
 
 

 

 

 

令和３年４月１日付け人事異動の概要 

 

１ 人事異動の規模 

令和３年４月１日付け人事異動      １，５９３名 

新規採用                  ２０３名 

※ 括弧内は、令和２年４月１日付けの異動規模 

 

２ 人事異動のポイント 

（１）スポーツ推進課の新設に伴う配置 

スポーツの推進とスポーツを通じた活力あふれるまちづくりの実現に向けた取組を市全体と

して更に推進するため、教育委員会から市長事務部局(市民局)へスポーツに関する事務を移管し、

スポーツ・文化担当部長を配置するとともに、新たに設置するスポーツ推進課に３３名を配置し

ます。 

 

（２）区政総合推進担当の配置 

地域のニーズをより的確に区政に反映するため、地域の要望・課題等を集約し、区局間の総合

調整を行う区政総合推進担当を各区役所に１名配置し、区役所機能の充実を図ります。 

 

（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３年度も継続

して本市職員を長期に派遣します。 

 

 派遣人数 ４人（事務３人、社会福祉１人） 

 派遣先  宮城県石巻市（事務１人、社会福祉１人）、福島県南相馬市（事務１人）、 

広島県竹原市（事務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１名を配置します。 

また、部長級に１名、参事級に４名、課長級に６名の女性職員を新たに配置します。 

 

<速報値（令和３年４月１日時点）> ※教職員を除く。 

管理職に占める女性割合 ２０．９％（前年度 １９．６％）前年比１．３％増加 

 

 

                                 以  上 

令和３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 
10 

(11) 

15 

(19) 

42 

(48) 

147 

(189) 

226 

(264) 

339 

(415) 

814 

(994) 

1,593 

(1,940) 

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３年４月１日付け



異　　動　　規　　模

区 分

局 名

7 9 31 87 137 194 499 964 148 

1 1 1 1 2 5 11 

1 1 4 19 23 30 67 145 34 

1 2 3 1 

1 1 1 3 

1 1 1 1 4 

1 1 2 1 

消防局 1 2 6 39 63 111 239 461 19 

 

 

10 15 42 147 226 339 814 1,593 203 

＜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 119 土木 10 消防吏員 19

社会福祉 4 建築 1 環境整備員 5 

心理 5 電気 2 道路技能員 1 

保育士 21 保健師 4 学校技能員 2 

管理栄養士 6 保育調理員 2 

栄養士 1 

獣医師 1 

行政 119 土木 10 消防吏員 19

社会福祉 4 建築 1 環境整備員 5 

心理 5 電気 2 道路技能員 1 

保育士 21 保健師 4 学校技能員 2 

管理栄養士 6 保育調理員 2 

栄養士 1 

獣医師 1 



《　局　長　級　》
（新） （旧）

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室長 長 谷 川　　　　　伸　　　　　　　　　総務局長

市長公室理事（ＳＤＧｓ 網　　本　　　　　淳　　　　　　　　　　議会局長

・ＤＸ推進担当）

総務局長（コンプライアンス 奈　　良　　浩　　之　　　　　　　　　　総務局次長

推進課長事務取扱）

危機管理局長 岩　　本　　　　　晃　　　　　　　　　　市民局次長

（兼）危機管理監

都市建設局長 山　　口　　正　　勝　　　　　　　　　　広域交流拠点推進部長

緑区役所区長 石　　原　　　　　朗　　　　　　　　　　下水道部長

中央区役所区長 田 野 倉　　和　　美　　　　　　　　　会計管理者

◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会局長 鈴　　木　　忠　　勝　　　　　　　　　　税務部長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育局長 杉　　野　　孝　　幸　　　　　　　　　　こども・若者未来局次

長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局長 小　　松　　幸　　平　　　　　　　　　　消防局副消防局長
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《　部　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シビックプライド推進 佐 々 木　　純　　司　　　　　　　　　こども・若者未来局参

