
 
 
 

 

 

 

１ 新たな担当部長の配置 

簡素で効率的な行政運営を推進するため、部の統廃合を行うとともに、総合計画推進プログラム

の着実な推進を図るため、特定施策・課題を担当する担当部長を新たに１０名配置します。 

 

２ ＳＤＧｓの推進に向けた更なる取組 

ＳＤＧｓ未来都市として、市民への普及啓発や企業・団体等との連携体制の強化に向けた取組の

更なる推進を図るため、市長公室にＳＤＧｓ・シビックプライド推進担当部長を配置するとともに、

政策課ＳＤＧｓ推進室を課相当組織の「みんなのＳＤＧｓ推進課」に改組し５名を配置します。 

 

３ 学校給食の在り方検討に向けた取組 

小学校等における給食費の公会計化や中学校給食の全員喫食の実現に向けた検討を推進するた

め、教育局に学校給食・規模適正化担当部長を配置するとともに、新たに「学校給食課」を設置し

２２名を配置します。 

 

４ 民間企業への職員派遣  

多様化・複雑化する行政課題に対し、柔軟な発想で改革意識を持って事業を推進し、従来型の公

務員の価値観にとらわれない次代を担う職員を育成するため、本市職員３名を民間企業３社に各１

名ずつ１年間派遣します。 

本市職員を当該３社へ派遣するのは、いずれも初めてです。 

【派遣人数】 ３名（事務２名、化学１名） 

【派 遣 先】 キヤノン株式会社（化学１名）、株式会社読売広告社（事務１名）、 

株式会社テレビ神奈川（事務１名） 

                   

５ 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、部長級に新たに１名を配置します。 

また、参事級に６名、課長級に１３名の女性職員を新たに配置します。 

<速報値（令和４年４月１日時点）> ※教職員を除く。 

管理職に占める女性割合 ２１．６％（前年度 ２０．７％）前年比０．９％増加 

 

＜参考：人事異動の規模＞ 

令和４年４月１日付け人事異動 １，５６８名 

新規採用             ２０１名 

※ 括弧内は、令和３年４月１日付けの異動規模 

 

                                 以  上 

 

令和４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 
6 

(10) 

23 

(15) 

38 

(42) 

164 

(147) 

215 

(226) 

342 

(339) 

780 

(814) 

1,568 

(1,593) 

問い合わせ 人事・給与課  

電話 042-769-8213 

令和４年４月１日人事異動のポイント ～幸せ色あふれるまちをめざして～ 



（ ）

相 模 原 市

人 事 異 動 一 覧

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 付 け



異　　動　　規　　模

区 分

局 名

5 15 30 101 135 226 514 1,026 136 

1 2 1 4 8 

1 3 3 24 33 42 80 186 41 

1 1 1 3 

1 1 1 1 4 

1 2 2 5 

1 2 1 4 1 

消防局 1 4 37 45 68 177 332 23 

 

 

6 23 38 164 215 342 780 1,568 201 

＜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 113 管理栄養士 3 環境整備員 4 

社会福祉 15 栄養士 1 保育調理員 2 

心理 3 保健師 6 消防吏員 23 

保育士 14 看護師 2 

土木 6 歯科衛生士 1 

森林土木 2 理学療法士 1 

建築 4 

設備 1 

行政 113 管理栄養士 3 環境整備員 4 

社会福祉 15 栄養士 1 保育調理員 2 

心理 3 保健師 6 消防吏員 23 

保育士 14 看護師 2 

土木 6 歯科衛生士 1 

森林土木 2 理学療法士 1 

建築 4 

設備 1 



《　局　長　級　》
（新） （旧）

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室長 榎　　本　　哲　　也　　　　　　　　　　こども・若者未来局長

財政局長 岩　　本　　　　　晃　　　　　　　　　　危機管理局長

（兼）危機管理監

危機管理局長 鈴　　木　　由 美 子　　　　　　　　　環境経済局長

（兼）危機管理監

こども・若者未来局長 杉　　野　　孝　　幸　　　　　　　　　　教育局長

（生涯学習部長事務取扱）

環境経済局長 藤　　井　　一　　洋　　　　　　　　　　市民局スポーツ・文化

担当部長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育局長 高　　橋　　良　　明　　　　　　　　　　生活福祉部長

1



《　部　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室総合政策・少 高　　林　　正　　樹　　　　　　　　　　総合政策部参事

