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お問合せ先 

総務局人事課長        水 野  圭一郎   Tel 045-671-2055 

消防局人事課長        緑 川   斉 Tel 045-334-6551 

  水道局人事課長        雨 堤   崇 Tel 045-633-0103 

交通局人事課長        亀  本  武 伸 Tel 045-326-3824 

医療局病院経営本部人事課長  柿  沼  浩  二 Tel 045-671-4811 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ２ 年 ３ 月 2 9 日 
総 務 局 人 事 課 
消 防 局 人 事 課 
水 道 局 人 事 課 
交 通 局 人 事 課 
医療局病院経営本部人事課 
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【区局長級】

危機管理監 消吏 髙坂 哲也 再任用

西区長 事職 寺岡 洋志 再任用

中区長 事職 直井 ユカリ 市民局スポーツ統括室スポーツ振

興部長

保土ケ谷区長 事職 出口 洋一 こども青少年局副局長

（こども青少年局総務部長兼務）

（総務局総務部新市庁舎移転担当

兼務）

旭区長 事職 下田 康晴 再任用

金沢区長 事職 永井 京子 都筑区福祉保健センター長

（保健所兼務）

港北区長 事職 栗田 るみ 再任用

緑区長 事職 岡田 展生 政策局副局長

（政策局総務部長兼務）（総務局

総務部新市庁舎移転担当兼務）

青葉区長 事職 小澤 明夫 経済局ライフイノベーション・特

区推進担当理事

栄区長 事職 冨士田 学 政策局秘書部長

泉区長 技職 深川 敦子 医療局副局長

（医療局医療政策部長兼務）（医

療政策人材育成シニアリーダー兼

務）（総務局総務部新市庁舎移転

担当兼務）

温暖化対策統括本部長 技職 薬師寺 えり子 再任用

政策局政策調整担当理事 事職 雨宮 勝 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部長

（広報報道連携担当兼務）

政策局芸術創造本部室長 技職 尾仲 富士夫 再任用

政策局基地担当理事 技職 島田 健治 政策局国際園芸博覧会招致推進室

長

政策局担当理事 事職 福島 雅樹 教育委員会事務局総務部長

（指定都市市長会派遣） （総務局総務部新市庁舎移転担当

兼務）

総務局長 事職 池戸 淳子 文化観光局長

財政局公共施設・事業調整室長 技職 鈴木 健一 政策局政策部政策担当部長

（土木職人材育成シニアリーダー兼務）（機 （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

械職・電気職人材育成シニアリーダー兼務） ）

国際局長 事職 赤岡 謙 再任用
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【区局長級】

国際局担当理事（国際協力部長） 事職 橋本 徹 国際局国際協力部長

文化観光局長 事職 神部 浩 文化観光局副局長

（文化観光局総務部長兼務）（総

務局総務部新市庁舎移転担当兼務

）

経済局長 事職 星﨑 雅代 栄区長

経済局市場担当理事 事職 高倉 徹 政策局担当理事

（中央卸売市場本場長兼務） （指定都市市長会派遣）

健康福祉局保健所長 医職 田畑 和夫 健康福祉局担当理事（総務部医務

（健康福祉局担当理事兼務） 担当部長（保健医療医務監））

（緑区福祉保健センター医務担当

部長兼務）（保健所兼務）

医療局長 医職 修理 淳 医療局長

（医療医務監兼務）（医療局病院経営本部兼 （医療局病院経営本部兼務）

務）

環境創造局長 技職 小林 正幸 再任用

環境創造局みどりアップ推進担当理事 技職 橋本 健 再任用

資源循環局長 事職 金澤 貞幸 資源循環局副局長

（資源循環局総務部長兼務）（総

務局総務部新市庁舎移転担当兼務

）

建築局長 技職 黒田 浩 再任用

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 技職 曽我 幸治 道路局計画調整部長

室長 （国際局国際協力部担当部長兼務

）

消防局長 消吏 松原 正之 消防局副局長

（消防局総務部長兼務）

水道局長 事職 大久保 智子 総務局長

交通局長 事職 三村 庄一 交通局高速鉄道本部長

【部長級】

鶴見区福祉保健センター長 事職 菊池 孝 鶴見区福祉保健センター担当部長

（保健所兼務） （保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター担当部長 事職 今仁 知宏 鶴見区総務部総務課長

（保健所兼務） （地域防災担当兼務）

鶴見土木事務所長 技職 水上 典男 都筑土木事務所副所長

（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

神奈川区副区長 事職 日比野 政芳 文化観光局担当部長

（神奈川区総務部長兼務） （横浜市芸術文化振興財団派遣）
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級】

神奈川土木事務所長 技職 西嶋 祐一 環境創造局下水道管路部下水道事

（環境創造局・道路局兼務） 務所長

西区副区長 事職 松井 達也 西区副区長

（西区総務部長兼務） （西区総務部長兼務）（西区総務

部税務課長兼務）

西区福祉保健センター長 技職 玉﨑 悟 健康福祉局担当部長（食肉衛生検

（保健所兼務） 査所長）

中土木事務所長 事職 中山 昭 道路局道路部管理課長

（環境創造局・道路局兼務）

南区福祉保健センター長 医職 野﨑 直彦 健康福祉局医務担当部長（衛生研

（保健所兼務） 究所感染症・疫学情報課長）

（健康福祉局健康安全部担当部長

（医療安全担当）兼務）（保健所

兼務）

南土木事務所長 技職 角野 智史 道路局建設部建設課長

（環境創造局・道路局兼務）

港南区福祉保健センター長 事職 馬渕 勝宏 港南区福祉保健センター担当部長

（保健所兼務） （保健所兼務）

港南区福祉保健センター担当部長 事職 水野 圭一郎 総務局人事部人事課長

（保健所兼務）

旭区福祉保健センター長 事職 亀井 直樹 人事委員会事務局調査任用部調査

（保健所兼務） 課長

（総務局総務部管理課新市庁舎移

転担当兼務）

旭区福祉保健センター医務担当部長 医職 山川 博子 鶴見区福祉保健センター医務担当

（保健所兼務） 部長

（保健所兼務）

磯子土木事務所長 事職 大内 義則 市民局総務部総務課長

（環境創造局・道路局兼務） （危機管理推進担当兼務）（オリ

ンピック・パラリンピック横浜市

推進担当兼務）（ラグビーワール

ドカップ横浜市推進担当兼務）（

総務局総務部管理課新市庁舎移転

担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推

金沢区福祉保健センター長 医職 木村 博和 金沢区福祉保健センター長

（磯子区福祉保健センター医務担当部長兼務 （保健所兼務）

）（保健所兼務）

金沢土木事務所長 技職 松嵜 尚紀 都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部

（環境創造局・道路局兼務） 長

港北区福祉保健センター長 医職 北川 寛直 南区福祉保健センター長

（緑区福祉保健センター医務担当部長兼務） （保健所兼務）

（保健所兼務）

進担当兼務）
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級】

港北区福祉保健センター担当部長 事職 橡木 誠司 港北区総務部総務課長

（保健所兼務） （地域防災担当兼務）

港北土木事務所長 技職 秋本 圭一 道路局河川部河川事業課長

（環境創造局・道路局兼務）

緑区副区長 事職 植木 八千代 脳卒中・神経脊椎センター管理部

（緑区総務部長兼務） 長

緑土木事務所長 技職 新田 巧 環境創造局下水道管路部管路保全

（環境創造局・道路局兼務） 課長

（環境創造局下水道計画調整部下

水道事業マネジメント課下水道事

業マネジメント担当課長兼務）

都筑区副区長 事職 下村 幹夫 港湾局副局長

（都筑区総務部長兼務） （港湾局政策調整部長兼務）（総

務局総務部新市庁舎移転担当兼務

）

都筑区福祉保健センター長 事職 林 千賀 栄区福祉保健センター福祉保健課

（保健所兼務） 長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

戸塚区副区長 事職 武井 和弘 港北区福祉保健センター担当部長

（戸塚区総務部長兼務） （保健所兼務）

栄区副区長 事職 小泉 信義 栄区福祉保健センター担当部長

（栄区総務部長兼務） （保健所兼務）

栄区福祉保健センター担当部長 事職 井上 弘毅 栄区総務部総務課長

（保健所兼務） （地域防災担当兼務）

泉区福祉保健センター長 事職 村田 二郎 泉区福祉保健センター担当部長

（保健所兼務） （保健所兼務）

泉区福祉保健センター担当部長 事職 竹田 良雄 港南区福祉保健センター高齢・障

（保健所兼務） 害支援課長

（保健所兼務）

泉土木事務所長 技職 安達 秀昭 道路局道路部施設課長

（環境創造局・道路局兼務） （放射線対策担当兼務）

瀬谷区副区長 事職 村上 謙介 瀬谷区総務部総務課長

（瀬谷区総務部長兼務） （地域防災担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター長 医職 髙野 つる代 港北区福祉保健センター長

（保健所兼務） （保健所兼務）

瀬谷土木事務所長 技職 木村 裕毅 都市整備局防災まちづくり推進室

（環境創造局・道路局兼務） 防災まちづくり推進課長

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ未来 技職 畠 宏好 建築局建築指導部長

都市推進担当部長
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級】

政策局副局長 事職 小松 伸一 建築局副局長

（政策局総務部長兼務）（総務局総務部新市 （建築局総務部長兼務）（建築職

庁舎移転担当兼務） 人材育成シニアリーダー兼務）（

総務局総務部新市庁舎移転担当兼

務）

政策局政策部政策担当部長 技職 目黒 享 道路局河川部長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）

政策局芸術創造本部室芸術創造部長 事職 渋谷 昭子 文化観光局文化芸術創造都市推進

部長

政策局芸術創造本部室劇場計画部長 事職 服部 敬久 資源循環局政策調整部長

（国際局国際協力部担当部長兼務

）

政策局芸術創造本部室劇場計画部担当部長 技職 折居 良一郎 政策局政策部担当部長

政策局女性活躍・男女共同参画担当部長 事職 眞船 かおる 中区総務部地域振興課長

（中区総務部区政推進課地域力推

進担当課長兼務）（中区総務部地

域振興課地域力推進担当課長兼務

）（開港記念会館館長兼務）

政策局秘書部長 事職 堀口 和美 政策局秘書部担当部長

政策局秘書部政策調査担当部長 事職 松木 隆典 政策局秘書部秘書課政策調査担当

課長

政策局担当部長 事職 倉本 裕義 健康福祉局担当部長

（公立大学法人横浜市立大学派遣） （横浜市体育協会派遣）

総務局危機管理室危機管理部長 消吏 加賀谷 敦己 磯子消防署長

（磯子区総務部災害対策担当部長

兼務）

総務局総務部新市庁舎整備統括担当部長 事職 佐藤 康博 総務局総務部新市庁舎整備担当部

（建築局公共建築部新市庁舎整備担当部長兼 長

務） （建築局公共建築部新市庁舎整備

担当部長兼務）

総務局人事部人材育成・職員健康担当部長 事職 杉本 尚子 都市整備局総務部総務課長

（危機管理推進担当兼務）（総務

局総務部管理課新市庁舎移転担当

兼務）

総務局しごと改革室担当部長 事職 福田 次郎 新採用

（政策局政策部データ活用推進担当部長兼務

）（最高情報統括責任者補佐監兼務）（最高

情報セキュリティ責任者補佐監兼務）（最高

データ統括責任者補佐監兼務）

財政局管財部長 事職 石川 哲夫 旭区総務部総務課長

（公有財産人材育成シニアリーダー兼務） （地域防災担当兼務）
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級】

市民局区政支援部長 事職 小泉 宏 市民局区政支援部担当部長

（大都市制度推進担当兼務） （戸籍人材育成シニアリーダー兼

務）

市民局区政支援部担当部長 事職 小出 純一 環境創造局総務部経理経営課長

（戸籍人材育成シニアリーダー兼務） （温暖化対策統括本部企画調整部

調整課担当課長兼務）（環境創造

局下水道計画調整部下水道事業マ

ネジメント課下水道事業マネジメ

ント担当課長兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部長 事職 熊坂 俊博 市民局スポーツ統括室オリパラ推

進部オリパラ推進課担当課長

文化観光局副局長 事職 中島 隆雄 総務局人事部人材育成・職員健康

（文化観光局総務部長兼務）（総務局総務部 担当部長

新市庁舎移転担当兼務）

文化観光局横浜魅力づくり室長 事職 小林 仁 文化観光局横浜魅力づくり室長

（文化観光局文化芸術創造都市推進部担当部

長兼務）

文化観光局文化芸術創造都市推進部長 事職 権藤 由紀子 政策局秘書部政策調査担当部長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部長 事職 栗原 浩一 文化観光局総務部総務課長

（危機管理推進担当兼務）（総務

局総務部管理課新市庁舎移転担当

兼務）

文化観光局担当部長 事職 松本 貴行 青葉区総務部総務課長

（横浜市芸術文化振興財団派遣） （地域防災担当兼務）

経済局副局長 事職 名倉 直 政策局政策部担当部長

（経済局政策調整部長兼務）（総務局総務部

新市庁舎移転担当兼務）

経済局誘致推進部長 事職 嶋崎 孝浩 東京プロモーション本部次長

（国際局国際協力部担当部長兼務）

経済局イノベーション都市推進部長 事職 立石 建 経済局成長戦略推進部長

（国際局国際協力部担当部長兼務

）

経済局市民経済労働部長 事職 本田 聡 水道局総務部総務課長

（総務局総務部管理課新市庁舎移

転担当兼務）

こども青少年局副局長 事職 本田 和彦 健康福祉局担当部長

（こども青少年局総務部長兼務）（総務局総 （横浜市社会福祉協議会派遣）

務部新市庁舎移転担当兼務）

こども青少年局総務部医務担当部長（こども 医職 岩田 眞美 こども青少年局総務部医務担当部

保健医務監） 長（こども保健医務監）

（保健所兼務） （磯子区福祉保健センター医務担

当部長兼務）（保健所兼務）

市民局スポーツ統括室オリンピック・
パラリンピック推進部オリンピック・
パラリンピック推進課担当課長
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こども青少年局青少年部長 事職 遠藤 寛子 教育委員会事務局総務部教育政策

推進課長

（オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

兼務）

こども青少年局子育て支援部保育対策等担当 事職 福嶋 誠也 こども青少年局総務部総務課長

部長 （危機管理推進担当兼務）（総務

局総務部管理課新市庁舎移転担当

兼務）

こども青少年局こども福祉保健部長 事職 武居 秀顕 こども青少年局こども福祉保健部

（こども青少年局こども福祉保健部児童虐待 こども家庭課長

・ＤＶ対策担当部長兼務） （総務局しごと改革室行政・情報

マネジメント課マイナンバー制度

担当兼務）（財政局主税部徴収対

策課債権管理・回収促進担当兼務

）

健康福祉局総務部医務担当部長（保健医療医 医職 五十嵐 吉光 瀬谷区福祉保健センター長

務監） （保健所兼務）

（西区福祉保健センター医務担当部長兼務）

（保健所兼務）

健康福祉局生活福祉部長 事職 鈴木 茂久 健康福祉局生活福祉部生活支援課

（保険年金人材育成シニアリーダー兼務） 長

（財政局主税部徴収対策課債権管

理・回収促進担当兼務）

健康福祉局担当部長（こころの健康相談セン 医職 山田 康弘 健康福祉局担当部長（こころの健

ター担当課長） 康相談センター担当課長）

（精神科救急医療対策担当兼務）

健康福祉局健康安全部監視等担当部長 技職 市川 英毅 戸塚区福祉保健センター生活衛生

（放射線対策担当兼務）（保健所兼務）（衛 課長

生監視員人材育成シニアリーダー兼務） （健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

健康福祉局健康安全部健康推進担当部長 医職 嘉代 佐知子 総務局人事部職員健康課長

健康福祉局健康安全部医務担当部長 医職 飯野 真理 健康福祉局健康安全部医療安全課

（保健所兼務） 医務担当課長

（保健所兼務）

健康福祉局担当部長（食肉衛生検査所長） 技職 松野 桂 青葉区福祉保健センター生活衛生

課長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）
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健康福祉局担当部長 事職 平木 浩司 健康福祉局総務部企画課長

（横浜市社会福祉協議会派遣） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）（総務局しごと改革室行政・

情報マネジメント課マイナンバー

制度担当兼務）（区総務部税務課

健康福祉局担当部長 事職 伊藤 敏孝 経済局政策調整部総務課長

（横浜市スポーツ協会派遣） （危機管理推進担当兼務）（地域

再生まちづくり担当兼務）（総務

局総務部管理課新市庁舎移転担当

兼務）

医療局副局長 事職 戸倉 隆一 政策局担当部長

（医療局医療政策部長兼務）（医療政策人材 （公立大学法人横浜市立大学派遣

育成シニアリーダー兼務）（総務局総務部新 ）

市庁舎移転担当兼務）

環境創造局政策調整部長 技職 遠藤 賢也 環境創造局下水道管路部長

（国際局国際協力部担当部長兼務）（上瀬谷

整備・国際園芸博覧会推進担当兼務）

環境創造局環境保全部長 技職 土田 知彦 環境創造局環境保全部環境管理課

長

（環境職人材育成リーダー兼務）

（放射線対策担当兼務）

環境創造局みどりアップ推進部長 技職 河岸 茂樹 環境創造局政策調整部政策課みど

り政策調整担当課長

環境創造局農政部長 技職 荒原 伸治 環境創造局みどりアップ推進部農

（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼務 政担当部長

） （政策局基地対策担当兼務）（国

際園芸博覧会招致推進担当兼務）

環境創造局公園緑地部長 技職 藤田 辰一郎 環境創造局公園緑地部長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （オリンピック・パラリンピック

担当兼務）（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

進担当兼務） ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）（国際園芸博覧会招致推進担

当兼務）

環境創造局公園緑地部オリンピック・パラリ 技職 菅谷 浩明 環境創造局公園緑地部ラグビーＷ

ンピック会場整備担当部長 杯・オリンピック・パラリンピッ

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 ク会場整備担当部長

担当兼務） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）

環境創造局下水道管路部長 技職 富永 裕之 環境創造局下水道計画調整部下水

道事業マネジメント課長

（オリンピック・パラリンピック横浜
市推進担当兼務）（ラグビーワールド
カップ横浜市推進担当兼務）（総務局
しごと改革室行政・情報マネジメント
課マイナンバー制度担当兼務）（区総
務部税務課担当課長兼務）（外国人材
受入・共生推進担当兼務）（ＳＤＧｓ
未来都市推進担当兼務）

環境創造局公園緑地部ラグビー
ワールドカップ・オリンピック・
パラリンピック会場整備担当部長
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資源循環局副局長 技職 河井 一広 資源循環局家庭系対策部長

（資源循環局総務部長兼務）（総務局総務部

新市庁舎移転担当兼務）

資源循環局政策調整部長 事職 卯都木 隆幸 戸塚区総務部総務課長

（国際局国際協力部担当部長兼務） （地域防災担当兼務）

資源循環局家庭系対策部長 事職 金髙 隆一 こども青少年局子育て支援部保育

対策等担当部長

資源循環局家庭系対策部担当部長 事職 寒河江 周一 磯子区総務部総務課長

（地域防災担当兼務）

資源循環局適正処理計画部南本牧最終処分場 技職 富岡 淳 資源循環局事業系対策部産業廃棄

担当部長 物対策課長

（放射線対策担当兼務）

資源循環局担当部長 事職 三瓶 一道 緑区副区長

（横浜市資源循環公社派遣） （緑区総務部長兼務）

建築局副局長 技職 中川 理夫 建築局企画部長

（建築局総務部長兼務）（建築職人材育成シ （国際局国際協力部担当部長兼務

ニアリーダー兼務）（総務局総務部新市庁舎 ）

移転担当兼務）

建築局企画部長 技職 鵜澤 聡明 建築局公共建築部長

（国際局国際協力部担当部長兼務） （医療局病院経営本部兼務）

建築局建築監察部長 技職 嶋田 稔 都市整備局地域まちづくり部長

建築局建築指導部長 技職 足立 哲郎 都市整備局都心再生部都心再生課

長

建築局公共建築部長 技職 鈴木 和宏 総務局総務部新市庁舎整備統括担

（医療局病院経営本部兼務） 当部長

（建築局公共建築部新市庁舎整備

担当部長兼務）

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部長 技職 樹岡 龍太郎 道路局計画調整部企画課長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

）

都市整備局地域まちづくり部長 技職 榊原 純 建築局建築監察部長

都市整備局市街地整備部長 技職 渡邊 伸郎 都市整備局都心再生部都心再生課

横浜駅周辺等担当課長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 事職 工藤 哲史 総務局総務部総務課長

室国際園芸博覧会推進部長 （危機管理推進担当兼務）（ラグ

ビーワールドカップ横浜市推進担

当兼務）（オリンピック・パラリ

ンピック横浜市推進担当兼務）（

総務局しごと改革室行政・情報マ

ネジメント課マイナンバー制度担

（危機管理推進担当兼務）（ラグ
ビーワールドカップ横浜市推進担
当兼務）（オリンピック・パラリ
ンピック横浜市推進担当兼務）
（総務局しごと改革室行政・情報
マネジメント課マイナンバー制度
担当兼務）（総務局総務部管理課
新市庁舎移転担当兼務）
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都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 技職 辻本 慎太郎 新採用（国土交通省）

室国際園芸博覧会推進部担当部長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 技職 片川 智文 都市整備局市街地整備部上瀬谷担

室上瀬谷整備推進部長 当部長

（国際園芸博覧会招致推進担当兼

務）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 技職 清水 裕之 道路局計画調整部上瀬谷担当部長

室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備担当部長 （国際園芸博覧会招致推進担当兼

務）

都市整備局担当部長 技職 髙木 一行 交通局工務部施設課長

（横浜高速鉄道株式会社派遣）

道路局副局長 事職 関森 雅之 財政局管財部長

（道路局総務部長兼務）（総務局総務部新市 （公有財産人材育成シニアリーダ

庁舎移転担当兼務） ー兼務）

道路局計画調整部長 技職 井上 義晃 瀬谷土木事務所長

（国際局国際協力部担当部長兼務）（上瀬谷 （環境創造局・道路局兼務）

整備・国際園芸博覧会推進担当兼務）

道路局横浜環状道路調整担当部長 技職 柳井 和彦 道路局横浜環状北西線建設部長

道路局河川部長 技職 長谷川 秀 磯子土木事務所長

（環境創造局・道路局兼務）

港湾局副局長 事職 佐々田 賢一 港湾局港湾物流部長

（港湾局政策調整部長兼務）（総務局総務部

新市庁舎移転担当兼務）

港湾局港湾物流部長 事職 河村 義秀 港湾局港湾管財部長

港湾局港湾管財部長 事職 長井 真 泉区総務部区政推進課長

港湾局担当部長 事職 大濱 宏之 健康福祉局地域福祉保健部福祉保

（横浜港埠頭株式会社派遣） 健課長

港湾局担当部長 事職 武島 和仁 港湾局担当部長

（横浜川崎国際港湾株式会社派遣） （横浜港埠頭株式会社派遣）

消防局出向 消吏 平中 隆 総務局危機管理室危機管理部長

交通局出向 事職 吉川 雅和 政策局担当部長

（公立大学法人横浜市立大学派遣

）

医療局病院経営本部出向 事職 本間 明 医療局医療政策部医療政策課長

（政策局大学調整課担当課長兼務

）（医療政策人材育成リーダー兼

務）（外国人材受入・共生推進担

当兼務）

教育委員会事務局総務部長 事職 近藤 健彦 市民局区政支援部長

（総務局総務部新市庁舎移転担当兼務） （大都市制度推進担当兼務）
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教育委員会事務局学校教育企画部長 事職 直井 純 再任用

教育委員会事務局東部学校教育事務所長 校長 半澤 俊和 公立学校長

教育委員会事務局南部学校教育事務所長 事職 青木 智之 教育委員会事務局教職員人事部教

職員人事課担当課長

教育委員会事務局担当部長（緑図書館長） 事職 齋藤 優子 再任用

（緑区総務部地域振興課読書活動推進担当課

長兼務）

選挙管理委員会事務局選挙部長 事職 橋本 幹雄 選挙管理委員会事務局選挙部選挙

（選挙人材育成シニアリーダー兼務）（総務 課長

局総務部新市庁舎移転担当兼務） （選挙人材育成リーダー兼務）（

総務局総務部管理課新市庁舎移転

担当兼務）

監査事務局監査部長 事職 野坂 高志 南区総務部総務課長

（総務局総務部新市庁舎移転担当兼務） （地域防災担当兼務）

議会局副局長 事職 江南 眞人 経済局市民経済労働部長

（議会局市会事務部長兼務）（総務局総務部

新市庁舎移転担当兼務）

【課長級】

鶴見区総務部総務課長 事職 柏木 利明 資源循環局家庭系対策部街の美化

（地域防災担当兼務） 推進課長

鶴見区総務部区政推進課長 事職 飯島 龍 鶴見区総務部区政推進課長

（鶴見区総務部区政推進課地域力推進担当課 （鶴見区総務部区政推進課地域力

長兼務）（鶴見区総務部地域振興課地域力推 推進担当課長兼務）（鶴見区総務

進担当課長兼務）（外国人材受入・共生推進 部地域振興課地域力推進担当課長

担当兼務）（データ活用推進担当兼務） 兼務）（外国人材受入・共生推進

担当兼務）

鶴見区総務部地域振興課長 事職 岩田 聡 鶴見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

（教育委員会事務局東部学校教育

事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

鶴見区総務部戸籍課長 事職 藤牧 武之 鶴見区総務部税務課担当課長

（鶴見区総務部区会計管理者兼務

）（鶴見区福祉保健センター保険

年金課滞納整理担当兼務）

鶴見区総務部税務課担当課長 事職 木下 大介 鶴見区課長補佐（総務部税務課担

（鶴見区総務部区会計管理者兼務）（鶴見区 当係長）

福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼

務）

鶴見区福祉保健センター医務担当課長 医職 飛鳥田 まり 旭区福祉保健センター医務担当課

（保健所兼務） 長

（保健所兼務）
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鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 髙島 友子 金沢区課長補佐（福祉保健センタ

（保健所兼務） ー高齢・障害支援課障害者支援担

当係長）

（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 小野塚 正枝 保土ケ谷区福祉保健センターこど

当課長 も家庭支援課担当課長

（鶴見区芦穂崎保育園長兼務） （保土ケ谷区天王町保育園長兼務

）

鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課学 事職 松浦 淳 再任用

校連携・こども担当課長

（教育委員会事務局東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）

鶴見区福祉保健センター生活支援課担当課長 事職 押野 治夫 中央卸売市場食肉市場運営課経営

担当課長

神奈川区総務部区政推進課長 事職 谷口 智行 総務局総務部管理課新市庁舎整備

（神奈川区総務部区政推進課地域力推進担当 担当課長

課長兼務）（神奈川区総務部地域振興課地域 （建築局公共建築部施設整備課新

力推進担当課長兼務）（都市整備局防災まち 市庁舎整備担当課長兼務）

づくり推進室防災まちづくり推進課担当課長

兼務）（データ活用推進担当兼務）

神奈川区総務部地域振興課長 事職 安達 友彦 松風学園長

神奈川区総務部税務課担当課長 事職 谷 誠司 政策局担当課長

（神奈川区総務部区会計管理者兼務）（神奈 （公立大学法人横浜市立大学派遣

川区福祉保健センター保険年金課滞納整理担 ）

当兼務）

神奈川区福祉保健センター医務担当課長 医職 赤松 智子 健康福祉局健康安全部健康安全課

（健康福祉局健康安全部健康安全課医務担当 医務担当課長

課長兼務）（保健所兼務） （保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課 事職 野田 晴子 瀬谷区福祉保健センター福祉保健

長 課長

（保健所兼務） （健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

神奈川区福祉保健センター生活支援課長 事職 瀧川 真理子 緑区課長補佐（福祉保健センター

生活支援課生活支援係長）

神奈川区福祉保健センター保険年金課長 事職 大崎 浩樹 神奈川区課長補佐（福祉保健セン

（神奈川区総務部税務課滞納整理担当兼務） ター保険年金課保険係長）

西区総務部総務課長 事職 近藤 武 市民局広報相談サービス部広聴相

（地域防災担当兼務） 談課長
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西区総務部区政推進課長 事職 村上 佳江 西区総務部区政推進課長

（西区総務部区政推進課地域力推進担当課長 （西区総務部区政推進課地域力推

兼務）（西区総務部地域振興課地域力推進担 進担当課長兼務）（西区総務部地

当課長兼務）（都市整備局防災まちづくり推 域振興課地域力推進担当課長兼務

進室防災まちづくり推進課担当課長兼務）（ ）（都市整備局防災まちづくり推

データ活用推進担当兼務） 進室防災まちづくり推進課担当課

長兼務）

西区総務部税務課長 事職 田丸 豊 西区総務部総務課長

（地域防災担当兼務）

西区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 髙橋 陽子 資源循環局西事務所長

（保健所兼務） （西区総務部地域振興課資源化推

進担当課長兼務）

西区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 松石 徹 金沢区課長補佐（総務部総務課庶

（保健所兼務）（こども青少年局兼務） 務係長）

（地域防災担当兼務）

西区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 津久井 栄之 再任用

連携・こども担当課長

（教育委員会事務局東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）

西区福祉保健センター生活支援課長 事職 鶴岡 美和子 交通局自動車本部営業課長

（交通局経営推進室プロジェクト

推進担当兼務）

中区総務部区政推進課長 事職 足利 有喜 中区総務部区政推進課長

（地域再生まちづくり担当兼務）（外国人材 （地域再生まちづくり担当兼務）

受入・共生推進担当兼務）（都市整備局防災 （外国人材受入・共生推進担当兼

まちづくり推進室防災まちづくり推進課担当 務）（都市整備局防災まちづくり

課長兼務）（データ活用推進担当兼務） 推進室防災まちづくり推進課担当

課長兼務）

中区総務部地域振興課長 事職 金子 強 市民局スポーツ統括室ラグビーＷ

（中区総務部区政推進課地域力推進担当課長 杯２０１９推進部ラグビーＷ杯２

兼務）（中区総務部地域振興課地域力推進担 ０１９推進課担当課長

当課長兼務）（開港記念会館館長兼務）

中区総務部税務課長 事職 黒部 哲哉 財政局主税部固定資産税課長

中区福祉保健センター生活衛生課長 技職 坂井 暁子 健康福祉局課長補佐（健康安全部

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）（ 生活衛生課生活衛生係長）

地域再生まちづくり担当兼務） （健康福祉局健康安全部健康安全

課健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

中区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 栗山 潤一郎 金沢区福祉保健センターこども家

（保健所兼務） 庭支援課学校連携・こども担当課

長

（教育委員会事務局南部学校教育

事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

市民局スポーツ統括室ラグビー
ワールドカップ2019推進部ラグ
ビーワールドカップ2019推進課担
当課長
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中区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 斎藤 信明 経済局課長補佐（成長戦略推進部

連携・こども担当課長 新産業創造課担当係長）

（教育委員会事務局東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）

中区福祉保健センター生活支援課長 事職 森下 太幹 健康福祉局生活福祉部生活支援課

指導・適正化対策担当課長

中区福祉保健センター生活支援課就労支援等 事職 細野 博嗣 再任用

担当課長

中区福祉保健センター保険年金課長 事職 加藤 正信 健康福祉局課長補佐（生活福祉部

（中区総務部税務課滞納整理担当兼務） 保険年金課滞納整理支援担当係長

）

南区総務部総務課長 事職 森田 英樹 政策局大学調整課長

（地域防災担当兼務） （外国人材受入・共生推進担当兼

務）

南区総務部区政推進課長 事職 宮崎 郁 政策局政策部政策課データ活用推

（都市整備局防災まちづくり推進室防災まち 進等担当課長

づくり推進課担当課長兼務）（外国人材受入

・共生推進担当兼務）（データ活用推進担当

兼務）

南区総務部税務課長 事職 山本 秩朗 経済局市民経済労働部雇用労働課

長

（外国人材受入・共生推進担当兼

務）

南区福祉保健センター生活支援課担当課長 事職 森田 純 南区課長補佐（南土木事務所管理

係長）

（環境創造局・道路局兼務）

南区福祉保健センター保険年金課長 事職 金澤 英俊 道路局課長補佐（総務部総務課庶

（南区総務部税務課滞納整理担当兼務） 務係長）

港南区総務部総務課長 事職 繁野 芳彰 港南区総務部税務課担当課長

（地域防災担当兼務） （港南区総務部区会計管理者兼務

）（港南区福祉保健センター保険

年金課滞納整理担当兼務）

港南区総務部区政推進課長 事職 高岡 昭人 健康福祉局健康安全部環境施設課

（データ活用推進担当兼務） 斎場整備担当課長

港南区総務部税務課長 事職 大迫 弘美 財政局主税部納税管理課長

（区総務部税務課担当課長兼務）

港南区総務部税務課担当課長 事職 加藤 未歩 交通局課長補佐（総務部総務課お

（港南区総務部区会計管理者兼務）（港南区 客様満足推進担当係長）

福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼

務）

港南区福祉保健センター福祉保健課長 事職 森山 裕正 金沢区総務部税務課長

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）
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【課長級】

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 大島 知行 磯子区課長補佐（総務部総務課庶

（保健所兼務） 務係長）

（地域防災担当兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 田中 紀子 港南区担当課長（大久保保育園長

当課長 ）

（港南区大久保保育園長兼務）

港南区福祉保健センター生活支援課長 事職 矢口 照彦 こども青少年局課長補佐（青少年

部放課後児童育成課整備担当係長

）

（教育委員会事務局施設部教育施

設課担当係長兼務）

保土ケ谷区総務部総務課長 事職 中山 陽子 政策局秘書部秘書課政策調査担当

（地域防災担当兼務） 課長

保土ケ谷区総務部区政推進課長 事職 宮本 薫 保土ケ谷区総務部区政推進課長

（保土ケ谷区総務部区政推進課地域力推進担 （保土ケ谷区総務部区政推進課地

当課長兼務）（保土ケ谷区総務部地域振興課 域力推進担当課長兼務）（保土ケ

地域力推進担当課長兼務）（データ活用推進 谷区総務部地域振興課地域力推進

担当兼務） 担当課長兼務）

保土ケ谷区総務部地域振興課長 事職 椎葉 秀幸 磯子区総務部地域振興課長

（磯子区総務部地域振興課地域力

推進担当課長兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター福祉保健課長 技職 楢﨑 佳代子 保土ケ谷区福祉保健センター生活

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 衛生課長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター生活衛生課長 技職 村上 哲治 緑区福祉保健センター生活衛生課

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター高齢・障害支援 医職 齋藤 有香 都筑区課長補佐（福祉保健センタ

課長 ー高齢・障害支援課障害支援担当

（保健所兼務） 係長）

（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センターこども家庭支援 事職 島田 二三子 戸塚区福祉保健センターこども家

課担当課長 庭支援課担当課長

（保土ケ谷区天王町保育園長兼務） （戸塚区川上保育園長兼務）

旭区総務部総務課長 事職 本城 泰之 港湾局山下ふ頭再開発調整室山下

（地域防災担当兼務） ふ頭再開発調整課長

旭区総務部区政推進課長 事職 中村 明子 旭区総務部区政推進課長

（旭区総務部区政推進課地域力推進担当課長 （旭区総務部区政推進課地域力推

兼務）（旭区総務部地域振興課地域力推進担 進担当課長兼務）（旭区総務部地

当課長兼務）（データ活用推進担当兼務） 域振興課地域力推進担当課長兼務

）

旭区総務部地域振興課長 事職 中村 一己 港湾局港湾物流部物流運営課長
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旭区総務部戸籍課長 事職 小林 真紀 政策局課長補佐（男女共同参画推