部長 事

（兼）こども・若者支

援課長

財政部長 片　　岡　　聡　　一　　　　　　　　　　経済部参事

（兼）地域経済対策課

長

税務部長 柿　　山　　清　　美　　　　　　　　　　生活福祉部参事

（兼）保険企画課長

市民局スポーツ・文化 藤　　井　　一　　洋　　　　　　　　　　まちづくり計画部参事

担当部長 （兼）交通政策課長

まちづくり推進部長 椎　　橋　　　　　薫 まちづくり計画部長

広域交流拠点推進部長 榎　　本　　好　　二　　　　　　　　　　総合政策部参事

（兼）政策課長

道路部長 渡　　邉　　建 太 郎　　　　　　　　　道路部参事

（兼）津久井土木事務

所長

下水道部長 前　　田　　康　　行　　　　　　　　　　まちづくり事業部長

会計管理者 中　　村　　敏　　幸　　　　　　　　　　議会局次長

（兼）議会総務課長

◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会局次長 村　　田　　典　　久　　　　　　　　　　緑区役所副区長

（兼）議会総務課長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生涯学習部長 萱　　野　　克　　彦　　　　　　　　　　シビックプライド推進

部長

◆  市選挙管理委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市選挙管理委員会事務 大　　貫　　末　　広　　　　　　　　　　生涯学習部長

局長
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◆  人事委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人事委員会事務局長 鈴　　木　　秀 太 郎　　　　　　　　　生活福祉部担当部長

（神奈川県後期高齢

者医療広域連合へ

派遣）

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防部長 小　　野　　浩　　之　　　　　　　　　　消防局副消防局長

（併）危機管理局副危 （併）危機管理局副危

機管理監 機管理監

警防部長 関　　口　　晃　　嗣　　　　　　　　　　南消防署長
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《　参　事　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合政策部参事 井　　上　　美　　紀　　　　　　　　　　広域行政課長

（兼）広域行政課長

総合政策部参事 二　　瓶　　　　　行　　　　　　　　　　情報政策課長

（兼）ＤＸ推進課長

シビックプライド推進 井　　出　　政　　之　　　　　　　　　　税務部参事

部参事 （兼）債権対策課長

（兼）東京事務所長

財政部参事 秋　　山　　　　　亮 採用（総務省）

（兼）財政課長

財政部参事 千　　葉　　修　　司　　　　　　　　　　総務局参事

（兼）土地利用調整課

長

危機管理局参事 佐　　野　　強　　史　　　　　　　　　　教育局参事

（兼）危機管理課長 （兼）教育総務室長

市民局参事 石　　井　　千　　春　　　　　　　　　　緑区役所参事

（兼）区政推進課長 （兼）城山まちづくり

センター所長

市民局参事 長　　田　　浩　　美　　　　　　　　　　市民協働推進課長

（兼）市民協働推進課

長

市民局参事 石　　井　　秀　　樹　　　　　　　　　　生涯学習部参事

（兼）スポーツ推進課 （兼）スポーツ課長

長

市民局参事 笠　　原　　正　　則　　　　　　　　　　生活福祉部参事

（兼）文化振興課長 （兼）国保年金課長

保健衛生部参事 中　　野　　　　　繁　　　　　　　　　　シビックプライド推進

（兼）地域保健課長 部参事

（兼）観光・シティプ

ロモーション課長

4



保健衛生部参事 沖　　本　　健　　二　　　　　　　　　　学校教育部参事

（兼）医療政策課長 （兼）教職員給与厚生

課長

保健衛生部参事 八　　鍬　　栄　　次　　　　　　　　　　疾病対策課長

（兼）疾病対策課長

保健衛生部参事 有　　本　　秀　　美　　　　　　　　　　健康増進課長

（兼）健康増進課長

こども・若者未来局参 角　　田　　　　　仁　　　　　　　　　　こども・若者政策課長

事

（兼）こども・若者政

策課長

経済部参事 小　　泉　　邦　　正　　　　　　　　　　下水道部参事

（兼）地域経済政策課 （兼）下水道経営課長

長

資源循環部参事 髙　　橋　　恵 美 子　　　　　　　　　議会局参事

（兼）廃棄物指導課長 （兼）議事課長

資源循環部参事 重　　田　　　　　聡　　　　　　　　　　保健衛生部参事

（兼）清掃施設課長 （兼）地域保健課長

資源循環部参事 臼　　井　　義　　一　　　　　　　　　　緑区役所参事

（兼）橋本台環境事業 （兼）緑区役所地域振

所長 興課長

まちづくり推進部参事 加　　藤　　宏　　美　　　　　　　　　　都市計画課長

（兼）都市計画課長

まちづくり推進部参事 島　　﨑　　俊　　介　　　　　　　　　　財政部参事

（兼）交通政策課長 （兼）管財課長

まちづくり推進部参事 松　　枝　　裕　　二　　　　　　　　　　麻溝台・新磯野地区整

（兼）麻溝台・新磯野 備事務所長

地区整備事務所長

道路部参事 井　　上　　　　　隆　　　　　　　　　　下水道部参事

（兼）道路計画課長 （兼）津久井下水道事

務所長

道路部参事 山　　﨑　　久　　明　　　　　　　　　　道路部参事

（兼）緑土木事務所長 （兼）道路整備課長
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道路部参事 高　　木　　理　　史　　　　　　　　　　道路計画課長

