
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「環境未来都市」取組み推進に向けた人事体制整備 

平成 23 年 12 月 22 日に選定を受けた環境未来都市の取組を着実に進めるため、温暖化対策統括本部に部

長２名（うち 1 名は兼務）、課長２名（うち１名は兼務）、係長１名の体制を整備します。 

また、全庁を挙げて取組みを推進するため、関連局の部長１名、企画担当課長 16 名に兼務を発令します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

②「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」取組み推進に向けた人事体制整備 

１月 18 日に正式認証された京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の具体的な取組を推進

するため、経済局に部長１名（兼務）、課長２名（うち１名は兼務）、係長２名（うち１名は兼務）の体制

を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ アフリカとの連携推進、「第５回アフリカ開発会議」開催に向けた人事体制整備 

１月 20 日に正式決定した第５回アフリカ開発会議の横浜開催を受け、今後アフリカとの連携を推進する

とともに、平成 25 年６月の会議開催支援を進めるため、文化観光局に部長１名（兼務）、課長２名（うち

１名は兼務）、係長２名（うち１名は兼務）の体制を整備します。 

 

 

 

 
 

 
 

問合せ先 

温暖化対策統括本部調整課長   髙橋 俊和    Tel 045-671-4108 

経済局総務課長         中山 雅裕    Tel 045-671-2572 

文化観光局総務課長       森 健二     Tel 045-671-4346 

総務局人事組織課長       高倉 徹     Tel 045-671-2055     

平成 2 4 年１月 2 5 日
総 務 局 人 事 組 織 課

横 浜 市 記 者 発 表 資 料

「環境未来都市」及び「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の取組み、

アフリカとの連携推進へ向け、２月１日付で人事体制を整備します！！ 

 
  ＜部長２名＞ ①環境未来都市推進担当部長 

         ②副本部長（環境未来都市推進担当兼務） 

  ＜課長２名＞ ①環境未来都市推進担当課長 

         ②調整課長（環境未来都市推進担当兼務） 

  ＜係長１名＞ ①環境未来都市推進担当係長 

 
  ＜部長１名＞ ①成長戦略推進部長（国際戦略総合特区推進担当兼務） 

  ＜課長２名＞ ①国際戦略総合特区推進担当課長 

         ②新産業振興課長（国際戦略総合特区推進担当兼務） 

  ＜係長２名＞ ①国際戦略総合特区推進担当係長 

         ②新産業振興課担当係長（国際戦略総合特区推進担当兼務） 

 

  ＜部長１名＞ ①観光コンベンション振興部長（アフリカ開発会議担当兼務） 

＜課長２名＞ ①アフリカ連携担当課長（アフリカ開発会議担当兼務） 

         ②戦略的事業誘致課長（アフリカ開発会議担当兼務） 

  ＜係長２名＞ ①アフリカ連携担当係長（アフリカ開発会議担当兼務） 

         ②戦略的事業誘致課担当係長（アフリカ開発会議担当兼務） 

☆★ 温暖化対策統括本部 新体制 ★☆ 

☆★ 経済局 新体制 ★☆ 

☆★ 文化観光局 新体制 ★☆ 
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【部長級】

温暖化対策統括本部副本部長（温暖
化対策統括本部企画調整部長兼務）
（政策局共創推進室国際技術協力担
当部長兼務）（環境未来都市推進担
当兼務）

技職 中島　徹也 温暖化対策統括本部副本部長（温暖
化対策統括本部企画調整部長兼務）
（政策局共創推進室国際技術協力担
当部長兼務）

温暖化対策統括本部企画調整部環境
未来都市推進担当部長

事職 庄子　真憲 温暖化対策統括本部企画調整部担当
部長

政策局政策部政策担当部長（環境未
来都市推進担当兼務）

技職 征矢　雅和 政策局政策部政策担当部長

文化観光局観光コンベンション振興
部長（アフリカ開発会議担当兼務）

事職 赤岡　謙 文化観光局観光コンベンション振興
部長

経済局成長戦略推進部長（国際戦略
総合特区推進担当兼務）

事職 室園　精二 経済局成長戦略推進部長

【課長級】

温暖化対策統括本部企画調整部調整
課環境未来都市推進担当課長

事職 友井　泰範 温暖化対策統括本部企画調整部プロ
ジェクト推進課担当課長

温暖化対策統括本部企画調整部調整
課長（政策局政策部政策課担当課長
兼務）（節電・省エネ推進担当兼
務）（環境未来都市推進担当兼務）

技職 髙　　俊和 温暖化対策統括本部企画調整部調整
課長（政策局政策部政策課担当課長
兼務）（節電・省エネ推進担当兼
務）

政策局政策部政策課長（多文化共生
推進担当兼務）（環境未来都市推進
担当兼務）

事職 猪俣　宏幸 政策局政策部政策課長（多文化共生
推進担当兼務）

政策局政策部政策課担当課長（環境
未来都市推進担当兼務）

事職 沼上　直輝 政策局政策部政策課担当課長

政策局政策部政策課担当課長（地域
再生まちづくり担当兼務）（環境未
来都市推進担当兼務）

技職 鵜澤　聡明 政策局政策部政策課担当課長（地域
再生まちづくり担当兼務）

政策局政策部政策課担当課長（環境
未来都市推進担当兼務）

事職 南　有里 政策局政策部政策課担当課長

文化観光局横浜魅力づくり室企画課
長（政策局政策部政策課担当課長兼
務）（環境未来都市推進担当兼務）

事職 松村　岳利 文化観光局横浜魅力づくり室企画課
長（政策局政策部政策課担当課長兼
務）

文化観光局観光コンベンション振興
部戦略的事業誘致課長（アフリカ開
発会議担当兼務）

技職 漆原　順一 文化観光局観光コンベンション振興
部戦略的事業誘致課長

文化観光局観光コンベンション振興
部戦略的事業誘致課アフリカ連携担
当課長（アフリカ開発会議担当兼
務）

事職 小菅　貴仁 文化観光局創造都市推進部創造都市
推進課担当課長
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経済局政策調整部総務課長（危機管
理推進担当兼務）（地域再生まちづ
くり担当兼務）（節電・省エネ推進
担当兼務）