進課担当係長）

旭区福祉保健センター生活衛生課長 技職 古厩 忠良 栄区福祉保健センター生活衛生課

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

旭区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 村田 はるみ 泉区福祉保健センターこども家庭

課長 支援課担当課長

（旭区左近山保育園長兼務） （泉区和泉保育園長兼務）

旭区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 佐藤 千鶴 交通局総務部人事課担当課長

連携・こども担当課長

（教育委員会事務局西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）

旭区福祉保健センター生活支援課長 事職 井上 俊明 保土ケ谷区課長補佐（福祉保健セ

ンター生活支援課生活支援係長）

旭区福祉保健センター保険年金課長 事職 木下 眞佐美 泉区福祉保健センターこども家庭

（旭区総務部税務課滞納整理担当兼務） 支援課学校連携・こども担当課長

（教育委員会事務局西部学校教育

事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

旭土木事務所副所長 技職 石田 隆二 環境創造局課長補佐（下水道計画

（環境創造局・道路局兼務） 調整部下水道事業マネジメント課

担当係長）

磯子区総務部総務課長 事職 大野 豊 環境創造局総務部総務課担当課長

（地域防災担当兼務） （温暖化対策統括本部企画調整部

調整課担当課長兼務）

磯子区総務部区政推進課長 事職 佐藤 亜希子 磯子区総務部区政推進課長

（都市整備局防災まちづくり推進室防災まち （都市整備局防災まちづくり推進

づくり推進課担当課長兼務）（磯子区総務部 室防災まちづくり推進課担当課長

区政推進課地域力推進担当課長兼務）（デー 兼務）（磯子区総務部区政推進課

タ活用推進担当兼務） 地域力推進担当課長兼務）

磯子区総務部地域振興課長 事職 大蔭 直子 温暖化対策統括本部企画調整部Ｓ

（磯子区総務部地域振興課地域力推進担当課 ＤＧｓ未来都市推進課担当課長

長兼務）

磯子区総務部戸籍課長 事職 野村 絹恵 教育委員会事務局南部学校教育事

務所教育総務課長

磯子区総務部税務課長 事職 橋本 哲 神奈川区総務部税務課担当課長

（神奈川区総務部区会計管理者兼

務）（神奈川区福祉保健センター

保険年金課滞納整理担当兼務）

磯子区福祉保健センター福祉保健課長 事職 大山 尚久 磯子区総務部戸籍課長

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務）
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【課長級】

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課長 医職 見村 めぐみ 健康福祉局課長補佐（高齢健康福

（保健所兼務） 祉部地域包括ケア推進課介護予防

担当係長）

磯子区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 島田 恵 環境創造局みどりアップ推進部農

（保健所兼務）（こども青少年局兼務） 政推進課担当課長

磯子土木事務所副所長 技職 石島 隆吏 環境創造局担当課長

（環境創造局・道路局兼務） （株式会社建設資源広域利用セン

ター派遣）

金沢区総務部区政推進課長 事職 八谷 将人 金沢区総務部区政推進課長

（データ活用推進担当兼務）

金沢区総務部税務課長 事職 堀井 雅之 金沢区総務部税務課担当課長

（金沢区総務部区会計管理者兼務

）（金沢区福祉保健センター保険

年金課滞納整理担当兼務）

金沢区総務部税務課担当課長 事職 流田 裕行 水道局給水サービス部サービス推

（金沢区総務部区会計管理者兼務）（金沢区 進課長

福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼

務）

金沢区福祉保健センター福祉保健課長 事職 秋野 奈緒子 こども青少年局こども福祉保健部

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） こども家庭課児童虐待・ＤＶ対策

担当課長

金沢区福祉保健センター生活衛生課長 技職 梅田 宏子 港南区課長補佐（福祉保健センタ

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） ー生活衛生課環境衛生係長）

（保健所兼務）

金沢区担当課長（金沢さくら保育園長） 事職 小泉 一美 金沢区課長補佐（金沢さくら保育

園長）

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課学 事職 芹澤 功悦 総務局危機管理室危機管理部地域

校連携・こども担当課長 防災課避難等支援担当課長

（教育委員会事務局南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）

金沢区福祉保健センター生活支援課長 事職 井戸 司 瀬谷区課長補佐（総務部地域振興

課地域活動係長）

金沢土木事務所副所長 技職 杉本 彰 道路局担当課長

（環境創造局・道路局兼務） （首都高速道路株式会社派遣）

港北区総務部総務課長 事職 竹下 幸紀 建築局住宅部住宅再生課長

（地域防災担当兼務）

港北区総務部区政推進課長 事職 田中 郁雄 財政局課長補佐（総務部総務課庶

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 務係長）

担当兼務）（データ活用推進担当兼務）
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港北区総務部地域振興課長 事職 小林 野武夫 総務局総務部管理課管理調整担当

（港北区総務部地域振興課地域力推進担当課 課長

長兼務）（港北区総務部区政推進課地域力推

進担当課長兼務）

港北区総務部戸籍課長 事職 堀 雅史 市民局課長補佐（区政支援部窓口

サービス課担当係長）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課長 医職 岩井 裕子 保土ケ谷区福祉保健センター高齢

（保健所兼務）（こども青少年局兼務） ・障害支援課長

（保健所兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 増田 津軽 こども青少年局課長補佐（子育て

当課長 支援部保育・教育運営課保育運営

（港北区太尾保育園長兼務） 担当係長）

緑区総務部区政推進課長 事職 山下 みや美 水道局担当課長

（データ活用推進担当兼務） （水道技術研究センター派遣）

緑区総務部戸籍課長 事職 黒栁 純子 政策局課長補佐（総務部総務課担

当係長）

緑区総務部税務課長 事職 常盤木 之和 道路局課長補佐（道路部道路調査

課調査係長）

緑区福祉保健センター福祉保健課長 医職 米岡 由美恵 緑区福祉保健センター高齢・障害

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 支援課長

（保健所兼務）

緑区福祉保健センター生活衛生課長 医職 古家 浩一 金沢区福祉保健センター生活衛生

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 課長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

緑区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 岩﨑 均 健康福祉局生活福祉部医療援助課

（保健所兼務） 長

（財政局主税部徴収対策課債権管

理・回収促進担当兼務）（保険年

金人材育成リーダー兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 五十川 聡 港北区課長補佐（総務部総務課庶

（保健所兼務）（こども青少年局兼務） 務係長）

（地域防災担当兼務）

緑区担当課長（鴨居保育園長） 事職 久保 直子 緑区課長補佐（鴨居保育園長）

青葉区総務部総務課長 事職 守屋 大介 市民局スポーツ統括室ラグビーＷ

（地域防災担当兼務） 杯２０１９推進部ラグビーＷ杯２

０１９推進課長

青葉区総務部区政推進課長 事職 中川 譲 青葉区課長補佐（総務部区政推進

（青葉区総務部区政推進課地域力推進担当課 課企画調整係長）

長兼務）（青葉区総務部地域振興課地域力推

進担当課長兼務）（データ活用推進担当兼務

）

市民局スポーツ統括室ラグビー
ワールドカップ2019推進部ラグ
ビーワールドカップ2019推進課長
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【課長級】

青葉区総務部税務課長 事職 神田 剛昭 旭区総務部地域振興課長

青葉区総務部税務課担当課長 事職 釜谷 美江 財政局課長補佐（総務部総務課担

（青葉区総務部区会計管理者兼務）（青葉区 当係長）

福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼

務）

青葉区福祉保健センター生活衛生課長 技職 前橋 昌幸 中区福祉保健センター生活衛生課

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）（地域再生まちづくり担

当兼務）

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 角田 啓子 都筑区課長補佐（大熊保育園長）

当課長

（青葉区美しが丘保育園長兼務）

都筑区総務部区政推進課長 事職 川島 大介 政策局政策部政策課担当課長

（都筑区総務部区政推進課地域力推進担当課 （ラグビーワールドカップ横浜市

長兼務）（データ活用推進担当兼務） 推進担当兼務）（オリンピック・

パラリンピック横浜市推進担当兼

務）

都筑区総務部戸籍課長 事職 山口 宣子 都筑区課長補佐（総務部地域振興

課地域振興係長）

都筑区福祉保健センター医務担当課長 医職 藤井 由貴 都筑区福祉保健センター医務担当

（健康福祉局健康安全部保健事業課医務担当 課長

課長兼務）（保健所兼務） （保健所兼務）

都筑土木事務所副所長 技職 田畑 有紀子 環境創造局政策調整部技術監理課

（環境創造局・道路局兼務） 担当課長

戸塚区総務部総務課長 事職 飯田 晃 戸塚区福祉保健センターこども家

（地域防災担当兼務） 庭支援課長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

戸塚区総務部区政推進課長 事職 武 規和 市民局区政支援部窓口サービス課

（戸塚区総務部区政推進課地域力推進担当課 長

長兼務）（戸塚区総務部地域振興課地域力推 （戸籍人材育成リーダー兼務）（

進担当課長兼務）（データ活用推進担当兼務 総務局しごと改革室行政・情報マ

） ネジメント課マイナンバー制度担

当兼務）（外国人材受入・共生推

進担当兼務）

戸塚区総務部税務課担当課長 事職 東田 建治 政策局課長補佐（国際園芸博覧会

（戸塚区総務部区会計管理者兼務）（戸塚区 招致推進室国際園芸博覧会招致推

福祉保健センター保険年金課滞納整理担当兼 進課担当係長）

務）

戸塚区福祉保健センター生活衛生課長 技職 川崎 俊明 瀬谷区課長補佐（福祉保健センタ

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） ー生活衛生課生活衛生係長）

（保健所兼務）
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【課長級】

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 上原 嘉明 中央児童相談所副所長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 松田 優子 青葉区担当課長（美しが丘保育園

当課長 長）

（戸塚区川上保育園長兼務）

戸塚区福祉保健センター生活支援課長 事職 佐藤 孝之 医療局担当課長

（聖マリアンナ医科大学派遣）

戸塚区福祉保健センター保険年金課長 書記 尾崎 太郎 議会局市会事務部総務課秘書広報

（戸塚区総務部税務課滞納整理担当兼務） 担当課長

栄区総務部総務課長 事職 伊藤 ゆかり 栄区総務部戸籍課長

（地域防災担当兼務）

栄区総務部区政推進課長 事職 永松 弘至 栄区総務部区政推進課長

（栄区総務部区政推進課地域力推進担当課長 （栄区総務部区政推進課地域力推

兼務）（栄区総務部地域振興課地域力推進担 進担当課長兼務）（栄区総務部地

当課長兼務）（データ活用推進担当兼務） 域振興課地域力推進担当課長兼務

）

栄区総務部戸籍課長 事職 齋藤 修身 経済局担当課長

（横浜食肉市場株式会社派遣）

栄区福祉保健センター福祉保健課長 事職 角田 恭子 栄区福祉保健センター高齢・障害

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 支援課長

（保健所兼務）

栄区福祉保健センター生活衛生課長 技職 渡邉 勝廣 泉区課長補佐（福祉保健センター

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 生活衛生課生活衛生係長）

（保健所兼務）

栄区福祉保健センター高齢・障害支援課長 事職 小田 淳 栄区課長補佐（総務部総務課庶務

（保健所兼務） 係長）

（地域防災担当兼務）

泉区総務部区政推進課長 事職 河村 信之 総務局人事部人事課制度推進担当

（データ活用推進担当兼務） 課長

泉区総務部戸籍課長 事職 加藤 正司 建築局担当課長

（横浜市建築助成公社派遣）

泉区総務部税務課長 事職 丸山 俊一 戸塚区総務部税務課担当課長

（戸塚区総務部区会計管理者兼務

）（戸塚区福祉保健センター保険

年金課滞納整理担当兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 中村 美穂 港南区課長補佐（笹下南保育園長

課長 ）

（泉区和泉保育園長兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭支援課学校 事職 勝俣 好生 教育委員会事務局学校教育企画部

連携・こども担当課長 学校支援・地域連携課長

（教育委員会事務局西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）
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【課長級】

瀬谷区総務部総務課長 事職 鈴木 康幸 中央卸売市場本場運営調整課長

（地域防災担当兼務） （放射線対策担当兼務）

瀬谷区総務部区政推進課長 事職 八子 俊昇 瀬谷区総務部区政推進課長

（データ活用推進担当兼務）

瀬谷区総務部税務課長 事職 佐藤 浩 港南図書館長

（港南区総務部地域振興課読書活

動推進担当課長兼務）

瀬谷区福祉保健センター福祉保健課長 事職 本間 睦 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在

（健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 宅支援課長

瀬谷区福祉保健センターこども家庭支援課長 事職 小澤 美奈子 総務局危機管理室危機管理部防災

（保健所兼務）（こども青少年局兼務） 企画課長

（都市整備局防災まちづくり推進

室防災まちづくり推進課担当課長

兼務）

瀬谷区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 畠中 淑子 港北区課長補佐（港北保育園長）

当課長

（瀬谷区瀬谷第二保育園長兼務）

瀬谷区福祉保健センター保険年金課長 事職 尾立 裕紀 水道局課長補佐（給水サービス部

（瀬谷区総務部税務課滞納整理担当兼務） サービス推進課地域事業係長）

温暖化対策統括本部企画調整部調整課長 事職 近 和行 温暖化対策統括本部企画調整部調

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 整課長

担当兼務）（総務局総務部管理課新市庁舎移 （オリンピック・パラリンピック

転担当兼務）（データ活用推進担当兼務） 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）（総務局総務部管理課新市庁

舎移転担当兼務）

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ未来 事職 黒田 美夕起 南区総務部区政推進課長

都市推進課担当課長 （都市整備局防災まちづくり推進

室防災まちづくり推進課担当課長

兼務）（外国人材受入・共生推進

担当兼務）

政策局総務部総務課長 事職 金島 幸雄 政策局総務部総務課長

（危機管理推進担当兼務）（総務局総務部管 （危機管理推進担当兼務）（総務

理課新市庁舎移転担当兼務）（データ活用推 局総務部管理課新市庁舎移転担当

進担当兼務） 兼務）

政策局大都市制度・広域行政室大都市制度推 事職 長久 伸子 国際局国際政策部国際連携課欧州

進課地方分権担当課長 米州担当課長

政策局政策部政策課長 事職 安達 恒介 政策局政策部政策課長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（オリン （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

ピック・パラリンピック横浜市推進担当兼務 ）（オリンピック・パラリンピッ

）（総務局しごと改革室行政・情報マネジメ ク横浜市推進担当兼務）（ラグビ

ント課マイナンバー制度担当兼務）（外国人 ーワールドカップ横浜市推進担当

材受入・共生推進担当兼務） 兼務）（総務局しごと改革室行政

・情報マネジメント課マイナンバ

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼
務）（オリンピック・パラリン
ピック横浜市推進担当兼務）（ラ
グビーワールドカップ横浜市推進
担当兼務）（総務局しごと改革室
行政・情報マネジメント課マイナ
ンバー制度担当兼務）（外国人材
受入・共生推進担当兼務）
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【課長級】

政策局政策部政策課担当課長 技職 小林 和広 建築局課長補佐（住宅部住宅再生

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（オリン 課担当係長）

ピック・パラリンピック横浜市推進担当兼務

）（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 技職 諏訪 直人 政策局政策部政策課担当課長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（オリン （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

ピック・パラリンピック横浜市推進担当兼務 ）（オリンピック・パラリンピッ

）（都市整備局防災まちづくり推進室防災ま ク横浜市推進担当兼務）（ラグビ

ちづくり推進課担当課長兼務） ーワールドカップ横浜市推進担当

兼務）（都市整備局防災まちづく

り推進室防災まちづくり推進課担

政策局政策部政策課担当課長 技職 岡 靖之 道路局横浜環状道路調整課長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（オリン

ピック・パラリンピック横浜市推進担当兼務

）

政策局政策部政策課担当課長 事職 佐藤 潤 政策局政策部政策課担当課長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（オリン （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

ピック・パラリンピック横浜市推進担当兼務 ）（オリンピック・パラリンピッ

） ク横浜市推進担当兼務）（ラグビ

ーワールドカップ横浜市推進担当

兼務）

政策局政策部政策課データ活用推進等担当課 事職 小栁 八之 医療局担当課長

長 （恩賜財団済生会派遣）

政策局芸術創造本部室芸術創造部芸術創造課 事職 鈴木 真実 政策局政策部政策課担当課長

長

政策局芸術創造本部室芸術創造部芸術創造課 事職 白石 亜紀子 政策局課長補佐（政策部政策課担

担当課長 当係長）

政策局芸術創造本部室劇場計画部劇場計画課 事職 相馬 美輝 政策局政策部政策課担当課長

長

政策局芸術創造本部室劇場計画部劇場計画課 技職 正木 章子 建築局建築指導部市街地建築課長

担当課長

政策局芸術創造本部室劇場計画部劇場計画課 技職 鈴木 伸明 資源循環局適正処理計画部施設計

担当課長 画課長

政策局秘書部秘書課担当課長 事職 柳沢 貴之 国際局国際政策部国際連携課長

（総務局危機管理室危機管理部危機管理課担 （アフリカ開発会議担当兼務）

当課長兼務）

政策局秘書部秘書課政策調査担当課長 事職 中山 佳代子 人事委員会事務局調査任用部任用

課長

政策局秘書部秘書課政策調査担当課長 事職 八木 慶子 こども青少年局課長補佐（総務部

総務課庶務係長）

政策局秘書部秘書課報道担当課長 事職 山下 和宏 総務局課長補佐（総務部総務課庶

（広報報道連携担当兼務）（総務局危機管理 務係長）

室危機管理部危機管理課担当課長兼務）

当課長兼務）
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【課長級】

政策局秘書部秘書課報道担当課長 事職 齋藤 亜希 こども青少年局子育て支援部保育

（広報報道連携担当兼務） 対策課担当課長

東京プロモーション本部次長 事職 岩田 慶隆 鶴見区総務部地域振興課長

政策局大学調整課長 事職 大塚 和彦 緑区総務部区政推進課長

（外国人材受入・共生推進担当兼務）

政策局担当課長 事職 塚田 昌行 市民局広報相談サービス部広報課

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 担当課長

（広報報道連携担当兼務）

政策局担当課長 事職 青木 正章 教育委員会事務局学校教育企画部

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 特別支援教育相談課長

政策局担当課長 技職 石井 聡 教育委員会事務局施設部教育施設

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 課長

政策局担当課長 事職 島﨑 志紀子 建築局課長補佐（総務部総務課職

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 員係長）

政策局担当課長 事職 日向 正人 総務局しごと改革室行政・情報マ

（公立大学法人横浜市立大学派遣） ネジメント課ＩＣＴ調達統制担当

課長

政策局担当課長 事職 澤田 賢一 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

（指定都市市長会派遣） ＩＣＥ振興課施設担当課長

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課長 消吏 木村 正夫 都筑消防署警防担当課長

（都筑区総務部総務課災害対策担

当課長兼務）

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 事職 吉川 尚徳 新採用

課長

総務局危機管理室危機管理部防災企画課長 事職 林 暁 総務局危機管理室危機管理部危機

（都市整備局防災まちづくり推進室防災まち 管理課災害救助法担当課長

づくり推進課担当課長兼務）

総務局危機管理室危機管理部地域防災課避難 事職 髙嶋 美穗子 港南区課長補佐（総務部総務課庶

等支援担当課長 務係長）

（地域防災担当兼務）

総務局総務部総務課長 事職 田中 敦 総務局しごと改革室行政・情報マ

（危機管理推進担当兼務）（オリンピック・ ネジメント課長

パラリンピック横浜市推進担当兼務）（総務 （政策局政策部政策課データ活用

局しごと改革室行政・情報マネジメント課マ 推進等担当課長兼務）

イナンバー制度担当兼務）（総務局総務部管

理課新市庁舎移転担当兼務）（データ活用推

総務局総務部管理課新市庁舎整備担当課長 事職 岩井 俊祐 総務局課長補佐（総務部管理課新

（建築局公共建築部施設整備課新市庁舎整備 市庁舎整備担当係長）

担当課長兼務） （建築局公共建築部施設整備課新

市庁舎整備担当係長兼務）

進担当兼務）
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【課長級】

総務局総務部管理課新市庁舎整備担当課長 事職 大津 豪 総務局総務部管理課新市庁舎整備

（建築局公共建築部施設整備課新市庁舎整備 担当課長

担当課長兼務）（総務局総務部物品事務集約 （建築局公共建築部施設整備課新

課長兼務） 市庁舎整備担当課長兼務）

総務局総務部法制課行政不服審査等担当課長 事職 澤野 広二 教育委員会事務局課長補佐（総務

部職員課法規争訟等担当係長）

総務局総務部集約事務審査課長 事職 浅葉 一幸 監査事務局監査部財務監査課担当

課長

総務局コンプライアンス推進室コンプライア 事職 高橋 馨 金沢区福祉保健センター福祉保健

ンス推進課担当課長 課長

（健康危機管理担当兼務）（保健

所兼務）

総務局人事部人事課長 事職 柿沼 浩二 医療局医療政策部職員課長

（医療局病院経営本部兼務）

総務局人事部人事課制度推進担当課長 事職 岡 信也 西区課長補佐（総務部総務課庶務

係長）

（地域防災担当兼務）

総務局人事部労務課担当課長 事職 鈴木 光敏 教育委員会事務局担当課長

（よこはま学校食育財団派遣）

総務局人事部職員健康課長 医職 横森 喜久美 港北区福祉保健センターこども家

庭支援課長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 笹原 務 総務局しごと改革室行政・情報マ

課長 ネジメント課情報セキュリティ担

当課長

（ＩＣＴ人材育成リーダー兼務）

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 舘田 智之 総務局課長補佐（しごと改革室Ｉ

課情報施策担当課長 ＣＴ基盤管理課担当係長）

（政策局政策部政策課データ活用推進等担当

課長兼務）

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 鈴木 崇広 政策局担当課長

課ＩＣＴ調達統制担当課長 （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 高梨 智治 総務局課長補佐（しごと改革室住

課情報セキュリティ担当課長 民情報システム課担当係長）

（ＩＣＴ人材育成リーダー兼務）

総務局担当課長 事職 前中 ゆかり 旭区福祉保健センター保険年金課

（横浜市職員共済組合派遣） 長

（旭区総務部税務課滞納整理担当

兼務）



22 5 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級】

財政局総務部総務課長 事職 藤村 英樹 財政局総務部総務課長

（財政局総務部総務課適正経理推進担当課長 （財政局総務部総務課適正経理推

兼務）（危機管理推進担当兼務）（オリンピ 進担当課長兼務）（危機管理推進

ック・パラリンピック横浜市推進担当兼務） 担当兼務）（オリンピック・パラ

（総務局総務部管理課新市庁舎移転担当兼務 リンピック横浜市推進担当兼務）

）（データ活用推進担当兼務） （ラグビーワールドカップ横浜市

推進担当兼務）（総務局総務部管

財政局主税部税制課税務システム再構築等担 事職 古川 浩 健康福祉局課長補佐（高齢健康福

当課長 祉部地域包括ケア推進課生活支援

体制整備担当係長）

財政局主税部固定資産税課長 事職 永森 秀 財政局主税部償却資産課長

財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促進 事職 植村 一人 教育委員会事務局人権健康教育部

担当課長 健康教育課長

（放射線対策担当兼務）（財政局

主税部徴収対策課債権管理・回収

促進担当兼務）

財政局主税部償却資産課長 事職 柴田 正之 西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

（教育委員会事務局東部学校教育

事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

財政局主税部納税管理課長 事職 松永 正彦 財政局主税部徴収対策課債権管理

（区総務部税務課担当課長兼務） ・回収促進担当課長

国際局国際政策部政策総務課担当課長 事職 関谷 聡 国際局国際政策部政策総務課担当

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 課長

担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務 （オリンピック・パラリンピック

）（データ活用推進担当兼務） 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

兼務）

国際局国際政策部政策総務課担当課長 事職 中村 拓 再任用

横浜市パスポートセンター所長 事職 奥江 展久 横浜市センター南パスポートセン

ター所長

横浜市センター南パスポートセンター所長 事職 小宮 勝男 再任用

国際局国際政策部国際連携課長 事職 山本 忍 国際局国際政策部国際連携課アジ

ア大洋州担当課長

国際局国際政策部国際連携課アジア大洋州担 事職 小畑 真子 水道局総務部担当課長（広報企画

当課長 担当）

国際局国際政策部国際連携課欧州米州担当課 事職 池庄司 リサ 神奈川区課長補佐（総務部総務課

長 庶務係長）

（地域防災担当兼務）

国際局国際政策部国際連携課担当課長 事職 江成 政義 国際局国際政策部国際連携課アフ

リカ開発会議担当課長

理課新市庁舎移転担当兼務）
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【課長級】

市民局総務部総務課長 事職 瀧澤 朋之 政策局大都市制度・広域行政室大

（危機管理推進担当兼務）（オリンピック・ 都市制度推進課地方分権担当課長

パラリンピック横浜市推進担当兼務）（総務

局総務部管理課新市庁舎移転担当兼務）（Ｓ

ＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（データ活用

推進担当）

市民局広報相談サービス部広報課担当課長 事職 小林 茂利 市民局課長補佐（広報相談サービ

（広報報道連携担当兼務） ス部広聴相談課担当係長）

市民局広報相談サービス部広聴相談課長 事職 櫻井 智 市民局課長補佐（区政支援部区連

絡調整課区予算係長）

市民局区政支援部窓口サービス課長 事職 齊藤 誓 総務局課長補佐（人事部人事課組

（戸籍人材育成リーダー兼務）（総務局しご 織定数第一係長）

と改革室行政・情報マネジメント課マイナン

バー制度担当兼務）（外国人材受入・共生推

進担当兼務）

市民局区政支援部窓口サービス課担当課長 事職 平 久 再任用

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 事職 守屋 喜代司 市民局スポーツ統括室スポーツ振

ツ振興課長 興部スポーツ振興課長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （オリンピック・パラリンピック

担当兼務） 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 技職 赤羽 孝史 市民局スポーツ統括室スポーツ振

ツ振興課担当課長 興部スポーツ振興課担当課長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （オリンピック・パラリンピック

担当兼務）（放射線対策担当兼務） 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）（放射線対策担当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 事職 奥津 直臣 政策局秘書部秘書課担当課長

ツ振興課担当課長 （総務局危機管理室危機管理部危

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 機管理課担当課長兼務）

担当兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 事職 山本 登 都市整備局課長補佐（ＩＲ推進室

ツ振興課担当課長 ＩＲ推進部ＩＲ推進課担当係長）

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進

担当兼務）

市民局担当課長 事職 大澤 浩希 政策局課長補佐（総務部総務課担

（横浜市スポーツ協会派遣） 当係長）

文化観光局横浜魅力づくり室企画課長 事職 貝田 泰史 文化観光局横浜魅力づくり室企画

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 課横浜プロモーション担当課長

担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

）（外国人材受入・共生推進担当兼務）（デ

ータ活用推進担当兼務）

文化観光局横浜魅力づくり室企画課横浜プロ 事職 林 豪 港南区総務部区政推進課長

モーション担当課長

推進担当兼務）
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【課長級】

文化観光局総務部総務課長 事職 本多 由紀子 文化観光局横浜魅力づくり室企画

（危機管理推進担当兼務）（総務局総務部管 課長

理課新市庁舎移転担当兼務） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

兼務）（外国人材受入・共生推進

担当兼務）

文化観光局文化芸術創造都市推進部創造都市 事職 藤塚 万里子 水道局経営部担当課長（改革改善

推進課担当課長 担当）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 事職 畠山 久子 市民局スポーツ統括室ラグビーＷ

当課長 杯２０１９推進部ラグビーＷ杯２

０１９推進課担当課長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 事職 酒井 理子 新採用

当課長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 事職 坂田 和行 教育委員会事務局課長補佐（総務

課施設担当課長 部総務課経理係長）

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 野村 大樹 市民局担当課長

ラム推進課担当課長 （市民局ラグビーワールドカップ

２０１９組織委員会派遣派遣）

文化観光局担当課長 事職 渡邊 裕之 旭区課長補佐（総務部総務課庶務

（横浜観光コンベンション・ビューロー派遣 係長）

） （地域防災担当兼務）

文化観光局担当課長 事職 須田 浩美 文化観光局課長補佐（横浜魅力づ

（株式会社横浜国際平和会議場派遣） くり室企画課横浜プロモーション

担当係長）

経済局政策調整部総務課長 事職 手塚 清久 経済局政策調整部企画調整課長

（危機管理推進担当兼務）（地域再生まちづ （外国人材受入・共生推進担当兼

くり担当兼務）（総務局総務部管理課新市庁 務）（オリンピック・パラリンピ

舎移転担当兼務） ック横浜市推進担当兼務）（ラグ

ビーワールドカップ横浜市推進担

当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推進

担当兼務）

経済局政策調整部企画調整課長 事職 中野 浩一郎 経済局ライフイノベーション推進

（外国人材受入・共生推進担当兼務）（オリ 課長

ンピック・パラリンピック横浜市推進担当兼

務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（デ

ータ活用推進担当兼務）

経済局誘致推進部企業誘致・立地課産業拠点 事職 黒澤 龍一 健康福祉局健康安全部保健事業課

活性化担当課長 担当課長

市民局スポーツ統括室ラグビー
ワールドカップ2019推進部ラグ
ビーワールドカップ2019推進課担
当課長

（市民局ラグビーワールドカップ
2019組織委員会派遣）
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【課長級】

経済局誘致推進部企業誘致・立地課誘致担当 事職 瀬谷 直幹 経済局成長戦略推進部企業誘致・

課長 立地課誘致担当課長

（東京プロモーション本部兼務） （東京プロモーション本部兼務）

（経済局成長戦略推進部企業誘致

・立地課産業拠点活性化担当課長

兼務）

経済局イノベーション都市推進部産業連携推 事職 近藤 陽介 経済局課長補佐（政策調整部総務

進課長 課庶務係長）

経済局中小企業振興部金融課長 事職 富澤 理子 西区福祉保健センターこども家庭

（経済局中小企業振興部金融課緊急経営支援 支援課長

担当課長兼務） （保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

経済局市民経済労働部雇用労働課長 事職 卯都木 優子 中央卸売市場本場南部市場活用課

（外国人材受入・共生推進担当兼務） 長

中央卸売市場本場運営調整課長 事職 宮島 大輔 経済局課長補佐（ライフイノベー

（放射線対策担当兼務） ション推進課担当係長）

中央卸売市場本場経営支援課長 事職 藤咲 貴裕 神奈川区総務部区政推進課長

（神奈川区総務部区政推進課地域

力推進担当課長兼務）（神奈川区

総務部地域振興課地域力推進担当

課長兼務）（都市整備局防災まち

づくり推進室防災まちづくり推進

課担当課長兼務）

中央卸売市場食肉市場運営課整備等担当課長 技職 神田 岳 建築局公共建築部施設整備課新市

庁舎整備担当課長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当課長兼務）

中央卸売市場食肉市場運営課経営担当課長 事職 古川 聡 青葉区総務部税務課担当課長

（青葉区総務部区会計管理者兼務

）（青葉区福祉保健センター保険

年金課滞納整理担当兼務）

経済局担当課長 事職 柿﨑 祐一 市民局課長補佐（市民協働推進部

（横浜食肉市場株式会社派遣） 地域防犯支援課防犯担当係長）

こども青少年局総務部総務課長 事職 浦﨑 真仁 こども青少年局青少年部放課後児

（危機管理推進担当兼務）（総務局総務部管 童育成課整備担当課長

理課新市庁舎移転担当兼務） （教育委員会事務局施設部教育施

設課担当課長兼務）

こども青少年局総務部企画調整課長 事職 谷口 千尋 こども青少年局総務部企画調整課

（外国人材受入・共生推進担当兼務）（ＳＤ 長

Ｇｓ未来都市推進担当兼務）（オリンピック （外国人材受入・共生推進担当兼

・パラリンピック横浜市推進担当兼務）（総 務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

務局しごと改革室行政・情報マネジメント課 兼務）（オリンピック・パラリン

マイナンバー制度担当兼務）（データ活用推 ピック横浜市推進担当兼務）（ラ

グビーワールドカップ横浜市推進

担当兼務）（総務局しごと改革室

（外国人材受入・共生推進担当兼
務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当
兼務）（オリンピック・パラリン
ピック横浜市推進担当兼務）（ラ
グビーワールドカップ横浜市推進
担当兼務）（総務局しごと改革室
行政・情報マネジメント課マイナ
ンバー制度担当兼務）

進担当兼務）
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【課長級】

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 大槻 彰良 こども青少年局課長補佐（子育て

課給付・認定担当課長 支援部保育・教育運営課運営調整

（総務局しごと改革室行政・情報マネジメン 係長）

ト課マイナンバー制度担当兼務）

こども青少年局担当課長（子育て支援部保育 指主 飯島 尚美 教育委員会事務局学校教育企画部

・教育人材課幼・保・小連携担当係長） 小中学校企画課指導主事

（教育委員会兼務）

こども青少年局子育て支援部保育対策課長 事職 渡辺 将 政策局秘書部秘書課報道担当課長

（広報報道連携担当兼務）（総務

局危機管理室危機管理部危機管理

課担当課長兼務）

こども青少年局子育て支援部保育対策課担当 事職 玉井 理 市民病院管理部経営企画課新病院

課長 担当課長

（市民病院管理部新病院推進課新

病院推進担当課長兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 奥津 正仁 健康福祉局高齢健康福祉部介護事

課長 業指導課長

（総務局しごと改革室行政・情報マネジメン

ト課マイナンバー制度担当兼務）（財政局主

税部徴収対策課債権管理・回収促進担当兼務

）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 柴山 一彦 瀬谷区福祉保健センターこども家

課児童虐待・ＤＶ対策担当課長 庭支援課長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 久保田 淳 緑区福祉保健センターこども家庭

課こども家庭総合支援拠点準備担当課長 支援課長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

向陽学園長 事職 佐藤 紀幸 鶴見区課長補佐（福祉保健センタ

ー生活支援課生活支援係長）

中央児童相談所副所長 事職 深見 和夫 戸塚区課長補佐（福祉保健センタ

ーこども家庭支援課担当係長）

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

中央児童相談所担当課長 事職 外山 伊知郎 健康福祉局課長補佐（生活福祉部

保険年金課国民年金係長）

中央児童相談所医務担当課長 医職 陶山 寧子 こども青少年局担当課長（西部児

童相談所医務担当係長）

中央児童相談所支援課担当課長 事職 袋 和美 南区課長補佐（福祉保健センター

生活支援課生活支援係長）

こども青少年局担当課長（西部児童相談所医 医職 渡 由佳 こども青少年局担当課長（北部児

務担当係長） 童相談所医務担当係長）
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南部児童相談所一時保護所担当課長 事職 宇佐美 高司 健康福祉局課長補佐（高齢健康福