（兼）津久井土木事務

所長

下水道部参事 櫻　　井　　敏　　朗　　　　　　　　　　地域包括ケア推進部参

（兼）下水道経営課長 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

下水道部参事 齋　　藤　　直　　樹　　　　　　　　　　河川課長

（兼）下水道整備課長

緑区役所副区長 畑　　　　　秀　　雄　　　　　　　　　　緑区役所参事

（兼）津久井まちづく

りセンター所長

緑区役所参事 内　　田　　和　　也　　　　　　　　　　危機管理局参事

（兼）津久井まちづく （兼）危機管理課長

りセンター所長

中央区役所参事 岡　　田　　洋 一 郎　　　　　　　　　中央区役所地域振興課

（兼）中央区役所地域 長

振興課長

南区役所参事 村　　上　　秀　　明　　　　　　　　　　南区役所参事（兼）

南区役所区政策課長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育局参事 兼　　杉　　千　　秋　　　　　　　　　　生涯学習部参事

（兼）教育総務室長 （兼）博物館長

教育環境部参事 鈴　　木　　一　　広　　　　　　　　　　市民局参事

（兼）学校保健課長 （兼）文化振興課長

教育環境部参事 栄　　　　　宏　　海　　　　　　　　　　学校施設課長

（兼）学校施設課長

学校教育部参事 長 谷 川　　一　　男　　　　　　　　　監査委員事務局参事

（兼）教職員給与厚生 （兼）次長

課長

◆  農業委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業委員会事務局参事 髙　　野　　弘　　明　　　　　　　　　　財政部参事

（兼）次長 （兼）財政課長
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◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局参事 森　　　　　泰　　教　　　　　　　　　　消防局参事

（兼）予防課長 （兼）警防課長

消防局参事 加　　藤　　重　　幸　　　　　　　　　　南消防署警備課長

（兼）危険物保安課長

消防局参事 石　　原　　英　　朗　　　　　　　　　　相模原消防署警備課長

（兼）警防課長

相模原消防署長 栗　　原　　敏　　実　　　　　　　　　　消防局参事

（兼）予防課長

南消防署長 胡　　口　　　　　忍　　　　　　　　　　北消防署警備課長

津久井消防署長 栗　　山　　直　　樹　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秘書課課長代理 向　　笠　　健　　児　　　　　　　　　　秘書課主幹

総合メディア戦略室長 石　　井　　由 美 子　　　　　　　　　市民協働推進課担当課

長

政策課長 三　　橋　　英　　智　　　　　　　　　　財政課担当課長

政策課主幹 石　　沢　　智　　洋　　　　　　　　　　政策課総括副主幹

観光・シティプロモー 宮　　野　　賢　　一　　　　　　　　　　陽光園所長

ション課長

人材育成課長 中　　嶋　　雅　　樹　　　　　　　　　　学務課担当課長

管財課長 市　　橋　　剛　　輝　　　　　　　　　　高齢・障害者支援課長

管財課主幹 武　　田　　浩　　一　　　　　　　　　　健康福祉総務室担当課

長

公共建築課主幹 降　　矢　　利　　保　　　　　　　　　　公共建築課総括副主幹

債権対策課長 髙　　橋　　和　　道　　　　　　　　　　債権対策課担当課長

市民税課長 落　　合　　英　　樹 相模台公民館館長代理

市民税課主幹 落　　合　　康　　浩　　　　　　　　　　大野台公民館館長代理

マイナンバーカード普 千　　葉　　秀　　樹　　　　　　　　　　中央区役所区民課担当

及促進室長 課長

斎場準備室長 金　　子　　大　　介　　　　　　　　　　都市建設総務室担当課

長

人権・男女共同参画課 小 田 島　　直　　美　　　　　　　　　教職員給与厚生課担当

主幹 課長

健康福祉総務室主幹 田 加 井　　英　　希　　　　　　　　　財政課総括副主幹

高齢・障害者福祉課長 米　　山　　　　　守　　　　　　　　　　高齢・障害者福祉課担

（兼）視覚障害者情報セ 当課長

ンター所長

高齢・障害者支援課長 宮　　地　　誠 一 郎　　　　　　　　　職員研修所長

高齢・障害者支援課主 大　　塚　　昌　　子　　　　　　　　　　藤野保健福祉課担当課

幹 長
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精神保健福祉センター 岸　　川　　康　　子　　　　　　　　　　精神保健福祉センター

