沖　　本　　健　　二　　　　　　　　　　教職員給与厚生課長

（兼）教職員給与厚生

課長

生涯学習部参事 太　　田　　修　　二　　　　　　　　　　人事委員会事務局次長

（兼）生涯学習課長

生涯学習部参事 高　　林　　正　　樹　　　　　　　　　　スポーツ課長

（兼）スポーツ課長

生涯学習部参事 兼　　杉　　千　　秋　　　　　　　　　　博物館長

（兼）博物館長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局参事 栗　　原　　敏　　実　　　　　　　　　　相模原消防署査察指導

（兼）予防課長 課長

消防局参事 栗　　山　　直　　樹　　　　　　　　　　消防局参事

（兼）危険物保安課長 （兼）警防課長

消防局参事 森　　　　　泰　　教　　　　　　　　　　津久井消防署警備課長

（兼）警防課長

消防局参事 三　　澤　　　　　誠　　　　　　　　　　南消防署警備課長

（兼）救急課長

消防局参事 杉　　本　　和　　男　　　　　　　　　　北消防署査察指導課長

（兼）指令課長

相模原消防署長 秋　　山　　真　　男　　　　　　　　　　消防局参事

（兼）指令課長

南消防署長 関　　口　　晃　　嗣　　　　　　　　　　消防局参事

（兼）危険物保安課長
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《　課　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秘書課主幹 向　　笠　　健　　児　　　　　　　　　　秘書課副主幹

ＳＤＧｓ推進室長 丸 小 野　　美　　紀　　　　　　　　　さがみはら都市みらい

研究所長

広域行政課長 井　　上　　美　　紀　　　　　　　　　　国民年金課長

基地対策課長 菊 地 原　　　　　誠　　　　　　　　　相模台収集事務所長

基地対策課主幹 関　　口　　康　　之　　　　　　　　　　渉外課総括副主幹

観光・シティプロモー 草　　薙　　　　　格　　　　　　　　　　シティセールス・親善

ション課主幹 交流課主幹

広聴広報課長 小　　林　　　　　誠　　　　　　　　　　都市建設総務室担当課

長

東京事務所副所長 肱　　岡　　実 穂 子　　　　　　　　　シティセールス・親善

交流課担当課長

職員厚生課長 秋　　山　　香　　織　　　　　　　　　　城山公民館館長代理

公共建築課主幹 山　　口　　正　　和　　　　　　　　　　公共建築課総括副主幹

公共建築課主幹 平　　本　　賢　　一　　　　　　　　　　公共建築課総括副主幹

納税課長 郷　　司　　尚　　子　　　　　　　　　　図書館担当課長

納税課主幹 佐　　藤　　文　　成　　　　　　　　　　環境保全課担当課長

緑市税事務所主幹 篠　　﨑　　隆　　則　　　　　　　　　　建築審査課担当課長

南市税事務所長 佐　　藤　　　　　洋　　　　　　　　　　指導監査課長

区政推進課主幹 加　　藤　　千 恵 子　　　　　　　　　区政支援課総括副主幹

斎場準備室長 長　　沼　　　　　淳　　　　　　　　　　区政支援課担当課長

市民協働推進課長 長　　田　　浩　　美　　　　　　　　　　相模台まちづくりセン

ター所長

人権・男女共同参画課 関　　山　　英　　雄　　　　　　　　　　市選挙管理委員会事務

長 局次長
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交通・地域安全課長 関　　　　　み ど り　　　　　　　　　文化財保護課長