子化対策担当部長 （兼）経営監理課長

市長公室ＳＤＧｓ・シ 佐 々 木　　純　　司　　　　　　　　　シビックプライド推進

ビックプライド推進担 部長

当部長

市長公室基地対策・中 小　　山　　　　　崇　　　　　　　　　　総合政策部長

山間地域対策担当部長

財政局財政担当部長 秋　　山　　　　　亮　　　　　　　　　　財政部参事

（兼）財政課長

市民局人権・女性活躍 柿　　山　　清　　美　　　　　　　　　　税務部長

担当部長

市民局スポーツ・文化 村　　田　　典　　久　　　　　　　　　　議会局次長

担当部長 （兼）議会総務課長

地域包括ケア推進部長 若　　林　　和　　彦　　　　　　　　　　経済部長

生活福祉部長 椎　　橋　　　　　薫　　　　　　　　　　まちづくり推進部長

保健衛生部感染症対策 萱　　野　　克　　彦 保健衛生部新型コロナ

担当部長 ウイルスワクチン接種

推進担当部長

こども・若者未来局こ 井　　上　　　　　隆　　　　　　　　　　教育環境部長

ども家庭支援担当部長

環境経済局脱炭素社会・ 宮　　崎　　健　　司　　　　　　　　　　環境共生部長

資源循環推進担当部長

環境経済局企業誘致担 井　　熊　　直　　人　　　　　　　　　　資源循環部長

当部長

まちづくり推進部長 加　　藤　　宏　　美　　　　　　　　　　まちづくり推進部参事

（兼）都市計画課長

リニア駅周辺まちづく 榎　　本　　好　　二 広域交流拠点推進部長

り部長

土木部長 渡　　邉　　建 太 郎 道路部長
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◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会局次長 前　　田　　康　　行　　　　　　　　　　下水道部長

（兼）政策調査課長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育局学校給食・規模 片　　岡　　聡　　一　　　　　　　　　　財政部長

適正化担当部長

学校教育部長 細　　川　　　　　恵 学校教育部長

生涯学習部長 増　　田　　美 樹 夫　　　　　　　　　地域包括ケア推進部長

◆  監査委員事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

監査委員事務局長 川　　村　　　　　彰　　　　　　　　　　監査委員事務局長

（兼）次長

◆  人事委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人事委員会事務局長 鈴　　木　　秀 太 郎　　　　　　　　　人事委員会事務局長

（兼）次長

◆  農業委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業委員会事務局長 斉　　藤　　ま す み　　　　　　　　　農業委員会事務局長

（兼）次長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

警防部長 石　　原　　英　　朗　　　　　　　　　　消防局参事

（兼）警防課長
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《　参　事　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室参事 佐　　藤　　泰　　弘　　　　　　　　　　秘書課長