主幹 総括副主幹

城山保健福祉課長 金　　子　　喜　　裕　　　　　　　　　　土地利用調整課長

城山保健福祉課主幹 山　　内　　育　　代　　　　　　　　　　津久井まちづくりセン

ター担当課長

藤野保健福祉課主幹 竹　　下　　徹　　郎　　　　　　　　　　津久井土木事務所担当

課長

生活福祉部主幹（神奈 増　　島　　儀　　行　　　　　　　　　　新磯公民館館長代理

川県後期高齢者医療広

域連合へ派遣）

生活福祉課主幹 竹　　内　　進　　吾　　　　　　　　　　教職員人事課担当課長

緑生活支援課主幹 岩　　永　　幸　　夫　　　　　　　　　　津久井クリーンセンタ

ー担当課長

南生活支援課長 並　　木　　克　　之　　　　　　　　　　リニア事業対策課長

（兼）南福祉事務所長

南生活支援課主幹 山　　口　　正　　夫　　　　　　　　　　田名公民館館長代理

南生活支援課主幹 原　　　　　章　　裕　　　　　　　　　　都市整備課担当課長

南生活支援課主幹 江　　濵　　　　　信　　　　　　　　　　緑市税事務所担当課長

保険企画課長 多　　賀　　裕　　一　　　　　　　　　　秘書課課長代理

国保年金課長 田 野 倉　　求　　一　　　　　　　　　南区役所地域振興課長

生活衛生課長 松　　岡　　夏　　洋　　　　　　　　　　地域保健課担当課長

こども・若者政策課主 渡　　辺　　令　　子　　　　　　　　　　保育課主幹（研修指導

幹 担当）

こども・若者支援課長 千　　葉　　恵　　子　　　　　　　　　　生活福祉部主幹（神奈

川県後期高齢者医療広

域連合へ派遣）
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相模原保育園長 小　　下　　聡　　子　　　　　　　　　　新磯保育園長

谷口保育園長 小　　原　　昌　　代　　　　　　　　　　南子育て支援センター

担当課長

相原保育園長 有　　村　　妃　　香　　　　　　　　　　鳥屋児童保育園副園長

（兼）串川保育園副園

長

新磯保育園長 馬　　場　　恵　　子　　　　　　　　　　津久井中央保育園長

津久井中央保育園長 田　　中　　洋　　子　　　　　　　　　　田名保育園副園長

南子育て支援センター 髙　　橋　　朋　　克　　　　　　　　　　中央高齢・障害者相談

主幹 課担当課長

児童相談所相談支援課 秋　　間　　　　　裕　　　　　　　　　　児童相談所相談支援課

主幹 総括副主幹

陽光園所長 天　　野　　　　　徹　　　　　　　　　　田名まちづくりセンタ

ー所長

陽光園主幹 奈　　良　　美　　幸　　　　　　　　　　陽光園副主幹

療育相談室長 井　　上　　敏　　治　　　　　　　　　　小山公民館館長代理

（兼）発達障害支援セ

ンター所長

環境経済総務室主幹 峰　　尾　　岳　　史　　　　　　　　　　政策調査課担当課長

産業支援課主幹 山　　田　　健 太 郎　　　　　　　　　産業・雇用政策課担当

課長

森林政策課主幹 歌　　田　　　　　平　　　　　　　　　　津久井地域経済課総括

副主幹

環境政策課長 角　　田　　小 百 合　　　　　　　　　相武台まちづくりセン

ター所長

環境政策課主幹 土　　元　　健 一 郎　　　　　　　　　環境政策課総括副主幹

公園課主幹 坂　　本　　正　　俊　　　　　　　　　　公園課総括副主幹

廃棄物政策課長 守　　屋　　　　　淳　　　　　　　　　　資源循環推進課長

資源循環推進課長 清　　水　　紀　　行　　　　　　　　　　医療政策課長

南清掃工場長 沼　　田　　好　　明　　　　　　　　　　城山保健福祉課長

北清掃工場主幹 金　　子　　芳　　巳　　　　　　　　　　資源循環推進課担当課

長
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麻溝台環境事業所主幹 藤　　波　　健　　二　　　　　　　　　　教育総務室担当課長