消費生活総合センター 田　　中　　　　　浩　　　　　　　　　　障害福祉サービス課長

所長

（兼）北消費生活セン

ター所長

（兼）南消費生活セン

ター所長

アートラボはしもと所 松　　島　　政　　幸　　　　　　　　　　農業委員会事務局津久

長 井事務所長

（兼）文化振興課主幹

国際課長 長　　島　　雅　　典　　　　　　　　　　相模湖保健福祉課長

国際課主幹 野　　﨑　　順　　子　　　　　　　　　　シティセールス・親善

交流課担当課長

福祉基盤課長 仕　　明　　亮　　太　　　　　　　　　　相模原駅周辺まちづく

り課長

福祉基盤課主幹 金　　澤　　信　　義　　　　　　　　　　高齢政策課担当課長

高齢・障害者福祉課主 米　　山　　　　　守　　　　　　　　　　高齢政策課担当課長

幹

高齢・障害者支援課長 市　　橋　　剛　　輝　　　　　　　　　　障害政策課担当課長

高齢・障害者支援課主 佐　　藤　　裕　　幸　　　　　　　　　　中央高齢者相談課担当

幹 課長

高齢・障害者支援課主 森　　　　　寿　　和　　　　　　　　　　障害福祉サービス課担

幹 当課長

精神保健福祉センター 新　　田　　英　　夫　　　　　　　　　　介護保険課担当課長

所長代理

介護保険課長 川　　端　　啓　　文　　　　　　　　　　緑高齢者相談課長

緑高齢・障害者相談課 落　　合　　万 智 子　　　　　　　　　精神保健福祉センター

長 所長代理

緑高齢・障害者相談課 高　　橋　　一　　誠　　　　　　　　　　緑障害福祉相談課担当

主幹 課長
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緑高齢・障害者相談課 市　　川　　玲　　子　　　　　　　　　　緑高齢者相談課担当課

主幹 長

中央高齢・障害者相談 中　　村　　結　　佳　　　　　　　　　　中央高齢者相談課長

課長

中央高齢・障害者相談 髙　　橋　　朋　　克　　　　　　　　　　中央障害福祉相談課担

課主幹 当課長

南高齢・障害者相談課 齋　　藤　　正　　史　　　　　　　　　　南高齢者相談課長

長

南高齢・障害者相談課 伊　　藤　　弘　　道　　　　　　　　　　南障害福祉相談課担当

主幹 課長

南高齢・障害者相談課 小　　林　　優　　志　　　　　　　　　　南障害福祉相談課担当

主幹 課長

南高齢・障害者相談課 西　　山　　真　　弓　　　　　　　　　　南高齢者相談課担当課

主幹 長

津久井保健福祉課主幹 大 八 木　　悦　　代　　　　　　　　　納税課担当課長

相模湖保健福祉課長 米　　多　　寛　　之　　　　　　　　　　交通政策課長

藤野保健福祉課長 田　　岡　　宏　　邦　　　　　　　　　　清新公民館館長代理

生活福祉部主幹（神 千　　葉　　恵　　子　　　　　　　　　　福祉部主幹（神奈川県

奈川県後期高齢者医療 後期高齢者医療広域連

広域連合へ派遣） 合へ派遣）

中央生活支援課長 林　　　　　　　　晃　　　　　　　　　　中央第２生活支援課長

（兼）中央福祉事務所 （兼）中央第１生活支

長 援課長

（兼）中央福祉事務所長

中央生活支援課主幹 馬　　場　　元　　広　　　　　　　　　　中央第２生活支援課担

当課長

国保年金課主幹 菱　　山　　孝　　文　　　　　　　　　　国民健康保険課担当課

長

国保年金課主幹 田　　中　　憲　　明　　　　　　　　　　地域医療課担当課長

国保年金課主幹 内　　山　　久　　美　　　　　　　　　　国民健康保険課総括副

主幹
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保健衛生部主幹（新型 小　　林　　　　　裕　　　　　　　　　　都市計画課担当課長