事職 中山　雅裕 経済局政策調整部総務課長（危機管
理推進担当兼務）

経済局政策調整部経済企画課長（政
策局政策部政策課担当課長兼務）
（多文化共生推進担当兼務）（環境
未来都市推進担当兼務）

事職 山本　治 経済局政策調整部経済企画課長（政
策局政策部政策課担当課長兼務）
（多文化共生推進担当兼務）

経済局成長戦略推進部新産業振興課
長（国際戦略総合特区推進担当兼
務）

事職 立石　建 経済局成長戦略推進部新産業振興課
長

経済局成長戦略推進部新産業振興課
国際戦略総合特区推進担当課長

事職 花内　洋 経済局市民経済労働部消費経済課長

経済局市民経済労働部消費経済課長 事職 内山　幹子 経済局政策調整部総務課担当課長
（地域再生まちづくり担当兼務）
（節電・省エネ推進担当兼務）

こども青少年局総務部企画調整課長
（政策局政策部政策課担当課長兼
務）（多文化共生推進担当兼務）
（環境未来都市推進担当兼務）

事職 井尻　靖 こども青少年局総務部企画調整課長
（政策局政策部政策課担当課長兼
務）（多文化共生推進担当兼務）

健康福祉局企画部企画課長（政策局
政策部政策課担当課長兼務）（多文
化共生推進担当兼務）（環境未来都
市推進担当兼務）

事職 佐藤　広毅 健康福祉局企画部企画課長（政策局
政策部政策課担当課長兼務）（多文
化共生推進担当兼務）

環境創造局政策調整部政策課長（政
策局政策部政策課担当課長兼務）
（環境未来都市推進担当兼務）

技職 緒賀　道夫 環境創造局政策調整部政策課長（政
策局政策部政策課担当課長兼務）

資源循環局総務部資源政策課長（政
策局政策部政策課担当課長）（環境
未来都市推進担当兼務）

技職 河井　一広 資源循環局総務部資源政策課長（政
策局政策部政策課担当課長）

建築局企画部企画課長（政策局政策
部政策課担当課長兼務）（財政局公
共施設・事業調整室公共施設・事業
調整課保全・利活用計画担当課長兼
務）（地域再生まちづくり担当兼
務）（環境未来都市推進担当兼務）

技職 黒田　浩 建築局企画部企画課長（政策局政策
部政策課担当課長兼務）（財政局公
共施設・事業調整室公共施設・事業
調整課保全・利活用計画担当課長兼
務）（地域再生まちづくり担当兼
務）

都市整備局企画部企画課長（政策局
政策部政策課担当課長兼務）（環境
未来都市推進担当兼務）

技職 鈴木　健一 都市整備局企画部企画課長（政策局
政策部政策課担当課長兼務）

道路局計画調整部企画課長（政策局
政策部政策課担当課長）（環境未来
都市推進担当兼務）

技職 秋山　禎治 道路局計画調整部企画課長（政策局
政策部政策課担当課長）

港湾局港湾整備部企画調整課長（政
策局政策部政策課担当課長兼務）
（環境未来都市推進担当兼務）

技職 中野　裕也 港湾局港湾整備部企画調整課長（政
策局政策部政策課担当課長兼務）
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教育委員会事務局教育政策推進室長
（政策局政策部政策課担当課長兼
務）（多文化共生推進担当兼務）
（環境未来都市推進担当兼務）

事職 吉富　秀一 教育委員会事務局教育政策推進室長
（政策局政策部政策課担当課長兼
務）（多文化共生推進担当兼務）

【係長級】

温暖化対策統括本部企画調整部調整
課環境未来都市推進担当係長

事職 黒田　美夕起 温暖化対策統括本部企画調整部調整
課担当係長

温暖化対策統括本部企画調整部調整
課担当係長

事職 三島　俊範 こども青少年局勤務

政策局国際政策室国際政策課担当係
長

事職 三室　直樹 温暖化対策統括本部企画調整部調整
課担当係長

文化観光局観光コンベンション振興
部戦略的事業誘致課担当係長（アフ
リカ開発会議担当兼務）

事職 中山　佳代子 文化観光局観光コンベンション振興
部戦略的事業誘致課担当係長

文化観光局観光コンベンション振興
部戦略的事業誘致課アフリカ連携担
当係長（アフリカ開発会議担当兼
務）

事職 南野　ショナー 金沢区勤務

経済局成長戦略推進部新産業振興課
担当係長（国際戦略総合特区推進担
当兼務）

事職 三好　健治 経済局市民経済労働部雇用労働課担
当係長

経済局成長戦略推進部新産業振興課
国際戦略総合特区推進担当係長

事職 中野　浩一郎 経済局成長戦略推進部新産業振興課
担当係長

昇

昇
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【課長級】 

 
水道局経営企画部経営企画課長（政策局政策

部政策課担当課長兼務）（環境未来都市推進担

当兼務） 

 事務職員 竹内 隆 水道局経営企画部経営企画課長（政策局政策部

政策課担当課長兼務） 
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