津久井クリーンセンタ 長　　田　　義　　徳　　　　　　　　　　藤野まちづくりセンタ

ー所長 ー所長

建築・住まい政策課長 森　　　　　英　　紀　　　　　　　　　　建築・住まい政策課総

括副主幹

都市整備課主幹 永　　井　　隆　　彦　　　　　　　　　　用地・補償課担当課長

リニア事業対策課長 清　　原　　明　　宏　　　　　　　　　　リニア事業対策課担当

課長

路政課長 大　　貫　　　　　勝　　　　　　　　　　新磯まちづくりセンタ

ー所長

路政課主幹 細　　野　　千　　里　　　　　　　　　　都市整備課担当課長

路政課主幹 込　　山　　正　　義　　　　　　　　　　陽光台公民館館長代理

道路整備課長 國　　島　　正　　弘　　　　　　　　　　路政課長

道路整備課主幹 池　　田　　勝　　一　　　　　　　　　　下水道経営課担当課長

道路整備課主幹 中　　村　　　　　陽　　　　　　　　　　道路整備課総括副主幹

河川課長 一　　栁　　幸　　弘　　　　　　　　　　公園課担当課長

緑土木事務所主幹 加　　藤　　一　　美　　　　　　　　　　南土木事務所主幹

津久井土木事務所主幹 志　　村　　浩　　介　　　　　　　　　　南市税事務所担当課長

下水道経営課主幹 市　　川　　　　　栄　　　　　　　　　　下水道整備課担当課長

津久井下水道事務所長 樋　　口　　伸　　一　　　　　　　　　　開発調整課担当課長

津久井下水道事務所主 加　　藤　　敬　　一　　　　　　　　　　麻溝台・新磯野地区整

幹 備事務所担当課長

緑区役所地域振興課長 並　　木　　さ と み　　　　　　　　　大野中公民館館長代理

橋本まちづくりセンタ 井　　上　　　　　豊　　　　　　　　　　青少年相談センター担

ー所長 当課長

城山まちづくりセンタ 佐　　藤　　裕　　幸　　　　　　　　　　高齢・障害者支援課担

ー所長 当課長

津久井まちづくりセン 臼　　井　　幸　　一　　　　　　　　　　津久井保健福祉課担当

ター主幹 課長
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青野原出張所長 落　　合　　順　　二　　　　　　　　　　文化財保護課担当課長

青根出張所長 鈴　　木　　正　　彦　　　　　　　　　　藤野中央公民館館長代

理

藤野まちづくりセンタ 鈴　　木　　和　　夫　　　　　　　　　　農業委員会事務局次長

ー所長

中央６地区まちづくり 井　　上　　康　　臣　　　　　　　　　　本庁地域まちづくりセ

センター所長 ンター所長

田名まちづくりセンタ 眞　　柄　　仁　　美　　　　　　　　　　人権・男女共同参画課

ー所長 担当課長

南区役所区政策課長 市　　川　　俊　　夫　　　　　　　　　　廃棄物指導課長

南区役所地域振興課長 宮　　澤　　正　　樹　　　　　　　　　　橋本まちづくりセンタ

ー所長

南区役所区民課主幹 杉　　野　　真　　弓　　　　　　　　　　南区役所区民課総括副

主幹

相模大野パスポートセ 松　　田　　幸　　喜　　　　　　　　　　会計課担当課長

ンター所長

新磯まちづくりセンタ 林　　　　　和　　男　　　　　　　　　　南生活支援課長

ー所長 （兼）南福祉事務所長

相武台まちづくりセン 峰　　岸　　康　　弘　　　　　　　　　　学校保健課長

ター所長

◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議事課長 坪　　井　　健　　次　　　　　　　　　　生活衛生課長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

城山学校給食センター 澤　　畑　　藤　　江　　　　　　　　　　津久井まちづくりセン

所長 ター担当課長

津久井学校給食センタ 宮　　﨑　　信　　広　　　　　　　　　　政策調査課担当課長

ー所長
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学校教育課長 松　　本　　祥　　勝　　　　　　　　　　学校教育課担当課長