祉部介護保険課担当係長）

こども青少年局担当課長（北部児童相談所医 医職 伊藤 みちる 新採用

務担当係長）

こども青少年局担当課長 事職 秋田 優 こども青少年局課長補佐（こども

（内閣府派遣） 福祉保健部こども家庭課担当係長

）

健康福祉局総務部企画課長 事職 粟屋 しらべ 健康福祉局高齢健康福祉部介護保

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 険課長

担当兼務）（総務局しごと改革室行政・情報 （財政局主税部徴収対策課債権管

マネジメント課マイナンバー制度担当兼務） 理・回収促進担当兼務）（保険年

（外国人材受入・共生推進担当兼務）（ＳＤ 金人材育成リーダー兼務）

Ｇｓ未来都市推進担当兼務）（データ活用推

健康福祉局総務部相談調整課長 事職 髙橋 順一 旭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

（教育委員会事務局西部学校教育

事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課長 事職 新井 隆哲 戸塚区福祉保健センター生活支援

課長

健康福祉局生活福祉部生活支援課長 事職 岩井 一芳 西区福祉保健センター生活支援課

（財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促 長

進担当兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課寿地区対策 事職 小口 秀明 再任用

担当課長

健康福祉局生活福祉部生活支援課指導・適正 事職 大内 直人 健康福祉局課長補佐（生活福祉部

化対策担当課長 生活支援課生活支援係長）

健康福祉局生活福祉部医療援助課長 事職 佐藤 修一 健康福祉局担当課長

（財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促 （神奈川県後期高齢者医療広域連

進担当兼務）（保険年金人材育成リーダー兼 合派遣）

務）

健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課長 事職 榎本 良平 健康福祉局障害福祉部障害企画課

（こころの健康相談センター担当課長兼務） 精神保健福祉推進担当課長

（こころの健康相談センター担当

課長兼務）

健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課担 事職 近藤 友和 健康福祉局課長補佐（健康安全部

当課長 保健事業課担当係長）

健康福祉局担当課長（こころの健康相談セン 医職 小西 潤 新採用

ター担当係長）

（精神科救急医療対策担当兼務）

松風学園長 事職 中村 剛志 健康福祉局課長補佐（障害福祉部

障害企画課企画調整係長）

進担当兼務）
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【課長級】

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課長 事職 水野 直樹 金沢区福祉保健センター生活支援

課長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長 事職 藤本 剛 中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

（教育委員会事務局東部学校教育

事務所地域連携推進担当課長兼務

）（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長 事職 壷井 達幸 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施

（財政局主税部徴収対策課債権管理・回収促 設課長

進担当兼務）（保険年金人材育成リーダー兼

務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課長 事職 川原 博 神奈川区福祉保健センター高齢・

障害支援課長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課医務担当課 医職 向井 有子 健康福祉局健康安全部健康安全課

長 医務担当係長

（港北区福祉保健センター医務担当課長兼務 （保健所兼務）

）（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課医務担当課 医職 横山 涼子 港南区福祉保健センター医務担当

長 課長

（港南区福祉保健センター医務担当課長兼務 （健康福祉局健康安全部健康安全

）（保健所兼務） 課担当課長兼務）（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部生活衛生課長 技職 池田 進 旭区福祉保健センター生活衛生課

（総務局危機管理室危機管理部危機管理課担 長

当課長兼務）（健康福祉局健康安全部健康安 （健康危機管理担当兼務）（保健

全課健康危機管理担当兼務）（保健所兼務） 所兼務）

（衛生監視員人材育成リーダー兼務）

健康福祉局健康安全部保健事業課担当課長 事職 阿部 響 市民局課長補佐（スポーツ統括室

ラグビーＷ杯２０１９推進部ラグ

ビーＷ杯２０１９推進

健康福祉局健康安全部保健事業課担当課長 事職 山田 洋 再任用

健康福祉局健康安全部環境施設課斎場整備担 事職 井波 昭彦 都市整備局都心再生部都心再生課

当課長 地域再生まちづくり担当課長

健康福祉局健康安全部環境施設課墓地整備計 技職 山根 好行 再任用

画担当課長

衛生研究所担当課長 技職 泉 俊明 再任用

（衛生監視員人材育成シニアリー

ダー兼務）

衛生研究所感染症・疫学情報課長 医職 小野 範子 保土ケ谷区福祉保健センター医務

（保土ケ谷区福祉保健センター医務担当課長 担当課長

兼務）（保健所兼務） （保健所兼務）（健康福祉局健康

安全部保健事業課担当課長兼務）

市民局課長補佐（スポーツ統括室
ラグビーワールドカップ2019推進
部ラグビーワールドカップ2019推
進課担当係長）
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【課長級】

健康福祉局担当課長 事職 北條 雅之 健康福祉局課長補佐（総務部総務

（厚生労働省派遣） 課経理係長）

健康福祉局担当課長 事職 古賀 伸一郎 緑区課長補佐（総務部区政推進課

（神奈川県後期高齢者医療広域連合派遣） 広報相談係長）

医療局医療政策部総務課長 事職 鈴木 宣美 医療局医療政策部総務課長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （オリンピック・パラリンピック

担当兼務）（危機管理推進担当兼務）（総務 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

局総務部管理課新市庁舎移転担当兼務）（医 ワールドカップ横浜市推進担当兼

療局病院経営本部兼務） 務）（危機管理推進担当兼務）（

総務局総務部管理課新市庁舎移転

担当兼務）（医療局病院経営本部

医療局医療政策部職員課長 事職 市川 雅啓 政策局担当課長

（医療局病院経営本部兼務） （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

医療局医療政策部医療政策課長 事職 山本 憲司 港北区総務部区政推進課長

（政策局大学調整課担当課長兼務）（医療政 （オリンピック・パラリンピック

策人材育成リーダー兼務）（外国人材受入・ 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

共生推進担当兼務）（データ活用推進担当兼 ワールドカップ横浜市推進担当兼

務） 務）

医療局担当課長 事職 政木 辰仁 政策局課長補佐（政策部政策課担

（恩賜財団済生会派遣） 当係長）

医療局担当課長 事職 星野 尊 政策局課長補佐（大学調整課担当

（聖マリアンナ医科大学派遣） 係長）

環境創造局政策調整部政策課長 技職 越智 洋之 環境創造局政策調整部政策課長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （ラグビーワールドカップ横浜市

担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務 推進担当兼務）（オリンピック・

）（データ活用推進担当兼務） パラリンピック横浜市推進担当兼

務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

兼務）

環境創造局政策調整部政策課みどり政策調整 技職 岩間 隆男 都市整備局課長補佐（市街地整備

担当課長 部市街地整備推進課上瀬谷担当係

（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼務 長）

）

環境創造局政策調整部政策課下水道政策調整 技職 西高 幸作 環境創造局課長補佐（下水道施設

担当課長 部下水道施設整備課担当係長）

環境創造局政策調整部政策課環境プロモーシ 事職 池谷 庸子 環境創造局課長補佐（政策調整部

ョン担当課長 環境影響評価課担当係長）

環境創造局政策調整部技術監理課担当課長 技職 大窪 和人 環境創造局課長補佐（公園緑地部

動物園課担当係長）

環境創造局総務部総務課担当課長 事職 小野寺 紀子 環境創造局政策調整部政策課環境

（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当 プロモーション担当課長

課長兼務）

兼務）
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【課長級】

環境創造局総務部経理経営課長 事職 檜山 敏浩 環境創造局課長補佐（総務部経理

（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当 経営課担当係長）

課長兼務）（環境創造局下水道計画調整部下 （温暖化対策統括本部企画調整部

水道事業マネジメント課下水道事業マネジメ 調整課担当係長兼務）

ント担当課長兼務）

環境創造局環境保全部環境管理課長 技職 山本 恵幸 環境創造局環境保全部大気・音環

（環境職人材育成リーダー兼務）（放射線対 境課長

策担当兼務）

環境創造局環境保全部大気・音環境課長 技職 鈴木 孝 環境創造局課長補佐（下水道施設

部下水道水質課担当係長）

環境創造局農政部農政推進課長 技職 内田 義人 環境創造局南部農政事務所長

（農業職人材育成リーダー兼務）（上瀬谷整 （政策局基地対策担当兼務）

備・国際園芸博覧会推進担当兼務）

環境創造局農政部農政推進課上瀬谷担当課長 事職 兵頭 輝久 教育委員会事務局人権健康教育部

（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼務 人権教育・児童生徒課担当課長

）

環境創造局農政部農政推進課担当課長 事職 新堀 邦彦 南区福祉保健センター保険年金課

長

（南区総務部税務課滞納整理担当

兼務）

環境創造局農政部農業振興課長 技職 朝倉 友佳 環境創造局課長補佐（みどりアッ

（総務局危機管理室危機管理部危機管理課担 プ推進部農政推進課担当係長）

当課長兼務）

環境創造局北部農政事務所長 技職 丸山 知志 環境創造局北部農政事務所長

（政策局基地対策担当兼務）

環境創造局南部農政事務所長 技職 綿貫 理 環境創造局みどりアップ推進部農

業振興課長

（総務局危機管理室危機管理部危

機管理課担当課長兼務）（政策局

基地対策担当兼務）

環境創造局公園緑地部公園緑地管理課長 技職 長谷川 正英 環境創造局公園緑地部公園緑地管

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 理課長

担当兼務） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）

環境創造局公園緑地部公園緑地維持課長 技職 得能 千秋 環境創造局公園緑地部公園緑地維

（放射線対策担当兼務）（オリンピック・パ 持課長

ラリンピック横浜市推進担当兼務） （放射線対策担当兼務）（オリン

ピック・パラリンピック横浜市推

進担当兼務）（ラグビーワールド

カップ横浜市推進担当兼務）
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【課長級】

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課長 技職 鈴木 幸子 環境創造局公園緑地部公園緑地整

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 備課長

担当兼務） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当課 技職 金澤 雅範 環境創造局公園緑地部公園緑地整

長 備課担当課長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （オリンピック・パラリンピック

担当兼務） 横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上瀬谷 技職 佐藤 智也 環境創造局公園緑地部公園緑地整

担当課長 備課上瀬谷担当課長

（上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼務 （国際園芸博覧会招致推進担当兼

） 務）

環境創造局公園緑地部北部公園緑地事務所長 技職 武部 真人 環境創造局公園緑地部南部公園緑

地事務所長

環境創造局公園緑地部南部公園緑地事務所長 技職 緒賀 道夫 再任用

環境創造局公園緑地部会場整備課長 事職 村本 義彦 環境創造局公園緑地部会場整備課

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 長

担当兼務） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）

環境創造局公園緑地部会場整備課担当課長 技職 青木 淳 環境創造局公園緑地部会場整備課

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 担当課長

担当兼務） （オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）（ラグビー

ワールドカップ横浜市推進担当兼

務）

環境創造局下水道計画調整部下水道事業マネ 技職 早川 正登 環境創造局下水道管路部管路整備

ジメント課長 課長

環境創造局下水道計画調整部下水道事業マネ 技職 三縄 教明 環境創造局課長補佐（政策調整部

ジメント課担当課長 政策課担当係長）

環境創造局下水道管路部管路保全課長 技職 小塚 亮一 環境創造局政策調整部政策課下水

（環境創造局下水道計画調整部下水道事業マ 道政策調整担当課長

ネジメント課下水道事業マネジメント担当課

長兼務）

環境創造局下水道管路部管路保全課担当課長 技職 戸谷 公朋 環境創造局課長補佐

（日本下水道新技術機構派遣）

環境創造局下水道管路部管路整備課長 技職 黒羽根 能生 水道局配水部北部方面工事課長

環境創造局下水道管路部下水道事務所長 技職 木村 吉昭 水道局施設部技術監理課長
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【課長級】

環境創造局下水道施設部下水道施設管理課長 技職 平野 哲雄 環境創造局中部水再生センター長

（環境創造局下水道計画調整部下水道事業マ

ネジメント課下水道事業マネジメント担当課

長兼務）（放射線対策担当兼務）

環境創造局北部第一水再生センター長 技職 小泉 裕直 環境創造局栄水再生センター長

環境創造局中部水再生センター長 技職 福田 有克 環境創造局都筑水再生センター長

環境創造局都筑水再生センター長 技職 西島 寛朗 環境創造局北部下水道センター担

当課長

環境創造局栄水再生センター長 技職 瀧澤 守 水道局浄水部小雀浄水場長

環境創造局北部下水道センター長 技職 芦澤 謙司 環境創造局北部第一水再生センタ

ー長

環境創造局北部下水道センター担当課長 技職 村上 勝吉 再任用

（放射線対策担当兼務）

環境創造局下水道施設部下水道施設整備課長 技職 石井 智博 環境創造局下水道計画調整部下水

道事業マネジメント課担当課長

環境創造局担当課長 技職 森弘 吉祥 環境創造局課長補佐（下水道施設

（日本下水道事業団派遣） 部下水道設備課担当係長）

環境創造局担当課長 技職 牧野 仁志 港湾局建設保全部建設第一課長

（株式会社建設資源広域利用センター派遣）

環境創造局担当課長 技職 吉野 文雄 環境創造局課長補佐（下水道管路

（日本下水道新技術機構派遣） 部管路整備課担当係長）

資源循環局政策調整部政策調整課長 事職 木村 友之 資源循環局政策調整部政策調整課

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（オリン 長

ピック・パラリンピック横浜市推進担当兼務 （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

）（データ活用推進担当兼務） ）（オリンピック・パラリンピッ

ク横浜市推進担当兼務）（ラグビ

ーワールドカップ横浜市推進担当

兼務）

資源循環局家庭系対策部街の美化推進課長 事職 佐藤 栄次 都筑区総務部戸籍課長

資源循環局鶴見事務所長 事職 露木 昇 資源循環局課長補佐（総務部職員

（鶴見区総務部地域振興課資源化推進担当課 課職員係長）

長兼務）

資源循環局西事務所長 事職 藤塚 貴代 瀬谷区課長補佐（福祉保健センタ

（西区総務部地域振興課資源化推進担当課長 ー福祉保健課運営企画係長）

兼務） （保健所兼務）

資源循環局保土ケ谷事務所長 技職 米村 卓郞 資源循環局課長補佐（適正処理計

（保土ケ谷区総務部地域振興課資源化推進担 画部施設課設備係長）

当課長兼務）
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【課長級】

資源循環局旭事務所長 事職 田村 修 水道局給水サービス部洋光台水道

（旭区総務部地域振興課資源化推進担当課長 事務所長

兼務）

資源循環局栄事務所長 事職 池田 文博 資源循環局課長補佐（戸塚事務所

（栄区総務部地域振興課資源化推進担当課長 副所長）

兼務）

資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課長 技職 小林 正裕 資源循環局適正処理計画部処分地

（放射線対策担当兼務） 管理課長

（放射線対策担当兼務）

資源循環局適正処理計画部処分地管理課長 技職 荒井 昌典 資源循環局旭工場長

（放射線対策担当兼務）

資源循環局適正処理計画部処分地管理課南本 事職 峰 聡明 資源循環局鶴見事務所長

牧最終処分場担当課長 （鶴見区総務部地域振興課資源化

推進担当課長兼務）

資源循環局適正処理計画部施設計画課長 技職 草刈 岳 資源循環局適正処理計画部処分地

管理課南本牧最終処分場担当課長

資源循環局旭工場長 技職 田中 正 中央卸売市場食肉市場運営課整備

等担当課長

資源循環局金沢工場長 技職 田中 則行 市民病院管理部新病院整備課担当

課長

建築局企画部企画課長 技職 曽根 進 建築局企画部企画課長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（オリン （ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

ピック・パラリンピック横浜市推進担当兼務 ）（オリンピック・パラリンピッ

）（地域再生まちづくり担当兼務）（データ ク横浜市推進担当兼務）（ラグビ

活用推進担当兼務） ーワールドカップ横浜市推進担当

兼務）（地域再生まちづくり担当

兼務）

建築局企画部都市計画課長 技職 立石 孝司 建築局宅地審査部宅地審査課長

建築局企画部建築防災課がけ・狭あい担当課 技職 成田 充 建築局課長補佐（公共建築部保全

長 推進課担当係長）

建築局住宅部住宅再生課長 技職 加藤 忠義 建築局住宅部住宅再生課担当課長

建築局住宅部住宅再生課担当課長 事職 米満 東一郎 戸塚区総務部区政推進課長

（戸塚区総務部区政推進課地域力

推進担当課長兼務）（戸塚区総務

部地域振興課地域力推進担当課長

兼務）

建築局建築指導部情報相談課長 技職 石井 保 建築局建築指導部建築企画課長

（都市整備局防災まちづくり推進

室防災まちづくり推進課担当課長

兼務）
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【課長級】

建築局建築指導部建築企画課長 技職 角田 広行 建築局公共建築部施設整備課長

（都市整備局防災まちづくり推進室防災まち （医療局病院経営本部兼務）

づくり推進課担当課長兼務）

建築局建築指導部建築指導課長 技職 堀切 安二 建築局建築指導部建築指導課担当

課長

建築局建築指導部建築指導課担当課長 書記 神谷 賢 議会局課長補佐（市会事務部総務

課議会棟計画等担当係長）

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）（建築局公共建

築部施設整備課新市庁舎整備担当

係長兼務）（総務局総務部管理課

新市庁舎移転担当兼務）

建築局建築指導部市街地建築課長 技職 波多野 陽介 政策局政策部政策課担当課長

（ラグビーワールドカップ横浜市

推進担当兼務）（オリンピック・

パラリンピック横浜市推進担当兼

務）（地域再生まちづくり担当兼

務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

兼務）

建築局宅地審査部宅地審査課長 技職 中澤 誠治 建築局公共建築部施設整備課新市

庁舎整備担当課長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当課長兼務）

建築局公共建築部営繕企画課建設業活性化対 事職 花内 洋 再任用

策担当課長

建築局公共建築部施設整備課長 技職 大友 直樹 建築局企画部都市計画課長

（医療局病院経営本部兼務）

建築局公共建築部施設整備課新市庁舎整備担 技職 菅野 和広 建築局課長補佐（公共建築部施設

当課長 整備課新市庁舎整備担当係長）

（総務局総務部管理課新市庁舎整備担当課長 （総務局総務部管理課新市庁舎整

兼務） 備担当係長兼務）

建築局担当課長 事職 五月女 貴 港湾局政策調整部総務課担当課長

（横浜市建築助成公社派遣）

都市整備局総務部総務課長 事職 鈴木 康介 青葉区総務部区政推進課長

（危機管理推進担当兼務）（総務局総務部管 （青葉区総務部区政推進課地域力

理課新市庁舎移転担当兼務） 推進担当課長兼務）（青葉区総務

部地域振興課地域力推進担当課長

兼務）

都市整備局総務部総務課都市整備法制等担当 事職 小澤 伸一 再任用

課長
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【課長級】

都市整備局企画部企画課長 技職 松井 恵太 都市整備局企画部企画課長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （ラグビーワールドカップ横浜市

担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務 推進担当兼務）（オリンピック・

）（データ活用推進担当兼務） パラリンピック横浜市推進担当兼

務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

兼務）

都市整備局都心再生部都心再生課長 技職 高井 雄也 建築局建築指導部建築指導課長

都市整備局都心再生部都心再生課都心再生担 技職 中尾 光夫 都市整備局課長補佐（企画部企画

当課長 課担当係長）

都市整備局都心再生部都心再生課横浜駅周辺 技職 村田 功 都市整備局市街地整備部市街地整

等担当課長 備推進課市街地整備推進担当課長

都市整備局都心再生部都心再生課地域再生ま 事職 遠藤 信義 財政局課長補佐（公共施設・事業

ちづくり担当課長 調整室公共施設・事業調整課担当

係長）

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 技職 田川 和弘 都市整備局課長補佐（ＩＲ推進室

担当課長 ＩＲ推進部ＩＲ推進課担当係長）

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 技職 黒田 崇 都市整備局都心再生部都心再生課

担当課長 都心再生担当課長

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 事職 山﨑 達哉 文化観光局担当課長

担当課長 （株式会社横浜国際平和会議場派

遣）

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 事職 萩原 慶一 都市整備局課長補佐（企画部企画

課担当課長 課担当係長）

都市整備局地域まちづくり部景観調整課長 技職 田 和重 都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部

（外国人材受入・共生推進担当兼務） ＩＲ推進課担当課長

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづ 技職 白井 一彦 都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部

くり推進課長 ＩＲ推進課担当課長

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課長 事職 中里 浩一郎 都市整備局市街地整備部綱島駅東

口周辺開発事務所長

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課市 技職 佐久間 信嘉 都市整備局課長補佐（市街地整備

街地整備推進担当課長 部市街地整備推進課担当係長）

都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発 技職 中村 俊輔 都市整備局課長補佐（市街地整備

事務所長 部綱島駅東口周辺開発事務所担当

係長）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 技職 澤木 勉 政策局政策部政策課担当課長

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当課長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 技職 甲斐 泰夫 都市整備局地域まちづくり部地域

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当課長 まちづくり課担当課長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当課長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当課長
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【課長級】

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 技職 西岡 毅 都市整備局市街地整備部市街地整

室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課長 備推進課上瀬谷担当課長

（国際園芸博覧会招致推進担当兼

務）

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 坂口 堅章 都市整備局市街地整備部市街地整

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当課長 備推進課上瀬谷担当課長

（国際園芸博覧会招致推進担当兼

務）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進 技職 岡 哲郎 道路局計画調整部企画課上瀬谷担

室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課長 当課長

（国際園芸博覧会招致推進担当兼

務）

道路局総務部総務課調整担当課長 事職 加藤 健一郎 総務局総務部法制課行政不服審査

等担当課長

道路局計画調整部事業推進課長 技職 森田 真郷 道路局課長補佐（計画調整部企画

（都市整備局防災まちづくり推進室防災まち 課担当係長）

づくり推進課担当課長兼務）（オリンピック

・パラリンピック横浜市推進担当兼務）（上

瀬谷整備・国際園芸博覧会推進担当兼務）

道路局計画調整部企画課長 技職 桐山 大介 道路局計画調整部事業推進課長

（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）（上瀬谷 （都市整備局防災まちづくり推進

整備・国際園芸博覧会推進担当兼務）（デー 室防災まちづくり推進課担当課長

タ活用推進担当兼務） 兼務）（オリンピック・パラリン

ピック横浜市推進担当兼務）（ラ

グビーワールドカップ横浜市推進

担当兼務）

道路局計画調整部企画課担当課長 技職 勝俣 英樹 道路局課長補佐（計画調整部企画

課担当係長）

道路局計画調整部技術監理課長 技職 水谷 俊之 再任用

道路局道路部管理課長 事職 山本 哲郎 青葉区課長補佐（総務部総務課庶

務係長）

（地域防災担当兼務）

道路局道路部施設課長 技職 櫻井 暁人 道路局横浜環状北西線建設部横浜

（放射線対策担当兼務） 環状北西線建設課設計施工担当課

長

道路局建設部建設課長 技職 谷津 毅 道路局横浜環状北西線建設部横浜

環状北西線建設課長

道路局建設部建設課用地担当課長 事職 黒森 智 道路局課長補佐（河川部河川管理

課担当係長）

道路局建設部建設課用地担当課長 事職 工藤 裕二 文化観光局文化芸術創造都市推進

部創造都市推進課担当課長

道路局横浜環状道路調整課長 技職 青木 隆浩 旭土木事務所副所長

（環境創造局・道路局兼務）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当課
長
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道路局横浜環状道路調整課横浜環状道路調整 技職 小島 岳生 道路局課長補佐（建設部橋梁課担

担当課長 当係長）

道路局河川部河川事業課長 技職 米 満芳 環境創造局課長補佐（下水道管路

部管路保全課担当係長）

道路局担当課長 技職 佐藤 公彦 道路局課長補佐（道路部施設課担

（首都高速道路株式会社派遣） 当係長）

港湾局政策調整部政策調整課長 技職 成田 公誠 港湾局政策調整部政策調整課長

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （ラグビーワールドカップ横浜市

担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務 推進担当兼務）（オリンピック・

）（放射線対策担当兼務）（データ活用推進 パラリンピック横浜市推進担当兼

担当兼務） 務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当

兼務）（放射線対策担当兼務）

港湾局港湾物流部物流企画課長 技職 蝦名 隆元 港湾局みなと賑わい振興部整備推

進課長

港湾局港湾物流部物流運営課長 事職 永田 実 港湾局港湾物流部物流運営課担当

課長

港湾局港湾物流部物流運営課担当課長 事職 帰山 誠人 港湾局みなと賑わい振興部客船事

業推進課長

港湾局みなと賑わい振興部賑わい振興課長 事職 古瀬 謙一 都市整備局課長補佐（総務部総務

課職員係長）

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課長 事職 岸本 弘之 港湾局建設保全部保全管理課担当

課長

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課担 事職 野上 和義 政策局秘書部秘書課報道担当課長

当課長 （広報報道連携担当兼務）

港湾局みなと賑わい振興部整備推進課長 技職 石井 雅樹 港湾局課長補佐（政策調整部政策

調整課担当係長）

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発 事職 畠山 幹貴 港湾局課長補佐（山下ふ頭再開発

調整課長 調整室山下ふ頭再開発調整課担当

係長）

港湾局港湾管財部管財第一課長 事職 鈴木 康弘 都市整備局市街地整備部市街地整

備調整課長

港湾局港湾管財部管財第一課担当課長 事職 箕輪 竜一 港湾局課長補佐（政策調整部政策

調整課担当係長）

港湾局建設保全部建設第一課長 技職 斎藤 愼太郎 港湾局港湾物流部物流企画課長

港湾局建設保全部保全管理課担当課長 事職 増田 潤 教育委員会事務局施設部学校計画

課担当課長

消防局出向 消吏 松﨑 祐一 総務局課長補佐（危機管理室危機

管理部危機管理課担当係長）

（旭区総務部総務課危機管理・地

域防災担当係長兼務）
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消防局出向 消吏 増山 敬太 総務局危機管理室危機管理部緊急

対策課長

水道局出向 事職 佐藤 匡広 都筑区総務部区政推進課長

（都筑区総務部区政推進課地域力

推進担当課長兼務）

水道局出向 事職 中村 勝利 金沢区課長補佐（総務部地域振興

課区民活動支援担当係長）

水道局出向 事職 大澤 吉幸 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課長

水道局出向 事職 河合 太一 こども青少年局子育て支援部保育

・教育運営課給付・支給認定担当

課長

（総務局しごと改革室行政・情報

マネジメント課マイナンバー制度

担当兼務）

水道局出向 事職 小川 真美 瀬谷区福祉保健センター保険年金

課長

（瀬谷区総務部税務課滞納整理担

当兼務）

水道局出向 技職 児玉 吉広 道路局課長補佐（河川部河川企画

課担当係長）

水道局出向 技職 小野田 賢一 環境創造局課長補佐（下水道施設

部下水道施設整備課担当係長）

水道局出向 技職 小松 弘明 環境創造局下水道施設部下水道施

設整備課長

水道局出向 技職 神澤 育生 環境創造局北部下水道センター長

交通局出向 事職 柳下 豊彦 教育委員会事務局西部学校教育事

務所教育総務課長

医療局病院経営本部出向 事職 江成 昭広 経済局課長補佐（中央卸売市場本

場運営調整課担当係長）

医療局病院経営本部出向 事職 小松 順 医療局課長補佐（医療政策部医療

政策課担当係長）

会計室会計管理課長 事職 大越 明 会計室会計管理課長

（総務局総務部管理課新市庁舎移転担当兼務 （総務局総務部管理課新市庁舎移

）（データ活用推進担当兼務） 転担当兼務）

教育委員会事務局総務部教育政策推進課長 事職 片山 久也 こども青少年局子育て支援部保育

（オリンピック・パラリンピック横浜市推進 対策課長

担当兼務）（ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務

）（データ活用推進担当兼務）

教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課 事職 久保寺 浩 再任用

担当課長
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教育委員会事務局施設部学校計画課担当課長 事職 藤田 博巳 教育委員会事務局課長補佐（施設

部学校計画課担当係長）

教育委員会事務局施設部教育施設課長 技職 奥村 誠 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

ＩＣＥ振興課施設担当課長

教育委員会事務局施設部教育施設課担当課長 技職 山本 和弘 建築局企画部建築防災課がけ・狭

あい担当課長

教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・ 事職 須山 次郎 教育委員会事務局学校教育企画部

地域連携課長 特別支援教育課長

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教 事職 髙木 美岐 総務局しごと改革室行政・情報マ

育課長 ネジメント課ワークスタイル担当

課長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当課長兼務）

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教 医職 藤原 啓子 再任用

育課担当課長

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教 事職 畠山 重徳 こども青少年局課長補佐（こども

育相談課長 福祉保健部こども家庭課こども家

庭係長）

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・ 事職 加納 正啓 道路局総務部総務課調整担当課長

児童生徒課担当課長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育課 事職 永井 隆 中央卸売市場本場経営支援課長

長

（放射線対策担当兼務）（財政局主税部徴収

対策課債権管理・回収促進担当兼務）

教育委員会事務局西部学校教育事務所教育総 事職 柴 政紀 横浜市パスポートセンター所長

務課長

教育委員会事務局西部学校教育事務所指導主 指主 末岡 洋一 教育委員会事務局東部学校教育事

事室長 務所指導主事室首席指導主事

教育委員会事務局南部学校教育事務所教育総 事職 岩岡 有里 医療局病院経営本部担当課長

務課長 （みなと赤十字病院派遣）

教育委員会事務局南部学校教育事務所指導主 校長 伊藤 真 公立学校長

事室長

教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主 事職 梅澤 薫 教育委員会事務局西部学校教育事

事室長 務所指導主事室長

中央図書館企画運営課長 事職 水野 純子 総務局担当課長

（青葉区福祉保健センターこども家庭支援課 （横浜市職員共済組合派遣）

読書活動推進担当課長兼務）

中央図書館調査資料課長 事職 加藤 光 緑図書館長

（緑区総務部地域振興課読書活動

推進担当課長兼務）
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鶴見図書館長 事職 松崎 善夫 教育委員会事務局課長補佐（学校

（鶴見区総務部地域振興課読書活動推進担当 教育企画部小中学校企画課企画係

課長兼務） 長）

港南図書館長 事職 鈴木 裕子 再任用

（港南区総務部地域振興課読書活動推進担当

課長兼務）

保土ケ谷図書館長 事職 海老原 浩志 教育委員会事務局課長補佐（施設

（保土ケ谷区総務部地域振興課読書活動推進 部教育施設課校地係長）

担当課長兼務）

旭図書館長 事職 石原 孝 再任用

（旭区総務部地域振興課読書活動推進担当課

長兼務）

教育委員会事務局担当課長 事職 沖間 俊明 中央図書館企画運営課長

（よこはま学校食育財団派遣） （青葉区福祉保健センターこども

家庭支援課読書活動推進担当課長

兼務）

公立学校長 事職 成田 玲子 教育委員会事務局南部学校教育事

務所指導主事室長

公立学校長 事職 池田 勉 教育委員会事務局北部学校教育事

務所指導主事室長

公立学校副校長 事職 永野 理英子 こども青少年局担当課長（子育て

支援部保育・教育人材課幼・保・

小連携担当係長）

（教育委員会兼務）

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課長 事職 飯田 啓晶 選挙管理委員会事務局課長補佐（

（選挙人材育成リーダー兼務）（総務局総務 選挙部選挙課庶務係長）

部管理課新市庁舎移転担当兼務）（データ活

用推進担当兼務）

人事委員会事務局調査任用部調査課長 事職 瓜本 英二 市民局担当課長

（総務局総務部管理課新市庁舎移転担当兼務 （横浜市体育協会派遣）

）（データ活用推進担当兼務）

人事委員会事務局調査任用部任用課長 事職 阿部 康裕 水道局課長補佐（総務部人事課人

事係長）

監査事務局監査部監査管理課長 事職 三浦 孝之 監査事務局監査部監査管理課長

（総務局総務部管理課新市庁舎移転担当兼務 （総務局総務部管理課新市庁舎移

）（データ活用推進担当兼務） 転担当兼務）

監査事務局監査部財務監査課担当課長 事職 川合 亙 都市整備局総務部総務課都市整備

法制等担当課長

議会局市会事務部秘書広報課長 事職 柴垣 涼 南区課長補佐（総務部総務課庶務

係長）

（地域防災担当兼務）
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議会局市会事務部政策調査課長 書記 青木 正博 議会局市会事務部政策調査課長

（データ活用推進担当兼務）

【課長補佐級】

鶴見区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 吉濵 隆宗 鶴見区総務部総務課庶務係長

（地域防災担当兼務） （地域防災担当兼務）

鶴見区課長補佐（総務部区政推進課広報相談 事職 高橋 亜紀 鶴見区総務部区政推進課広報相談

係長） 係長

鶴見区課長補佐（総務部区政推進課まちづく 技職 村瀨 亮二 中央卸売市場本場南部市場活用課

り調整担当係長） 担当係長

（鶴見土木事務所担当係長兼務）

鶴見区課長補佐（総務部地域振興課担当係長 事職 塩田 賢一 戸塚区課長補佐（戸塚土木事務所

） 管理係長）

（環境創造局・道路局兼務）

鶴見区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 松坂 純伸 鶴見区総務部税務課担当係長

鶴見区課長補佐（福祉保健センター高齢・障 事職 森兼 亜紀子 こども青少年局こども福祉保健部

害支援課高齢・障害係長） こども家庭課児童虐待・ＤＶ対策

（保健所兼務） 担当係長

鶴見区課長補佐（福祉保健センター生活支援 事職 平野 文規 戸塚区課長補佐（総務部総務課担

課生活支援担当係長） 当係長）

（査察指導担当兼務）

神奈川区課長補佐（福祉保健センター福祉保 事職 小池 美恵子 戸塚区課長補佐（福祉保健センタ

健課運営企画係長） ー高齢・障害支援課障害者支援担

（保健所兼務） 当係長）

（保健所兼務）

西区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 藤田 和宏 人事委員会事務局課長補佐（調査

（地域防災担当兼務） 任用部任用課担当係長）

西区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 事職 角田 浩之 教育委員会事務局課長補佐（学校

運営企画係長） 教育企画部高校教育課担当係長）

（保健所兼務）

西区課長補佐（福祉保健センター生活衛生課 技職 坂井 雄太 中区課長補佐（福祉保健センター

環境衛生係長） 生活衛生課食品衛生係長）

（保健所兼務） （保健所兼務）

中区課長補佐（総務部地域振興課担当係長） 事職 山田 卓 中区総務部地域振興課担当係長

中区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 竹内 貴美夫 南区課長補佐（総務部税務課担当

係長）

中区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 神山 達哉 泉区課長補佐（総務部戸籍課担当

（中区福祉保健センター保険年金課滞納整理 係長）

担当兼務）
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中区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 医職 小嶋 宏子 中区福祉保健センター福祉保健課

健康づくり係長） 健康づくり係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

中区課長補佐（福祉保健センター生活支援課 事職 福田 裕 神奈川区課長補佐（福祉保健セン

生活支援担当係長） ター生活支援課生活支援担当係長

（査察指導担当兼務） ）

（査察指導担当兼務）

南区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 成松 利宣 港湾局課長補佐

（地域防災担当兼務） （横浜川崎国際港湾株式会社派遣

）

南区課長補佐（総務部総務課予算調整係長） 事職 伊東 拓馬 南区総務部総務課予算調整係長

南区課長補佐（総務部地域振興課区民活動推 事職 平田 力 鶴見区課長補佐（総務部戸籍課担

進係長） 当係長）

南区課長補佐（福祉保健センターこども家庭 事職 袴田 一範 こども青少年局課長補佐（北部児

支援課担当係長） 童相談所支援係長）

（保健所兼務）

南区課長補佐（南土木事務所下水道・公園係 技職 伊熊 信男 水道局課長補佐（配水部北部方面

長） 工事課工事係長）

（環境創造局・道路局兼務）

港南区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 小島 康文 港南区課長補佐（総務部地域振興

（地域防災担当兼務） 課地域運営推進係長）

港南区課長補佐（総務部総務課予算調整係長 事職 笹生 健太 港南区福祉保健センター保険年金

） 課収納担当係長

（港南区総務部税務課滞納整理担

当兼務）

港南区課長補佐（総務部地域振興課地域運営 事職 渡邉 格二郎 港南区課長補佐（総務部地域振興

推進係長） 課資源化推進担当係長）

港南区課長補佐（総務部戸籍課担当係長） 事職 上原 俊浩 金沢区課長補佐（総務部区政推進

課広報相談係長）

港南区課長補佐（港南土木事務所管理係長） 事職 黒木 和弘 港南土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