（兼）秘書課長

市長公室参事 二　　瓶　　直　　美　　　　　　　　　　緑子育て支援センター

（兼）みんなのＳＤＧ 所長

ｓ推進課長

市長公室参事 市　　橋　　剛　　輝　　　　　　　　　　管財課長

（兼）観光・シティプ

ロモーション課長

市長公室参事 馬　　渡　　加　　能　　　　　　　　　　子育て給付課長

（兼）広聴広報課長

総務局参事 沖　　本　　健　　二　　　　　　　　　　保健衛生部参事

（兼）総務法制課長 （兼）医療政策課長

総務局参事 郷　　司　　尚　　子　　　　　　　　　　コンプライアンス推進

（兼）コンプライアン 課長

ス推進課長

財政局参事 芦　　野　　　　　拓　　　　　　　　　　総務局参事

（兼）アセットマネジ （兼）総務法制課長

メント推進課長

財政局参事 大　　塚　　裕　　文　　　　　　　　　　契約課長

（兼）管財課長

健康福祉局参事 石　　井　　秀　　樹　　　　　　　　　　市民局参事

（兼）健康福祉総務室 （兼）スポーツ推進課

長 長

保健衛生部参事 齋　　藤　　み ゆ き 保健衛生部参事（新型コ

（兼）保健所副所長 ロナウイルス感染症対策

総合調整担当）

保健衛生部参事 井　　上　　美　　紀　　　　　　　　　　総合政策部参事

（兼）医療政策課長 （兼）広域行政課長

保健衛生部参事 関　　　　　み ど り　　　　　　　　　交通・地域安全課長

（兼）疾病対策課長

4



保健衛生部参事 鈴　　木　　葉　　子　　　　　　　　　　こども・若者未来局参

（兼）中央保健センタ 事

ー所長 （兼）中央子育て支援

センター所長

こども・若者未来局参 二　　瓶　　　　　行　　　　　　　　　　総合政策部参事

事 （兼）ＤＸ推進課長

（兼）こども・若者支

援課長

こども・若者未来局参 吉　　成　　靖　　幸　　　　　　　　　　経済部参事

事 （兼）産業・雇用対策

（兼）子育て給付課長 課長

児童相談所長 江　　成　　浩　　史　　　　　　　　　　児童相談所総務課長

環境経済局参事 千　　葉　　恵　　子　　　　　　　　　　こども・若者支援課長

（兼）企業誘致推進課

長

環境経済局参事 菊 地 原　　　　　央　　　　　　　　　環境経済局参事

（兼）産業支援課長 （兼）環境経済総務室

長

環境経済局参事 髙　　野　　弘　　明　　　　　　　　　　農業委員会事務局参事

（兼）農政課長 （兼）次長

環境経済局参事 角　　田　　小 百 合　　　　　　　　　環境政策課長

（兼）ゼロカーボン推

進課長

環境経済局参事 千　　葉　　修　　司　　　　　　　　　　財政部参事

（兼）津久井地域環境 （兼）土地利用調整課

課長 長

都市建設局参事 廣　　田　　信　　之　　　　　　　　　　シビックプライド推進

（兼）都市建設総務室 部参事

長 （兼）オリンピック・

パラリンピック推進課

長

まちづくり推進部参事 太　　田　　修　　二　　　　　　　　　　生涯学習部参事

（兼）都市計画課長 （兼）生涯学習課長

まちづくり推進部参事 栄　　　　　宏　　海　　　　　　　　　　教育環境部参事

（兼）市営住宅課長 （兼）学校施設課長

5



土木部参事 齋　　藤　　直　　樹　　　　　　　　　　下水道部参事

（兼）用地・補償課長 （兼）下水道整備課長

土木部参事 天　　野　　由 美 子　　　　　　　　　議会局参事

（兼）下水道料金課長 （兼）政策調査課長

緑区役所参事 有　　馬　　真　　一　　　　　　　　　　危機管理局参事

（兼）緑区役所区政策 （兼）緊急対策課長

課長

中央区役所参事 光　　岡　　　　　淳　　　　　　　　　　まちづくり推進部参事

（兼）大野北まちづく （兼）市営住宅課長

りセンター所長

南区役所副区長 仙　　波　　康　　司　　　　　　　　　　健康福祉局参事

（兼）健康福祉総務室

長

南区役所参事 栗　　山　　　　　稔　　　　　　　　　　都市建設局参事

（兼）大野中まちづく （兼）用地・補償課長

りセンター所長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育局参事 鈴　　木　　一　　広　　　　　　　　　　教育環境部参事

（兼）学校給食課長 （兼）学校保健課長

学校教育部参事 米　　山　　　　　守　　　　　　　　　　高齢・障害者福祉課長

（兼）学校施設課長 （兼）視覚障害者情報

センター所長

生涯学習部参事 松　　本　　隆　　人　　　　　　　　　　都市建設局参事

（兼）生涯学習課長 （兼）都市建設総務室

長

◆  市選挙管理委員会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市選挙管理委員会事務 吉　　田　　健　　一　　　　　　　　　　保健衛生部参事

局参事 （兼）疾病対策課長

（兼）次長

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

警防部参事（施設管理 小　　島　　幹　　雄　　　　　　　　　　北消防署長

担当）

消防局参事 三　　澤　　　　　誠　　　　　　　　　　消防局参事

（兼）警防課長 （兼）救急課長
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消防局参事 若　　林　　　　　剛　　　　　　　　　　津久井消防署警備課長

（兼）指令課長

北消防署長 田　　中　　康　　行　　　　　　　　　　相模原消防署査察指導

課長
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《　課　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秘書課主幹 丹　　木　　美　　穂　　　　　　　　　　生活衛生課総括副主幹