学校教育課主幹 金　　子　　　　　温　　　　　　　　　　教職員人事課副主幹

教育センター所長 宮　　原　　幸　　雄　　　　　　　　　　教育センター担当課長

教育センター主幹 奥　　津　　光　　郎 教育センター指導主事

ふるさと自然体験教室 福　　井　　智　　之　　　　　　　　　　ふるさと自然体験教室

所長 指導主事

青少年相談センター主 折　　原　　奈　　帆　　　　　　　　　　教職員人事課副主幹

幹

文化財保護課主幹 松　　下　　勝　　彦　　　　　　　　　　大沼公民館館長代理

博物館長 佐 々 木　　春　　美　　　　　　　　　青少年学習センター所

長

小山公民館館長代理 内　　山　　久　　美　　　　　　　　　　国保年金課担当課長

新磯公民館館長代理 勝　　又　　尚　　之　　　　　　　　　　中央高齢・障害者相談

課総括副主幹

田名公民館館長代理 原　　　　　幸　　治　　　　　　　　　　環境経済総務室主幹（水源

地域・ダム対策担当）

（兼）担当課長

大野中公民館館長代理 奥　　山　　　　　哲　　　　　　　　　　相模湖まちづくりセン

ター総括副主幹

相模台公民館館長代理 江　　原　　則　　夫　　　　　　　　　　市民税課担当課長

大沼公民館館長代理 中　　嶋　　成　　享　　　　　　　　　　療育相談室長

（兼）発達障害支援セ

ンター所長

大野台公民館館長代理 仕　　明　　裕　　美　　　　　　　　　　上溝まちづくりセンタ

ー担当課長

陽光台公民館館長代理 長　　沼　　　　　淳　　　　　　　　　　斎場準備室長

藤野中央公民館館長代 梅　　澤　　博　　行　　　　　　　　　　廃棄物指導課担当課長

理

◆  監査委員事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

監査委員事務局次長 篠　　﨑　　康　　夫　　　　　　　　　　南区役所区政策課担当

課長
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◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防総務課長 水　　野　　秀　　代　　　　　　　　　　消防総務課主幹（消防

大学校へ派遣）

警防課主幹 田　　中　　　　　智　　　　　　　　　　警防課副主幹

救急課主幹 野　　口　　深　　雪　　　　　　　　　　警防課担当課長

指令課担当課長（指令 大 神 田　　　　　修　　　　　　　　　指令課主幹

３部担当）

指令課担当課長（指令 南　　　　　　　　勉　　　　　　　　　　指令課主幹

２部担当）

指令課主幹 坂　　本　　瑞　　之　　　　　　　　　　北消防署警備課本署主

幹

指令課主幹 小 久 保　　和　　良　　　　　　　　　危険物保安課担当課長

相模原消防署警備課長 小　　泉　　伸　　二　　　　　　　　　　北消防署査察指導課長

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

署担当課長（警備２部 署主幹

担当）

相模原消防署警備課本 安　　室　　明　　人 相模原消防署警備課本

署担当課長（警備３部 署担当課長（警備２部

担当） 担当）

相模原消防署警備課本 江　　成　　　　　務　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

署主幹 署副主幹

相模原消防署警備課本 佐　　藤　　雅　　人　　　　　　　　　　緑が丘分署副主幹

署主幹

相模原消防署警備課本 原　　子　　泰　　治　　　　　　　　　　藤野分署分署長補佐

署主幹

田名分署長 山　　口　　英　　司　　　　　　　　　　上溝分署長

淵野辺分署長 髙　　野　　邦　　夫　　　　　　　　　　大沼分署長

緑が丘分署長 鈴　　木　　　　　隆　　　　　　　　　　青根分署長

（兼）津久井消防署鳥

屋出張所長
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上溝分署長 田 部 井　　　　　繁　　　　　　　　　麻溝台分署長