保土ケ谷区課長補佐（総務部地域振興課地域 事職 関 弥生子 保土ケ谷区総務部地域振興課地域

活動係長） 活動係長

保土ケ谷区課長補佐（福祉保健センター福祉 事職 有泉 廣隆 保土ケ谷区福祉保健センター福祉

保健課運営企画係長） 保健課運営企画係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

保土ケ谷区課長補佐（福祉保健センターこど 医職 稲葉 房子 瀬谷区課長補佐（福祉保健センタ

も家庭支援課担当係長） ー福祉保健課健康づくり係長）

（保健所兼務） （保健所兼務）
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保土ケ谷区課長補佐（福祉保健センター保険 事職 吉川 直美 中区課長補佐（総務部税務課担当

年金課収納担当係長） 係長）

（保土ケ谷区総務部税務課滞納整理担当兼務 （中区福祉保健センター保険年金

） 課滞納整理担当兼務）

旭区課長補佐（総務部区政推進課まちづくり 技職 林 香織 建築局課長補佐（建築指導部建築

調整担当係長） 企画課担当係長）

（旭土木事務所担当係長兼務）

旭区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 叢 義之 旭区課長補佐（総務部税務課担当

（旭区福祉保健センター保険年金課滞納整理 係長）

担当兼務）

旭区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 事職 江原 春彦 旭区課長補佐（総務部地域振興課

福祉保健係長） 地域活動係長）

（保健所兼務）

旭区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 医職 鋪 歓奈 旭区福祉保健センター福祉保健課

健康づくり係長） 健康づくり係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

旭区課長補佐（福祉保健センター高齢・障害 医職 森山 まり子 保土ケ谷区課長補佐（福祉保健セ

支援課高齢者支援担当係長） ンターこども家庭支援課担当係長

（保健所兼務） ）

（保健所兼務）

磯子区課長補佐（総務部区政推進課広報相談 事職 大熊 光子 磯子区福祉保健センター高齢・障

係長） 害支援課担当係長

（保健所兼務）

磯子区課長補佐（総務部区政推進課地域力推 事職 後藤 弘 金沢区課長補佐（福祉保健センタ

進担当係長） ー保険年金課国民年金係長）

（磯子区総務部地域振興課地域力推進担当係

長兼務）

磯子区課長補佐（福祉保健センター福祉保健 医職 栗原 明日香 健康福祉局健康安全部保健事業課

課事業企画担当係長） 健康づくり担当係長

（保健所兼務）

磯子区課長補佐（福祉保健センター生活衛生 技職 齋藤 耕治 西区福祉保健センター生活衛生課

課食品衛生係長） 環境衛生係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

磯子区課長補佐（福祉保健センターこども家 事職 東 宏子 磯子区福祉保健センターこども家

庭支援課担当係長） 庭支援課担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

磯子区課長補佐（磯子土木事務所管理係長） 事職 工藤 裕 磯子土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

金沢区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 金井 国明 政策局課長補佐

（地域防災担当兼務） （公立大学法人横浜市立大学派遣

）
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金沢区課長補佐（総務部区政推進課まちづく 技職 加藤 稔 都市整備局都心再生部みなとみら

り調整担当係長） い２１推進課担当係長

（金沢土木事務所担当係長兼務）

金沢区課長補佐（金沢土木事務所管理係長） 事職 吉野 仁 金沢土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

港北区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 黒谷 浩介 港北区総務部総務課予算調整係長

（地域防災担当兼務）

港北区課長補佐（総務部総務課予算調整係長 事職 二宮 繁治 経済局市民経済労働部雇用労働課

） 担当係長

港北区課長補佐（総務部区政推進課広報相談 事職 松藤 咲子 港北区総務部区政推進課広報相談

係長） 係長

港北区課長補佐（総務部地域振興課資源化推 事職 矢野 俊秀 金沢区総務部税務課担当係長

進担当係長） （金沢区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

港北区課長補佐（総務部地域振興課生涯学習 事職 小松 高志 港北区総務部税務課担当係長

支援係長） （港北区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

港北区課長補佐（福祉保健センター福祉保健 事職 稲垣 崇之 健康福祉局課長補佐（地域福祉保

課運営企画係長） 健部地域支援課担当係長）

（保健所兼務）

港北区課長補佐（福祉保健センター生活衛生 医職 仙田 隆一 港北区福祉保健センター生活衛生

課食品衛生係長） 課食品衛生係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

港北区課長補佐（福祉保健センターこども家 事職 秋山 美帆 港北区福祉保健センターこども家

庭支援課担当係長） 庭支援課担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

港北区課長補佐（福祉保健センター生活支援 事職 大塚 昌宏 港北区福祉保健センター生活支援

課生活支援係長） 課生活支援係長

緑区課長補佐（総務部総務課予算調整係長） 事職 芳賀 義之 監査事務局課長補佐（監査部財務

監査課担当係長）

緑区課長補佐（総務部地域振興課地域活動係 事職 河合 利充 青葉区課長補佐（福祉保健センタ

長） ー福祉保健課運営企画係長）

（保健所兼務）

緑区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 青柳 貴則 緑区課長補佐（総務部戸籍課担当

係長）

緑区課長補佐（福祉保健センター高齢・障害 事職 深川 愛 緑区福祉保健センター高齢・障害

支援課高齢・障害運営係長） 支援課高齢・障害運営係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

緑区課長補佐（福祉保健センター高齢・障害 医職 多田 潤子 緑区福祉保健センター高齢・障害

支援課高齢者支援担当係長） 支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）
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青葉区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 霧生 浩司 総務局人事部人事課人事第二係長

（地域防災担当兼務）

青葉区課長補佐（総務部地域振興課地域活動 事職 奥村 晃一 鶴見区課長補佐（総務部地域振興

係長） 課担当係長）

青葉区課長補佐（福祉保健センター生活衛生 技職 佐藤 宏士 緑区課長補佐（福祉保健センター

課担当係長） 生活衛生課食品衛生係長）

（保健所兼務） （保健所兼務）

青葉区課長補佐（福祉保健センター高齢・障 事職 井上 格 青葉区福祉保健センター高齢・障

害支援課高齢・障害事務係長） 害支援課高齢・障害事務係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

青葉区課長補佐（福祉保健センター高齢・障 事職 竹内 弥生 こども青少年局課長補佐（こども

害支援課障害者支援担当係長） 福祉保健部こども家庭課児童虐待

（保健所兼務） ・ＤＶ対策担当係長）

青葉区課長補佐（青葉土木事務所管理係長） 事職 国本 貴志 青葉土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

都筑区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 川崎 和則 都筑区総務部総務課庶務係長

（地域防災担当兼務） （地域防災担当兼務）

都筑区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 根本 勝弘 教育委員会事務局課長補佐（総務

部職員課職員係長）

都筑区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 川崎 聖子 都筑区総務部税務課担当係長

（都筑区福祉保健センター保険年金課滞納整 （都筑区福祉保健センター保険年

理担当兼務） 金課滞納整理担当兼務）

都筑区課長補佐（大熊保育園長） 事職 宍戸 純子 青葉区課長補佐（荏田保育園長）

都筑区課長補佐（茅ケ崎南保育園長） 事職 竹林地 早苗 保土ケ谷区岩井保育園長

戸塚区課長補佐（総務部税務課担当係長） 事職 木村 玲子 旭区総務部税務課担当係長

戸塚区課長補佐（福祉保健センター保険年金 事職 本庄 真由美 戸塚区福祉保健センター保険年金

課国民年金係長） 課国民年金係長

栄区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 高橋 豊子 西区課長補佐（福祉保健センター

（地域防災担当兼務） 福祉保健課運営企画係長）

（保健所兼務）

栄区課長補佐（福祉保健センター生活衛生課 技職 渡辺 美波 栄区福祉保健センター生活衛生課

生活衛生係長） 生活衛生係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

栄区課長補佐（福祉保健センター高齢・障害 医職 平林 桂 金沢区課長補佐（福祉保健センタ

支援課高齢者支援担当係長） ーこども家庭支援課こども家庭支

（保健所兼務） 援担当係長）

（保健所兼務）

泉区課長補佐（総務部区政推進課企画調整係 事職 小宅 将之 健康福祉局健康安全部保健事業課

長） 難病対策担当係長
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泉区課長補佐（総務部地域振興課担当係長） 技職 山口 直利 教育委員会事務局課長補佐（施設

部教育施設課担当係長）

泉区課長補佐（福祉保健センター福祉保健課 事職 八木澤 勉 泉区課長補佐（福祉保健センター

運営企画係長） 福祉保健課健康づくり係長）

（保健所兼務） （保健所兼務）

泉区課長補佐（福祉保健センター生活衛生課 技職 岸 邦彦 南区課長補佐（福祉保健センター

生活衛生係長） 生活衛生課食品衛生係長）

（保健所兼務） （保健所兼務）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター福祉保健 事職 古角 朋彦 鶴見区福祉保健センター高齢・障

課運営企画係長） 害支援課高齢・障害係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター高齢・障 事職 長谷川 耕太 こども青少年局課長補佐（総務部

害支援課福祉保健相談係長） 監査課担当係長）

（保健所兼務）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター生活支援 事職 小越 清和 健康福祉局課長補佐（総務部監査

課事務係長） 課担当係長）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター生活支援 事職 西野 祐介 瀬谷区福祉保健センター生活支援

課生活支援係長） 課生活支援係長

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター生活支援 事職 川中 洋至 健康福祉局課長補佐（松風学園入

課生活支援担当係長） 所支援第二係長）

（査察指導担当兼務）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター保険年金 事職 三輪 和義 瀬谷区課長補佐（福祉保健センタ

課国民年金係長） 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）

瀬谷区課長補佐（福祉保健センター保険年金 事職 府川 憲太郎 瀬谷区福祉保健センター保険年金

課保険係長） 課保険係長

政策局課長補佐（総務部総務課担当係長） 事職 土屋 秀子 経済局課長補佐（政策調整部総務

課調整係長）

政策局課長補佐（総務部統計情報課担当係長 事職 伊藤 智啓 政策局総務部統計情報課担当係長

）

政策局課長補佐（政策部政策課担当係長） 技職 二見 弘樹 政策局政策部政策課担当係長

政策局課長補佐（芸術創造本部室芸術創造部 事職 谷川 みちる こども青少年局こども福祉保健部

芸術創造課担当係長） こども家庭課親子保健係長

政策局課長補佐（秘書部秘書課担当係長） 事職 滝澤 良 政策局秘書部秘書課担当係長

政策局課長補佐（共創推進室共創推進課担当 技職 石原 従道 市民局課長補佐（スポーツ統括室

係長） スポーツ振興部スポーツ振興課担

当係長）
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政策局課長補佐（基地対策課担当係長） 事職 三室 直樹 総務局課長補佐（総務部管理課新

市庁舎整備担当係長）

（建築局公共建築部施設整備課新

市庁舎整備担当係長兼務）

政策局課長補佐 事職 小森田 秀幸 医療局病院経営本部課長補佐（市

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 民病院管理部新病院推進課新病院

推進担当係長）

総務局課長補佐（危機管理室危機管理部危機 事職 長澤 勘平 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在

管理課担当係長） 宅支援課在宅支援係長

総務局課長補佐（危機管理室危機管理部緊急 事職 飯野 正夫 健康福祉局地域福祉保健部福祉保

対策課担当係長） 健課担当係長

総務局課長補佐（危機管理室危機管理部防災 技職 菊地 伸之 都市整備局課長補佐（都心再生部

企画課担当係長） 都心再生課横浜駅周辺等担当係長

）

総務局課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 吉田 直人 総務局人事部労務課労務係長

総務局課長補佐（総務部管理課新市庁舎整備 事職 小森 勤 総務局危機管理室危機管理部危機

担当係長） 管理課担当係長

（建築局公共建築部施設整備課新市庁舎整備

担当係長兼務）

総務局課長補佐（コンプライアンス推進室コ 事職 河野 史朗 財政局課長補佐（主税部徴収対策

ンプライアンス推進課担当係長） 課担当係長）

総務局課長補佐（コンプライアンス推進室コ 事職 埋田 昌彦 こども青少年局総務部監査課担当

ンプライアンス推進課担当係長） 係長

総務局課長補佐（コンプライアンス推進室コ 事職 三浦 恵 教育委員会事務局教職員人事部教

ンプライアンス推進課担当係長） 職員人事課人事第二係長

総務局課長補佐（人事部人事課組織定数第一 事職 遠藤 春香 総務局課長補佐（人事部人事課組

係長） 織定数第二係長）

総務局課長補佐（人事部人事課組織定数第二 事職 室町 純也 神奈川区総務部地域振興課担当係

係長） 長

総務局課長補佐（人事部職員健康課職員厚生 事職 久保 幸子 金沢区課長補佐（総務部戸籍課担

係長） 当係長）

総務局課長補佐（人事部職員健康課健康相談 事職 中川 洋子 総務局人事部職員健康課健康相談

室担当係長） 室担当係長

総務局課長補佐（しごと改革室行政・情報マ 事職 足高 正訓 総務局しごと改革室住民情報シス

ネジメント課ＩＣＴ調達統制担当係長） テム課担当係長

総務局課長補佐（しごと改革室住民情報シス 事職 宮野 太志 こども青少年局課長補佐（子育て

テム課担当係長） 支援部こども施設整備課担当係長

）

財政局課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 栗原 渉 財政局課長補佐（財政部財政課財

政調査係長）
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財政局課長補佐（総務部総務課担当係長） 事職 加藤 美奈 緑区課長補佐（総務部税務課担当

係長）

財政局課長補佐（財政部財源課財源係長） 事職 池谷 祥子 財政局財政部財源課財源係長

財政局課長補佐（財政部財政課予算第一係長 事職 田島 徹哉 財政局財政部財政課予算第一係長

）

財政局課長補佐（財政部財政課担当係長） 事職 藤井 洋平 政策局大都市制度・広域行政室大

都市制度推進課担当係長

財政局課長補佐（財政部財政課担当係長） 事職 豊田 訓久 総務局しごと改革室行政・情報マ

ネジメント課ＩＣＴ調達統制担当

係長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）

財政局課長補佐（主税部固定資産税課家屋担 事職 松﨑 篤志 財政局主税部固定資産税課家屋担

当係長） 当係長

財政局課長補佐（契約部契約第二課物品契約 事職 武井 友子 財政局課長補佐（契約部契約第二

係長） 課委託契約係長）

（水道局兼務）（交通局兼務） （水道局兼務）（交通局兼務）

財政局課長補佐（管財部管財課管理係長） 事職 藤木 秀武 監査事務局監査部財務監査課監査

係長

財政局課長補佐（管財部取得処分課担当係長 事職 中村 昭夫 道路局課長補佐（建設部建設課担

） 当係長）

財政局課長補佐（公共施設・事業調整室公共 事職 岩崎 健 財政局公共施設・事業調整室公共

施設・事業調整課担当係長） 施設・事業調整課担当係長

国際局課長補佐（国際政策部国際連携課アジ 消吏 宮坂 修義 国際局国際政策部国際連携課アジ

ア大洋州担当係長） ア大洋州担当係長

国際局課長補佐（国際政策部国際連携課アフ 事職 佐藤 亮太郎 国際局課長補佐（国際政策部国際

リカ中東担当係長） 連携課アフリカ中東担当係長）

（アフリカ開発会議担当兼務）

国際局課長補佐（国際協力部国際協力課国際 事職 小室 博則 国際局国際協力部国際協力課国際

技術協力担当係長） 技術協力担当係長

市民局課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 石井 幸子 市民局総務部総務課庶務係長

市民局課長補佐（人権課担当係長） 事職 横路 恵美 都筑区課長補佐（福祉保健センタ

ー福祉保健課運営企画係長）

（保健所兼務）

市民局課長補佐（地域支援部地域活動推進課 事職 木村 剛 保土ケ谷区総務部総務課統計選挙

担当係長） 係長

市民局課長補佐（広報相談サービス部広報課 事職 川口 ルリ子 市民局広報相談サービス部広報課

担当係長） 担当係長
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市民局課長補佐（広報相談サービス部広聴相 事職 佐野 公美子 神奈川区総務部区政推進課広報相

談課担当係長） 談係長

市民局課長補佐（区政支援部区連絡調整課区 事職 髙村 倫未 緑区総務部総務課予算調整係長

予算係長）

市民局課長補佐（スポーツ統括室スポーツ振 事職 山本 ゆう子 市民局スポーツ統括室スポーツ振

興部スポーツ振興課担当係長） 興部スポーツ振興課担当係長

市民局課長補佐（担当係長） 事職 安藤 成晃 市民局担当係長

（東京オリンピック・パラリンピック競技大 （東京オリンピック・パラリンピ

会組織委員会派遣） ック競技大会組織委員会派遣）

市民局課長補佐（担当係長） 事職 橋本 剛 市民局担当係長

（東京オリンピック・パラリンピック競技大 （東京オリンピック・パラリンピ

会組織委員会派遣） ック競技大会組織委員会派遣）

文化観光局課長補佐（文化芸術創造都市推進 事職 河野 正樹 港湾局課長補佐（政策調整部政策

部文化振興課担当係長） 調整課担当係長）

文化観光局課長補佐（文化芸術創造都市推進 事職 入江 淳一郎 中区課長補佐（総務部総務課予算

部文化振興課担当係長） 調整係長）

文化観光局課長補佐（観光ＭＩＣＥ振興部観 事職 森井 藍子 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観

光振興課担当係長） 光振興課担当係長

文化観光局課長補佐（観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ 事職 田中 美枝子 水道局課長補佐（総務部総務課担

ＩＣＥ振興課担当係長） 当係長（広報企画担当））

文化観光局課長補佐（文化プログラム推進部 事職 丸山 晶子 港湾局課長補佐（みなと賑わい振

文化プログラム推進課担当係長） 興部客船事業推進課担当係長）

経済局課長補佐（政策調整部総務課庶務係長 事職 矢野 虎鉄 経済局課長補佐（中小企業振興部

） ものづくり支援課担当係長）

経済局課長補佐（政策調整部総務課調整係長 事職 原 弘岳 経済局課長補佐（市民経済労働部

） 商業振興課担当係長）

経済局課長補佐（誘致推進部企業誘致・立地 事職 岩松 一郎 建築局課長補佐（企画部都市計画

課担当係長） 課調査係長）

（東京プロモーション本部兼務）

経済局課長補佐（イノベーション都市推進部 事職 安藤 あらた 経済局成長戦略推進部新産業創造

産業連携推進課担当係長） 課担当係長

経済局課長補佐（イノベーション都市推進部 事職 南野 ショナー 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観

新産業創造課担当係長） 光振興課担当係長

経済局課長補佐（中小企業振興部ものづくり 事職 春日井 利宜 経済局中小企業振興部ものづくり

支援課担当係長） 支援課担当係長

経済局課長補佐（中小企業振興部ものづくり 事職 金井 正親 金沢区課長補佐（福祉保健センタ

支援課担当係長） ー保険年金課保険係長）
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経済局課長補佐（市民経済労働部商業振興課 技職 佐藤 行司 都市整備局課長補佐（市街地整備

担当係長） 部綱島駅東口周辺開発事務所担当

係長）

経済局課長補佐（中央卸売市場本場運営調整 技職 平野 直人 中央卸売市場本場運営調整課市場

課市場再編整備担当係長） 再編整備担当係長

経済局課長補佐（中央卸売市場食肉市場運営 事職 北川 隆範 市民局課長補佐（人権課担当係長

課運営係長） ）

経済局課長補佐 事職 大橋 直之 経済局課長補佐（成長戦略推進部

（一般社団法人横浜みなとみらい２１派遣） 新産業創造課担当係長）

こども青少年局課長補佐（子育て支援部子育 事職 舩戸 一将 教育委員会事務局課長補佐（教職

て支援課子育て支援係長） 員人事部教職員労務課労務係長）

こども青少年局課長補佐（子育て支援部保育 事職 鈴木 順弘 こども青少年局子育て支援部保育

・教育運営課指導等担当係長） ・教育運営課指導等担当係長

こども青少年局課長補佐（子育て支援部保育 事職 河村 佳晃 こども青少年局子育て支援部保育

・教育運営課担当係長） ・教育運営課担当係長

こども青少年局課長補佐（子育て支援部保育 事職 岡﨑 有希 緑区課長補佐（福祉保健センター

・教育運営課認定・利用調整担当係長） こども家庭支援課担当係長）

（保健所兼務）

こども青少年局課長補佐（子育て支援部こど 事職 村上 和孝 港北区課長補佐（福祉保健センタ

も施設整備課担当係長） ー福祉保健課運営企画係長）

（保健所兼務）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部 事職 藤浪 博子 こども青少年局課長補佐（こども

こども家庭課こども家庭係長） 福祉保健部こども家庭課担当係長

）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部 事職 中曽根 真一 南部児童相談所担当係長

こども家庭課施設整備担当係長）

こども青少年局課長補佐（こども福祉保健部 事職 田島 絵美 こども青少年局こども福祉保健部

障害児福祉保健課整備担当係長） 障害児福祉保健課整備担当係長

こども青少年局課長補佐（西部児童相談所相 事職 和賀 美穂 西部児童相談所相談調整係長

談調整係長）

こども青少年局課長補佐（南部児童相談所一 事職 我妻 徹 南部児童相談所一時保護係長

時保護係長）

健康福祉局課長補佐（総務部総務課経理係長 事職 平尾 光伸 健康福祉局総務部総務課担当係長

）

健康福祉局課長補佐（総務部職員課担当係長 事職 山口 良一郎 健康福祉局課長補佐（高齢健康福

） 祉部高齢施設課施設運営係長）

健康福祉局課長補佐（総務部企画課企画係長 事職 石井 正則 健康福祉局総務部企画課企画係長

）
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健康福祉局課長補佐（総務部企画課担当係長 事職 稲垣 純子 健康福祉局総務部企画課担当係長

）

健康福祉局課長補佐（地域福祉保健部福祉保 事職 小 由美子 健康福祉局地域福祉保健部福祉保

健課担当係長） 健課担当係長

健康福祉局課長補佐（生活福祉部生活支援課 事職 阿部 卓 中区福祉保健センター生活支援課

生活支援係長） 生活支援係長

健康福祉局課長補佐（生活福祉部保険年金課 事職 北西 愼仁 保土ケ谷区課長補佐（福祉保健セ

担当係長） ンター保険年金課給付担当係長）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部医療援助課 事職 松本 瑞絵 中区福祉保健センター福祉保健課

福祉医療係長） 運営企画係長

（保健所兼務）

健康福祉局課長補佐（生活福祉部医療援助課 事職 沖山 裕 健康福祉局課長補佐（生活福祉部

後期高齢者医療制度担当係長） 生活支援課援護対策担当係長）

健康福祉局課長補佐（障害福祉保健部障害施 事職 松浦 拓郎 健康福祉局課長補佐（障害福祉部

策推進課施策調整係長） 障害支援課担当係長）

健康福祉局課長補佐（障害福祉保健部障害施 事職 萩原 昌子 健康福祉局課長補佐（障害者更生

策推進課指定・システム担当係長） 相談所審査係長）

健康福祉局課長補佐（障害福祉保健部障害施 事職 今井 智子 健康福祉局障害福祉部障害支援課

設サービス課施設管理係長） 障害支援係長

健康福祉局課長補佐（障害福祉保健部障害施 事職 黒米 建一 健康福祉局障害福祉部障害支援課

設サービス課地域施設支援係長） 在宅支援係長

健康福祉局課長補佐（障害福祉保健部障害施 事職 水原 伸浩 港北区福祉保健センター高齢・障

設サービス課施設等運営支援係長） 害支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部高齢健 事職 近藤 崇 健康福祉局高齢健康福祉部高齢健

康福祉課計画調整係長） 康福祉課計画調整係長

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部地域包 医職 奥津 秀子 緑区課長補佐（福祉保健センター

括ケア推進課介護予防担当係長） 福祉保健課健康づくり係長）

（保健所兼務）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部地域包 医職 保下 真由美 医療局疾病対策部がん・疾病対策

括ケア推進課担当係長） 課担当係長

（泉区福祉保健センター高齢・障害支援課地

域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼務

）

健康福祉局課長補佐（高齢健康福祉部高齢施 事職 池村 明広 都筑区課長補佐（福祉保健センタ

設課施設運営係長） ー高齢・障害支援課高齢支援担当

係長）

（保健所兼務）
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健康福祉局課長補佐（健康安全部食品衛生課 技職 内田 憲志 教育委員会事務局担当係長

担当係長） （よこはま学校食育財団派遣）

（放射線対策担当兼務）（健康福祉局健康安

全部健康安全課健康危機管理担当兼務）（保

健所兼務）

健康福祉局課長補佐（健康安全部医療安全課 事職 佐藤 暢子 健康福祉局健康安全部医療安全課

担当係長） 担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

健康福祉局課長補佐（健康安全部保健事業課 事職 菊池 潤 中区福祉保健センター高齢・障害

担当係長） 支援課高齢・障害係長

（保健所兼務）

医療局課長補佐（医療政策部職員課担当係長 事職 関 哲夫 医療局医療政策部職員課担当係長

） （医療局病院経営本部兼務）

（医療局病院経営本部兼務）

医療局課長補佐（医療政策部職員課担当係長 事職 長瀬 佳代 健康福祉局課長補佐（総務部職員

） 課厚生係長）

（医療局病院経営本部兼務）

医療局課長補佐（医療政策部医療政策課担当 事職 小林 宏司 西区課長補佐（福祉保健センター

係長） 福祉保健課健康づくり係長）

（保健所兼務）

医療局課長補佐（疾病対策部がん・疾病対策 事職 木野内 正己 こども青少年局課長補佐（子育て

課担当係長） 支援部保育対策課担当係長）

環境創造局課長補佐（政策調整部技術監理課 技職 長嶋 大海 道路局課長補佐（河川部河川事業

担当係長） 課担当係長）

環境創造局課長補佐（環境科学研究所担当係 事職 木村 亮一 磯子区総務部区政推進課広報相談

長） 係長

環境創造局課長補佐（総務部総務課担当係長 事職 宍戸 史織 栄区総務部地域振興課生涯学習支

） 援係長

（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当

係長兼務）

環境創造局課長補佐（総務部経理経営課担当 事職 佐々木 誠 水道局配水部配水課事業管理係長

係長）

（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当

係長兼務）

環境創造局課長補佐（総務部経理経営課担当 事職 安齋 英文 青葉区課長補佐（総務部地域振興

係長） 課地域活動係長）

環境創造局課長補佐（環境保全部環境管理課 事職 大屋 正信 環境創造局環境保全部環境管理課

担当係長） 担当係長

環境創造局課長補佐（みどりアップ推進部み 技職 河辺 良晋 環境創造局みどりアップ推進部み

どりアップ推進課担当係長） どりアップ推進課担当係長

環境創造局課長補佐（みどりアップ推進部み 技職 片受 明 環境創造局みどりアップ推進部み

どりアップ推進課担当係長） どりアップ推進課担当係長
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環境創造局課長補佐（みどりアップ推進部緑 事職 川口 道生 道路局課長補佐（建設部建設課担

地保全推進課担当係長） 当係長）

環境創造局課長補佐（農政部農政推進課担当 技職 澤田 悦子 環境創造局課長補佐（政策調整部

係長） 政策課担当係長）

環境創造局課長補佐（北部農政事務所担当係 技職 渡辺 薫子 環境創造局みどりアップ推進部農

長） 業振興課担当係長

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地管 事職 中嶋 浩章 環境創造局公園緑地部公園緑地管

理課担当係長） 理課担当係長

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地管 事職 小川 岳大 環境創造局公園緑地部公園緑地管

理課担当係長） 理課担当係長

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地整 技職 和田 勝彦 資源循環局課長補佐（適正処理計

備課担当係長） 画部処分地管理課担当係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部公園緑地整 技職 松本 俊一 環境創造局課長補佐（みどりアッ

備課担当係長） プ推進部みどりアップ推進課担当

係長）

環境創造局課長補佐（公園緑地部会場整備課 技職 鈴木 健一 環境創造局公園緑地部会場整備課

担当係長） 担当係長

環境創造局課長補佐（下水道管路部管路保全 技職 中村 大和 環境創造局課長補佐

課担当係長） （横浜ウォーター株式会社派遣）

環境創造局課長補佐（下水道管路部管路保全 技職 髙野 政和 環境創造局下水道管路部管路整備

課担当係長） 課担当係長

環境創造局課長補佐（下水道管路部下水道事 技職 鍛治川 賢一 水道局課長補佐（施設部技術監理

務所担当係長） 課技術指導係長）

環境創造局課長補佐（南部下水道センター担 技職 森 雅彦 経済局課長補佐（中央卸売市場食

当係長） 肉市場運営課施設係長）

環境創造局課長補佐（下水道施設部下水道水 技職 片岡 雅樹 水道局浄水部水質課水質相談係長

質課担当係長）

環境創造局課長補佐 技職 清水 幸治 環境創造局下水道管路部管路整備

（横浜ウォーター株式会社派遣） 課担当係長

資源循環局課長補佐（総務部職員課職員係長 技職 近藤 淳史 資源循環局課長補佐（事業系対策

） 部一般廃棄物対策課担当係長）

資源循環局課長補佐（政策調整部３Ｒ推進課 事職 塩谷 洋一 資源循環局南事務所副所長

担当係長）

資源循環局課長補佐（西事務所副所長） 事職 河本 辰也 資源循環局栄事務所副所長

資源循環局課長補佐（港南事務所副所長） 事職 田嶋 幸彦 資源循環局課長補佐（瀬谷事務所

副所長）

資源循環局課長補佐（磯子事務所副所長） 事職 海老澤 実 資源循環局磯子事務所副所長
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資源循環局課長補佐（緑事務所副所長） 事職 内田 正光 資源循環局緑事務所副所長

資源循環局課長補佐（事業系対策部産業廃棄 技職 金田 京平 資源循環局政策調整部政策調整課

物対策課排出指導係長） 担当係長

資源循環局課長補佐（適正処理計画部施設課 技職 舛谷 健之 資源循環局課長補佐（旭工場技術

設備係長） 管理係長）

資源循環局課長補佐（適正処理計画部施設課 技職 大村 光明 資源循環局適正処理計画部処分地

土木係長） 管理課担当係長

資源循環局課長補佐（適正処理計画部施設計 技職 鈴木 信 資源循環局担当係長

画課担当係長） （環境省派遣）

資源循環局課長補佐（鶴見工場操作担当係長 技職 岩田 充 医療局病院経営本部課長補佐（市

） 民病院管理部新病院整備課新病院

整備担当係長）

資源循環局課長補佐（都筑工場施設係長） 技職 小坂 隆 資源循環局課長補佐（金沢工場施

設係長）

建築局課長補佐（総務部総務課職員係長） 事職 森 亜希子 政策局政策部政策課担当係長

建築局課長補佐（企画部企画課担当係長） 事職 石川 久美子 建築局企画部企画課担当係長

建築局課長補佐（企画部企画課担当係長） 技職 太田 武夫 建築局企画部企画課担当係長

建築局課長補佐（住宅部住宅政策課担当係長 技職 伊藤 博貴 建築局住宅部住宅政策課担当係長

）

建築局課長補佐（建築指導部情報相談課担当 技職 伊藤 伸 建築局課長補佐（建築指導部市街

係長） 地建築課担当係長）

建築局課長補佐（公共建築部営繕企画課担当 技職 深澤 裕司 建築局公共建築部営繕企画課担当

係長） 係長

（医療局病院経営本部兼務） （医療局病院経営本部兼務）

建築局課長補佐（公共建築部施設整備課担当 技職 葛西 晴喜 建築局公共建築部施設整備課担当

係長） 係長

建築局課長補佐（公共建築部電気設備課担当 技職 池田 貴光 建築局公共建築部営繕企画課担当

係長） 係長

（医療局病院経営本部兼務）

建築局課長補佐（公共建築部機械設備課担当 技職 中村 浩 政策局課長補佐

係長） （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

都市整備局課長補佐（総務部総務課職員係長 事職 倉田 力 交通局課長補佐（総務部人事課人

） 事組織係長）

都市整備局課長補佐（都心再生部都心再生課 技職 島田 浩和 都市整備局都心再生部都心再生課

担当係長） 担当係長



55 8 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長補佐級】

都市整備局課長補佐（都心再生部都心再生課 事職 柴田 一彦 都市整備局課長補佐（都心再生部

横浜駅周辺等担当係長） みなとみらい２１推進課担当係長

）

都市整備局課長補佐（都心再生部みなとみら 事職 三浦 武志 都市整備局課長補佐（市街地整備

い２１推進課担当係長） 部市街地整備調整課担当係長）

都市整備局課長補佐（ＩＲ推進室ＩＲ推進部 事職 鈴木 隆一 旭区課長補佐（福祉保健センター

ＩＲ推進課担当係長） 保険年金課保険係長）

都市整備局課長補佐（ＩＲ推進室ＩＲ推進部 技職 金子 真嗣 道路局課長補佐（横浜環状北西線

ＩＲ推進課担当係長） 建設部横浜環状北西線建設課担当

係長）

都市整備局課長補佐（ＩＲ推進室ＩＲ推進部 事職 大里 和巳 都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部

ＩＲ推進課担当係長） ＩＲ推進課担当係長

都市整備局課長補佐（地域まちづくり部地域 技職 平野 清孝 青葉区課長補佐（総務部区政推進

まちづくり課担当係長） 課まちづくり調整担当係長）

（青葉土木事務所担当係長兼務）

（都市整備局地域まちづくり部地

域まちづくり課担当係長兼務）

都市整備局課長補佐（防災まちづくり推進室 事職 杉谷 大輔 教育委員会事務局課長補佐（施設

防災まちづくり推進課エリア担当係長） 部教育施設課計画推進係長）

都市整備局課長補佐（市街地整備部市街地整 事職 中村 美弥子 都市整備局市街地整備部市街地整

備調整課担当係長） 備調整課担当係長

都市整備局課長補佐（市街地整備部市街地整 事職 中野 義和 都市整備局市街地整備部市街地整

備推進課担当係長） 備推進課担当係長

都市整備局課長補佐（市街地整備部市街地整 技職 内山 哲也 道路局計画調整部技術監理課担当

備推進課担当係長） 係長

都市整備局課長補佐（市街地整備部綱島駅東 技職 佐藤 弘之 経済局課長補佐（中央卸売市場本

口周辺開発事務所担当係長） 場南部市場活用課担当係長）

都市整備局課長補佐（上瀬谷整備・国際園芸 事職 堀 光子 政策局国際園芸博覧会招致推進室

博推進室国際園芸博推進部国際園芸博推進課 国際園芸博覧会招致推進課担当係

長

都市整備局課長補佐（上瀬谷整備国際園芸博 技職 柳 功一 都市整備局課長補佐（市街地整備

覧会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進 部市街地整備推進課上瀬谷担当係

長）

都市整備局課長補佐（上瀬谷整備国際園芸博 事職 橋本 潤吾 道路局課長補佐（総務部総務課経

覧会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備 理係長）

道路局課長補佐（総務部総務課庶務係長） 事職 蒲田 仁 道路局課長補佐（計画調整部事業

推進課担当係長）

道路局課長補佐（総務部総務課経理係長） 事職 稲川 仁 道路局課長補佐（道路部路政課担

当係長）

都市整備局課長補佐（上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室国際園芸博覧会推進部国際園芸
博覧会推進課担当係長）