政策課主幹 茨　　木　　淳　　一　　　　　　　　　　学校教育課課長代理

政策課主幹（政策推進 金　　子　　　　　浩　　　　　　　　　　学校保健課総括副主幹

担当）

経営監理課長 奈　　良　　美　　幸　　　　　　　　　　陽光園担当課長

広域行政課長 植　　村　　哲　　哉　　　　　　　　　　津久井地域環境課長

広域行政課主幹 鈴　　木　　　　　竜　　　　　　　　　　広域行政課総括副主幹

ＤＸ推進課長 佐　　伯　　正　　和　　　　　　　　　　産業支援課長

総合メディア戦略推進 遠　　藤　　恭　　代　　　　　　　　　　市民税課担当課長

課長

東京事務所副所長 今　　泉　　由 紀 子　　　　　　　　　健康増進課総括副主幹

総務法制課主幹 長　　澤　　　　　孝　　　　　　　　　　総務法制課総括副主幹

情報公開・文書管理課 富　　樫　　　　　晃　　　　　　　　　　中央公民館館長代理

主幹

人事・給与課主幹（労 芦　　野　　誓　　子　　　　　　　　　　区政推進課総括副主幹

務担当）

職員厚生課主幹 河　　本　　泰　　志　　　　　　　　　　職員厚生課総括副主幹

財政課長 宮　　地　　誠 一 郎　　　　　　　　　高齢・障害者支援課長

契約課長 田　　岡　　宏　　邦　　　　　　　　　　藤野保健福祉課長

資産税課長 長　　島　　雅　　典　　　　　　　　　　国際課長

危機管理課主幹 関　　口　　康　　之　　　　　　　　　　基地対策課担当課長

緊急対策課長 渡　　辺　　誠　　治　　　　　　　　　　水みどり環境課長

緊急対策課主幹 新　　井　　宣　　章　　　　　　　　　　新型コロナウイルスワ

クチン接種推進課担当

課長
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人権・男女共同参画課 滝　　口　　明　　子　　　　　　　　　　精神保健福祉センター

主幹 副主幹

交通・地域安全課長 阿　　部　　建　　治　　　　　　　　　　大野北まちづくりセン

ター所長

国際課長 野　　﨑　　順　　子　　　　　　　　　　国際課担当課長

国際課主幹 堂　　園　　浩　　次　　　　　　　　　　橋本公民館館長代理

スポーツ推進課長 白　　井　　由　　美　　　　　　　　　　人事・給与課主幹（労

務担当）（兼）担当課長

スポーツ推進課主幹 石　　沢　　智　　洋　　　　　　　　　　政策課担当課長

文化振興課主幹 三　　浦　　義　　光　　　　　　　　　　文化振興課総括副主幹

アートラボはしもと所長 松　　島　　政　　幸 アートラボはしもと所長

（兼）相模原市民ギャラ

リー館長

健康福祉総務室主幹 田　　中　　憲　　明　　　　　　　　　　国保年金課担当課長

高齢・障害者福祉課長 小　　林　　　　　誠　　　　　　　　　　広聴広報課長

高齢・障害者支援課長 小　　原　　　　　隆　　　　　　　　　　大野中まちづくりセン

ター所長

精神保健福祉課長 岩　　田　　隆　　之　　　　　　　　　　中央区役所区政策課長

精神保健福祉センター 草　　野　　明　　朗　　　　　　　　　　相武台公民館館長代理

所長代理

介護保険課主幹 西　　山　　真　　弓　　　　　　　　　　南高齢・障害者相談課

担当課長

緑高齢・障害者相談課 石　　井　　　　　望　　　　　　　　　　橋本図書館長

長

城山福祉相談センター 山　　内　　育　　代　　　　　　　　　　城山保健福祉課担当課

所長 長

津久井高齢・障害者相 磯　　見　　学　　俊　　　　　　　　　　相模湖保健福祉課長

談課長

相模湖福祉相談センタ 桑　　原　　　　　勉　　　　　　　　　　上溝公民館館長代理

ー所長
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藤野福祉相談センター 竹　　下　　徹　　郎　　　　　　　　　　藤野保健福祉課担当課