コロナウイルス感染症

対策担当）

地域保健課主幹 大　　賀　　秀　　一　　　　　　　　　　南生活支援課総括副主

幹

医療政策課長 清　　水　　紀　　行　　　　　　　　　　地域医療課担当課長

医療政策課主幹 水　　谷　　武　　司　　　　　　　　　　地域医療課主幹（医療

政策担当）

衛生研究所主幹 播　　磨　　由 利 子　　　　　　　　　衛生研究所副主幹（神

奈川県へ派遣）

健康増進課長 有　　本　　秀　　美　　　　　　　　　　広域行政課長

緑保健センター所長 鈴　　木　　純　　子　　　　　　　　　　こども家庭課担当課長

こども・若者政策課長 角　　田　　　　　仁　　　　　　　　　　中央障害福祉相談課長

青少年学習センター所 佐 々 木　　春　　美　　　　　　　　　生涯学習センター所長

長

南上溝保育園長 細　　野　　一　　恵　　　　　　　　　　串川保育園長

（兼）鳥屋児童保育園

長

陽光台保育園長 渡　　辺　　庸　　子　　　　　　　　　　上矢部保育園長

大沢保育園長 松　　島　　あ さ み　　　　　　　　　相武台保育園長

上矢部保育園長 小　　泉　　め ぐ み　　　　　　　　　大沢保育園長

相武台保育園長 平　　田　　陽　　子　　　　　　　　　　大沼保育園副園長

城山西部保育園長 尾　　﨑　　佳　　子　　　　　　　　　　陽光台保育園長

串川保育園長 岩　　井　　み ど り　　　　　　　　　中野保育園長

（兼）鳥屋児童保育園

長

青野原保育園長 山　　﨑　　葉　　子　　　　　　　　　　千木良保育園長

中野保育園長 安　　藤　　文　　子　　　　　　　　　　内郷保育園長

内郷保育園長 石　　井　　華　　織　　　　　　　　　　新磯保育園副園長
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千木良保育園長 鈴　　木　　明　　美　　　　　　　　　　相原保育園副園長

こども家庭課長 江　　成　　敏　　郎　　　　　　　　　　こども家庭課担当課長

子育て給付課長 新　　井　　加　　能　　　　　　　　　　麻溝公民館館長代理

子育て給付課主幹 小　　川　　富　　枝　　　　　　　　　　こども家庭課担当課長

緑子育て支援センター 元　　木　　幸　　治　　　　　　　　　　緑区役所区政策課総括

主幹 副主幹

中央子育て支援センタ 金　　井　　多　　恵　　　　　　　　　　地域包括ケア推進課担

ー主幹 当課長

南子育て支援センター 波 田 野　　房　　枝　　　　　　　　　中央子育て支援センタ

所長 ー担当課長

児童相談所総務課長 江　　成　　浩　　史　　　　　　　　　　児童相談所担当課長

児童相談所相談支援課 高　　野　　靖　　彦　　　　　　　　　　児童相談所担当課長

長

児童相談所養護課長 馬　　場　　貴　　孝　　　　　　　　　　児童相談所担当課長

陽光園所長 宮　　野　　賢　　一　　　　　　　　　　東京事務所副所長

産業・雇用政策課主幹 山　　田　　健 太 郎　　　　　　　　　環境政策課担当課長

産業支援課長 佐　　伯　　正　　和　　　　　　　　　　産業政策課担当課長

津久井地域経済課長 田　　倉　　五　　己　　　　　　　　　　相模湖まちづくりセン

ター所長

水みどり環境課長 渡　　辺　　誠　　治　　　　　　　　　　農政課長

津久井地域環境課長 植　　村　　哲　　哉　　　　　　　　　　生涯学習課担当課長

資源循環推進課長 守　　屋　　　　　淳　　　　　　　　　　津久井地域環境課長

北粗大ごみ事務所主幹 飛　　田　　　　　仁　　　　　　　　　　指導監査課担当課長

相模台収集事務所長 上　　原　　　　　厚　　　　　　　　　　中央区役所地域振興課

長

津久井クリーンセンタ 岩　　永　　幸　　夫　　　　　　　　　　緑市税事務所担当課長

ー主幹
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都市建設総務室主幹 金　　子　　大　　介　　　　　　　　　　危機管理課担当課長