都市整備局課長補佐（上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推
進課担当係長）

都市整備局課長補佐（上瀬谷整備・国際園芸
博覧会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整
備課担当係長）
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道路局課長補佐（総務部交通安全・自転車政 事職 吉田 聡子 道路局総務部交通安全・自転車政

策課担当係長） 策課担当係長

道路局課長補佐（道路部施設課担当係長） 技職 夏目 勝幸 道路局道路部施設課担当係長

道路局課長補佐（道路部道路調査課調査係長 書記 足立 信 議会局課長補佐（市会事務部議事

） 課委員会等担当係長）

道路局課長補佐（建設部建設課担当係長） 技職 青木 一義 道路局建設部建設課担当係長

道路局課長補佐（建設部建設課担当係長） 技職 土村 浩二 都市整備局都心再生部都心再生課

担当係長

道路局課長補佐（建設部橋梁課担当係長） 技職 鈴木 淳司 道路局建設部橋梁課担当係長

道路局課長補佐（横浜環状道路調整課担当係 技職 高橋 慶 道路局横浜環状北西線建設部横浜

長） 環状北西線建設課担当係長

港湾局課長補佐（政策調整部政策調整課担当 技職 浅野 善広 港湾局みなと賑わい振興部整備推

係長） 進課担当係長

港湾局課長補佐（港湾物流部物流企画課担当 技職 石渡 健太郎 港湾局課長補佐（港湾物流部物流

係長） 企画課担当係長）

（港湾局建設保全部保全管理課担

当係長兼務）

港湾局課長補佐（港湾物流部物流運営課担当 事職 飯島 雄一郎 港湾局港湾物流部物流運営課担当

係長） 係長

港湾局課長補佐（港湾物流部物流運営課担当 事職 雨宮 美由紀 保土ケ谷区課長補佐（福祉保健セ

係長） ンター高齢・障害支援課高齢・障

害係長）

（保健所兼務）

港湾局課長補佐（みなと賑わい振興部整備推 技職 加藤 裕隆 港湾局みなと賑わい振興部整備推

進課担当係長） 進課担当係長

港湾局課長補佐（山下ふ頭再開発調整室山下 技職 高橋 一郎 港湾局課長補佐（山下ふ頭再開発

ふ頭再開発調整課担当係長） 調整室山下ふ頭再開発調整課担当

係長）

（港湾局建設保全部保全管理課担

当係長兼務）

港湾局課長補佐（山下ふ頭再開発調整室山下 技職 川邉 哲也 港湾局課長補佐（建設保全部建設

ふ頭再開発調整課担当係長） 第二課担当係長）

港湾局課長補佐（山下ふ頭再開発調整室山下 事職 貝瀬 修一 港湾局山下ふ頭再開発調整室山下

ふ頭再開発調整課担当係長） ふ頭再開発調整課担当係長

港湾局課長補佐（港湾管財部管財第一課担当 事職 児玉 貞治 磯子区福祉保健センターこども家

係長） 庭支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

港湾局課長補佐（港湾管財部管財第一課担当 事職 岩田 範弘 港湾局港湾管財部管財第一課担当

係長） 係長
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水道局出向 事職 横野 浩子 環境創造局課長補佐（みどりアッ

プ推進部みどりアップ推進課担当

係長）

水道局出向 事職 松下 功 環境創造局課長補佐（総務部総務

課担当係長）

（温暖化対策統括本部企画調整部

調整課担当係長兼務）

水道局出向 技職 阿部 弘幸 環境創造局課長補佐（下水道管路

部下水道事務所担当係長）

交通局出向 技職 飯沼 将之 道路局課長補佐（道路部施設課担

当係長）

医療局病院経営本部出向 事職 石川 雅邦 総務局危機管理室危機管理部防災

企画課担当係長

医療局病院経営本部出向 事職 前川 周 こども青少年局子育て支援部子育

て支援課子育て支援係長

医療局病院経営本部出向 事職 小林 一郎 医療局課長補佐（疾病対策部がん

・疾病対策課担当係長）

会計室課長補佐（会計管理課管理係長） 事職 貞廣 昌司 会計室会計管理課管理係長

会計室課長補佐（会計管理課会計係長） 事職 杉村 高次 会計室会計管理課会計係長

教育委員会事務局課長補佐（総務部総務課経 事職 広瀬 貴生 財政局管財部管財課管理係長

理係長）

教育委員会事務局課長補佐（教職員人事部教 事職 丸山 重夫 医療局病院経営本部課長補佐（市

職員人事課任用係長） 民病院管理部総務課職員係長）

（市民病院管理部新病院推進課新

病院推進担当係長兼務）

教育委員会事務局課長補佐（施設部学校計画 事職 高群 敦子 緑区課長補佐（総務部区政推進課

課担当係長） 企画調整係長）

教育委員会事務局課長補佐（施設部教育施設 事職 丸山 真隆 港南区課長補佐（総務部総務課予

課計画推進係長） 算調整係長）

教育委員会事務局課長補佐（学校教育企画部 事職 石井 健二 旭区福祉保健センターこども家庭

学校支援・地域連携課地域連携係長） 支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

教育委員会事務局課長補佐（東部学校教育事 事職 古橋 淳二 教育委員会事務局東部学校教育事

務所教育総務課教職員係長） 務所教育総務課教職員係長

教育委員会事務局課長補佐（南部学校教育事 事職 坂東 剛 教育委員会事務局南部学校教育事

務所指導主事室担当係長） 務所指導主事室担当係長

教育委員会事務局課長補佐（北部学校教育事 事職 藤岡 信剛 教育委員会事務局北部学校教育事

務所教育総務課教職員係長） 務所教育総務課教職員係長
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教育委員会事務局課長補佐（中央図書館調査 事職 鈴木 知生 戸塚区課長補佐（福祉保健センタ

資料課担当係長） ー保険年金課収納担当係長）

（戸塚区総務部税務課滞納整理担

当兼務）

選挙管理委員会事務局課長補佐（選挙部選挙 事職 平井 大輔 選挙管理委員会事務局選挙部選挙

課選挙係長） 課選挙係長

人事委員会事務局課長補佐（調査任用部調査 事職 中村 正一 都市整備局課長補佐（都心再生部

課担当係長） 都心再生課横浜駅周辺等担当係長

）

人事委員会事務局課長補佐（調査任用部任用 事職 佐々木 恵美 人事委員会事務局調査任用部任用

課担当係長） 課担当係長

監査事務局課長補佐（監査部財務監査課担当 事職 速水 しのぶ 会計室課長補佐（審査課審査第一

係長） 係長）

議会局課長補佐（市会事務部秘書広報課秘書 事職 中島 知昭 磯子区課長補佐（総務部総務課予

広報係長） 算調整係長）

議会局課長補佐（市会事務部秘書広報課広報 書記 橋本 育世 議会局課長補佐（市会事務部総務

等担当係長） 課広報等担当係長）

【係長級】

鶴見区総務部総務課統計選挙係長 事職 山田 一貴 健康福祉局健康安全部生活衛生課

住宅宿泊事業担当係長

（保健所兼務）

鶴見区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 森 尚子 鶴見区福祉保健センターこども家

（鶴見区総務部地域振興課地域力推進担当係 庭支援課担当係長

長兼務） （教育委員会事務局東部学校教育

事務所地域連携推進担当係長兼務

）（保健所兼務）

鶴見区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 藤本 譲司 総務局危機管理室危機管理部危機

管理課担当係長

（鶴見区総務部総務課危機管理・

地域防災担当係長兼務）

鶴見区総務部戸籍課担当係長 事職 山口 さやか 国際局国際政策部国際連携課アフ

リカ開発会議担当係長

鶴見区総務部戸籍課担当係長 事職 一色 裕介 鶴見区総務部地域振興課資源化推

進担当係長

鶴見区総務部税務課担当係長 事職 稲垣 恭子 財政局契約部契約第二課物品契約

係長

（水道局兼務）（交通局兼務）

鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 井手尾 剛史 資源循環局政策調整部３Ｒ推進課

護保険担当係長 担当係長

（保健所兼務）
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鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 山田 英二 総務局担当係長

当係長 （横浜市職員共済組合派遣）

（教育委員会事務局東部学校教育事務所地域

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 近藤 洋子 港北区勤務

鶴見区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 長嶌 英典 緑区福祉保健センター生活支援課

係長 生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 中村 友香 緑区勤務

担当係長

（査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 下田 真名 中区福祉保健センター生活支援課

担当係長 生活支援担当係長

（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 高野 直也 中区勤務

担当係長

（査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター保険年金課滞納整理 事職 橋本 剛 栄区総務部区会計室会計係長

担当係長

（鶴見区総務部税務課滞納整理担当兼務）

神奈川区総務部総務課庶務係長 事職 馬渕 由香 総務局人事部労務課給与係長

（地域防災担当兼務）

神奈川区総務部総務課統計選挙係長 事職 金西 瑛子 水道局給水サービス部サービス推

進課サービス向上係長

神奈川区総務部区政推進課広報相談係長 事職 相原 健彦 北部児童相談所担当係長

神奈川区総務部地域振興課担当係長 事職 壽美 陽介 こども青少年局総務部総務課職員

係長

神奈川区総務部戸籍課担当係長 事職 山腰 章子 資源循環局勤務

神奈川区総務部戸籍課担当係長 事職 岡部 千晶 瀬谷区福祉保健センター生活支援

課事務係長

神奈川区総務部税務課担当係長 事職 松浦 華子 鶴見区福祉保健センター保険年金

（神奈川区福祉保健センター保険年金課滞納 課滞納整理担当係長

整理担当兼務） （鶴見区総務部税務課滞納整理担

当兼務）

神奈川区総務部税務課担当係長 事職 島野 裕之 神奈川区福祉保健センター生活支

（神奈川区福祉保健センター保険年金課滞納 援課事務係長

整理担当兼務）

神奈川区福祉保健センター福祉保健課健康づ 医職 平井 綾子 健康福祉局勤務

くり係長

（保健所兼務）



66 3 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

神奈川区福祉保健センター生活衛生課環境衛 技職 内木 文 健康福祉局健康安全部健康安全課

生係長 健康危機管理担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）（放射線対策担当

兼務）

神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課 事職 小田澤 昇 健康福祉局高齢健康福祉部介護事

高齢者支援担当係長 業指導課担当係長

（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課 事職 保坂 貴久 青葉区福祉保健センター生活支援

介護保険担当係長 課事務係長

（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課 事職 宮本 香織 港湾局港湾物流部物流運営課担当

担当係長 係長

（教育委員会事務局東部学校教育事務所地域

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課 事職 髙瀨 博子 総務局人事部人材開発課担当係長

担当係長 （民間企業派遣）

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課 事職 萩原 敏一 南区勤務

担当係長

（保健所兼務）

神奈川区西菅田保育園長 事職 辻内 美帆 中区竹之丸保育園副園長

神奈川区松見保育園副園長 事職 吉川 紀子 都筑区勤務

神奈川区福祉保健センター生活支援課事務係 事職 志村 洋一 旭区福祉保健センター福祉保健課

長 福祉保健係長

（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター生活支援課生活支 事職 市川 裕剛 鶴見区福祉保健センター生活支援

援担当係長 課生活支援担当係長

（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

神奈川区福祉保健センター保険年金課保険係 書記 柴 明子 議会局市会事務部総務課担当係長

長

神奈川区福祉保健センター保険年金課給付担 事職 佐藤 雄亮 泉区福祉保健センター高齢・障害

当係長 支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター保険年金課滞納整 事職 和田 祥実 神奈川区総務部総務課担当係長

理担当係長

（神奈川区総務部税務課滞納整理担当兼務）

神奈川土木事務所管理係長 事職 金山 浩將 道路局勤務

（環境創造局・道路局兼務）

西区総務部総務課統計選挙係長 事職 小川 紘司 鶴見区勤務

西区総務部地域振興課担当係長 技職 岡田 大典 資源循環局鶴見工場操作担当係長
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【係長級】

西区総務部戸籍課横浜駅行政サービスコーナ 事職 小林 義典 南区総務部区会計室会計係長

ー担当係長

西区総務部税務課担当係長 事職 室 雄司 再任用

（西区福祉保健センター保険年金課滞納整理

担当兼務）

西区総務部区会計室会計係長 事職 村本 洋二 戸塚区総務部区会計室会計係長

西区福祉保健センター福祉保健課健康づくり 医職 田口 純子 西区福祉保健センター福祉保健課

係長 専任職（保健師業務担当）

（保健所兼務）

西区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 津田 恭子 西区総務部地域振興課担当係長

担当係長

（保健所兼務）

西区福祉保健センター高齢・障害支援課介護 事職 石井 弘美 緑区福祉保健センター高齢・障害

保険担当係長 支援課介護保険担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

西区南浅間保育園副園長 事職 飯嶌 千穂 南区勤務

西区福祉保健センター生活支援課生活支援係 事職 浅水 聡 鶴見区福祉保健センター生活支援

長 課生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

西区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 樋口 久美 緑区総務部総務課担当係長

西区福祉保健センター保険年金課収納担当係 事職 牧野 大貴 教育委員会事務局施設部学校計画

長 課担当係長

（西区総務部税務課滞納整理担当兼務）

西土木事務所下水道・公園係長 技職 金沢 正孝 資源循環局適正処理計画部施設課

（環境創造局・道路局兼務） 土木係長

中区総務部総務課予算調整係長 事職 松澤 直大 中区総務部地域振興課地域力推進

担当係長

（中区総務部区政推進課地域力推

進担当係長兼務）

中区総務部総務課統計選挙係長 事職 森 愛 文化観光局勤務

中区総務部地域振興課地域力推進担当係長 事職 川崎 智惠 国際局国際政策部国際連携課アフ

（中区総務部区政推進課地域力推進担当係長 リカ開発会議担当係長

兼務）

中区総務部戸籍課担当係長 事職 大原 祥子 市民局勤務

中区総務部戸籍課担当係長 事職 佐藤 敦彦 教育委員会事務局担当係長

（教職員互助会）

中区総務部税務課担当係長 事職 浅野目 一也 財政局勤務
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【係長級】

中区福祉保健センター福祉保健課運営企画係 事職 安達 暢子
長

（保健所兼務）

中区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係 技職 木崎 昌江
長

（保健所兼務）

中区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 長友 由樹
・障害係長

（保健所兼務）

中区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 黒川 直子
係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

中区山手保育園長 事職 渡辺 由美

中区竹之丸保育園副園長 事職 野澤 友美

中区福祉保健センター生活支援課生活支援係 事職 亀田 貴典
長

中区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 香坂 進一
当係長

（査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 宮井 祐二
当係長

（査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 浅宮 大吾
当係長

（査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター生活支援課就労支援等 事職 坂下 新悟
担当係長

中区福祉保健センター保険年金課国民年金係 事職 生井 智規
長

中区福祉保健センター保険年金課収納担当係 事職 佐々木 俊一郎
長

（中区総務部税務課滞納整理担当兼務）

中土木事務所道路係長 技職 川畑 政彦
（環境創造局・道路局兼務）

中土木事務所寿地区整備担当係長 技職 石山 聖時
（環境創造局・道路局兼務）

南区総務部総務課統計選挙係長 事職 鈴田 勇気

健康福祉局健康安全部保健事業課

健康づくり担当係長

青葉区福祉保健センター生活衛生

課担当係長

（保健所兼務）

中区福祉保健センター保険年金課

収納担当係長

（中区総務部税務課滞納整理担当

兼務）

港南区勤務

西区南浅間保育園副園長

港北区勤務

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）

神奈川区勤務

緑区勤務

健康福祉局勤務

健康福祉局勤務

市民病院管理部総務課渉外担当係

長

（市民病院管理部新病院推進課新

病院推進担当係長兼務）

青葉区総務部区会計室会計係長

中土木事務所寿地区整備担当係長

（環境創造局・道路局兼務）

水道局給水サービス部戸 水道事

務所維持係長

総務局勤務
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【係長級】

南区総務部区政推進課広報相談係長 事職 山崎 健司 港北区総務部地域振興課資源化推

進担当係長

南区総務部地域振興課区民施設担当係長 技職 飛留間 宣利 環境創造局勤務

南区総務部税務課担当係長 事職 熊澤 佐季 財政局勤務

南区総務部税務課担当係長 事職 寳子山 豊 水道局総務部総務課担当係長（１

（南区福祉保健センター保険年金課滞納整理 ３０年史担当）

担当兼務）

南区総務部区会計室会計係長 事職 浜田 進一 旭区総務部総務課担当係長

南区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係 技職 成瀬 圭介 健康福祉局健康安全部食品衛生課

長 担当係長

（保健所兼務） （放射線対策担当兼務）（健康福

祉局健康安全部健康安全課健康危

機管理担当兼務）（保健所兼務）

南区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係 技職 濱元 俊輔 西区勤務

長

（保健所兼務）

南区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 和栗 久恵 健康福祉局勤務

者支援担当係長

（保健所兼務）

南区福祉保健センター高齢・障害支援課障害 医職 朝倉 崇 健康福祉局勤務

者支援担当係長

（保健所兼務）

南区福祉保健センターこども家庭支援課子育 医職 土田 妃斗美 総務局勤務

て支援担当係長

（保健所兼務）

南区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 城 紘子 市民局勤務

係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

南区しろばら保育園長 事職 芥川 綾子 南区清水ケ丘保育園長

南区三春台保育園長 事職 春原 恵美 都筑区みどり保育園副園長

南区永田保育園長 事職 三橋 まき子 保土ケ谷区天王町保育園副園長

南区井土ケ谷保育園副園長 事職 河原 知子 泉区勤務

南区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 神部 真一 財政局主税部税務課担当係長

南区福祉保健センター生活支援課生活支援係 事職 島田 鷹志 都筑区福祉保健センター生活支援

長 課生活支援係長

南区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 鈴木 美穂 再任用

当係長

（査察指導担当兼務）
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【係長級】

南区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 日置 拓人 都筑区勤務

当係長

（査察指導担当兼務）

南区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 蘇原 由佳 瀬谷区福祉保健センター高齢・障

害支援課福祉保健相談係長

（保健所兼務）

南土木事務所管理係長 事職 相浦 正弘 総務局危機管理室危機管理部危機

（環境創造局・道路局兼務） 管理課担当係長

（中区総務部総務課危機管理・地

域防災担当係長兼務）

港南区総務部総務課統計選挙係長 事職 代田 泰大 建築局勤務

港南区総務部区政推進課企画調整係長 事職 長岡 将史 港南区総務部税務課担当係長

（港南区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

港南区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 草野 誠子 鶴見区福祉保健センター生活支援

（港南区総務部地域振興課地域力推進担当係 課事務係長

長兼務）

港南区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 岩崎 洋 資源循環局勤務

港南区総務部税務課担当係長 事職 伊皆 宏樹 教育委員会事務局西部学校教育事

（港南区福祉保健センター保険年金課滞納整 務所指導主事室担当係長

理担当兼務）

港南区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 福岡 智央 健康福祉局総務部監査課担当係長

担当係長

（保健所兼務）

港南区福祉保健センター生活衛生課環境衛生 技職 鈴木 絵美 神奈川区勤務

係長

（保健所兼務）

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 吉原 祥子 健康福祉局障害福祉部障害福祉課

齢者支援担当係長 地域活動支援係長

（保健所兼務）

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 池畑 和輝 港南区福祉保健センター高齢・障

護保険担当係長 害支援課障害者支援担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課障 事職 酒井 絵美 総務局人事部人材開発課担当係長

害者支援担当係長

（保健所兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課こ 医職 山岡 佐江子 鶴見区勤務

ども家庭係長

（保健所兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 髙田 明宏 総務局勤務

当係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

港南区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 関 美有希 財政局勤務

当係長

（教育委員会事務局南部学校教育事務所地域

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

港南区港南台第二保育園長 事職 前田 真紀 南区しろばら保育園長

港南区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 堀口 真紀 泉区福祉保健センター生活支援課

係長 生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

港南区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 石川 貴子 健康福祉局勤務

係長

（港南区総務部税務課滞納整理担当兼務）

港南土木事務所下水道・公園係長 技職 田中 郁臣 道路局勤務

（環境創造局・道路局兼務）

保土ケ谷区総務部総務課予算調整係長 事職 多賀谷 亜希 西区総務部税務課担当係長

（西区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

保土ケ谷区総務部総務課統計選挙係長 事職 城戸 翔太郎 選挙管理委員会事務局勤務

保土ケ谷区総務部地域振興課資源化推進担当 事職 青木 雅徳 再任用

係長

保土ケ谷区総務部戸籍課担当係長 事職 足立 喜一朗 交通局勤務

保土ケ谷区総務部税務課担当係長 事職 引口 由佳 保土ケ谷区福祉保健センター保険

（保土ケ谷区福祉保健センター保険年金課滞 年金課収納担当係長

納整理担当兼務） （保土ケ谷区総務部税務課滞納整

理担当兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター福祉保健課健康 事職 廣部 孝昌 総務局危機管理室危機管理部地域

づくり係長 防災課担当係長

（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター高齢・障害支援 事職 松月 美雄 総務局人事部職員健康課職員厚生

課高齢・障害係長 係長

（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター高齢・障害支援 事職 岩垂 英明 こころの健康相談センター担当係

課障害者支援担当係長 長

（保健所兼務）

保土ケ谷区福祉保健センターこども家庭支援 事職 小間 悟 総務局勤務

課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

保土ケ谷区岩井保育園長 事職 佐藤 尚子 旭区川井宿保育園長

保土ケ谷区天王町保育園副園長 事職 澤山 智恵 旭区勤務
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

保土ケ谷区福祉保健センター生活支援課生活 事職 冨澤 弘江 鶴見区福祉保健センター生活支援

支援係長 課生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター生活支援課生活 事職 清野 史人 泉区勤務

支援担当係長

（査察指導担当兼務）

保土ケ谷区福祉保健センター保険年金課給付 事職 柴田 良子 保土ケ谷区総務部総務課担当係長

担当係長

保土ケ谷土木事務所管理係長 事職 内木 一憲 政策局基地対策課担当係長

（環境創造局・道路局兼務）

旭区総務部総務課庶務係長 事職 黒田 智子 財政局財政部財政課企画担当係長

（地域防災担当兼務）

旭区総務部総務課担当係長 事職 石井 和宏 旭区総務部戸籍課担当係長

旭区総務部総務課担当係長 事職 横溝 ゆかり 旭区福祉保健センター高齢・障害

支援課高齢・障害サービス係長

（保健所兼務）

旭区総務部総務課統計選挙係長 事職 菊口 航 市民局勤務

旭区総務部地域振興課地域活動係長 事職 野田頭 由佳 政策局共創推進室共創推進課担当

係長

旭区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 三浦 正 栄土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務）

旭区総務部戸籍課担当係長 事職 中沢 貞夫 保土ケ谷区総務部税務課担当係長

（保土ケ谷区福祉保健センター保

険年金課滞納整理担当兼務）

旭区総務部税務課担当係長 事職 尾崎 聖明 こども青少年局子育て支援部保育

・教育人材課担当係長

旭区総務部税務課担当係長 事職 望月 敏光 再任用

旭区総務部税務課担当係長 事職 和田 健 旭区総務部税務課担当係長

（旭区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

旭区福祉保健センター福祉保健課事業企画担 事職 武島 かおり 戸塚区福祉保健センター福祉保健

当係長 課健康づくり係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

旭区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係 技職 伊澤 三彩 食肉衛生検査所担当係長

長

（保健所兼務）

旭区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 田 健太郎 こども青少年局子育て支援部保育

・障害サービス係長 対策課担当係長

（保健所兼務）
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【係長級】

旭区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 安部 拓磨 政策局勤務

係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

旭区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 上山 智輝 西部児童相談所相談指導担当係長

係長

（保健所兼務）

旭区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 松島 崇将 西区勤務

当係長

（査察指導担当兼務）

旭区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 間宮 重幸 保土ケ谷土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務）

旭土木事務所下水道・公園係長 技職 近藤 太一 都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部

（環境創造局・道路局兼務） ＩＲ推進課担当係長

磯子区総務部総務課庶務係長 事職 金下 友之 磯子区福祉保健センター保険年金

（地域防災担当兼務） 課収納担当係長

（磯子区総務部税務課滞納整理担

当兼務）

磯子区総務部総務課担当係長 事職 杉山 拓 磯子区総務部地域振興課活動支援

係長

磯子区総務部総務課担当係長 事職 大津 草絵子 磯子区福祉保健センター保険年金

課保険係長

磯子区総務部総務課担当係長 事職 金子 佳与子 磯子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）

磯子区総務部総務課予算調整係長 事職 中川 敦之 監査事務局監査部財務監査課担当

係長

磯子区総務部総務課統計選挙係長 事職 松本 亮介 青葉区勤務

磯子区総務部地域振興課地域活動係長 事職 根本 一弘 磯子区総務部地域振興課地域振興

係長

磯子区総務部地域振興課区民活動支援担当係 事職 中鉢 祐樹 磯子区総務部総務課統計選挙係長

長

磯子区総務部地域振興課区民活動支援担当係 事職 高橋 美和 磯子区総務部地域振興課施設利用

長 推進担当係長

磯子区総務部戸籍課担当係長 事職 秋本 航太 鶴見区勤務

磯子区総務部税務課担当係長 事職 萩原 一行 市民局区政支援部窓口サービス課

（磯子区福祉保健センター保険年金課滞納整 担当係長

理担当兼務）

磯子区総務部税務課担当係長 事職 飯島 宗 鶴見区勤務

（磯子区福祉保健センター保険年金課滞納整

理担当兼務）
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【係長級】

磯子区福祉保健センター医務担当係長 医職 近藤 修治 神奈川区福祉保健センター医務担

（健康福祉局健康安全部健康安全課医務担当 当係長

係長兼務）（保健所兼務） （保健所兼務）

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課担 事職 松山 浩士 港北区勤務

当係長

（保健所兼務）

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課担 事職 藤井 健一 健康福祉局生活福祉部生活支援課

当係長 援護対策担当係長

（保健所兼務）

磯子区福祉保健センターこども家庭支援課担 医職 佐藤 朱美 中区勤務

当係長

（保健所兼務）

磯子区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 木村 貴紀 磯子区勤務

当係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

磯子区滝頭保育園長 事職 田中 淳子 磯子区東滝頭保育園副園長

磯子区東滝頭保育園副園長 事職 川﨑 淳子 港南区勤務

磯子区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 川嶋 美香 磯子区総務部総務課担当係長

磯子区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 吉田 知子 中区福祉保健センター生活支援課

担当係長 生活支援担当係長

（査察指導担当兼務） （査察指導担当兼務）

磯子区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 長澤 健一郎 総務局勤務

磯子区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 鈴木 惣 磯子区総務部税務課担当係長

係長 （磯子区福祉保健センター保険年

（磯子区総務部税務課滞納整理担当兼務） 金課滞納整理担当兼務）

磯子土木事務所道路係長 技職 荒井 正人 道路局担当係長

（環境創造局・道路局兼務） （東日本高速道路株式会社派遣）

金沢区総務部総務課担当係長 事職 雙田 絵美 金沢区福祉保健センターこども家

庭支援課担当係長

（教育委員会事務局南部学校教育

事務所地域連携推進担当係長兼務

）（保健所兼務）

金沢区総務部総務課予算調整係長 事職 田中 真紀子 文化観光局文化芸術創造都市推進

部文化振興課担当係長

金沢区総務部区政推進課広報相談係長 事職 藤田 健一 こども青少年局こども福祉保健部

こども家庭課施設整備担当係長

金沢区総務部地域振興課地域力推進担当係長 医職 青木 かの子 再任用

（金沢区総務部区政推進課地域力推進担当係

長兼務）
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

金沢区総務部地域振興課区民活動支援担当係 事職 野中 大介 磯子区福祉保健センター高齢・障

長 害支援課担当係長

（保健所兼務）

金沢区総務部戸籍課担当係長 事職 中澤 宣裕 こども青少年局青少年部放課後児

童育成課整備担当係長

（教育委員会事務局施設部教育施

設課担当係長兼務）

金沢区総務部税務課担当係長 事職 上島 玄 神奈川区総務部税務課担当係長

（金沢区福祉保健センター保険年金課滞納整 （神奈川区福祉保健センター保険

理担当兼務） 年金課滞納整理担当兼務）

金沢区総務部区会計室会計係長 事職 種村 麻衣子 金沢区総務部総務課担当係長

金沢区福祉保健センター生活衛生課環境衛生 技職 平片 いぶき 健康福祉局勤務

係長

（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 魚屋 博子 健康福祉局高齢健康福祉部介護事

齢・障害係長 業指導課運営支援係長

（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課障 事職 佐藤 愛 南区福祉保健センター生活支援課

害者支援担当係長 生活支援担当係長

（保健所兼務） （査察指導担当兼務）

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課こ 医職 浅野 道代 都筑区勤務

ども家庭支援担当係長

（保健所兼務）

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 辻 佳代子 教育委員会事務局学校教育企画部

当係長 学校支援・地域連携課地域連携係

（教育委員会事務局南部学校教育事務所地域 長

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

金沢区金沢さくら保育園副園長 事職 木本 元子 中区勤務

金沢区福祉保健センター保険年金課国民年金 事職 佐々木 洋之 医療局医療政策部医療政策課担当

係長 係長

金沢区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 三浦 真紀子 健康福祉局勤務

金沢区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 黑田 靖一 総務局危機管理室危機管理部地域

係長 防災課担当係長

港北区総務部総務課統計選挙係長 事職 安田 裕一 西区勤務

港北区総務部戸籍課担当係長 事職 古屋 彩香 港北区勤務

港北区総務部戸籍課担当係長 事職 堀込 ひとみ 鶴見区勤務

港北区総務部戸籍課日吉駅行政サービスコー 事職 中野 広和 再任用

ナー担当係長

港北区総務部税務課担当係長 事職 山田 有美 緑区総務部税務課担当係長
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【係長級】

港北区総務部税務課担当係長 事職 松下 寛 政策局担当係長

（港北区福祉保健センター保険年金課滞納整 （公立大学法人横浜市立大学派遣

理担当兼務） ）

港北区総務部税務課担当係長 事職 平田 勝己 再任用

（港北区福祉保健センター保険年金課滞納整

理担当兼務）

港北区福祉保健センター福祉保健課健康づく 医職 秋田 萌 神奈川区勤務

り係長

（保健所兼務）

港北区福祉保健センター生活衛生課環境衛生 技職 吉橋 栄吉 衛生研究所理化学検査研究課担当

係長 係長

（保健所兼務）

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 大澤 規美子 南区福祉保健センター高齢・障害

齢者支援担当係長 支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課障 事職 酒井 拓水 こども青少年局こども福祉保健部

害者支援担当係長 障害児福祉保健課担当係長

（保健所兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 今西 麻美 こども青少年局担当係長

ども家庭係長 （厚生労働省派遣）

（保健所兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課保 書記 原田 清太郎 議会局勤務

育担当係長

（保健所兼務）

港北区港北保育園長 事職 大久保 滋子 都筑区茅ケ崎南保育園長

港北区南日吉保育園長 事職 井 夏子 戸塚区舞岡保育園長

港北区菊名保育園長 事職 木川 英美 青葉区美しが丘保育園副園長

港北区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 松迫 洋昭 再任用

担当係長

（査察指導担当兼務）

港北区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 後藤 由樹 経済局勤務

港北区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 野﨑 貴之 政策局担当係長

係長 （公立大学法人横浜市立大学派遣

（港北区総務部税務課滞納整理担当兼務） ）

港北土木事務所下水道・公園係長 技職 荒畑 陽 環境創造局公園緑地部公園緑地整

（環境創造局・道路局兼務） 備課担当係長

緑区総務部総務課統計選挙係長 事職 佐々木 美登 教育委員会事務局学校教育企画部

学校支援・地域連携課就学係長

緑区総務部区政推進課広報相談係長 事職 山下 育子 緑区勤務
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【係長級】

緑区総務部区政推進課企画調整係長 事職 西森 正則 総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管

理課担当係長

緑区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 大山 敏彦 再任用

緑区総務部地域振興課地域力推進担当係長 事職 佐藤 靖彦 港北区総務部税務課担当係長

（緑区総務部区政推進課地域力推進担当係長

兼務）

緑区総務部戸籍課担当係長 事職 鈴木 政憲 南区福祉保健センター保険年金課

保険係長

緑区総務部税務課担当係長 事職 三木 淳 南区総務部地域振興課区民活動推

進係長

緑区総務部区会計室会計係長 事職 樋口 良樹 泉区総務部区会計室会計係長

緑区福祉保健センター福祉保健課健康づくり 事職 山尾 敏弘 健康福祉局高齢健康福祉部地域包

係長 括ケア推進課担当係長

（保健所兼務） （港北区福祉保健センター高齢・

障害支援課地域包括ケア推進担当

係長兼務）（保健所兼務）

緑区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係 技職 井上 亜希子 健康福祉局勤務

長

（保健所兼務）

緑区福祉保健センター高齢・障害支援課介護 事職 小松 清純 緑区福祉保健センター高齢・障害

保険担当係長 支援課障害者支援担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

緑区福祉保健センター高齢・障害支援課障害 事職 米山 のぞみ 健康福祉局生活福祉部生活支援課

者支援担当係長 生活困窮者支援担当係長

（保健所兼務） （区福祉保健センター生活支援課

生活困窮者支援担当係長兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 町田 健太郎 中区総務部戸籍課担当係長

係長

（保健所兼務）

緑区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 竹田 雄矢 神奈川区勤務

係長

（教育委員会事務局北部学校教育事務所地域

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

緑区鴨居保育園副園長 事職 髙野 由美 緑区勤務

緑区福祉保健センター生活支援課生活支援係 事職 稻垣 秀樹 西区福祉保健センター生活支援課

長 生活支援係長

緑区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 石川 千恵子 緑区勤務

当係長

（査察指導担当兼務）

緑区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 青野 玲奈 緑区総務部総務課担当係長
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【係長級】

緑土木事務所管理係長 事職 石井 淳 港北区総務部税務課担当係長

（環境創造局・道路局兼務） （港北区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

青葉区総務部総務課統計選挙係長 事職 長谷川 亜希 緑区勤務

青葉区総務部区政推進課企画調整係長 事職 久保 謙二 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

青葉区総務部区政推進課まちづくり調整担当 技職 佐藤 孝之 都市整備局市街地整備部市街地整

係長 備推進課担当係長

（青葉土木事務所担当係長兼務）（都市整備

局地域まちづくり部地域まちづくり課担当係

長兼務）

青葉区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 玉川 信一 再任用

（青葉区総務部地域振興課地域力推進担当係

長兼務）

青葉区総務部戸籍課担当係長 事職 荻野 温子 緑区勤務

青葉区総務部税務課担当係長 事職 田嶋 淳一 泉区総務部区政推進課地域力推進

（青葉区福祉保健センター保険年金課滞納整 担当係長

理担当兼務） （泉区総務部地域振興課地域力推

進担当係長兼務）

青葉区総務部区会計室会計係長 事職 五百木 直子 経済局政策調整部総務課担当係長

青葉区福祉保健センター福祉保健課運営企画 事職 鈴木 正則 市民局市民協働推進部地域活動推

係長 進課担当係長

（保健所兼務）

青葉区福祉保健センター高齢・障害支援課高 医職 藤澤 美穂 南区福祉保健センターこども家庭

齢者支援担当係長 支援課子育て支援担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課保 事職 吉村 昇 旭区福祉保健センター福祉保健課