所長 長

南高齢・障害者相談課 米　　倉　　睦　　弥　　　　　　　　　　南保健センター所長

主幹

緑生活支援課長 篠　　﨑　　康　　夫　　　　　　　　　　監査委員事務局次長

（兼）緑福祉事務所長

疾病対策課主幹 肱　　岡　　実 穂 子　　　　　　　　　東京事務所副所長

新型コロナウイルスワ 野　　月　　　　　卓　　　　　　　　　　都市計画課担当課長

クチン接種推進課主幹

新型コロナウイルスワ 小 谷 田　　　　　誠　　　　　　　　　新型コロナウイルスワ

クチン接種推進課主幹 クチン接種推進課総括

副主幹

感染症対策課長 金　　井　　成　　美　　　　　　　　　　下水道料金課長

感染症対策課主幹 田 加 井　　英　　希　　　　　　　　　健康福祉総務室担当課

長

感染症対策課主幹 野　　村　　洋　　子　　　　　　　　　　健康増進課副主幹

健康増進課主幹 小 田 島　　直　　美　　　　　　　　　人権・男女共同参画課

担当課長

南保健センター所長 斉　　藤　　杉　　子　　　　　　　　　　職員厚生課副主幹

青少年学習センター所 川　　端　　啓　　文　　　　　　　　　　感染症対策課長

長

保育課主幹（労務担当） 田　　中　　ひ ろ み　　　　　　　　　城山中央保育園長

田名保育園長 菊 地 原　　礼　　子　　　　　　　　　日連保育園長

東林保育園長 遠　　藤　　美 智 子　　　　　　　　　大沼保育園長

大沼保育園長 五 十 嵐　　弘　　美　　　　　　　　　大沼保育園副園長

陽光台保育園長 清　　水　　み ち よ　　　　　　　　　医療型児童発達支援セ

ンター園長

大沢保育園長 渋　　谷　　朋　　子　　　　　　　　　　麻溝保育園長

麻溝保育園長 渡　　辺　　庸　　子　　　　　　　　　　陽光台保育園長
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城山中央保育園長 尾　　﨑　　佳　　子　　　　　　　　　　城山西部保育園長

城山西部保育園長 臼　　井　　早　　苗　　　　　　　　　　津久井中央保育園副園

長

（兼）内郷保育園副園

長

串川保育園長 鈴　　木　　明　　美　　　　　　　　　　千木良保育園長

日連保育園長 中　　村　　香　　里　　　　　　　　　　相模湖こども園副園長

こども家庭課主幹 石　　沢　　聖　　子　　　　　　　　　　こども家庭課総括副主

幹

緑子育て支援センター 岡　　本　　達　　彦　　　　　　　　　　公園課長

所長

緑子育て支援センター 諸　　橋　　万 里 子　　　　　　　　　緑子育て支援センター

主幹 総括副主幹

中央子育て支援センタ 金　　井　　多　　恵　　　　　　　　　　中央子育て支援センタ

ー所長 ー担当課長

中央子育て支援センタ 椎　　橋　　誠　　子　　　　　　　　　　感染症対策課担当課長

ー主幹

南子育て支援センター 並　　木　　重　　人　　　　　　　　　　税制課長

所長

児童相談所総務課長 高　　野　　靖　　彦　　　　　　　　　　児童相談所相談支援課

長

児童相談所相談支援課 藤　　田　　信　　子　　　　　　　　　　緑区役所区民課長

長

療育相談室長 東　　浦　　徳　　也　　　　　　　　　　陽光園副主幹

発達障害支援センター 井　　上　　敏　　治　　　　　　　　　　療育相談室長

所長 （兼）発達障害支援セ

ンター所長

医療型児童発達支援セ 石　　倉　　由 美 子　　　　　　　　　東林保育園長

ンター園長

産業・雇用対策課長 仙　　波　　浩　　美　　　　　　　　　　文化財保護課長

企業誘致推進課主幹 山　　田　　健 太 郎　　　　　　　　　産業支援課担当課長
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農政課主幹 福　　井　　修　　一　　　　　　　　　　廃棄物政策課主幹（労