南消防署警備課長 佐　　藤　　和　　広　　　　　　　　　　新磯分署長

南消防署警備課主幹 荒　　井　　和　　生　　　　　　　　　　相模原消防署警備課担

当課長

南消防署警備課主幹 近　　藤　　一　　義　　　　　　　　　　北消防署警備課担当課

長

南消防署警備課本署担 林　　　　　忠　　弘　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

当課長（警備１部担当） 署主幹

麻溝台分署長 滝　　口　　健　　一　　　　　　　　　　北消防署警備課本署担

（兼）相武台分署長 当課長（警備１部担当）

新磯分署長 守　　安　　皇　　紀　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

署担当課長（警備３部

担当）

東林分署長 羽　　賀　　洋　　一 東林分署長

（兼）上鶴間分署長

大沼分署長 武　　田　　昌　　宏　　　　　　　　　　津久井消防署警備課担

当課長

南消防署査察指導課長 髙　　萩　　俊　　行　　　　　　　　　　相模原消防署査察指導

課担当課長

北消防署警備課長 大　　友　　祐　　一　　　　　　　　　　指令課担当課長（指令

３部担当）

北消防署警備課主幹 児　　玉　　裕　　隆　　　　　　　　　　緑が丘分署分署長補佐

北消防署警備課本署担 甘　　利　　和　　喜　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

当課長（警備３部担当） 署主幹

北消防署警備課本署担 原　　　　　　　　勉　　　　　　　　　　南消防署警備課担当課

当課長（警備２部担当） 長

北消防署警備課本署担 石　　河　　良　　介　　　　　　　　　　北消防署警備課本署副

当課長（警備１部担当） 主幹

北消防署警備課本署主 瀬　　谷　　　　　剛　　　　　　　　　　南消防署警備課本署副

幹 主幹

相原分署長 佐　　野　　喜　　伸　　　　　　　　　　北消防署警備課本署担

当課長（警備２部担当）

城山分署長 三　　橋　　　　　守　　　　　　　　　　田名分署長
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北消防署査察指導課長 佐　　野　　幾　　哉　　　　　　　　　　予防課担当課長

津久井消防署警備課主 清　　水　　和　　人　　　　　　　　　　大沼分署分署長補佐

幹

津久井消防署警備課本 天　　野　　行　　雄　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

署担当課長（警備２部 署主幹

担当）

津久井消防署警備課本 野　　口　　弘　　樹　　　　　　　　　　南消防署警備課本署担

署担当課長（警備１部 当課長（警備１部担当）

担当）

青根分署長 菱　　山　　　　　泉　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

（兼）津久井消防署鳥 署主幹

屋出張所長
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《  転      任  》

◆  教育委員会　（小中学校等へ転任）

学校教育課長 篠　　原　　　　　真　　　　　　　　　　

教育センター所長 淺　　倉　　　　　勲　　　　　　　　　　

教育センター担当課長 後　　藤　　幹　　夫　　　　　　　　　　

ふるさと自然体験教室 山　　内　　康　　敬　　　　　　　　　　

所長

青少年相談センター担当課長 田　　中　　和　　義　　　　　　　　　　
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　　　　　　（新） 　　　（旧）

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在宅医療・介護連携支 所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　林　　和　　明　　　　　　　　　　地域包括ケア推進課担

援センター 当課長

青少年学習センター 所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝　　原　　哲　　也　　　　　　　　　　市選挙管理委員会事務

局長

子育て給付課 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　中　　正　　信　　　　　　　　　　税務部参事

（兼）市民税課長

中央土木事務所 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　矢　　直　　和　　　　　　　　　　道路部参事

（兼）緑土木事務所長

南土木事務所 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐 久 間　　和　　彦　　　　　　　　　斎場準備室主幹

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防総務課 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　　木　　伸　　一　　　　　　　　　　危機管理局長

（併）中央区役所地域 （兼）危機管理監

振興課

消防総務課 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青　　木　　　　　浩　　　　　　　　　　消防局長

（併）南区役所地域振

興課

《　再　任　用　》
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令和3年3月31日付け退職者

《　局　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室長 高　　梨　　邦　　彦　　　　　　　　　　

危機管理局長 鈴　　木　　伸　　一　　　　　　　　　　

（兼）危機管理監

都市建設局長 田　　雜　　隆　　昌　　　　　　　　　　

（兼）市長公室理事

（魅力創造都市推進

担当）

緑区役所区長 中　　島　　伸　　幸　　　　　　　　　　

中央区役所区長 藤　　田　　雅　　之　　　　　　　　　　

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育局長 小　　林　　輝　　明　　　　　　　　　　

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局長 青　　木　　　　　浩　　　　　　　　　　
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《　部　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