育担当係長 事業企画担当係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 三根 友香 総務局勤務

当係長

（教育委員会事務局北部学校教育事務所地域

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

青葉区美しが丘保育園副園長 事職 道下 亜子 港北区勤務

青葉区荏田保育園長 事職 齋藤 恵 中区山手保育園長

青葉区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 佐々木 誠幸 こども青少年局子育て支援部子育

て支援課担当係長

青葉土木事務所下水道・公園係長 技職 松中 渉 都市整備局企画部企画課担当係長

（環境創造局・道路局兼務）
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【係長級】

都筑区総務部総務課担当係長 事職 堀越 美紗 都筑区福祉保健センター保険年金

課給付担当係長

都筑区総務部総務課統計選挙係長 事職 湯淺 真弥 都筑区福祉保健センターこども家

庭支援課保育運営担当係長

（保健所兼務）

都筑区総務部区政推進課企画調整係長 事職 新井 光恵 道路局計画調整部企画課担当係長

都筑区総務部区政推進課まちづくり調整担当 技職 中原 一郎 建築局公共建築部施設整備課新市

係長 庁舎整備担当係長

（都筑土木事務所担当係長兼務） （総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）

都筑区総務部地域振興課地域振興係長 事職 石井 泉 都筑区福祉保健センターこども家

庭支援課青少年支援・学校地域連

携担当係長

（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係長兼務

）（保健所兼務）

都筑区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 金子 将行 資源循環局港南事務所副所長

都筑区総務部戸籍課担当係長 事職 福田 胤 都筑区総務部総務課担当係長

都筑区総務部税務課担当係長 事職 水木 伸一 水道局給水サービス部三ツ境水道

事務所事務係長

都筑区福祉保健センター福祉保健課運営企画 事職 八巻 裕路 都筑区総務部総務課担当係長

係長

（保健所兼務）

都筑区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 栗山 慶美 西区福祉保健センター保険年金課

齢支援担当係長 保険係長

（保健所兼務）

都筑区福祉保健センター高齢・障害支援課障 事職 山本 いづみ 鶴見区福祉保健センター生活支援

害支援担当係長 課生活支援担当係長

（保健所兼務） （査察指導担当兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課こ 医職 岡本 綾子 教育委員会事務局教職員人事部教

ども家庭支援担当係長 職員労務課教職員健康担当係長

（保健所兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課保 事職 阿部 壮紘 市民病院臨床研究部担当係長

育運営担当係長

（保健所兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課青 事職 磯村 太基 都筑区総務部区政推進課企画調整

少年支援・学校地域連携担当係長 係長

（教育委員会事務局北部学校教育事務所地域

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務）

都筑区みどり保育園副園長 事職 清水 千穂子 保土ケ谷区勤務
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【係長級】

都筑区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 小杉 佐由利 都筑区福祉保健センター生活支援

係長 課生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

都筑区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 高橋 諒 緑区勤務

担当係長

（査察指導担当兼務）

都筑区福祉保健センター保険年金課国民年金 事職 福田 真理 都筑区福祉保健センター保険年金

係長 課保険係長

都筑区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 北風 保 港北区総務部戸籍課日吉駅行政サ

ービスコーナー担当係長

都筑区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 青木 舞 青葉区総務部総務課担当係長

係長

都筑土木事務所下水道・公園係長 技職 尾﨑 智弘 道路局河川部河川企画課担当係長

（環境創造局・道路局兼務）

戸塚区総務部総務課担当係長 事職 上田 久美子 戸塚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）

戸塚区総務部総務課統計選挙係長 事職 小川 伸子 都筑区総務部戸籍課担当係長

戸塚区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 福山 郁敏 再任用

（戸塚区総務部地域振興課地域力推進担当係

長兼務）

戸塚区総務部戸籍課担当係長 事職 奥野 幸夫 戸塚区福祉保健センター生活支援

課事務係長

戸塚区総務部戸籍課担当係長 事職 福島 容子 磯子区福祉保健センター生活支援

課事務係長

戸塚区総務部税務課担当係長 事職 生沼 行章 栄区勤務

戸塚区総務部税務課担当係長 事職 桝本 崇 財政局主税部税務課課税担当係長

戸塚区総務部区会計室会計係長 事職 山田 大祐 総務局危機管理室危機管理部危機

管理課担当係長

（戸塚区総務部総務課危機管理・

地域防災担当係長兼務）

戸塚区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 渡辺 光 こども青少年局勤務

担当係長

（保健所兼務）

戸塚区福祉保健センター福祉保健課健康づく 事職 尾﨑 匡 瀬谷区総務部税務課担当係長

り係長 （瀬谷区福祉保健センター保険年

（保健所兼務） 金課滞納整理担当兼務）

戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課障 事職 高橋 明子 港南区勤務

害者支援担当係長

（保健所兼務）
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【係長級】

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 渡部 清香 市民局担当係長

当係長 （東京オリンピック・パラリンピ

（保健所兼務）（こども青少年局兼務） ック競技大会組織委員会派遣）

戸塚区舞岡保育園長 事職 佐藤 千恵 戸塚区川上保育園副園長

戸塚区川上保育園副園長 事職 村上 直美 磯子区勤務

戸塚区福祉保健センター生活支援課事務係長 事職 岡 崇 環境創造局総務部経理経営課担当

係長

戸塚区福祉保健センター生活支援課生活支援 事職 中野 大介 中区勤務

担当係長

（査察指導担当兼務）

戸塚区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 松本 史彦 保土ケ谷区総務部戸籍課担当係長

係長

（戸塚区総務部税務課滞納整理担当兼務）

戸塚土木事務所管理係長 事職 山口 子 神奈川区福祉保健センター保険年

（環境創造局・道路局兼務） 金課給付担当係長

戸塚土木事務所道路係長 技職 遠藤 昭 水道局給水サービス部鶴見水道事

（環境創造局・道路局兼務） 務所維持係長

栄区総務部総務課担当係長 事職 藤見 梓 栄区総務部戸籍課担当係長

栄区総務部総務課予算調整係長 事職 天住 仁 緑区福祉保健センター保険年金課

保険係長

栄区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 小松 徹 再任用

栄区総務部地域振興課生涯学習支援係長 事職 細井 沙友里 栄区福祉保健センターこども家庭

支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

栄区総務部戸籍課担当係長 事職 藤井 佳奈絵 市民局勤務

栄区総務部税務課担当係長 事職 門眞 眞子 旭区総務部税務課担当係長

栄区総務部税務課担当係長 事職 坂入 章子 西区総務部区会計室会計係長

（栄区福祉保健センター保険年金課滞納整理

担当兼務）

栄区総務部区会計室会計係長 事職 加藤 美奈 金沢区総務部区会計室会計係長

栄区福祉保健センター福祉保健課事業企画担 事職 大野 和義 医療局医療政策部医療政策課担当

当係長 係長

（保健所兼務）

栄区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 緒方 千絵 建築局勤務

係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）
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【係長級】

栄区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 山﨑 由佳 健康福祉局高齢健康福祉部地域包

係長 括ケア推進課担当係長

（教育委員会事務局南部学校教育事務所地域 （栄区福祉保健センター高齢・障

連携推進担当係長兼務）（保健所兼務） 害支援課地域包括ケア推進担当係

長兼務）（保健所兼務）

栄区公田保育園長 事職 山崎 穂奈美 栄区桂台保育園副園長

栄区上郷保育園長 事職 赤堀 祐子 神奈川区松見保育園副園長

栄区桂台保育園副園長 事職 稲垣 久美子 北部児童相談所一時保護係長

栄区福祉保健センター生活支援課生活支援係 事職 鈴木 治美 旭区福祉保健センター生活支援課

長 生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

栄区福祉保健センター保険年金課給付担当係 事職 渡邉 盛夫 総務局担当係長

長 （横浜市職員共済組合派遣）

栄土木事務所管理係長 事職 大谷 雅弘 栄区総務部税務課担当係長

（環境創造局・道路局兼務）

泉区総務部総務課予算調整係長 事職 大河原 晶子 泉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）

泉区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 立川 日出子 都市整備局担当係長

（泉区総務部地域振興課地域力推進担当係長 （一般社団法人横浜みなとみらい

兼務） ２１派遣）

泉区総務部戸籍課担当係長 事職 小島 玲子 泉区勤務

泉区総務部区会計室会計係長 事職 越後 行輔 緑区総務部区会計室会計係長

泉区福祉保健センター福祉保健課健康づくり 事職 池田 敬士 医療局病院経営本部勤務

係長

（保健所兼務）

泉区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 梅田 久嘉 栄区福祉保健センター保険年金課

・障害係長 給付担当係長

（保健所兼務）

泉区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 志澤 淳 健康福祉局勤務

者支援担当係長

（保健所兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭支援課担当 事職 千田 有希苗 総務局勤務

係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

泉区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 近藤 真代 健康福祉局勤務

当係長

（査察指導担当兼務）
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【係長級】

泉区福祉保健センター生活支援課生活支援担 事職 野口 智子 泉区勤務

当係長

（査察指導担当兼務）

泉区福祉保健センター保険年金課国民年金係 事職 佐々木 由美子 泉区総務部総務課予算調整係長

長

泉区福祉保健センター保険年金課給付担当係 事職 勝倉 大輔 健康福祉局生活福祉部医療援助課

長 福祉医療係長

瀬谷区総務部総務課統計選挙係長 事職 奥津 哲也 総務局勤務

瀬谷区総務部区政推進課企画調整係長 事職 道原 洋介 港北区総務部総務課統計選挙係長

瀬谷区総務部区政推進課まちづくり調整担当 技職 竹本 健吾 建築局勤務

係長

（瀬谷土木事務所担当係長兼務）

瀬谷区総務部地域振興課地域活動係長 事職 曽宮 幸之助 瀬谷区総務部税務課担当係長

瀬谷区総務部地域振興課担当係長 事職 金原 宗武 瀬谷区総務部総務課統計選挙係長

瀬谷区総務部戸籍課担当係長 事職 市川 絹子 栄区福祉保健センター高齢・障害

支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

瀬谷区総務部税務課担当係長 事職 漆畑 直 財政局主税部税務課担当係長

瀬谷区総務部税務課担当係長 事職 野口 浩 温暖化対策統括本部企画調整部調

（瀬谷区福祉保健センター保険年金課滞納整 整課担当係長

理担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター福祉保健課健康づく 医職 舟木 文華 総務局勤務

り係長

（保健所兼務）

瀬谷区福祉保健センター生活衛生課生活衛生 技職 白川 冬 磯子区福祉保健センター生活衛生

係長 課食品衛生係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

瀬谷区福祉保健センター高齢・障害支援課担 事職 速水 英子 神奈川区福祉保健センター福祉保

当係長 健課運営企画係長

（保健所兼務） （保健所兼務）

瀬谷区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 木村 優 中福祉授産所長

当係長

（保健所兼務）（こども青少年局兼務）

瀬谷区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 矢吹 浩二 瀬谷区福祉保健センター高齢・障

係長 害支援課担当係長

（保健所兼務）

瀬谷区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 野澤 智之 神奈川区総務部戸籍課担当係長

係長

（瀬谷区総務部税務課滞納整理担当兼務）
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【係長級】

瀬谷土木事務所管理係長 事職 富田 紀行 都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部

（環境創造局・道路局兼務） ＩＲ推進課担当係長

温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当係 事職 安室 愛 保土ケ谷区総務部総務課予算調整

長 係長

温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当係 事職 小林 武 温暖化対策統括本部企画調整部Ｓ

長 ＤＧｓ未来都市推進課担当係長

温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当係 技職 吉田 光 温暖化対策統括本部担当係長

長 （環境省派遣）

温暖化対策統括本部企画調整部プロジェクト 技職 七呂 道輝 建築局公共建築部電気設備課担当

推進課担当係長 係長

（医療局病院経営本部兼務）

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ未来 技職 赤谷 知子 温暖化対策統括本部企画調整部調

都市推進課担当係長 整課担当係長

温暖化対策統括本部企画調整部ＳＤＧｓ未来 事職 小野寺 智香 温暖化対策統括本部担当係長

都市推進課担当係長 （外務省派遣）

温暖化対策統括本部担当係長 技職 権田 優 環境創造局下水道施設部下水道水

（環境省派遣） 質課担当係長

温暖化対策統括本部担当係長 事職 神谷 奈緒美 国際局勤務

（外務省派遣）

政策局総務部総務課担当係長 事職 佐々木 久恵 西区福祉保健センター高齢・障害

支援課高齢担当係長

（保健所兼務）

政策局総務部総務課担当係長 事職 藤井 絢子 政策局共創推進室共創推進課担当

係長

政策局総務部総務課担当係長 事職 髙橋 雅也 政策局政策部政策課担当係長

政策局大都市制度・広域行政室大都市制度推 事職 小野 恵梨子 東京プロモーション本部担当係長

進課担当係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 伊藤 恵美 教育委員会事務局総務部教育政策

推進課担当係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 結城 伸樹 総務局しごと改革室行政・情報マ

ネジメント課文書管理担当係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 森岡 有紀 東京都

政策局政策部政策課担当係長 事職 黒田 佳和 健康福祉局高齢健康福祉部地域包

括ケア推進課地域包括ケア推進係

長

（医療局疾病対策部がん・疾病対

策課地域包括ケア推進担当係長兼

務）

政策局政策部政策課担当係長 技職 柳瀬 健司 建築局勤務
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【係長級】

政策局芸術創造本部室芸術創造部芸術創造課 事職 中山 拓 政策局政策部政策課担当係長

担当係長

政策局芸術創造本部室劇場計画部劇場計画課 事職 久保田 由紀 栄区福祉保健センターこども家庭

担当係長 支援課担当係長

（教育委員会事務局南部学校教育

事務所地域連携推進担当係長兼務

）（保健所兼務）

政策局芸術創造本部室劇場計画部劇場計画課 事職 新木 大介 文化観光局担当係長

担当係長 （文化庁派遣）

政策局芸術創造本部室劇場計画部劇場計画課 技職 後藤 俊一 政策局政策部政策課担当係長

担当係長

政策局芸術創造本部室劇場計画部劇場計画課 技職 岸 直樹 政策局政策部政策課担当係長

担当係長

政策局男女共同参画推進課担当係長 事職 上ノ町 樹 政策局担当係長

（内閣府派遣）

政策局男女共同参画推進課担当係長 書記 辰巳 秋穂 議会局市会事務部政策調査課政策

調査担当係長

政策局秘書部秘書課担当係長 事職 藤森 健弘 経済局成長戦略推進部企業誘致・

立地課担当係長

（東京プロモーション本部兼務）

政策局秘書部秘書課報道担当係長 事職 吉田 智一 市民局スポーツ統括室ラグビーＷ

杯２０１９推進部ラグビーＷ杯２

０１９推進課担当係長

政策局共創推進室共創推進課担当係長 事職 小林 弘典 金沢区福祉保健センター保険年金

課給付担当係長

東京プロモーション本部担当係長 事職 城石 康秀 市民局勤務

政策局大学調整課担当係長 事職 亀若 智洋 資源循環局政策調整部政策調整課

担当係長

政策局担当係長 事職 松林 遼 政策局勤務

（公立大学法人横浜市立大学派遣）

政策局担当係長 技職 阿部 栄一 都市整備局勤務

（公立大学法人横浜市立大学派遣）

政策局担当係長 事職 大熊 如水 財政局勤務

（公立大学法人横浜市立大学派遣）

政策局担当係長 事職 新谷 惠理子 市民局勤務

（内閣府派遣）

政策局担当係長 事職 川坂 孝治 健康福祉局総務部企画課担当係長

（日本舞台芸術振興会派遣） （区総務部税務課担当係長兼務）

市民局スポーツ統括室ラグビー
ワールドカップ2019推進部ラグ
ビーワールドカップ2019推進課
担当係長
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【係長級】

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 溝口 隼也人 建築局勤務

係長

（鶴見区総務部総務課危機管理・地域防災担

当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 陣野 洋平 消防局西消防署総務・予防課浅間

係長 町消防出張所長

（西区総務部総務課危機管理・地域防災担当 （消防局西消防署警防課浅間町消

係長兼務） 防出張所第一係長兼務）（消防局

西消防署警防課浅間町消防出張所

第二係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 小林 和宏 道路局勤務

係長

（中区総務部総務課危機管理・地域防災担当

係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 田辺 政之 栄消防署豊田消防出張所長

係長

（港南区総務部総務課危機管理・地域防災担

当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 中畑 郁実 消防局消防訓練センター教育課担

係長 当係長

（旭区総務部総務課危機管理・地域防災担当

係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 元木 拓也 建築局企画部建築防災課担当係長

係長

（港北区総務部総務課危機管理・地域防災担

当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 百瀬 文彦 都筑消防署川和消防出張所長

係長

（都筑区総務部総務課危機管理・地域防災担

当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 橋垣 克義 経済局政策調整部総務課担当係長

係長 （気仙沼市派遣）

（南区総務部総務課危機管理・地域防災担当

係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 楯 義則 金沢消防署能見台消防出張所長

係長

（金沢区総務部総務課危機管理・地域防災担

当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 神山 徳彦 都筑区総務部地域振興課資源化推

係長 進担当係長

（戸塚区総務部総務課危機管理・地域防災担

当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 笠羽 一博 青葉区総務部総務課担当係長

係長 （葛尾村派遣）

（緑区総務部総務課危機管理・地域防災担当

係長兼務）
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【係長級】

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 山口 裕司 市民局勤務

係長

（栄区総務部総務課危機管理・地域防災担当

係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 椎野 巧 政策局担当係長

係長 （内閣府派遣）

（泉区総務部総務課危機管理・地域防災担当

係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 志村 公春 南区総務部区政推進課広報相談係

係長 長

（瀬谷区総務部総務課危機管理・地域防災担

当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 事職 市川 洋文 総務局総務部管理課管理調整担当

係長 係長

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 事職 臼倉 大輔 新採用（海上保安庁）

係長

総務局危機管理室危機管理部防災企画課担当 事職 吉田 哲朗 教育委員会事務局勤務

係長

総務局危機管理室危機管理部防災企画課担当 消吏 芥田 真樹 消防局総務部人事課人材育成・監

係長 察担当係長

総務局危機管理室危機管理部地域防災課担当 事職 市川 裕人 総務局危機管理室危機管理部危機

係長 管理課災害救助法担当係長

総務局危機管理室危機管理部地域防災課担当 事職 飯塚 信太郎 総務局危機管理室危機管理部危機

係長 管理課担当係長

（南区総務部総務課危機管理・地

域防災担当係長兼務）

総務局総務部総務課担当係長 事職 山根 由理 総務局人事部職員健康課健康係長

総務局総務部管理課新市庁舎整備担当係長 事職 渡辺 裕子 総務局勤務

（建築局公共建築部施設整備課新市庁舎整備

担当係長兼務）

総務局総務部管理課新市庁舎整備担当係長 技職 梅嶋 彰 建築局公共建築部施設整備課新市

（建築局公共建築部施設整備課新市庁舎整備 庁舎整備担当係長

担当係長兼務） （総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）

総務局総務部管理課守衛長 事職 湯川 秀夫 総務局総務部管理課警備長

（議会局兼務） （議会局兼務）（再任用）

総務局総務部法制課育成支援担当係長 事職 松岡 崇 総務局総務部法制課法制担当係長

総務局総務部法制課育成支援担当係長 事職 中島 賢一 総務局総務部法制課育成支援担当

（東京都派遣） 係長

総務局総務部法制課育成支援担当係長 事職 大久保 昌直 文化観光局総務部総務課担当係長



88 5 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

総務局総務部法制課法制担当係長 事職 瀬 雄大 総務局総務部法制課育成支援担当

係長

（東京都派遣）

総務局総務部集約事務審査課担当係長 事職 辻 圭介 総務局しごと改革室行政・情報マ

ネジメント課担当係長

総務局総務部物品事務集約課担当係長 事職 松永 由織 建築局担当係長

（横浜市建築保全公社派遣）

総務局コンプライアンス推進室コンプライア 事職 黒川 匠 神奈川区福祉保健センター高齢・

ンス推進課担当係長 障害支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

総務局人事部人事課担当係長 事職 江原 歳允 監査事務局監査部財務監査課担当

係長

総務局人事部人事課制度推進担当係長 事職 宮崎 潤 総務局勤務

総務局人事部人事課人事第二係長 事職 森 厚太 総務局人事部人事課担当係長

総務局人事部労務課労務係長 事職 林 尚子 教育委員会事務局教職員人事部教

職員人事課任用係長

総務局人事部労務課担当係長 事職 末岡 雅幸 総務局勤務

総務局人事部労務課給与係長 事職 立川 清崇 医療局医療政策部職員課担当係長

（医療局病院経営本部兼務）

総務局人事部労務課担当係長 事職 望月 正己 再任用

（再任用）

総務局人事部職員健康課健康係長 事職 柳生 留美 市民局広報相談サービス部広聴相

談課担当係長

総務局人事部人材開発課担当係長 技職 荻久保 寛 南土木事務所下水道・公園係長

（環境創造局・道路局兼務）

総務局人事部人材開発課担当係長 技職 石橋 仁 中央卸売市場本場南部市場活用課

担当係長

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 熊谷 秀三 総務局総務部管理課守衛長

（議会局兼務）（再任用）

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 小山 陽平 財政局勤務

（民間企業派遣）

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 淺埜 陽子 国際局勤務

（民間企業派遣）

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 石黒 悠大 鶴見区勤務

（東京都派遣）

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 中村 秀哉 青葉区総務部税務課担当係長

（民間企業派遣） （青葉区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）
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【係長級】

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 和賀登 功大 港北区勤務

（民間企業派遣）

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 髙森 啓太 健康福祉局健康安全部環境施設課

（政策研究大学院大学派遣） 墓地整備計画担当係長

総務局人事部人材開発課担当係長 事職 桑田 雄飛 国際局国際政策部国際連携課欧州

（政策研究大学院大学派遣） 米州担当係長

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 宮永 祐輔 総務局しごと改革室行政・情報マ

課担当係長 ネジメント課ワークスタイル担当

係長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 消吏 中野 岳 消防局勤務

課担当係長

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 十鳥 美津子 港北区総務部地域振興課生涯学習

課マイナンバー制度担当係長 支援係長

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 森本 史子 青葉区勤務

課担当係長

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 高岡 隆守 総務局勤務

課情報セキュリティ担当係長

（情報セキュリティ大学院大学派遣）

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 阿部 聡 総務局しごと改革室行政・情報マ

課文書管理担当係長 ネジメント課外郭団体担当係長

（総務局総務部管理課新市庁舎整備担当係長

兼務）

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 事職 薬袋 浩 再任用

課市史資料室担当係長

総務局しごと改革室行政・情報マネジメント 書記 坂下 遼 議会局市会事務部総務課議長担当

課外郭団体担当係長 係長

総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管理課担当係 事職 森田 明 総務局担当係長

長 （総務省派遣）

総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管理課担当係 事職 細田 宇 総務局しごと改革室行政・情報マ

長 ネジメント課情報セキュリティ担

当係長

（情報セキュリティ大学院大学派

遣）

総務局しごと改革室住民情報システム課担当 事職 中山 亮介 総務局勤務

係長

総務局担当係長 事職 松平 譲 監査事務局監査部財務監査課担当

（横浜市職員共済組合派遣） 係長

総務局担当係長 事職 山口 陽子 瀬谷区総務部地域振興課担当係長

（横浜市職員共済組合派遣）



88 7 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

総務局担当係長 事職 佐々木 重広 再任用

（横浜市職員厚生会）

総務局担当係長 事職 俵口 万智 市民局勤務

（総務省派遣）

財政局財政部財源課担当係長 事職 村 一記 財政局財政部財政課担当係長

財政局財政部財政課担当係長 事職 久家 瑞樹 旭区総務部総務課統計選挙係長

財政局財政部財政課担当係長 事職 出口 聖子 政策局担当係長

（公立大学法人横浜市立大学派遣

）

財政局財政部財政課財政調査係長 事職 高瀨 蔵人 財政局財政部財政課担当係長

財政局財政部財政課企画担当係長 事職 小田 友希子 金沢区総務部総務課予算調整係長

財政局主税部税制課税務システム再構築等担 事職 大矢 直 財政局主税部償却資産課担当係長

当係長

財政局主税部税務課担当係長 事職 髙橋 雄 都筑区総務部税務課担当係長

財政局主税部税務課課税担当係長 事職 山本 大 財政局担当係長

（地方税共同機構派遣）

財政局主税部徴収対策課担当係長 事職 岡野 鳴穂 財政局主税部法人課税課担当係長

財政局主税部法人課税課担当係長 事職 金子 純明 港南区総務部総務課統計選挙係長

財政局主税部償却資産課担当係長 事職 片山 玲子 水道局事業推進部公民連携推進課

担当係長

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 星﨑 広志 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観

（区総務部税務課担当係長兼務） 光振興課担当係長

財政局契約部契約第一課担当係長 事職 岩屋 亮太朗 財政局総務部総務課担当係長

（水道局兼務）（交通局兼務）

財政局契約部契約第二課委託契約係長 事職 峯田 貴宏 財政局契約部契約第二課担当係長

（水道局兼務）（交通局兼務） （水道局兼務）（交通局兼務）

財政局管財部管財課管財係長 事職 八田羽 拓也 港湾局港湾管財部管財第一課担当

係長

財政局公共施設・事業調整室公共施設・事業 事職 御船 隆之 建築局住宅部住宅政策課担当係長

調整課担当係長

財政局公共施設・事業調整室公共施設・事業 技職 東 康子 都筑区総務部区政推進課まちづく

調整課担当係長 り調整担当係長

（都筑土木事務所担当係長兼務）

国際局国際政策部政策総務課担当係長 事職 松本 貴之 国際局担当係長

（経済産業省派遣）
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【係長級】

国際局国際政策部国際連携課アジア大洋州担 事職 品川 勝史 国際局国際政策部国際連携課アフ

当係長 リカ開発会議担当係長

国際局国際政策部国際連携課欧州米州担当係 事職 栗林 岳大 国際局国際政策部政策総務課担当

長 係長

国際局国際政策部国際連携課欧州米州担当係 事職 中山 大輔 温暖化対策統括本部企画調整部調

長 整課担当係長

国際局国際政策部国際連携課担当係長 事職 矢部 英亮 水道局勤務

国際局国際協力部国際協力課国際技術協力担 事職 舟木 由以子 国際局国際協力部国際協力課担当

当係長 係長

（シティネット横浜プロジェクト

オフィス派遣）

国際局国際協力部国際協力課担当係長 技職 宮下 英之 水道局事業推進部国際事業課担当

係長（国際シンポジウム・国際担

当）

国際局国際協力部国際協力課担当係長 事職 工藤 由貴子 神奈川区総務部税務課担当係長

（シティネット横浜プロジェクトオフィス派 （神奈川区福祉保健センター保険

遣） 年金課滞納整理担当兼務）

国際局担当係長 事職 金箱 賢太郎 健康福祉局勤務

（経済産業省派遣）

市民局人権課担当係長 事職 生田 麻理子 財政局勤務

市民局地域支援部地域防犯支援課担当係長 技職 井川 惠一 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係長

市民局地域支援部市民協働推進課担当係長 事職 工藤 謙一 南区総務部総務課統計選挙係長

市民局地域支援部市民協働推進課担当係長 事職 近藤 恭子 財政局勤務

市民局広報相談サービス部広聴相談課担当係 事職 板倉 宗一郎 南区勤務

長

市民局区政支援部窓口サービス課担当係長 事職 川口 喜也 港北区総務部戸籍課担当係長

市民局区政支援部窓口サービス課担当係長 事職 田中 裕記 文化観光局文化芸術創造都市推進

部創造都市推進課担当係長

市民局区政支援部窓口サービス課担当係長 事職 受川 侑樹 南区勤務

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 事職 蛭田 篤史 南区福祉保健センターこども家庭

ツ振興課担当係長 支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 技職 中台 秀樹 教育委員会事務局施設部教育施設

ツ振興課担当係長 課整備係長

市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 事職 松本 渉 緑区総務部総務課統計選挙係長

ツ振興課担当係長
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市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポー 事職 村 明展 青葉区福祉保健センターこども家

ツ振興課担当係長 庭支援課担当係長

（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係長兼務

）（保健所兼務）

市民局スポーツ統括室オリパラ推進部オリパ 事職 小島 拓郎 水道局勤務

ラ推進課担当係長

市民局担当係長 事職 清水 直樹 鶴見区勤務

（東京オリンピック・パラリンピック競技大

会組織委員会派遣）

市民局担当係長 事職 竹松 秀人 港北区福祉保健センターこども家

（東京オリンピック・パラリンピック競技大 庭支援課保育担当係長

会組織委員会派遣） （保健所兼務）

市民局担当係長 事職 橋本 宏 経済局成長戦略推進部企業誘致・

（東京オリンピック・パラリンピック競技大 立地課担当係長

会組織委員会派遣）

文化観光局横浜魅力づくり室企画課担当係長 事職 小柳 卓 政策局担当係長

（公立大学法人横浜市立大学派遣

）

文化観光局横浜魅力づくり室企画課横浜プロ 事職 會田 巨享 文化観光局文化プログラム推進部

モーション担当係長 文化プログラム推進課担当係長

文化観光局総務部総務課担当係長 書記 小山 倫仁 議会局勤務

文化観光局総務部総務課担当係長 事職 山下 恭子 文化観光局文化芸術創造都市推進

部文化振興課担当係長

文化観光局総務部総務課担当係長 事職 山﨑 義英 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観

光振興課担当係長

文化観光局文化芸術創造都市推進部創造都市 事職 増田 修一 総務局しごと改革室行政・情報マ

推進課担当係長 ネジメント課マイナンバー制度担

当係長

文化観光局文化芸術創造都市推進部文化振興 事職 齋藤 あさぎ 財政局勤務

課担当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 事職 穴吹 恵理 政策局担当係長

当係長 （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 事職 廣川 裕次郎 磯子区総務部戸籍課担当係長

当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課担 事職 鈴木 惠子 経済局ライフイノベーション推進

当係長 課担当係長

市民局スポーツ統括室オリンピック・パラリ
ンピック推進部オリンピック・パラリンピッ
ク推進課担当係長
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文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 事職 小野 仁 瀬谷区福祉保健センターこども家

課担当係長 庭支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 技職 木村 剛 総務局人事部人材開発課担当係長

課施設担当係長

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部ＭＩＣＥ振興 事職 平井 聡 国際局国際政策部国際連携課アジ

課誘致等担当係長 ア大洋州担当係長

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 大友 純一 文化観光局横浜魅力づくり室企画

ラム推進課担当係長 課担当係長

文化観光局文化プログラム推進部文化プログ 事職 菱沼 博道 国際局国際協力部国際協力課国際

ラム推進課担当係長 技術協力担当係長

文化観光局担当係長 事職 伊藤 寛泰 文化観光局勤務

（文化庁派遣）

文化観光局担当係長 事職 田﨑 リサ 文化観光局勤務

（三溪園保勝会派遣）

経済局政策調整部企画調整課担当係長 事職 小川 靖人 栄区総務部総務課予算調整係長

経済局誘致推進部企業誘致・立地課担当係長 事職 藤原 秀美 西区総務部総務課統計選挙係長

経済局イノベーション都市推進部産業連携推 事職 伊東 裕貴 中央卸売市場食肉市場運営課運営

進課担当係長 係長

経済局イノベーション都市推進部産業連携推 事職 畑中 聡 総務局人事部人材開発課担当係長

進課担当係長 （民間企業派遣）

経済局イノベーション都市推進部新産業創造 事職 奥住 有史 経済局中小企業振興部経営・創業

課担当係長 支援課担当係長

経済局中小企業振興部経営・創業支援課担当 事職 竹内 健郎 総務局人事部人事課制度推進担当

係長 係長

経済局中小企業振興部経営・創業支援課担当 事職 佐山 如徳 経済局ライフイノベーション推進

係長 課担当係長

経済局中小企業振興部金融課緊急経営支援担 事職 川口 高志 港北区勤務

当係長

経済局中小企業振興部金融課緊急経営支援担 事職 伊藤 浩士 道路局勤務

当係長

経済局市民経済労働部雇用労働課担当係長 事職 久坂 昌之 神奈川区総務部総務課統計選挙係

長

中央卸売市場本場運営調整課担当係長 事職 酒井 裕史 中央卸売市場本場南部市場活用課

担当係長

中央卸売市場本場運営調整課担当係長 事職 服部 修治 中央図書館調査資料課担当係長
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中央卸売市場本場運営調整課担当係長 技職 山本 秀洋 教育委員会事務局勤務

中央卸売市場本場経営支援課担当係長 事職 宮田 功 都筑区総務部税務課担当係長

中央卸売市場食肉市場運営課施設係長 技職 戸田 剛 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

ＩＣＥ振興課施設担当係長

経済局担当係長 事職 髙木 彩 経済局勤務

（経済産業省派遣）

経済局担当係長 事職 深谷 祐人 文化観光局勤務

（内閣府派遣）

こども青少年局総務部総務課庶務係長 事職 渡辺 貴士 こども青少年局子育て支援部こど

も施設整備課整備等担当係長

こども青少年局総務部総務課職員係長 事職 雨宮 太郎 中区総務部総務課統計選挙係長

こども青少年局総務部総務課担当係長 事職 荒木 康太 こども青少年局子育て支援部保育

・教育運営課指導等担当係長

こども青少年局総務部監査課担当係長 事職 牧野 順一 環境創造局勤務

こども青少年局総務部監査課担当係長 事職 橋本 道子 緑区総務部地域振興課地域活動係

長

こども青少年局総務部監査課担当係長 事職 竹内 彩 こども青少年局総務部企画調整課

担当係長

こども青少年局総務部監査課担当係長 事職 鈴木 英士 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

こども青少年局総務部監査課担当係長 事職 北内 千佳 再任用

こども青少年局青少年部青少年育成課担当係 事職 山田 陽子 国際局勤務

長

こども青少年局青少年部放課後児童育成課担 事職 唐澤 英和 こども青少年局青少年部放課後児

当係長 童育成課整備担当係長

（教育委員会事務局施設部教育施設課担当係 （教育委員会事務局施設部教育施

長兼務） 設課担当係長兼務）

こども青少年局青少年部放課後児童育成課担 事職 田 吉広 南区総務部地域振興課区民施設担

当係長 当係長

（教育委員会事務局施設部教育施設課担当係

長兼務）

こども青少年局子育て支援部子育て支援課担 事職 柘植 慎一郎 泉区福祉保健センターこども家庭

当係長 支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 髙林 悠紀 港南区福祉保健センター福祉保健

課運営調整係長 課事業企画担当係長

（保健所兼務）
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こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 髙橋 耕次郎 港南区福祉保健センターこども家

課指導等担当係長 庭支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 五十棲 友美 都筑区総務部総務課担当係長