技術監理課主幹 遠　　藤　　　　　聡　　　　　　　　　　中央土木事務所担当課

長

都市計画課主幹 野　　月　　　　　卓　　　　　　　　　　産業政策課担当課長

交通政策課主幹 岩　　山　　勇　　人　　　　　　　　　　道路整備課担当課長

開発調整課長 田　　所　　　　　修　　　　　　　　　　水みどり環境課長

建築審査課主幹 岩　　﨑　　純　　也　　　　　　　　　　技術監理課担当課長

リニア駅周辺まちづく 山　　口　　　　　保　　　　　　　　　　リニア駅周辺まちづく

り課主幹 り課総括副主幹

相模原駅周辺まちづく 小　　川　　裕　　一　　　　　　　　　　都市建設総務室主幹

り課長 （災害対策担当）

都市整備課主幹 原　　　　　章　　裕　　　　　　　　　　地域福祉課担当課長

麻溝台・新磯野地区整 安　　西　　　　　亮　　　　　　　　　　麻溝台・新磯野地区整

備事務所主幹 備事務所総括副主幹

中央土木事務所長 三　　浦　　貴　　洋　　　　　　　　　　道路整備課担当課長

中央土木事務所主幹 大　　貫　　隆　　広　　　　　　　　　　下水道保全課担当課長

中央土木事務所主幹 加　　藤　　弘　　文　　　　　　　　　　交通政策課担当課長

南土木事務所主幹 元　　木　　　　　潤　　　　　　　　　　生涯学習課主幹

下水道料金課長 金　　井　　成　　美　　　　　　　　　　情報公開課担当課長

下水道保全課主幹 木　　上　　広　　規　　　　　　　　　　星が丘公民館館長代理

下水道保全課主幹 赤　　松　　伸　　一　　　　　　　　　　緑土木事務所担当課長

緑区役所区政策課主幹 野　　﨑　　昇　　司　　　　　　　　　　津久井地域経済課担当

課長

緑区役所区民課主幹 平　　本　　幹　　雄　　　　　　　　　　津久井まちづくりセン

ター主幹

大沢まちづくりセンタ 武　　井　　弘　　子　　　　　　　　　　中央区役所区民課担当

ー所長 課長
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相模湖まちづくりセン 新　　井　　武　　雄　　　　　　　　　　スポーツ課担当課長

ター所長

中央区役所地域振興課 岡　　田　　洋 一 郎　　　　　　　　　陽光園所長

長

中央区役所区民課長 網　　本　　佳　　代　　　　　　　　　　大沢まちづくりセンタ

ー所長

上溝まちづくりセンタ 山　　本　　克　　哉　　　　　　　　　　横山公民館館長代理

ー所長

南区役所区民課長 荒　　井　　三 枝 子　　　　　　　　　緑障害福祉相談課長

相模台まちづくりセン 西　　村　　明　　子　　　　　　　　　　交通・地域安全課長

ター所長

東林まちづくりセンタ 木　　下　　博　　之　　　　　　　　　　緑区役所地域振興課長

ー所長

◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議事課主幹 中　　島　　理　　絵　　　　　　　　　　議事課総括副主幹

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育総務室主幹 藤　　波　　健　　二　　　　　　　　　　下水道経営課担当課長

学校保健課長 峰　　岸　　康　　弘　　　　　　　　　　学校保健課担当課長

学校施設課長 栄　　　　　宏　　海　　　　　　　　　　建築・住まい政策課長

学校施設課主幹 高　　橋　　宏　　志　　　　　　　　　　建築審査課担当課長

学校教育課主幹 三　　谷　　将　　史　　　　　　　　　　学校教育課指導主事

教職員人事課長 渡　　部　　賢　　一　　　　　　　　　　教職員人事課担当課長

教職員人事課主幹 中　　井　　一　　臣　　　　　　　　　　教職員人事課副主幹

教職員給与厚生課主幹 小　　川　　裕　　二　　　　　　　　　　緑区役所地域振興課総

（労務担当） 括副主幹

教育センター主幹 宮　　原　　幸　　雄　　　　　　　　　　学校教育課担当課長
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相模川自然の村野外体 石　　長　　　　　出　　　　　　　　　　教職員人事課副主幹

験教室主幹

青少年相談センター主 石　　塚　　史　　子　　　　　　　　　　青少年相談センター総

幹 括副主幹

青少年相談センター主 加　　藤　　政　　義　　　　　　　　　　教育センター担当課長

幹

津久井生涯学習センタ 天　　野　　光　　洋　　　　　　　　　　土地利用調整課担当課

ー所長 長

文化財保護課長 仙　　波　　浩　　美　　　　　　　　　　雇用政策課長

図書館主幹 櫻　　井　　智　　美　　　　　　　　　　産業政策課担当課長

大沢公民館館長代理 江　　野　　　　　学　　　　　　　　　　教育総務室担当課長

麻溝公民館館長代理 齋　　藤　　満 里 子　　　　　　　　　南区役所区民課担当課

長

星が丘公民館館長代理 興　　津　　明　　喜　　　　　　　　　　アートラボはしもと所

長

（兼）文化振興課主幹

清新公民館館長代理 脇　　　　　　　　功　　　　　　　　　　資産税課担当課長

東林公民館館長代理 佐　　藤　　正　　章　　　　　　　　　　緑子育て支援センター

担当課長

横山公民館館長代理 森　　　　　晋　　也　　　　　　　　　　高齢政策課担当課長

上鶴間公民館館長代理 菊 地 原　　貴　　史　　　　　　　　　博物館担当課長

城山公民館館長代理 和　　田　　直　　美　　　　　　　　　　田名まちづくりセンタ

ー担当課長

城山幼稚園長 長　　田　　朋　　子　　　　　　　　　　相模湖こども園副園長

◆  市選挙管理委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市選挙管理委員会事務 梶　　原　　義　　一　　　　　　　　　　南区役所区政策課担当