財政部長 天　　野　　秀　　亮　　　　　　　　　　

道路部長 小　　池　　　　　稔　　　　　　　　　　

◆  市選挙管理委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市選挙管理委員会事務 滝　　原　　哲　　也　　　　　　　　　　

局長

◆  人事委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人事委員会事務局長 馬　　場　　博　　文　　　　　　　　　　
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《　参　事　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務局参事 渋　　谷　　嘉　　一　　　　　　　　　　

（兼）コンプライアン

ス推進課長

税務部参事 田　　中　　正　　信　　　　　　　　　　

（兼）市民税課長

市民局参事 馬　　場　　浩　　司　　　　　　　　　　

（兼）区政推進課長

環境共生部参事 鈴　　木　　克　　己　　　　　　　　　　

（兼）環境政策課長

資源循環部参事 関　　野　　以 和 夫　　　　　　　　　

（兼）廃棄物政策課長

資源循環部参事 森　　崎　　　　　進　　　　　　　　　　

（兼）清掃施設課長

資源循環部参事 岩　　部　　正　　志　　　　　　　　　　

（兼）南清掃工場長

まちづくり計画部参事 小　　形　　誠　　司　　　　　　　　　　

（兼）建築・住まい政

策課長

道路部参事 大　　矢　　直　　和　　　　　　　　　　

（兼）緑土木事務所長

下水道部参事 水　　内　　　　　智　　　　　　　　　　

（兼）下水道整備課長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局参事 藤　　田　　知　　正　　　　　　　　　　

（兼）消防総務課長

相模原消防署長 秋　　山　　真　　男　　　　　　　　　　

津久井消防署長 山　　﨑　　　　　悟　　　　　　　　　　
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《　課　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

管財課担当課長 佐　　藤　　　　　誠　　　　　　　　　　

契約課主幹（契約制度 内　　田　　孝　　浩　　　　　　　　　　

担当）

福祉基盤課担当課長 金　　澤　　信　　義　　　　　　　　　　

緑生活支援課担当課長 小　　形　　阿 津 美　　　　　　　　　

中央生活支援課担当課 馬　　場　　元　　広　　　　　　　　　　

長

こども・若者支援課担 小　　林　　　　　修　　　　　　　　　　

当課長

相模原保育園長 青　　木　　　　　妙　　　　　　　　　　

谷口保育園長 永　　瀬　　洋　　子　　　　　　　　　　

相原保育園長 関　　田　　芳　　美　　　　　　　　　　

橋本台環境事業所長 爰　　島　　和　　彦　　　　　　　　　　

津久井クリーンセンタ 佐　　藤　　正　　行　　　　　　　　　　

ー所長

道路整備課主幹（併） 浜　　田　　勝　　己　　　　　　　　　　

（座間市から派遣）

※併任解除

津久井土木事務所担当 小 野 沢　　和　　重　　　　　　　　　

課長

中央土木事務所担当課 大　　貫　　隆　　広　　　　　　　　　　

長

緑区役所区民課担当課 江　　成　　利　　明　　　　　　　　　　

長

青野原出張所長 大　　塚　　光　　展　　　　　　　　　　

青根出張所長 井　　上　　　　　尚　　　　　　　　　　
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◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学務課担当課長 加　　藤　　裕　　介　　　　　　　　　　

津久井学校給食センタ 菊 地 原　　良　　昌　　　　　　　　　

ー所長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

救急課担当課長 石　　井　　　　　茂　　　　　　　　　　

指令課担当課長（指令 飯　　田　　一　　夫　　　　　　　　　　

２部担当）

淵野辺分署長 関　　口　　芳　　裕　　　　　　　　　　

緑が丘分署長 山　　崎　　　　　浩　　　　　　　　　　

上鶴間分署長 霜　　越　　雄　　次　　　　　　　　　　

南消防署査察指導課長 伊　　藤　　俊　　博　　　　　　　　　　

北消防署警備課本署担 梶　　野　　智　　朗　　　　　　　　　　

当課長（警備３部担当）

北消防署警備課本署主 佐　　藤　　信　　吉　　　　　　　　　　

幹

相原分署長 落　　合　　孝　　光　　　　　　　　　　

城山分署長 大　　貫　　　　　均　　　　　　　　　　

津久井消防署警備課本 山　　崎　　庄　　司　　　　　　　　　　

署担当課長（警備３部

担当）

津久井消防署警備課本 奈 良 田　　浩　　一　　　　　　　　　

署担当課長（警備２部

担当）

23