課担当係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 杉浦 さおり 神奈川区福祉保健センターこども

課担当係長 家庭支援課担当係長

（教育委員会事務局東部学校教育

事務所地域連携推進担当係長兼務

）（保健所兼務）

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 井上 響 こども青少年局子育て支援部保育

課認定・利用調整担当係長 ・教育運営課支給認定・利用調整

担当係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 長谷川 順也 こども青少年局子育て支援部保育

課認定・利用調整担当係長 ・教育運営課支給認定・利用調整

担当係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 玉川 陽彦 監査事務局監査部監査管理課担当

課認定・利用調整担当係長 係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 垣花 真琴 こども青少年局子育て支援部保育

課システム担当係長 ・教育運営課支給認定・利用調整

担当係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 細野 大将 こども青少年局担当係長

課保育運営担当係長 （内閣府派遣）

こども青少年局子育て支援部保育・教育運営 事職 重石 朋子 栄区公田保育園長

課保育運営担当係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育人材 事職 佐伯 秀子 栄区上郷保育園長

課担当係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育人材 事職 山岸 隼人 市民局スポーツ統括室スポーツ振

課担当係長 興部スポーツ振興課担当係長

こども青少年局子育て支援部保育・教育人材 事職 鈴木 順恵 南区井土ケ谷保育園副園長

課担当係長

こども青少年局子育て支援部保育対策課担当 事職 前島 絵美 磯子区総務部区政推進課地域力推

係長 進担当係長

（磯子区総務部地域振興課地域力

推進担当係長兼務）

こども青少年局子育て支援部保育対策課担当 事職 大石 憲史 青葉区福祉保健センターこども家

係長 庭支援課保育担当係長

（保健所兼務）

こども青少年局子育て支援部こども施設整備 事職 濵畠 亮平 港北区福祉保健センターこども家

課整備等担当係長 庭支援課こども家庭係長

（保健所兼務）
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こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 熊倉 賢太郎 保土ケ谷区福祉保健センターこど

課担当係長 も家庭支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 医職 杉原 麻理恵 こども青少年局勤務

課医務担当係長

（戸塚区福祉保健センター医務担当係長兼務

）（保健所兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 岩井 光子 南区福祉保健センターこども家庭

課児童虐待・ＤＶ対策担当係長 支援課担当係長

（保健所兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 木寺 洋 緑区福祉保健センターこども家庭

課児童虐待・ＤＶ対策担当係長 支援課担当係長

（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係長兼務

）（保健所兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 医職 小林 真紀 磯子区福祉保健センターこども家

課こども家庭総合支援拠点準備担当係長 庭支援課担当係長

（保健所兼務）

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 医職 南雲 陽子 こども青少年局勤務

課こども家庭総合支援拠点準備担当係長

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 野田 実 こども青少年局こども福祉保健部

課手当給付係長 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こども家庭 事職 岡林 宏暁 青葉区勤務

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 事職 宮本 直幸 鶴見区勤務

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 事職 石橋 大輔 こども青少年局子育て支援部保育

課養護支援係長 ・教育運営課システム担当係長

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 事職 長澤 昇平 保土ケ谷区福祉保健センター福祉

課親子保健係長 保健課健康づくり係長

（保健所兼務）

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉 事職 畑下 陽介 保土ケ谷区勤務

保健課担当係長

向陽学園自立支援担当係長 事職 竹内 敬一郎 西部児童相談所支援係長

中央児童相談所担当係長 事職 我妻 万理子 港北区菊名保育園長

中央児童相談所自立支援担当係長 事職 横山 美穂 神奈川区西菅田保育園長

中央児童相談所支援課担当係長 事職 福田 夏 こども青少年局勤務

中央児童相談所支援課担当係長 事職 内野 希代子 教育委員会事務局勤務
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【係長級】

西部児童相談所相談指導担当係長 事職 小泉 永 南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）

西部児童相談所相談指導担当係長 事職 緒方 潤平 こども青少年局勤務

西部児童相談所支援係長 事職 吉田 真樹 西部児童相談所家庭支援担当係長

西部児童相談所家庭支援担当係長 事職 増元 翼 港南区福祉保健センター生活支援

課生活支援係長

西部児童相談所担当係長 事職 冨永 一輝 こども青少年局勤務

南部児童相談所担当係長 事職 中川 勝彦 こども青少年局青少年部青少年育

成課担当係長

南部児童相談所相談指導担当係長 事職 横野 友美 南部児童相談所障害児支援担当係

長

南部児童相談所障害児支援担当係長 事職 岡野 紗智子 こども青少年局勤務

南部児童相談所担当係長 事職 髙 護 保土ケ谷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）

北部児童相談所担当係長 事職 金子 隆行 健康福祉局健康安全部健康安全課

担当係長

（保健所兼務）

北部児童相談所相談指導担当係長 事職 恵良 和佳子 鶴見区勤務

北部児童相談所支援係長 事職 古尾谷 佳美 北部児童相談所家庭支援担当係長

北部児童相談所家庭支援担当係長 事職 緑川 雄太 港北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）

北部児童相談所こころのケア係長 事職 小田 美穂子 こども青少年局勤務

北部児童相談所一時保護係長 事職 堀口 由美子 瀬谷区細谷戸保育園長

こども青少年局担当係長 事職 小椋 亮 財政局勤務

（厚生労働省派遣）

こども青少年局担当係長 事職 生野 元康 こども青少年局勤務

（内閣府派遣）

健康福祉局総務部総務課担当係長 事職 永山 拓 健康福祉局生活福祉部保険年金課

管理係長

健康福祉局総務部総務課担当係長 事職 玉井 章弘 水道局勤務

健康福祉局総務部職員課厚生係長 事職 岩田 純子 健康福祉局障害福祉部障害企画課

依存症等対策担当係長



99 5 頁
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

健康福祉局総務部職員課担当係長 事職 雪田 まい 健康福祉局総務部企画課担当係長

（区総務部税務課担当係長兼務）

健康福祉局総務部職員課担当係長 事職 斉藤 菜穂子 健康福祉局生活福祉部医療援助課

高齢者医療係長

健康福祉局総務部監査課担当係長 事職 磯貝 俊介 こども青少年局こども福祉保健部

こども家庭課手当給付係長

健康福祉局総務部監査課担当係長 事職 寳勝 明美 港北福祉授産所長

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課担当係 事職 市川 亜矢子 戸塚区福祉保健センター生活支援

長 課生活支援担当係長

（査察指導担当兼務）

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課担当係 事職 久遠 理恵 健康福祉局勤務

長

健康福祉局地域福祉保健部地域支援課担当係 事職 岩﨑 千里 栄区福祉保健センター福祉保健課

長 事業企画担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者 事職 松本 繭 栄区勤務

支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者

支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者 事職 和田 裕子 瀬谷区総務部戸籍課担当係長

支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者

支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者 事職 長澤 美波 健康福祉局総務部企画課担当係長

支援担当係長 （区総務部税務課担当係長兼務）

（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者

支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者 事職 長谷川 美樹 鶴見区勤務

支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者

支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者 事職 渡部 鮎子 建築局勤務

支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者

支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課生活困窮者 事職 菊池 智美 市民局勤務

支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課生活困窮者

支援担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部生活支援課担当係長 事職 山田 麻依 健康福祉局勤務
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【係長級】

健康福祉局生活福祉部生活支援課援護対策担 事職 坂田 弘太郎 鶴見区総務部区政推進課地域力推

当係長 進担当係長

（鶴見区総務部地域振興課地域力

推進担当係長兼務）

健康福祉局生活福祉部保険年金課管理係長 事職 堀内 大悟 健康福祉局担当係長

（厚生労働省派遣）

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格保険料 事職 相澤 友之 港北区福祉保健センター保険年金

係長 課保険係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課滞納整理支 事職 水石 邦男 栄区総務部税務課担当係長

援担当係長 （栄区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

健康福祉局生活福祉部保険年金課国民年金係 事職 松尾 ゆうこ 都筑区福祉保健センター保険年金

長 課国民年金係長

健康福祉局生活福祉部医療援助課高齢者医療 事職 原田 夏美 健康福祉局生活福祉部医療援助課

係長 後期高齢者医療制度担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課相 事職 根岸 桂子 健康福祉局生活福祉部生活支援課

談支援推進係長 生活困窮者支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課

生活困窮者支援担当係長兼務）

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課区 事職 米津 克哉 港南区福祉保健センター高齢・障

分認定係長 害支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課精 事職 岡田 由起子 健康福祉局障害福祉部障害企画課

神保健福祉係長 制度担当係長

健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課担 事職 神谷 昌吾 健康福祉局勤務

当係長

こころの健康相談センター依存症等対策担当 事職 佐々木 祐子 健康福祉局地域福祉保健部福祉保

係長 健課担当係長

こころの健康相談センター担当係長 事職 壷井 亜希子 健康福祉局障害福祉部障害企画課

精神保健福祉係長

こころの健康相談センター担当係長 医職 櫻井 善啓 こころの健康相談センター担当係

（精神科救急医療対策担当兼務） 長

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課居 事職 飯塚 健介 健康福祉局障害福祉部障害福祉課

宅サービス担当係長 事業者育成担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課社 事職 工藤 岳 健康福祉局障害福祉部障害福祉課

会参加推進係長 担当係長

健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス 事職 品田 和紀 健康福祉局障害福祉部障害支援課

課共同生活援助担当係長 事業支援係長
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

松風学園地域支援係長 事職 川端 勇飛 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）

松風学園入所支援第二係長 事職 野口 慶太郎 松風学園地域支援係長

松風学園担当係長 事職 清水 純子 再任用

健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課担 事職 藤木 康子 港南区勤務

当係長

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 津田 善之 健康福祉局高齢健康福祉部地域包

課地域包括ケア推進係長 括ケア推進課担当係長

（医療局疾病対策部がん・疾病対策課地域包 （泉区福祉保健センター高齢・障

括ケア推進担当係長兼務） 害支援課地域包括ケア推進担当係

長兼務）（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 小山 直博 健康福祉局高齢健康福祉部地域包

課生活支援体制整備担当係長 括ケア推進課担当係長

（瀬谷区福祉保健センター高齢・

障害支援課地域包括ケア推進担当

係長兼務）（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 石井 菜緒子 健康福祉局総務部企画課担当係長

課担当係長 （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高齢・障害支援

課地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所

兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 医職 佐藤 修 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在

課担当係長 宅支援課認知症等担当係長

（港北区福祉保健センター高齢・障害支援課

地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼

務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 角 浩介 市民病院管理部医事課収納担当係

課担当係長 長

（栄区福祉保健センター高齢・障害支援課地 （市民病院管理部新病院推進課新

域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼務 病院推進担当係長兼務）

）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 石丸 雅也 泉区勤務

課担当係長

（瀬谷区福祉保健センター高齢・障害支援課

地域包括ケア推進担当係長兼務）（保健所兼

務）

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進 事職 正木 亮 健康福祉局高齢健康福祉部地域包

課担当係長 括ケア推進課データ活用推進担当

係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課在 事職 正木 朋子 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在

宅支援係長 宅支援課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課担 事職 京増 高志 戸塚区総務部総務課統計選挙係長

当係長
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課担 事職 郷原 達也 神奈川区福祉保健センター高齢・

当係長 障害支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課認 医職 髙野 利恵 旭区福祉保健センター高齢・障害

知症等担当係長 支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課担当係 事職 松本 直久 教育委員会事務局人権健康教育部

長 人権教育・児童生徒課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担当係 事職 福司 英帆 西区福祉保健センター高齢・障害

長 支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担当係 事職 田沼 庄 西区福祉保健センター保険年金課

長 収納担当係長

（西区総務部税務課滞納整理担当

兼務）

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課運 事職 川添 祐子 健康福祉局高齢健康福祉部介護保

営支援係長 険課担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課担 事職 上野 綾子 鶴見区福祉保健センター高齢・障

当係長 害支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課担当係長 事職 楠田 裕司 健康福祉局健康安全部医療安全課

（保健所兼務） 担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課担当係長 事職 桑原 徹 旭区勤務

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課医務担当係 医職 加藤 由佳 健康福祉局勤務

長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課新型インフ 事職 柏村 瑞枝 医療局医療政策部医療政策課担当

ルエンザ等対策担当係長 係長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部健康安全課健康危機管 医職 末吉 広典 南区福祉保健センター高齢・障害

理担当係長 支援課障害者支援担当係長

（保健所兼務）（放射線対策担当兼務） （保健所兼務）

健康福祉局健康安全部生活衛生課生活衛生係 技職 望月 圭太 南区福祉保健センター生活衛生課

長 環境衛生係長

（健康福祉局健康安全部健康安全課健康危機 （保健所兼務）

管理担当兼務）（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部生活衛生課住宅宿泊事 技職 尾上 裕 神奈川区福祉保健センター生活衛

業担当係長 生課環境衛生係長

（保健所兼務） （保健所兼務）



99 9 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

健康福祉局健康安全部医療安全課担当係長 医職 青柳 晶子 健康福祉局勤務

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部保健事業課担当係長 事職 山脇 知恵 港北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）

健康福祉局健康安全部保健事業課担当係長 技職 田島 隆道 再任用

（放射線対策担当兼務）

健康福祉局健康安全部保健事業課健康づくり 医職 矢島 陽子 港北区福祉保健センター福祉保健

担当係長 課健康づくり係長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部保健事業課健康づくり 事職 柏原 広樹 健康福祉局健康安全部保健事業課

担当係長 担当係長

健康福祉局健康安全部保健事業課難病対策担 事職 堀上 智貴 健康福祉局健康安全部保健事業課

当係長 担当係長

健康福祉局健康安全部環境施設課墓地整備計 事職 谷 悠 環境創造局公園緑地部公園緑地維

画担当係長 持課担当係長

久保山斎場長 事職 小林 弘敏 再任用

南部斎場長 事職 武田 淳一 再任用

北部斎場長 事職 淺貝 秀幸 再任用

食肉衛生検査所担当係長 技職 池田 和規 港北区福祉保健センター生活衛生

課環境衛生係長

（保健所兼務）

衛生研究所感染症・疫学情報課担当係長 技職 岡本 佳子 再任用

衛生研究所理化学検査研究課担当係長 技職 五十嵐 悠 旭区福祉保健センター生活衛生課

環境衛生係長

（保健所兼務）

健康福祉局担当係長 事職 高橋 明弘 財政局勤務

（厚生労働省派遣）

医療局医療政策部医療政策課担当係長 書記 輿水 武文 議会局勤務

医療局医療政策部医療政策課担当係長 事職 永田 恵 医療局医療政策部職員課担当係長

医療局医療政策部医療政策課担当係長 事職 鈴木 義教 医療局勤務

医療局医療政策部医療政策課担当係長 事職 中神 幸子 政策局総務部総務課担当係長

医療局医療政策部医療政策課担当係長 消吏 清水 保宣 消防局中消防署警防課警防第一係

救急担当係長

（消防局中消防署警防課警防第二

係救急担当係長兼務）
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【係長級】

医療局医療政策部医療政策課医務担当係長 医職 近藤 雪栄 医療局医療政策部医療政策課医務

（緑区福祉保健センター医務担当係長兼務） 担当係長

（保健所兼務）

医療局疾病対策部がん・疾病対策課担当係長 事職 鈴木 優也 脳卒中・神経脊椎センター管理部

総務課経理担当係長

医療局疾病対策部がん・疾病対策課担当係長 医職 柴田 亜輝 都筑区福祉保健センターこども家

庭支援課こども家庭支援担当係長

（保健所兼務）

環境創造局政策調整部政策課担当係長 事職 内堀 寛子 環境創造局公園緑地部南部公園緑

地事務所担当係長

環境創造局政策調整部政策課担当係長 技職 赤井 洋之 環境創造局北部農政事務所担当係

長

環境創造局政策調整部政策課担当係長 技職 大庭 浩 環境創造局政策調整部技術監理課

担当係長

環境創造局政策調整部環境影響評価課担当係 事職 浦部 仁臣 道路局勤務

長

環境創造局環境科学研究所担当係長 技職 蓑島 浩二 環境創造局環境保全部水・土壌環

境課担当係長

環境創造局総務部総務課担当係長 技職 水谷 誠 再任用

（浪江町派遣） （国際園芸博覧会招致推進担当兼

務）

環境創造局総務部総務課担当係長 事職 庄子 てい子 環境創造局みどりアップ推進部緑

地保全推進課担当係長

環境創造局環境保全部大気・音環境課担当係 技職 吉田 美緒 環境創造局政策調整部政策課担当

長 係長

環境創造局環境保全部大気・音環境課担当係 技職 關 浩二 環境創造局環境保全部水・土壌環

長 境課担当係長

環境創造局環境保全部水・土壌環境課担当係 技職 倉田 賢志 資源循環局総務部職員課担当係長

長

環境創造局環境保全部水・土壌環境課担当係 技職 竹田 隆彦 環境創造局環境保全部大気・音環

長 境課担当係長

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ 事職 中城 佳子 港湾局港湾管財部管財第一課担当

推進課担当係長 係長

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ 事職 山﨑 紘子 資源循環局事業系対策部産業廃棄

推進課担当係長 物対策課排出指導係長

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ 技職 田代 茂樹 環境創造局担当係長

推進課担当係長 （横浜市緑の協会派遣）

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 技職 河村 光則 環境創造局公園緑地部公園緑地整

課担当係長 備課担当係長
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【係長級】

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 事職 河野 茂樹 南区福祉保健センター生活支援課

課担当係長 事務係長

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 事職 塚原 百合子 鶴見区総務部総務課統計選挙係長

課担当係長

環境創造局環境活動支援センター担当係長 技職 木下 涼 環境創造局勤務

環境創造局農政部農政推進課上瀬谷担当係長 事職 澤 勝 泉区総務部区政推進課企画調整係

長

環境創造局農政部農業振興課担当係長 技職 沼尻 勇太 環境創造局勤務

環境創造局北部農政事務所担当係長 事職 藤巻 秀徳 健康福祉局高齢健康福祉部地域包

括ケア推進課担当係長

（神奈川区福祉保健センター高齢

・障害支援課地域包括ケア推進担

当係長兼務）（保健所兼務）

環境創造局公園緑地部公園緑地管理課担当係 事職 山本 憲隆 環境創造局北部農政事務所担当係

長 長

環境創造局公園緑地部公園緑地維持課担当係 事職 加藤 絵美 青葉区勤務

長

環境創造局公園緑地部動物園課担当係長 技職 柴田 壮一朗 環境創造局みどりアップ推進部緑

地保全推進課担当係長

環境創造局公園緑地部動物園課繁殖センター 技職 尾形 光昭 環境創造局勤務

所長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当係 技職 森松 芳隆 環境創造局勤務

長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課担当係 技職 内山 翼 都筑土木事務所下水道・公園係長

長 （環境創造局・道路局兼務）

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上瀬谷 技職 黒山 裕子 医療局病院経営本部勤務

担当係長

環境創造局公園緑地部公園緑地整備課上瀬谷 事職 稲垣 さち 経済局政策調整部企画調整課担当

担当係長 係長

環境創造局公園緑地部南部公園緑地事務所担 事職 松岡 美樹 泉区福祉保健センター保険年金課

当係長 給付担当係長

環境創造局下水道計画調整部下水道事業マネ 技職 高橋 悠太 環境創造局担当係長

ジメント課担当係長 （独立行政法人国際協力機構派遣

）

環境創造局下水道管路部管路整備課担当係長 技職 髙橋 浩二 環境創造局下水道管路部管路保全

課担当係長

環境創造局下水道管路部管路整備課担当係長 技職 山﨑 輔 環境創造局担当係長

（日本下水道協会派遣）
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【係長級】

環境創造局下水道管路部管路整備課担当係長 技職 林 宏和 戸塚区勤務

環境創造局下水道管路部管路整備課担当係長 技職 小川 元 環境創造局勤務

環境創造局南部水再生センター担当係長 技職 丹花 崇之 環境創造局担当係長

（日本下水道事業団派遣）

環境創造局港北水再生センター担当係長 技職 新見 進 環境創造局西部水再生センター担

当係長

環境創造局西部水再生センター担当係長 技職 和田 真一 環境創造局北部下水道センター担

当係長

環境創造局北部下水道センター担当係長 技職 伊藤 隆一郎 環境創造局勤務

環境創造局南部下水道センター担当係長 技職 越智 重雄 環境創造局南部水再生センター担

当係長

環境創造局下水道施設部下水道水質課担当係 技職 福田 好史 環境創造局勤務

長

環境創造局下水道施設部下水道施設整備課担 技職 河本 武 環境創造局下水道管路部管路整備

当係長 課担当係長

環境創造局下水道施設部下水道施設整備課担 技職 宮野 充司 保土ケ谷区勤務

当係長

環境創造局下水道施設部下水道設備課担当係 技職 鈴木 真一 環境創造局港北水再生センター担

長 当係長

環境創造局担当係長 技職 後藤 大輔 環境創造局南部下水道センター担

（日本下水道事業団派遣） 当係長

環境創造局担当係長 技職 内藤 文彦 環境創造局勤務

（日本下水道協会派遣）

環境創造局担当係長 技職 本田 昌幸 旭区勤務

（横浜市緑の協会派遣）

環境創造局担当係長 技職 堀 博明 青葉土木事務所下水道・公園係長

（株式会社建設資源広域利用センター派遣） （環境創造局・道路局兼務）

環境創造局担当係長 技職 保坂 幸也 建築局公共建築部機械設備課担当

（独立行政法人国際協力機構派遣） 係長

環境創造局担当係長 技職 佐々木 龍一 環境創造局勤務

（国土交通省派遣）

資源循環局総務部職員課担当係長 技職 伊藤 研二 資源循環局都筑工場操作担当係長

資源循環局政策調整部政策調整課担当係長 事職 隈 清貴 総務局人事部人材開発課担当係長

（民間企業派遣）

資源循環局政策調整部政策調整課担当係長 事職 畑 裕己 資源循環局家庭系対策部街の美化

推進課担当係長
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【係長級】

資源循環局政策調整部３Ｒ推進課担当係長 事職 菅野 正樹 資源循環局鶴見事務所副所長

資源循環局家庭系対策部街の美化推進課担当 事職 望月 正毅 旭区総務部地域振興課資源化推進

係長 担当係長

資源循環局家庭系対策部車両課整備係長 技職 小山 修一 資源循環局都筑工場施設係長

資源循環局鶴見事務所副所長 事職 宮川 凡正 資源循環局中事務所副所長

資源循環局鶴見事務所副所長 事職 岡本 和寿 資源循環局政策調整部３Ｒ推進課

担当係長

資源循環局神奈川事務所副所長 事職 吉房 兵庫 資源循環局緑事務所副所長

資源循環局中事務所副所長 事職 清水 貞男 緑区総務部地域振興課資源化推進

担当係長

資源循環局南事務所副所長 事職 伊藤 秀孝 資源循環局勤務

資源循環局港南事務所副所長 事職 石澤 靖信 資源循環局勤務

資源循環局保土ケ谷事務所副所長 事職 西村 妙生 保土ケ谷区総務部地域振興課資源

化推進担当係長

資源循環局旭事務所副所長 事職 大橋 勝利 資源循環局保土ケ谷事務所副所長

資源循環局金沢事務所副所長 事職 天野 健治 資源循環局鶴見事務所副所長

資源循環局緑事務所副所長 事職 髙橋 良樹 資源循環局勤務

資源循環局青葉事務所副所長 事職 鈴木 努 資源循環局港南事務所副所長

資源循環局戸塚事務所副所長 事職 村瀬 慎一郎 資源循環局金沢事務所副所長

資源循環局栄事務所副所長 事職 唐沢 孝二 資源循環局勤務

資源循環局瀬谷事務所副所長 事職 中島 正光 資源循環局神奈川事務所副所長

資源循環局北部事務所副所長 事職 田野井 信義 資源循環局旭事務所副所長

資源循環局事業系対策部一般廃棄物対策課担 技職 田中 康平 資源循環局担当係長

当係長 （環境省派遣）

資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課管 事職 大城 孝浩 資源循環局事業系対策部産業廃棄

理係長 物対策課担当係長

資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課担 事職 阿部 秀明 中区福祉保健センター生活支援課

当係長 就労支援等担当係長

資源循環局適正処理計画部処分地管理課担当 技職 齋藤 隆 港湾局勤務

係長

資源循環局鶴見工場ボイラー担当係長 能職 薄 宏幸 資源循環局勤務

資源循環局旭工場技術管理係長 技職 濱崎 仁 資源循環局金沢工場操作担当係長
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資源循環局旭工場操作担当係長 能職 成田 清美 資源循環局勤務

資源循環局金沢工場施設係長 技職 田渡 弘行 資源循環局金沢工場操作担当係長

資源循環局金沢工場操作担当係長 技職 高瀬 教生 資源循環局鶴見工場ボイラー担当

係長

資源循環局金沢工場操作担当係長 能職 田二見 儀雄 資源循環局勤務

資源循環局都筑工場操作担当係長 技職 山中 晋 資源循環局勤務

資源循環局都筑工場操作担当係長 技職 藤崎 正生 交通局技術管理部電気課変電所更

新担当係長

資源循環局担当係長 技職 本田 泰之 資源循環局旭工場操作担当係長

（環境省派遣）

建築局総務部総務課担当係長 技職 中村 奈美 建築局公共建築部営繕企画課担当

係長

建築局企画部都市計画課調査係長 事職 濵名 陽介 医療局病院経営本部病院経営部病

院経営課担当係長

（医療局兼務）

建築局企画部建築防災課担当係長 事職 岩﨑 雄二郎 都市整備局防災まちづくり推進室

防災まちづくり推進課エリア担当

係長

建築局企画部建築防災課担当係長 技職 服部 芳一 瀬谷区総務部区政推進課まちづく

り調整担当係長

（瀬谷土木事務所担当係長兼務）

建築局企画部建築防災課担当係長 技職 大野 智広 建築局建築監察部違反対策課担当

係長

建築局住宅部住宅政策課担当係長 事職 蛭川 雄治 市民局スポーツ統括室ラグビーＷ

杯２０１９推進部ラグビーＷ杯２

０１９推進課担当係長

建築局住宅部市営住宅課担当係長 技職 永田 祐介 建築局公共建築部施設整備課新市

庁舎整備担当係長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）

建築局住宅部住宅再生課担当係長 技職 田島 剛 建築局建築指導部建築企画課担当

係長

建築局建築監察部法務課審査係長 事職 津留 健太 総務局総務部総務課担当係長

建築局建築監察部違反対策課担当係長 技職 大嶽 洋一 建築局宅地審査部宅地審査課担当

係長

建築局建築監察部違反対策課担当係長 技職 鈴木 淳 建築局勤務

建築局建築指導部建築企画課担当係長 技職 中口 岳宙 建築局建築指導部建築指導課担当

係長

市民局スポーツ統括室ラグビー
ワールドカップ2019推進部ラグ
ビーワールドカップ2019推進課
担当係長
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建築局建築指導部建築企画課担当係長 技職 横畑 友子 水道局勤務

建築局建築指導部建築指導課担当係長 技職 前田 理子 建築局勤務

建築局建築指導部建築指導課担当係長 技職 岳村 和範 都市整備局都心再生部都心再生課

担当係長

建築局建築指導部市街地建築課担当係長 技職 森地 良隆 建築局公共建築部施設整備課担当

係長

建築局宅地審査部宅地審査課担当係長 技職 香取 直子 温暖化対策統括本部企画調整部Ｓ

ＤＧｓ未来都市推進課担当係長

建築局宅地審査部調整区域課担当係長 事職 川島 春樹 健康福祉局生活福祉部生活支援課

生活困窮者支援担当係長

（区福祉保健センター生活支援課

生活困窮者支援担当係長兼務）

建築局宅地審査部調整区域課担当係長 技職 鈴木 達典 建築局企画部建築防災課担当係長

建築局公共建築部営繕企画課担当係長 技職 中西 重智 建築局公共建築部保全推進課担当

（医療局病院経営本部兼務） 係長

建築局公共建築部保全推進課担当係長 技職 松田 豊 建築局公共建築部施設整備課担当

係長

（市民局区政支援部地域施設課担

当係長兼務）

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 小松 茂 建築局建築指導部建築企画課担当

（市民局区政支援部地域施設課担当係長兼務 係長

）

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 中村 陽介 建築局勤務

（医療局病院経営本部兼務）

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 月本 康之 監査事務局監査部財務監査課担当

係長

建築局公共建築部電気設備課担当係長 技職 荒明 大輔 道路局道路部施設課担当係長

（医療局病院経営本部兼務）

建築局公共建築部電気設備課担当係長 技職 上藪 勝之 建築局総務部総務課担当係長

建築局担当係長 事職 大村 直子 財政局勤務

（横浜市建築保全公社派遣）

都市整備局総務部総務課担当係長 事職 後藤 直子 政策局総務部総務課担当係長

都市整備局企画部企画課担当係長 事職 野上 康之 中央卸売市場本場経営支援課担当

係長

都市整備局企画部企画課担当係長 技職 岡田 彬裕 都市整備局地域まちづくり部地域

まちづくり課担当係長

都市整備局企画部企画課担当係長 技職 達郎 都市整備局都市交通部都市交通課

担当係長
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【係長級】

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 技職 福田 渉 建築局公共建築部施設整備課新市

庁舎整備担当係長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 技職 桟敷 美帆 政策局政策部政策課担当係長

都市整備局都心再生部都心再生課担当係長 技職 高田 剛維 都市整備局市街地整備部市街地整

備調整課担当係長

都市整備局都心再生部都心再生課担当係長 技職 小栗 諒 都市整備局担当係長

（横浜みなとみらい２１派遣）

都市整備局都心再生部都心再生課横浜駅周辺 技職 木村 信一 道路局建設部建設課担当係長

等担当係長

都市整備局都心再生部都心再生課横浜駅周辺 技職 西山 良樹 中土木事務所道路係長

等担当係長 （環境創造局・道路局兼務）

都市整備局都心再生部都心再生課担当係長 技職 新井 貴美子 鶴見区総務部区政推進課まちづく

り調整担当係長

（鶴見土木事務所担当係長兼務）

都市整備局都心再生部みなとみらい２１推進 技職 織地 啓 港湾局政策調整部政策調整課担当

課担当係長 係長

都市整備局都心再生部みなとみらい２１推進 技職 山崎 幸司 西土木事務所下水道・公園係長

課担当係長 （環境創造局・道路局兼務）

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 事職 佐々木 俊弘 市民局スポーツ統括室スポーツ振

担当係長 興部スポーツ振興課担当係長

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 事職 木村 圭孝 港南区総務部区政推進課地域力推

担当係長 進担当係長

（港南区総務部地域振興課地域力

推進担当係長兼務）

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 事職 武内 伸輔 政策局秘書部秘書課報道担当係長

担当係長

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 事職 岩下 健 西区勤務

担当係長

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 事職 西城 裕之 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

担当係長 ＩＣＥ振興課担当係長

都市整備局ＩＲ推進室ＩＲ推進部ＩＲ推進課 事職 小野 貴嗣 政策局勤務

担当係長

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 技職 西田 誠司 建築局公共建築部施設整備課新市

課担当係長 庁舎整備担当係長

（総務局総務部管理課新市庁舎整

備担当係長兼務）
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都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづ 技職 服部 敦 建築局公共建築部施設整備課担当

くり推進課エリア担当係長 係長

（医療局病院経営本部兼務）

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課担 事職 足立原 淳 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施

当係長 設課担当係長

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課担 技職 小張 貴史 経済局市民経済労働部商業振興課

当係長 担当係長

都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画 事職 矢部 艦一 環境創造局みどりアップ推進部緑

整理事務所担当係長 地保全推進課担当係長

都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発 技職 野上 圭介 都市整備局都市交通部都市交通課

事務所担当係長 担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 事職 川崎 剛太郎 国際局国際政策部政策総務課担当

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当係長 係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 事職 上嶋 晴美 政策局総務部総務課担当係長

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 技職 岡部 健吾 旭区総務部区政推進課まちづくり

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当係長 調整担当係長

（旭土木事務所担当係長兼務）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 技職 中田 玲子 政策局総務部総務課担当係長

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 技職 春口 吉紀 道路局勤務

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博推進室国 技職 明石 慶太 道路局勤務

際園芸博推進部国際園芸博推進課担当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 佐野 義憲 環境創造局環境活動支援センター

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係長 担当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 事職 久松 晃 都市整備局市街地整備部二ツ橋北

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係長 部土地区画整理事務所担当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 松島 弥生 都市整備局市街地整備部市街地整

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係長 備推進課上瀬谷担当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 矢野 憲治 都市整備局市街地整備部市街地整

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係長 備推進課上瀬谷担当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 河野 学峰 政策局総務部総務課担当係長

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 事職 西澤 美穂 環境創造局公園緑地部公園緑地管

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係長 理課担当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 今野 剛 金沢区総務部区政推進課まちづく

上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係長 り調整担当係長

（金沢土木事務所担当係長兼務）

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当係長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当係長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当係長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当係長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室国際園芸博覧会推進部国際園芸博覧会推進
課担当係長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課担当係
長
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 西島 主悦 道路局計画調整部企画課上瀬谷担

上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課担当係長 当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 永井 浩二 道路局計画調整部企画課上瀬谷担

上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課担当係長 当係長

都市整備局上瀬谷整備国際園芸博覧会推進室 技職 嶋津 芳輝 道路局勤務

上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課担当係長

都市整備局担当係長 事職 佐々木 裕子 交通局勤務

（一般社団法人横浜みなとみらい２１派遣）

都市整備局担当係長 技職 長井 亮 都市整備局勤務

（一般社団法人横浜みなとみらい２１派遣）

都市整備局担当係長 事職 井上 美穂 道路局勤務

（２０２５年日本国際博覧会協会派遣）

道路局総務部交通安全・自転車政策課担当係 技職 植竹 秀樹 都市整備局地域まちづくり部地域

長 まちづくり課担当係長

道路局計画調整部事業推進課担当係長 事職 村山 明日香 港北区福祉保健センター保険年金

課収納担当係長

（港北区総務部税務課滞納整理担

当兼務）

道路局計画調整部事業推進課担当係長 事職 八木 健之 神奈川区福祉保健センターこども

家庭支援課担当係長

（保健所兼務）（こども青少年局

兼務）

道路局計画調整部企画課担当係長 事職 北川 健太郎 泉区総務部地域振興課担当係長

道路局計画調整部企画課担当係長 技職 大 昭典 戸塚土木事務所道路係長

（環境創造局・道路局兼務）

道路局計画調整部企画課担当係長 技職 佐藤 光朗 道路局担当係長

（首都高速道路株式会社派遣）

道路局計画調整部企画課担当係長 技職 井上 美幸 監査事務局監査部財務監査課担当

係長

道路局計画調整部企画課担当係長 技職 松丸 未和 戸塚区総務部総務課担当係長

道路局計画調整部技術監理課担当係長 技職 石井 嘉一 道路局計画調整部企画課担当係長

道路局道路部維持課担当係長 消吏 福島 健太郎 緑消防署警防第一課救急担当課長

（緑消防署警防第二課救急担当課

長兼務）

道路局道路部路政課担当係長 事職 小泉 邦雄 神奈川土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務）

道路局道路部施設課担当係長 技職 曽我 公一 道路局横浜環状北西線建設部横浜

環状北西線建設課担当係長

都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課担当係
長
都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進
室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課担当係
長
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