局次長 課長
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◆  人事委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人事委員会事務局次長 山　　口　　幸　　司　　　　　　　　　　教職員給与厚生課主幹

（労務担当）

（兼）担当課長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防総務課主幹 池　　見　　和　　光　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

署主幹

消防総務課主幹（東京 奥　　山　　政　　寛　　　　　　　　　　消防総務課副主幹（東

オリンピック・パラリ 京オリンピック・パラ

ンピック競技大会組織 リンピック競技大会組

委員会へ派遣） 織委員会へ派遣）

（併）東京事務所主幹 （併）東京事務所副主

幹

予防課主幹 佐　　野　　幾　　哉　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

署担当課長（警備１部

担当）

予防課主幹 小　　澤　　　　　靖　　　　　　　　　　予防課総括副主幹

危険物保安課主幹 小 久 保　　和　　良　　　　　　　　　危険物保安課総括副主

幹

危険物保安課主幹 沼　　田　　祐　　輔　　　　　　　　　　北消防署警備課本署主

幹

警防課主幹 野　　口　　深　　雪　　　　　　　　　　指令課主幹

警防課主幹 山　　縣　　洋　　希　　　　　　　　　　警防課担当課長

指令課担当課長（指令 飯　　田　　一　　夫　　　　　　　　　　麻溝台分署長

２部担当）

指令課担当課長（指令 原　　子　　　　　伸　　　　　　　　　　指令課主幹

１部担当）

指令課主幹 大 神 田　　　　　修　　　　　　　　　新磯分署副主幹

指令課主幹 南　　　　　　　　勉　　　　　　　　　　指令課副主幹

指令課主幹 山　　崎　　　　　旭　　　　　　　　　　相武台分署副主幹

相模原消防署警備課長 石　　原　　英　　朗　　　　　　　　　　警防課担当課長
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相模原消防署警備課主 荒　　井　　和　　生　　　　　　　　　　北消防署警備課本署主

幹 幹

相模原消防署警備課主 山　　本　　敬　　治　　　　　　　　　　危険物保安課担当課長

幹

相模原消防署警備課本 守　　安　　皇　　紀　　　　　　　　　　南消防署警備課本署担

署担当課長（警備３部 当課長（警備３部担当）

担当）

相模原消防署警備課本 安　　室　　明　　人　　　　　　　　　　南消防署警備課本署担

署担当課長（警備２部 当課長（警備２部担当）

担当）

相模原消防署警備課本 清　　水　　俊　　伸　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

署担当課長（警備１部 署副主幹

担当）

相模原消防署警備課本 林　　　　　忠　　弘　　　　　　　　　　相武台分署分署長補佐

署主幹

相模原消防署警備課本 甘　　利　　和　　喜　　　　　　　　　　青根分署分署長補佐

署主幹

相模原消防署警備課本 新　　井　　克　　典　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

署主幹 署副主幹

淵野辺分署長 関　　口　　芳　　裕　　　　　　　　　　東林分署長

相模原消防署査察指導 田　　中　　康　　行　　　　　　　　　　北消防署警備課担当課

課長 長

相模原消防署査察指導 髙　　萩　　俊　　行　　　　　　　　　　北消防署査察指導課担

課主幹 当課長

南消防署警備課長 加　　藤　　重　　幸　　　　　　　　　　南消防署査察指導課長

南消防署警備課主幹 原　　　　　　　　勉　　　　　　　　　　指令課担当課長

南消防署警備課本署担 江　　成　　幸　　夫　　　　　　　　　　北消防署警備課本署担

当課長（警備２部担当） 当課長（警備２部担当）

南消防署警備課本署担 河　　井　　則　　也　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

当課長（警備３部担当） 署主幹
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南消防署警備課本署担 野　　口　　弘　　樹　　　　　　　　　　南消防署警備課本署副