務担当）（兼）担当課長

環境保全課長 山　　口　　幸　　司　　　　　　　　　　人事委員会事務局次長

水みどり環境課長 宮　　野　　賢　　一　　　　　　　　　　観光・シティプロモー

ション課長

公園課長 石　　田　　真　　也　　　　　　　　　　公園課担当課長

公園課主幹 髙　　尾　　将　　治　　　　　　　　　　人事・給与課担当課長

公園課主幹 石　　田　　　　　豪　　　　　　　　　　道路計画課総括副主幹

南清掃工場主幹 込　　山　　正　　義　　　　　　　　　　路政課担当課長

北清掃工場長 金　　子　　喜　　裕　　　　　　　　　　城山保健福祉課長

麻溝台環境事業所所長 藤　　波　　健　　二　　　　　　　　　　麻溝台環境事業所担当

代理 課長

橋本台環境事業所所長 町　　本　　　　　省　　　　　　　　　　大野北公民館館長代理

代理

技術監理課長 白　　井　　裕　　一　　　　　　　　　　下水道保全課長

建築審査課主幹 高　　橋　　宏　　志　　　　　　　　　　学校施設課担当課長

建築審査課主幹 柴　　田　　貴　　弘　　　　　　　　　　学校施設課担当課長

都市整備課主幹 髙　　橋　　克　　彦　　　　　　　　　　都市整備課総括副主幹

道路計画課主幹 雨　　宮　　春　　生　　　　　　　　　　清掃施設課総括副主幹

緑土木事務所主幹 原　　田　　和　　久　　　　　　　　　　津久井中央公民館館長

代理

（兼）青根公民館館長

代理

津久井土木事務所主幹 西　　川　　宏　　伸　　　　　　　　　　河川課担当課長

中央土木事務所長 兼　　杉　　龍 一 郎　　　　　　　　　技術監理課長

下水道保全課長 三　　浦　　貴　　洋　　　　　　　　　　中央土木事務所長

下水道整備課長 岩　　山　　勇　　人　　　　　　　　　　交通政策課担当課長
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緑区役所区民課長 菊　　池　　政　　弘　　　　　　　　　　緑生活支援課長

（兼）緑福祉事務所長

橋本パスポートセンタ 柿　　澤　　真 由 美　　　　　　　　　橋本パスポートセンタ

ー所長 ー副主幹

大沢まちづくりセンタ 桐　　生　　卓　　郎　　　　　　　　　　資産税課長

ー所長

中央区役所区政策課長 梶　　原　　義　　一　　　　　　　　　　市選挙管理委員会事務

局次長

中央区役所区民課長 石　　井　　由 美 子　　　　　　　　　総合メディア戦略室長

大野北まちづくりセン 林　　　　　紀　　子　　　　　　　　　　大野北まちづくりセン

ター主幹 ター総括副主幹

南区役所区民課主幹 櫻　　井　　智　　美　　　　　　　　　　図書館担当課長

麻溝まちづくりセンタ 清　　水　　芳　　枝　　　　　　　　　　学務課担当課長

ー所長

◆  議会局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会総務課長 井　　上　　和　　彦　　　　　　　　　　議会総務課担当課長

議事課主幹 滝　　沢　　直　　之　　　　　　　　　　文化振興課担当課長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学校教育課課長代理 浅　　川　　路　　子　　　　　　　　　　地域包括ケア推進課担

当課長

教職員人事課長 中　　井　　一　　臣　　　　　　　　　　教職員人事課担当課長

教職員人事課主幹 辻　　野　　　　　宏　　　　　　　　　　教職員人事課副主幹

学校保健課長 丸 小 野　　美　　紀　　　　　　　　　ＳＤＧｓ推進室長

学校施設課主幹 岩　　﨑　　純　　也　　　　　　　　　　建築審査課担当課長

相模川自然の村野外体 石　　長　　　　　出　　　　　　　　　　相模川自然の村野外体

験教室所長 験教室担当課長

青少年相談センター所 加　　藤　　政　　義　　　　　　　　　　青少年相談センター担

長 当課長
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青少年相談センター主 菅　　原　　　　　勝　　　　　　　　　　学校教育課担当課長

幹

青少年相談センター主 岡　　野　　陽　　一 青少年相談センター指

幹 導主事

青少年相談センター主 小　　島　　長　　登 青少年相談センター指

幹 導主事

生涯学習課主幹 今　　野　　裕　　之　　　　　　　　　　大野南公民館館長代理

文化財保護課長 武　　井　　弘　　子　　　　　　　　　　大沢まちづくりセンタ

（兼）史跡田名向原遺 ー所長

跡旧石器時代学習館長

図書館主幹 天　　沼　　栄　　一　　　　　　　　　　城山保健福祉課担当課

長

相模大野図書館主幹 元　　木　　　　　潤　　　　　　　　　　南土木事務所担当課長

橋本図書館長 網　　本　　佳　　代　　　　　　　　　　中央区役所区民課長

上溝公民館館長代理 菱　　山　　孝　　文　　　　　　　　　　国保年金課担当課長

橋本公民館館長代理 小　　林　　　　　裕　　　　　　　　　　感染症対策課担当課長

相原公民館館長代理 髙　　野　　恵　　子　　　　　　　　　　建築・住まい政策課担

当課長

大野南公民館館長代理 杉　　野　　真　　弓　　　　　　　　　　南区役所区民課担当課

長

大野北公民館館長代理 峰　　尾　　岳　　史　　　　　　　　　　環境経済総務室担当課

長

中央公民館館長代理 新　　田　　英　　夫　　　　　　　　　　精神保健福祉センター

所長代理

相武台公民館館長代理 高　　橋　　雅　　広　　　　　　　　　　衛生研究所担当課長

津久井中央公民館館長 中　　島　　理　　絵　　　　　　　　　　議事課担当課長

代理

（兼）青根公民館館長

代理

相模湖公民館館長代理 天　　野　　光　　洋　　　　　　　　　　津久井生涯学習センタ

（兼）千木良公民館館 ー所長

長代理
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◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防総務課主幹 多 和 田　　真　　貴　　　　　　　　　消防総務課総括副主幹

消防総務課主幹 芝　　﨑　　　　　強　　　　　　　　　　消防総務課副主幹

予防課主幹 奥　　山　　政　　寛　　　　　　　　　　南消防署査察指導課担

当課長

救急課長 野　　口　　深　　雪　　　　　　　　　　救急課担当課長

指令課担当課長（指令 山　　崎　　　　　旭　　　　　　　　　　指令課主幹

１部担当）

指令課担当課長（指令 小 久 保　　和　　良　　　　　　　　　指令課主幹

３部担当）

指令課主幹 若　　林　　康　　浩　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

署副主幹

指令課主幹 吉　　澤　　雅　　寛　　　　　　　　　　北消防署警備課本署副

主幹

指令課主幹 井　　上　　孝　　弘　　　　　　　　　　指令課総括副主幹

相模原消防署警備課長 原　　子　　　　　伸　　　　　　　　　　指令課担当課長（指令

１部担当）

相模原消防署警備課主 石　　井　　隆　　光　　　　　　　　　　北消防署警備課本署副

幹 主幹

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

署担当課長（警備３部 署主幹

担当）

相模原消防署警備課本 永　　井　　　　　忍　　　　　　　　　　青根分署分署長補佐

署主幹

相模原消防署警備課本 児　　玉　　裕　　隆　　　　　　　　　　北消防署警備課担当課

署主幹 長

相模原消防署警備課本 下　　﨑　　俊　　英　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

署主幹 署副主幹

淵野辺分署長 山　　本　　敬　　治　　　　　　　　　　相模原消防署警備課担

当課長
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上溝分署長 河　　内　　一　　郎　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

署担当課長（警備３部

担当）

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

課長

相模原消防署査察指導 古　　屋　　克　　孝　　　　　　　　　　南消防署警備課本署副

課主幹 主幹

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

当課長（警備１部担当） 幹

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

当課長（警備２部担当） 当課長（警備１部担当）

南消防署警備課本署担 原　　子　　泰　　治　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

当課長（警備３部担当） 署主幹

麻溝台分署長 守　　安　　皇　　紀　　　　　　　　　　新磯分署長

（兼）相武台分署長

新磯分署長 三　　橋　　　　　守　　　　　　　　　　城山分署長

東林分署長 小　　泉　　伸　　二　　　　　　　　　　相模原消防署警備課長

（兼）上鶴間分署長

大沼分署長 林　　　　　忠　　弘　　　　　　　　　　南消防署警備課本署担

当課長（警備１部担当）

南消防署査察指導課長 武　　田　　昌　　宏　　　　　　　　　　大沼分署長

北消防署警備課主幹 今　　村　　　　　智　　　　　　　　　　北消防署警備課本署副

主幹

北消防署警備課本署担 佐　　藤　　雅　　人　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

当課長（警備１部担当） 署主幹

北消防署警備課本署担 土　　橋　　伸　　哉　　　　　　　　　　南消防署警備課本署副

当課長（警備３部担当） 主幹

相原分署長 滝　　口　　健　　一　　　　　　　　　　麻溝台分署長

（兼）相武台分署長

城山分署長 尾　　﨑　　　　　聡　　　　　　　　　　藤野分署長

16



北消防署査察指導課長 安　　室　　明　　人　　　　　　　　　　相模原消防署警備課本

署担当課長（警備３部

担当）

津久井消防署警備課長 佐　　野　　幾　　哉　　　　　　　　　　北消防署査察指導課長

津久井消防署警備課本 甘　　利　　和　　喜　　　　　　　　　　北消防署警備課本署担

署担当課長（警備２部 当課長（警備３部担当）

担当）

津久井消防署警備課本 小　　林　　健　　司　　　　　　　　　　北消防署警備課本署副

署担当課長（警備３部 主幹

担当）

藤野分署長 天　　野　　行　　雄　　　　　　　　　　津久井消防署警備課本

署担当課長（警備２部

担当）
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《  転      任  》

◆  教育委員会　（小中学校へ転任）

教職員人事課長 渡　　部　　賢　　一　　　　　　　　　　

相模川自然の村野外体 渡　　邊　　直　　展　　　　　　　　　　

験教室所長

青少年相談センター所 水　　野　　正　　人　　　　　　　　　　

長

学校教育課担当課長 金　　子　　　　　温

青少年相談センター担 石　　塚　　史　　子　　　　　　　　　　

当課長

青少年相談センター担 赤　　木　　裕　　朗　　　　　　　　　　

当課長
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《  採      用  》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緊急対策課 主幹（応急対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　境　　　　　孝　　明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・訓練担当）