当課長（警備１部担当） 主幹

麻溝台分署長 田 部 井　　　　　繁　　　　　　　　　南消防署査察指導課担

当課長

新磯分署長 佐　　藤　　和　　広　　　　　　　　　　津久井消防署警備課担

当課長

東林分署長 羽　　賀　　洋　　一　　　　　　　　　　南消防署警備課本署担

当課長（警備１部担当）

大沼分署長 髙　　野　　邦　　夫　　　　　　　　　　指令課担当課長（指令

２部担当）

南消防署査察指導課長 伊　　藤　　俊　　博　　　　　　　　　　新磯分署長

北消防署警備課主幹 近　　藤　　一　　義　　　　　　　　　　消防総務課担当課長

北消防署警備課本署担 佐　　野　　喜　　伸　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

当課長（警備２部担当） 署主幹

北消防署警備課本署担 滝　　口　　健　　一　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

当課長（警備１部担当） 署主幹

北消防署警備課本署主 坂　　本　　瑞　　之　　　　　　　　　　相武台分署分署長補佐

幹

大沢分署長 小　　川　　　　　繁　　　　　　　　　　相武台分署長

北消防署査察指導課長 小　　泉　　伸　　二　　　　　　　　　　予防課担当課長

津久井消防署警備課長 若　　林　　　　　剛　　　　　　　　　　南消防署警備課担当課

長

津久井消防署警備課主 武　　田　　昌　　宏　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

幹 署担当課長（警備３部

担当）

津久井消防署警備課本 河　　内　　一　　郎　　　　　　　　　　相模原消防署警備課担

署担当課長（警備１部 当課長

担当）

津久井消防署警備課本 菱　　山　　　　　泉　　　　　　　　　　救急隊派出所副主幹

署主幹
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津久井消防署警備課本 天　　野　　行　　雄　　　　　　　　　　藤野分署副主幹

署主幹
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《  転      任  》

◆  教育委員会　（小中学校へ転任）

学校教育部参事 農　　上　　勝　　也　　　　　　　　　　

（兼）教職員人事課長

相模川自然の村野外体 下　　山　　公　　香　　　　　　　　　　

験教室担当課長

青少年相談センター担 鴨　　宮　　結　　花　　　　　　　　　　

当課長

20



　　　　　　（新） 　　　（旧）

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室 理事（政策調査担当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　　井　　賢　　之　　　　　　　　　　企画財政局理事（政策

（兼）理事（復旧・ 調整担当）

復興推進担当） （兼）理事（復旧・

復興推進担当）

斎場準備室 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐 久 間　　和　　彦　　　　　　　　　技術監理課担当課長

地域包括ケア推進課 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　林　　和　　明　　　　　　　　　　健康福祉局長

南生活支援課 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細　　谷　　洋　　一　　　　　　　　　　こども・若者未来局

参事(兼)児童相談所長

南粗大ごみ事務所 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相　　澤　　　　　博　　　　　　　　　　農業委員会事務局長

橋本パスポートセンタ 所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古　　井　　隆　　一　　　　　　　　　　危機管理局長（兼）

ー 危機管理監

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

城山学校給食センター 所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋　　藤　　憲　　司　　　　　　　　　　津久井生涯学習セン

ター所長

生涯学習センター 所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和　　光　　　　　亨　　　　　　　　　　産業政策課主幹

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相武台分署 分署長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　　山　　　　　実　　　　　　　　　　大沢分署長

《　再　任　用　》
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令和2年3月31日付け退職者

《　局　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務局長 熊　　坂　　　　　誠　　　　　　　　　　

危機管理局長 古　　井　　隆　　一　　　　　　　　　　

（兼）危機管理監

市民局長 樋　　口　　一　　美　　　　　　　　　　

健康福祉局長 小　　林　　和　　明　　　　　　　　　　

環境経済局長 岡　　　　　正　　彦　　　　　　　　　　

◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会局長 長　　田　　　　　尚　　　　　　　　　　
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《　部　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境共生部長 樋　　口　　　　　保　　　　　　　　　　

まちづくり計画部長 荻　　野　　　　　隆　　　　　　　　　　

道路部長 田 野 倉　　伸　　一　　　　　　　　　

会計管理者 渡　　邊　　義　　博　　　　　　　　　　

◆  監査委員事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

監査委員事務局長 河　　西　　龍　　二　　　　　　　　　　

◆  農業委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業委員会事務局長 相　　澤　　　　　博　　　　　　　　　　
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《　参　事　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市民局参事 松　　上　　英　　二　　　　　　　　　　

（兼）人権・男女共同

参画課長

こども・若者未来局参 鳥　　谷　　　　　明　　　　　　　　　　

事（要保護児童対策担

当）

こども・若者未来局参 神　　藤　　次　　郎　　　　　　　　　　

事

（兼）こども家庭課長

こども・若者未来局参 細　　谷　　洋　　一　　　　　　　　　　

事（兼）児童相談所長

経済部参事 奈　　良　　　　　潔　　　　　　　　　　

（兼）津久井地域経済

課長

道路部参事 小　　川　　公　　勝　　　　　　　　　　

（兼）中央土木事務所

長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局参事 佐　　藤　　文　　男　　　　　　　　　　

（兼）予防課長

相模原消防署長 加　　藤　　直　　人　　　　　　　　　　

南消防署長 横　　田　　明　　文　　　　　　　　　　
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《　課　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資産税課担当課長 小　　林　　重　　之　　　　　　　　　　

南市税事務所長 石　　井　　規　　文　　　　　　　　　　

消費生活総合センター 萩　　原　　康　　秋　　　　　　　　　　

所長

（兼）北消費生活セン

ター所長

（兼）南消費生活セン

ター所長

南生活支援課担当課長 青　　木　　孝　　一　　　　　　　　　　

南障害福祉相談課長 石　　塚　　祥　　子　　　　　　　　　　

津久井保健福祉課担当 秋　　本　　福　　男　　　　　　　　　　

課長

藤野保健福祉課長 山　　本　　美 枝 子　　　　　　　　　

藤野保健福祉課担当課 佐　　藤　　彰　　仁　　　　　　　　　　

長

生活衛生課担当課長 須　　藤　　徳　　之　　　　　　　　　　

緑保健センター所長 高　　橋　　悦　　子　　　　　　　　　　

南上溝保育園長 後　　藤　　美 智 枝　　　　　　　　　

城山西部保育園長 佐　　伯　　隆　　子　　　　　　　　　　

青野原保育園長 楢　　島　　久　　子　　　　　　　　　　

南粗大ごみ事務所主幹 佐　　藤　　昭　　彦　　　　　　　　　　

北清掃工場長 中　　里　　義　　明　　　　　　　　　　

北粗大ごみ事務所主幹 佐 々 井　　浩　　二　　　　　　　　　

開発調整課長 矢　　島　　清　　孝　　　　　　　　　　

建築審査課担当課長 小　　林　　　　　博　　　　　　　　　　
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市営住宅課長 島　　田　　欣　　一　　　　　　　　　　

当麻地区拠点整備事務 安　　藤　　裕　　之　　　　　　　　　　

所長

南土木事務所担当課長 大　　下　　広　　秋　　　　　　　　　　

橋本パスポートセンタ 大　　津　　明　　博　　　　　　　　　　

ー所長

上溝まちづくりセンタ 齊　　藤　　規　　之　　　　　　　　　　

ー所長

南区役所区民課長 宮　　澤　　容　　子　　　　　　　　　　

東林まちづくりセンタ 菊 地 原　　　　　真　　　　　　　　　

ー所長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

城山学校給食センター 山　　口　　義　　治　　　　　　　　　　

所長

大沢公民館館長代理 久 保 田　　弘　　道　　　　　　　　　

東林公民館館長代理 宮　　澤　　正　　信　　　　　　　　　　

上鶴間公民館館長代理 齋　　藤　　　　　淳　　　　　　　　　　

城山幼稚園長 大　　塚　　郷　　子　　　　　　　　　　

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指令課担当課長（指令 奈　　良　　佳　　典　　　　　　　　　　

１部担当）

指令課主幹 金　　敷　　雅　　彦　　　　　　　　　　

相模原消防署警備課長 小 野 澤　　　　　渉　　　　　　　　　

相模原消防署警備課本 梶　　野　　博　　規　　　　　　　　　　

署担当課長（警備２部

担当）

淵野辺分署長 榎　　本　　時　　男　　　　　　　　　　

相模原消防署査察指導 永　　美　　　　　剛　　　　　　　　　　
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課担当課長

南消防署警備課本署主 尾　　﨑　　　　　森　　　　　　　　　　

幹

北消防署警備課本署担 本　　田　　　　　浩　　　　　　　　　　

当課長（警備1部担当）

北消防署警備課本署主 大　　山　　武　　之　　　　　　　　　　

幹

津久井消防署警備課本 井　　上　　　　　章　　　　　　　　　　

署担当課長（警備１部

担当）
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