森林政策課 主幹（森林保全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濵　　名　　成　　之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・再生担当）
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　　　　　　（新） 　　　（旧）

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人材育成課 主幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長 谷 川　　　　　伸　　　　　　　　　市長公室長

（兼）人事・給与課

廃棄物政策課 主幹（労務担当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝　　原　　哲　　也　　　　　　　　　　青少年学習センター所長

《　再　任　用　》
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令和4年3月31日付け退職者

《　局　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長公室長 長 谷 川　　　　　伸　　　　　　　　　

市長公室理事（ＳＤＧ 網　　本　　　　　淳　　　　　　　　　　

ｓ・ＤＸ推進担当）

財政局長 石　　井　　光　　行　　　　　　　　　　
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《　部　長　級　》

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

警防部長 関　　口　　晃　　嗣　　　　　　　　　　
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《　参　事　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域包括ケア推進部参 鈴　　木　　雅　　文　　　　　　　　　　

事

（兼）精神保健福祉課

長

保健衛生部参事 鈴　　木　　泰　　明　　　　　　　　　　

（兼）保健所副所長

保健衛生部参事 上　　野　　世 津 子　　　　　　　　　

（兼）中央保健センタ

ー所長

児童相談所長 秋　　本　　伸　　幸　　　　　　　　　　

資源循環部参事 原　　田　　道　　宏　　　　　　　　　　

（兼）北清掃工場長

道路部参事（道路担当） 茅　　根　　壮　　一　　　　　　　　　　

下水道部参事（下水道 安　　藤　　雅　　典　　　　　　　　　　

施設担当）

緑区役所参事 安　　藤　　　　　悟　　　　　　　　　　

（兼）緑区役所区政策

課長

南区役所副区長 阿　　部　　菊　　良　　　　　　　　　　

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防局参事 杉　　本　　和　　男　　　　　　　　　　

（兼）指令課長
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《　課　長　級　》

◆  市長事務部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緑高齢・障害者相談課 落　　合　　万 智 子　　　　　　　　　

長

津久井保健福祉課長 佐 久 間　　貴　　子　　　　　　　　　

こども・若者政策課主 渡　　辺　　令　　子　　　　　　　　　　

幹

保育課主幹（労務担当） 中　　野　　智　　子　　　　　　　　　　

（兼）担当課長

田名保育園長 宮　　﨑　　明　　子　　　　　　　　　　

大沢保育園長 松　　島　　あ さ み　　　　　　　　　

串川保育園長 岩　　井　　み ど り　　　　　　　　　

南子育て支援センター 波 田 野　　房　　枝　　　　　　　　　

所長

農政課担当課長 中　　里　　　　　孝　　　　　　　　　　

環境保全課長 奥　　村　　厚　　生　　　　　　　　　　

麻溝台環境事業所所長 須　　藤　　勇　　人　　　　　　　　　　

代理

橋本台環境事業所所長 原　　　　　芳　　実　　　　　　　　　　

代理

建築審査課担当課長 坂　　本　　　　　弘　　　　　　　　　　

下水道保全課担当課長 赤　　松　　伸　　一　　　　　　　　　　

麻溝まちづくりセンタ 今　　井　　博　　之　　　　　　　　　　

ー所長

◆  教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相原公民館館長代理 山　　川　　博　　司　　　　　　　　　　

相模湖公民館館長代理 志　　村　　浩　　史　　　　　　　　　　

（兼）千木良公民館館
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長代理

◆  消防局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指令課担当課長（指令 大 神 田　　　　　修　　　　　　　　　

３部担当）

淵野辺分署長 髙　　野　　邦　　夫　　　　　　　　　　

上溝分署長 田 部 井　　　　　繁　　　　　　　　　

南消防署警備課担当課 荒　　井　　和　　生　　　　　　　　　　

長

南消防署警備課本署担 江　　成　　幸　　夫　　　　　　　　　　

当課長（警備２部担当）

南消防署警備課本署担 河　　井　　則　　也　　　　　　　　　　

当課長（警備３部担当）

東林分署長 羽　　賀　　洋　　一　　　　　　　　　　

（兼）上鶴間分署長

相原分署長 佐　　野　　喜　　伸　　　　　　　　　　
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