道路局道路部施設課担当係長 技職 古寺 暢嘉 資源循環局勤務

道路局道路部施設課担当係長 技職 松田 裕 環境創造局公園緑地部公園緑地整

備課担当係長

道路局建設部建設課担当係長 事職 千葉 哲郎 道路局計画調整部事業推進課担当

係長

道路局建設部建設課担当係長 技職 菊池 博之 道路局勤務

道路局建設部建設課担当係長 技職 入野 克樹 道路局横浜環状北西線建設部横浜

環状北西線建設課担当係長

道路局建設部建設課担当係長 技職 矢野 辰明 道路局総務部総務課担当係長

（山元町派遣）

道路局建設部建設課担当係長 事職 武居 英司 道路局横浜環状北西線建設部横浜

環状北西線建設課担当係長

道路局建設部建設課担当係長 事職 小林 渉 道路局勤務

道路局建設部橋梁課担当係長 技職 植田 晴彦 港南土木事務所下水道・公園係長

（環境創造局・道路局兼務）

道路局横浜環状道路調整課担当係長 技職 桐ヶ谷 直人 道路局建設部建設課担当係長

道路局河川部河川企画課担当係長 技職 馬郡 弘幸 道路局横浜環状北西線建設部横浜

環状北西線建設課担当係長

道路局河川部河川企画課担当係長 技職 市川 崇 道路局河川部河川管理課担当係長

道路局河川部河川管理課担当係長 事職 鳥海 翼 緑土木事務所管理係長

（環境創造局・道路局兼務）

道路局河川部河川管理課担当係長 技職 伊東 裕 環境創造局担当係長

（株式会社建設資源広域利用セン

ター派遣）

道路局河川部河川事業課担当係長 技職 朝日 宏祐 港北土木事務所下水道・公園係長

（環境創造局・道路局兼務）

道路局担当係長 技職 平本 邦明 道路局勤務

（東日本高速道路株式会社派遣）

港湾局政策調整部総務課担当係長 事職 結城 利恵 道路局勤務

（民間企業派遣）

港湾局政策調整部総務課担当係長 技職 大貫 剛 港湾局建設保全部保全管理課担当

係長

港湾局政策調整部政策調整課担当係長 事職 竹ノ内 真行 政策局政策部政策課担当係長

港湾局政策調整部政策調整課担当係長 技職 桑山 孝仁 港湾局山下ふ頭再開発調整室山下

ふ頭再開発調整課担当係長



11 1 0 頁
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

港湾局政策調整部政策調整課担当係長 事職 山﨑 大輔 神奈川区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当係長

（神奈川区総務部税務課滞納整理

担当兼務）

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課担 事職 山本 怜子 港南区総務部区政推進課企画調整

当係長 係長

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課担 事職 三浦 尚子 港湾局勤務

当係長

港湾局みなと賑わい振興部整備推進課担当係 技職 赤川 丈拡 港湾局担当係長

長 （横浜税関派遣）

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発 事職 加藤 雅史 財政局管財部管財課管財係長

調整課担当係長

港湾局港湾管財部管財第一課担当係長 事職 矢崎 隆洋 港湾局政策調整部総務課担当係長

（民間企業派遣）

港湾局建設保全部建設第一課担当係長 技職 柏木 信二 港湾局担当係長

（みなと総合研究財団派遣）

港湾局建設保全部建設第二課担当係長 技職 峯岸 崇 港湾局建設保全部建設第一課担当

係長

港湾局建設保全部保全管理課担当係長 技職 中込 茂雄 環境創造局勤務

港湾局建設保全部保全管理課施設管理等担当 事職 池畑 賢一 港湾局担当係長

係長 （川崎市派遣）

港湾局建設保全部保全管理課担当係長 技職 伊藤 聖 神奈川区勤務

港湾局担当係長 事職 越川 裕介 中区勤務

（東京都派遣）

港湾局担当係長 事職 岩﨑 如透 港湾局建設保全部保全管理課施設

（横浜税関派遣） 管理等担当係長

港湾局担当係長 技職 増田 雄祐 港湾局勤務

（みなと総合研究財団派遣）

消防局出向 消吏 安嶋 順一 総務局しごと改革室行政・情報マ

ネジメント課担当係長

消防局出向 消吏 小林 栄治 総務局危機管理室危機管理部防災

企画課担当係長

消防局出向 消吏 石井 学 総務局危機管理室危機管理部危機

管理課担当係長

（都筑区総務部総務課危機管理・

地域防災担当係長兼務）
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

消防局出向 消吏 岡野 将利 総務局危機管理室危機管理部危機

管理課担当係長

（港南区総務部総務課危機管理・

地域防災担当係長兼務）

消防局出向 消吏 五味 篤 道路局道路部維持課担当係長

消防局出向 消吏 今野 康弘 総務局危機管理室危機管理部危機

管理課担当係長

（西区総務部総務課危機管理・地

域防災担当係長兼務）

消防局出向 消吏 岩﨑 成彦 医療局医療政策部医療政策課担当

係長

消防局出向 消吏 田代 憲祥 総務局危機管理室危機管理部危機

管理課担当係長

（金沢区総務部総務課危機管理・

地域防災担当係長兼務）

水道局出向 事職 藤本 孝 建築局宅地審査部調整区域課担当

係長

水道局出向 事職 佐藤 大介 総務局危機管理室危機管理部危機

管理課担当係長

（港北区総務部総務課危機管理・

地域防災担当係長兼務）

水道局出向 事職 袴谷 奈々恵 総務局総務部総務課担当係長

水道局出向 事職 神守 理愛 青葉区勤務

水道局出向 事職 加藤 耕一 中区福祉保健センター保険年金課

国民年金係長

水道局出向 技職 中西 泉 中区勤務

水道局出向 事職 渡 朗 南区総務部税務課担当係長

（南区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

水道局出向 技職 川越 淳悟 旭土木事務所下水道・公園係長

（環境創造局・道路局兼務）

水道局出向 技職 石井 潤 都市整備局都心再生部都心再生課

横浜駅周辺等担当係長

水道局出向 技職 井上 智 環境創造局環境保全部大気・音環

境課担当係長

交通局出向 事職 山本 佳世 市民局スポーツ統括室ラグビーＷ

杯２０１９推進部ラグビーＷ杯２

０１９推進課担当係長

交通局出向 事職 平山 友行 健康福祉局生活福祉部保険年金課

保険料係長

市民局スポーツ統括室ラグビー
ワールドカップ2019推進部ラグ
ビーワールドカップ2019推進課担
当係長
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新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

交通局出向 事職 矢崎 将一 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

ＩＣＥ振興課誘致等担当係長

交通局出向 医職 森野 潤子 港南区福祉保健センターこども家

庭支援課こども家庭係長

（保健所兼務）

交通局出向 技職 成嶋 輝 資源循環局都筑工場操作担当係長

医療局病院経営本部出向 技職 小西 真樹 建築局宅地審査部調整区域課担当

係長

医療局病院経営本部出向 事職 尾山 武史 瀬谷区勤務

会計室審査課審査第一係長 事職 石原 雅久 会計室審査課審査第二係長

会計室審査課審査第二係長 事職 工藤 美也子 総務局担当係長

（横浜市職員厚生会）

教育委員会事務局総務部教育政策推進課担当 事職 西村 朋子 政策局男女共同参画推進課担当係

係長 長

教育委員会事務局総務部職員課職員係長 事職 古市 悟志 瀬谷区総務部区政推進課企画調整

係長

教育委員会事務局総務部職員課担当係長 事職 大塚 祐子 教育委員会事務局西部学校教育事

務所教育総務課庶務係長

教育委員会事務局総務部職員課法規争訟等担 事職 髙橋 哲也 財政局財政部財源課担当係長

当係長

教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課文 事職 三谷 由紀子 教育委員会事務局総務部生涯学習

化財係長 文化財課担当係長

教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課担 事職 菊池 昌人 環境創造局みどりアップ推進部み

当係長 どりアップ推進課担当係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課 事職 倉形 紘平 教育委員会事務局教職員人事部教

人事第二係長 職員人事課担当係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課 事職 松橋 玄紀 栄区勤務

担当係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員労務課 事職 鈴木 智久 都筑区総務部総務課統計選挙係長

労務係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員労務課 医職 倉島 美貴 神奈川区福祉保健センター福祉保

教職員健康担当係長 健課健康づくり係長

（保健所兼務）

教育委員会事務局施設部学校計画課担当係長 事職 山田 將博 市民局スポーツ統括室スポーツ振

興部スポーツ振興課担当係長

教育委員会事務局施設部教育施設課整備係長 技職 齋藤 郁男 市民病院管理部新病院整備課新病

院整備係長



11 1 3 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

教育委員会事務局施設部教育施設課担当係長 事職 末吉 直登 教育委員会事務局人権健康教育部

健康教育課担当係長

教育委員会事務局施設部教育施設課校地係長 事職 高橋 秀知 教育委員会事務局勤務

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企 事職 村林 悟史 教育委員会事務局学校教育企画部

画課企画係長 小中学校企画課担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企 事職 奥村 未緒 市民局勤務

画課担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企 校長 金澤 眞澄 再任用

画課担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企 事職 瀨 愛理 教育委員会事務局担当係長

画課担当係長 （スポーツ庁派遣）

教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・ 事職 内海 義晴 港南区総務部戸籍課担当係長

地域連携課就学係長

教育委員会事務局学校教育企画部高校教育課 事職 小松 ナツメ 市民局人権課担当係長

担当係長

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教 事職 伊藤 亜希 こども青少年局こども福祉保健部

育課担当係長 こども家庭課養護支援係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・ 事職 藤田 学 教育委員会事務局人権健康教育部

児童生徒課指導主事 人権教育・児童生徒課担当係長

（こども青少年局西部児童相談所

兼務）

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・ 事職 村上 理恵子 建築局建築監察部法務課審査係長

児童生徒課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・ 教諭 山方 健一 公立学校勤務

児童生徒課担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育課 事職 杉森 昌紀 教育委員会事務局総務部職員課担

給食係長 当係長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育課 事職 熊澤 孝宜 中区勤務

担当係長

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育課 事職 鈴木 拓馬 環境創造局勤務

担当係長

教育委員会事務局東部学校教育事務所教育総 事職 佐藤 理史 教育委員会事務局勤務

務課担当係長

教育委員会事務局西部学校教育事務所教育総 事職 西野 晴子 財政局主税部納税管理課担当係長

務課庶務係長 （区総務部税務課担当係長兼務）

教育委員会事務局西部学校教育事務所指導主 事職 和田 尚子 教育委員会事務局人権健康教育部

事室担当係長 健康教育課給食係長



11 1 4 頁

令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

みなと総合高等学校事務長 事職 杉浦 修次 西区総務部戸籍課横浜駅行政サー

ビスコーナー担当係長

横浜サイエンスフロンティア高等学校事務長 事職 持田 和志 再任用

（教育委員会事務局学校教育企画部高校教育

課高校教育担当兼務）

教育委員会事務局担当係長 事職 菊地 弘美 教育委員会事務局学校教育企画部

（教職員互助会） 特別支援教育課担当係長

教育委員会事務局担当係長 事職 酒井 雅博 国際局勤務

（文部科学省派遣）

教育委員会事務局担当係長 技職 柴野 智之 港北区勤務

（よこはま学校食育財団派遣）

教育委員会事務局担当係長 事職 西戸 達哉 保土ケ谷区勤務

（スポーツ庁派遣）

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課庶務係長 事職 宮田 広道 選挙管理委員会事務局選挙部選挙

課啓発係長

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課啓発係長 事職 遠藤 伸哉 青葉区総務部総務課統計選挙係長

人事委員会事務局調査任用部任用課担当係長 事職 矢野口 直久 緑区総務部地域振興課地域力推進

担当係長

（緑区総務部区政推進課地域力推

進担当係長兼務）

監査事務局監査部監査管理課担当係長 事職 水谷 亘 経済局担当係長

（内閣府派遣）

監査事務局監査部財務監査課監査係長 事職 竹間 徹 監査事務局監査部財務監査課担当

係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 中村 淳志 再任用

監査事務局監査部財務監査課担当係長 技職 吉澤 直 建築局企画部建築防災課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 技職 金森 敬子 都市整備局防災まちづくり推進室

防災まちづくり推進課エリア担当

係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 田中 康之 こども青少年局子育て支援部保育

・教育運営課支給認定・利用調整

担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 古谷 雅孝 会計室審査課専任職（会計経理担

当）

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 成澤 新悟 建築局勤務

議会局市会事務部総務課担当係長 事職 平畑 泰寛 総務局人事部人材開発課担当係長

（東京都派遣）
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令 和 2 年 4 月 1 日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級】

議会局市会事務部秘書広報課議長担当係長 事職 梅江 宏之 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

議会局市会事務部秘書広報課副議長担当係長 書記 中込 信人 議会局市会事務部総務課副議長担

当係長

議会局市会事務部秘書広報課広報等担当係長 書記 藤井 洋平 議会局市会事務部政策調査課政策

調査担当係長

議会局市会事務部議事課委員会等担当係長 書記 金川 泰誠 議会局勤務

議会局市会事務部政策調査課政策調査担当係 事職 吉竹 智美 国際局国際政策部国際連携課欧州

長 米州担当係長

議会局市会事務部政策調査課政策調査担当係 書記 大杉 由佳 議会局市会事務部総務課広報等担

長 当係長



令和２年４月１日付 　人　　事　　異　　動　

新　補　職 現職名 氏　　名　　 現　補　職

【課長級】

医療局病院経営部病院経営課担当課
長
（医療局病院経営本部兼務）

技職 大場　重雄 市民病院管理部新病院整備課長

【課長補佐級】

医療局課長補佐（病院経営部病院経
営課担当係長）
（医療局病院経営本部兼務）

昇 事職 石川　雅邦 総務局危機管理室危機管理部防災
企画課担当係長

医療局課長補佐（病院経営部人事課
看護師キャリア支援担当係長）
（医療局病院経営本部兼務）

医職 鈴木　美佐代 医療局病院経営本部課長補佐（市
民病院患者総合サポートセンター
病床管理担当係長）
（市民病院看護部看護師長兼務）

【係長級】

医療局病院経営部病院経営課担当係
長
（医療局病院経営本部兼務）

技職 小西　真樹 建築局宅地審査部調整区域課担当
係長

医療局病院経営部病院経営課担当係
長
（医療局病院経営本部兼務）

事職 佐藤　政樹 市民病院管理部新病院整備課新病
院整備担当係長



令和２年４月１日付 　人　　事　　異　　動　

新　補　職 現職名 氏　　名　　 現　補　職

【係長級】

平沼小学校事務長
（東部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 山村　千絵 茅ケ崎中学校事務長
（北部学校教育事務所教育総務課
担当係長兼務）

港中学校事務長
（東部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

昇 事職 関　美穂 公立学校勤務

港南中学校事務長
（南部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 桐　剛 港中学校事務長
（東部学校教育事務所教育総務課
担当係長兼務）

金沢中学校事務長
（南部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

昇 事職 中屋　喜彦 公立学校勤務

茅ケ崎中学校事務長
（北部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

昇 事職 野村　可南子 公立学校勤務

戸塚中学校事務長
（南部学校教育事務所教育総務課担
当係長兼務）

事職 大平　教子 金沢中学校事務長
（南部学校教育事務所教育総務課
担当係長兼務）



1 頁
令 和 2年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【区局長級・退職予定】

事職 寺岡 洋志 西区長

事職 竹前 大 中区長

事職 菅井 忠彦 保土ケ谷区長

事職 下田 康晴 旭区長

事職 國原 章弘 金沢区長

事職 栗田 るみ 港北区長

事職 小野﨑 信之 緑区長

事職 小出 重佳 青葉区長

技職 薬師寺 えり子 温暖化対策統括本部長

技職 尾仲 富士夫 政策局政策調整担当理事
（広報報道連携担当兼務）

事職 松村 岳利 政策局基地担当理事

技職 髙木 勇一 財政局公共施設・事業調整室長
（土木職人材育成シニアリーダー
兼務）（機械職・電気職人材育成
シニアリーダー兼務）

事職 赤岡 謙 国際局長

事職 林 琢己 経済局長

事職 本間 德也 経済局市場担当理事
（中央卸売市場本場長兼務）

医職 古賀 伸子 健康福祉局保健所長
（健康福祉局担当理事兼務）

技職 小林 正幸 環境創造局長

技職 橋本 健 環境創造局みどりアップ推進担当
理事

事職 福山 一男 資源循環局長

技職 黒田 浩 建築局長

消吏 髙坂 哲也 消防局長

事職 山隈 隆弘 水道局長

事職 城 博俊 交通局長



2 頁
令 和 2年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級・退職予定】

事職 花内 洋 鶴見区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 山本 尚樹 鶴見土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 小口 秀明 神奈川区副区長
（神奈川区総務部長兼務）

技職 佐々木 雅彦 神奈川土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

医職 塚本 光俊 西区福祉保健センター長
（神奈川区福祉保健センター医務
担当部長兼務）（保健所兼務）

技職 永瀬 一典 中土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

技職 水谷 俊之 南土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 山田 洋 港南区福祉保健センター長
（保健所兼務）

事職 岡ノ谷 雅之 旭区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 脇本 景 金沢土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

技職 中田 秀昭 港北土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

技職 関戸 義仁 緑土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 吉田 隆彦 都筑区副区長
（都筑区総務部長兼務）

事職 鈴木 裕子 戸塚区副区長
（戸塚区総務部長兼務）

事職 見上 正一 栄区副区長
（栄区総務部長兼務）

事職 松浦 淳 泉区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 山根 好行 泉土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 石原 孝 瀬谷区副区長
（瀬谷区総務部長兼務）



3 頁
令 和 2年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級・退職予定】

技職 保坂 研志 温暖化対策統括本部企画調整部Ｓ
ＤＧｓ未来都市推進担当部長

事職 小林 謙一 政策局担当部長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

事職 小宮 勝男 市民局スポーツ統括室ラグビーワ
ールドカップ２０１９推進部長

事職 日詰 雄治 文化観光局担当部長
（横浜観光コンベンション・ビュ
ーロー派遣）

事職 平沼 英子 経済局副局長
（経済局政策調整部長兼務）（総
務局総務部新市庁舎移転担当兼務
）

事職 池松 秀則 中央卸売市場本場南部市場活用担
当部長

事職 宮谷 敦子 こども青少年局青少年部長

事職 細野 博嗣 こども青少年局こども福祉保健部
長
（こども青少年局こども福祉保健
部児童虐待・ＤＶ対策担当部長兼
務）

事職 巻口 徹 健康福祉局生活福祉部長
（保険年金人材育成シニアリーダ
ー兼務）

技職 泉 俊明 健康福祉局健康安全部監視等担当
部長
（放射線対策担当兼務）（保健所
兼務）（衛生監視員人材育成シニ
アリーダー兼務）

医職 藤原 啓子 健康福祉局健康安全部健康推進担
当部長

事職 田口 政一 環境創造局政策調整部長
（国際局国際協力部担当部長兼務
）

技職 関川 朋樹 環境創造局環境保全部長

技職 緒賀 道夫 環境創造局みどりアップ推進部長

技職 村上 勝吉 環境創造局下水道施設部担当部長
（放射線対策担当兼務）

事職 中村 拓 資源循環局家庭系対策部担当部長
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【部長級・退職予定】

技職 川縁 健二 資源循環局適正処理計画部南本牧
最終処分場担当部長

事職 平 久 資源循環局担当部長
（横浜市資源循環公社派遣）

技職 天野 友義 都市整備局市街地整備部長

技職 大石 龍巳 都市整備局担当部長
（横浜高速鉄道株式会社派遣）

事職 井上 幸一 道路局副局長
（道路局総務部長兼務）（総務局
総務部新市庁舎移転担当兼務）

事職 直井 純 教育委員会事務局学校教育企画部
長

事職 水木 尚充 教育委員会事務局東部学校教育事
務所長

事職 久保寺 浩 教育委員会事務局南部学校教育事
務所

事職 鈴木 伸一 選挙管理委員会事務局選挙部長
（選挙人材育成シニアリーダー兼
務）（総務局総務部新市庁舎移転
担当兼務）

事職 小澤 伸一 監査事務局監査部長
（総務局総務部新市庁舎移転担当
兼務）

書記 中山 雅裕 議会局副局長
（議会局市会事務部長兼務）（総
務局総務部新市庁舎移転担当兼務
）

【課長級・退職予定】

事職 横山 雅俊 鶴見区総務部戸籍課長

医職 坪山 清美 鶴見区福祉保健センター高齢・障
害支援課長
（保健所兼務）

事職 唐沢 恵 鶴見区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（鶴見区芦穂崎保育園長兼務）

事職 大須賀 彰彦 神奈川区総務部地域振興課長

事職 鈴木 美穂 神奈川区福祉保健センター生活支
援課長
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【課長級・退職予定】

事職 望月 敏光 神奈川区福祉保健センター保険年
金課長
（神奈川区総務部税務課滞納整理
担当兼務）

事職 山田 実 西区福祉保健センター高齢・障害
支援課長
（保健所兼務）

事職 有田 憲一 中区総務部税務課長

事職 和田 泰彦 中区福祉保健センター高齢・障害
支援課長
（保健所兼務）

事職 松迫 洋昭 中区福祉保健センター生活支援課
長

事職 玉川 信一 中区福祉保健センター生活支援課
就労支援等担当課長

事職 細野 昭正 中区福祉保健センター保険年金課
長
（中区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

事職 小松 徹 南区総務部税務課長

事職 塩田 洋司 港南区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）

事職 佐々木 重広 港南区総務部税務課長

事職 畑岸 眞哉 港南区福祉保健センター福祉保健
課長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

事職 小林 秀彦 港南区福祉保健センター生活支援
課長

事職 大友 康明 保土ケ谷区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）

事職 大山 敏彦 保土ケ谷区総務部地域振興課長

医職 青木 かの子 保土ケ谷区福祉保健センター福祉
保健課長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

事職 中野 広和 旭区総務部戸籍課長

事職 北内 千佳 旭区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（旭区左近山保育園長兼務）
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【課長級・退職予定】

事職 大井 一広 旭区福祉保健センター生活支援課
長

事職 淺貝 秀幸 磯子区総務部税務課長

事職 木村 利恵 磯子区福祉保健センター福祉保健
課長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

事職 清水 純子 磯子区福祉保健センター高齢・障
害支援課長
（保健所兼務）

事職 杉山 雅之 磯子区福祉保健センターこども家
庭支援課長
（保健所兼務）（こども青少年局
兼務）

技職 苅部 好伸 磯子土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

技職 河合 宏之 金沢土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

医職 小野 佐幸美 港北区総務部地域振興課長
（港北区総務部地域振興課地域力
推進担当課長兼務）（港北区総務
部区政推進課地域力推進担当課長
兼務）

事職 宮本 一 港北区総務部戸籍課長

事職 山本 かおる 港北区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（港北区太尾保育園長兼務）

事職 渡 和彦 緑区総務部戸籍課長

事職 木村 祥幸 緑区総務部税務課長

事職 青木 恵子 緑区福祉保健センター福祉保健課
長
（健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

事職 平田 勝己 青葉区総務部税務課長

事職 中村 淳志 戸塚区福祉保健センター保険年金
課長
（戸塚区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

事職 持田 和志 泉区総務部戸籍課長

事職 鈴木 和多留 泉区総務部税務課長
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【課長級・退職予定】

事職 室 雄司 瀬谷区総務部税務課長

事職 加藤 さと子 瀬谷区担当課長（瀬谷第二保育園
長）

事職 福山 郁敏 市民局スポーツ統括室スポーツ振
興部スポーツ振興課担当課長
（オリンピック・パラリンピック
横浜市推進担当兼務）（ラグビー
ワールドカップ横浜市推進担当兼
務）

事職 長谷川 政男 経済局中小企業振興部金融課長

事職 坂本 耕一 向陽学園長

事職 小國 徹 南部児童相談所一時保護所担当課
長

事職 小林 弘敏 健康福祉局総務部相談調整課長

事職 横洲 信三 健康福祉局生活福祉部生活支援課
寿地区対策担当課長

技職 佐藤 昌子 健康福祉局健康安全部生活衛生課
長
（総務局危機管理室危機管理部危
機管理課担当課長兼務）（健康福
祉局健康安全部健康安全課健康危
機管理担当兼務）（保健所兼務）
（衛生監視員人材育成リーダー兼
務）

技職 矢野 徹 健康福祉局健康安全部環境施設課
墓地整備計画担当課長

技職 水谷 誠 環境創造局みどりアップ推進部農
政推進課長
（農業職人材育成リーダー兼務）
（政策局基地対策担当兼務）（国
際園芸博覧会招致推進担当兼務）

事職 五十嵐 隆 環境創造局公園緑地部北部公園緑
地事務所長

技職 原 久美子 環境創造局担当課長
（横浜市緑の協会派遣）

事職 青木 雅徳 資源循環局保土ケ谷事務所長
（保土ケ谷区総務部地域振興課資
源化推進担当課長兼務）

事職 白井 一夫 資源循環局旭事務所長
（旭区総務部地域振興課資源化推
進担当課長兼務）



8 頁
令 和 2年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【課長級・退職予定】

事職 高荷 勝宏 資源循環局栄事務所長
（栄区総務部地域振興課資源化推
進担当課長兼務）

技職 阿部 紀秀 資源循環局金沢工場長

技職 羽太 良一 建築局建築指導部情報相談課長

事職 薬袋 浩 建築局公共建築部営繕企画課建設
業活性化対策担当課長

事職 鴇田 傑 都市整備局地域まちづくり部景観
調整課長
（外国人材受入・共生推進担当兼
務）

事職 中村 由利加 道路局建設部建設課用地担当課長

事職 武田 淳一 道路局建設部建設課用地担当課長

事職 有路 益義 港湾局みなと賑わい振興部賑わい
振興課長

事職 渡邊 充 港湾局港湾管財部管財第一課長

事職 松波 義治 港湾局港湾管財部管財第一課担当
課長

事職 池谷 充隆 中央図書館調査資料課長

【課長補佐級・退職予定】

事職 小林 里美 中区課長補佐（総務部税務課担当
係長）

事職 大木 桂子 港南区課長補佐（福祉保健センタ
ー高齢・障害支援課高齢者支援担
当係長）
（保健所兼務）

事職 足立 富美代 港南区課長補佐（港南台第二保育
園長）

事職 勅使川原 栄子 旭区課長補佐（総務部総務課担当
係長）

事職 植松 義博 磯子区課長補佐（総務部税務課担
当係長）
（磯子区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

事職 大塚 昌文 金沢区課長補佐（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）
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【課長補佐級・退職予定】

事職 山上 明 戸塚区課長補佐（総務部税務課担
当係長）

事職 泉門 五郎 戸塚区課長補佐（総務部税務課担
当係長）

事職 鈴木 一弘 泉区課長補佐（福祉保健センター
福祉保健課運営企画係長）
（保健所兼務）

事職 長谷川 淳 泉区課長補佐（福祉保健センター
保険年金課国民年金係長）

事職 阿部 豊 瀬谷区課長補佐（瀬谷土木事務所
管理係長）
（環境創造局・道路局兼務）

事職 山田 勇 財政局課長補佐（管財部取得処分
課担当係長）

事職 西島 朝子 市民局課長補佐（市民協働推進部
市民活動支援課担当係長）

事職 鈴木 清 こども青少年局課長補佐（北部児
童相談所こころのケア係長）

事職 宮本 千鶴子 環境創造局課長補佐（環境科学研
究所担当係長）

技職 石原 充也 環境創造局課長補佐（環境科学研
究所担当係長）

事職 冨田 雅信 環境創造局課長補佐（みどりアッ
プ推進部緑地保全推進課担当係長
）

技職 前田 賢二 環境創造局課長補佐（下水道施設
部下水道施設管理課担当係長）

事職 庄司 隆 資源循環局課長補佐（青葉事務所
副所長）

技職 長井 幹 建築局課長補佐（建築指導部情報
相談課担当係長）

技職 庄司 隆 建築局課長補佐（公共建築部電気
設備課担当係長）

【係長級・退職予定】

事職 水口 まゆみ 中区総務部税務課担当係長

事職 梶川 浩 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）
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【係長級・退職予定】

事職 荒井 千佳子 南区三春台保育園長

事職 曽我 恵美 南区永田保育園長

事職 奥本 千代子 旭区総務部総務課担当係長

事職 細川 東 磯子区総務部総務課担当係長

事職 野沢 香苗 磯子区滝頭保育園長

技職 岩澤 利之 磯子土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

技職 島﨑 幸弘 金沢区福祉保健センター生活衛生
課環境衛生係長
（保健所兼務）

事職 二宮 澄江 港北区福祉保健センターこども家
庭支援課担当係長

医職 長浜 由加 青葉区福祉保健センター高齢・障
害支援課高齢者支援担当係長
（保健所兼務）

事職 大林 千加子 青葉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）

事職 庄司 康一 戸塚区総務部税務課担当係長

事職 笹目 誠 栄区福祉保健センター生活支援課
生活支援係長

事職 胡桃 敏宏 瀬谷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）

事職 本田 大 瀬谷区福祉保健センター保険年金
課国民年金係長

事職 齋藤 恵一 瀬谷区福祉保健センター保険年金
課給付担当係長

技職 兒玉 めぐみ 財政局公共施設・事業調整室公共
施設・事業調整課担当係長

事職 斉藤 誠 こども青少年局総務部監査課担当
係長

事職 宮本 里香 こども青少年局子育て支援部保育
・教育人材課担当係長

事職 神谷 直彦 向陽学園自立支援担当係長

事職 小高 一郎 中央児童相談所自立支援担当係長
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【係長級・退職予定】

事職 伊藤 浩美 健康福祉局地域福祉保健部福祉保
健課担当係長

事職 大出 啓太郎 健康福祉局健康安全部健康安全課
新型インフルエンザ等対策担当係
長
（保健所兼務）

医職 上原 早苗 衛生研究所感染症・疫学情報課担
当係長

技職 青野 実 衛生研究所感染症・疫学情報課担
当係長

事職 渡辺 信太郎 医療局疾病対策部がん・疾病対策
課担当係長

技職 鈴木 祐一 資源循環局家庭系対策部車両課整
備係長

事職 山本 治亨 資源循環局西事務所副所長

事職 丸山 浩一 資源循環局北部事務所副所長

事職 加藤 浩一 資源循環局事業系対策部産業廃棄
物対策課管理係長

技職 牛山 琴美 建築局総務部総務課担当係長

事職 大野 裕子 教育委員会事務局総務部生涯学習
文化財課文化財係長
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新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【局長級】 

 
水道局長（水道事業管理者）  事務職員 大久保 智子 総務局長 

 
水道局担当理事（水道技術管理者）（神奈川県

内広域水道用水供給事業受託水道業務技術管

理者）（横須賀市水道事業受託水道業務技術管

理者） 

 技術職員 遠藤 尚志 水道局担当理事（施設部長）（水道技術管理者）

（神奈川県内広域水道用水供給事業受託水道

業務技術管理者）（横須賀市水道事業受託水道

業務技術管理者） 
 
【部長級】 

 
水道局担当部長（給水サービス担当） ○昇  技術職員 山口 司 給水サービス部給水維持課長 

 
配水部長  技術職員 鈴木 雅彦 水道局担当部長（給水サービス担当） 

 
浄水部長 ○昇  技術職員 宍戸 由範 施設部計画課長 

 
施設部長  技術職員 近藤 博幸 浄水部長 

 
西谷浄水場再整備推進室長  技術職員 江夏 輝行 水道局担当部長（西谷浄水場再整備担当） 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 本田 聡 総務部総務課長（総務局総務部管理課新市庁舎

移転担当兼務） 
 
【課長級】 

 
総務部総務課長（総務局総務部管理課新市庁

舎移転担当兼務） 
 事務職員 佐藤 匡広 都筑区総務部区政推進課長（都筑区総務部区政

推進課地域力推進担当課長兼務） 
 
総務部担当課長（広報企画担当） ○昇  事務職員 中村 勝利 金沢区課長補佐（総務部地域振興課区民活動支

援担当係長） 
 
総務部人材開発課長  事務職員 羽山 智則 事業推進部担当課長 

 
経営部経営企画課長（SDGs 未来都市推進担当

兼務）（オリンピック・パラリンピック横浜市

推進担当兼務）（データ活用推進担当兼務） 

 事務職員 宮川 貴志 経営部経営企画課長（SDGs未来都市推進担当兼

務）（オリンピック・パラリンピック横浜市推進

担当兼務）（ラグビーワールドカップ横浜市推

進担当兼務） 
 
経営部担当課長（改革改善担当）  事務職員 大澤 吉幸 総務局コンプライアンス推進室コンプライア

ンス推進課担当課長 
 
経営部担当課長（企画調整担当）  事務職員 大﨑 敬一 事業推進部担当課長（調整担当） 
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新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【課長級】 

 
事業推進部公民連携推進課長  事務職員 河合 太一 こども青少年局子育て支援部保育・教育運営課

給付・支給認定担当課長（総務局しごと改革室

行政・情報マネジメント課マイナンバー制度担

当兼務） 
 
事業推進部担当課長（調整担当） ○昇  事務職員 澤井 英理子 水道局課長補佐（事業推進部国際事業課担当係

長（国際シンポジウム・国際担当）） 
 
事業推進部担当課長（国際担当）  事務職員 国安 暁子 事業推進部担当課長（国際シンポジウム・国際

担当） 
 
給水サービス部サービス推進課長  事務職員 小川 真美 瀬谷区福祉保健センター保険年金課長（瀬谷区

総務部税務課滞納整理担当兼務） 
 
給水サービス部給水維持課長  技術職員 二見 友久 給水サービス部戸塚水道事務所長 

 
給水サービス部菊名水道事務所長 ○昇  技術職員 足利 洋明 水道局課長補佐（施設部計画課事業計画係長） 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所長 ○昇  技術職員 木下 昌也 水道局課長補佐（配水部配水課配水係長） 

 
給水サービス部中村水道事務所長  技術職員 小田 英隆 配水部南部方面工事課長 

 
給水サービス部担当課長（中村水道事務所担

当） 
 事務職員 横溝 晴文 事業推進部公民連携推進課長 

 
給水サービス部洋光台水道事務所長  技術職員 山田 和弘 給水サービス部担当課長（洋光台水道事務所担

当） 
 
給水サービス部戸塚水道事務所長 ○昇  技術職員 児玉 吉広 道路局課長補佐（河川部河川企画課担当係長） 

 
配水部北部方面工事課長 ○昇  技術職員 小野田 賢一 環境創造局課長補佐（下水道施設部下水道施設

整備課担当係長） 
 
配水部南部方面工事課長  技術職員 小松 弘明 環境創造局下水道施設部下水道施設整備課長 

 
浄水部小雀浄水場長  技術職員 小野 好信 水道局担当課長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
施設部計画課長  技術職員 木村 大介 施設部担当課長（西谷浄水場再整備担当） 

 
施設部技術監理課長  技術職員 寺井 宏治 給水サービス部中村水道事務所長 

 
西谷浄水場再整備推進室再整備推進課長  技術職員 古川 明彦 給水サービス部三ツ境水道事務所長 
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【課長級】 

 
水道局担当課長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 神澤 育生 環境創造局北部下水道センター長 

 
市長部局へ出向  事務職員 小畑 真子 総務部担当課長（広報企画担当） 

 
市長部局へ出向  事務職員 藤塚 万里子 経営部担当課長（改革改善担当） 

 
市長部局へ出向  事務職員 流田 裕行 給水サービス部サービス推進課長 

 
市長部局へ出向  事務職員 田村 修 給水サービス部洋光台水道事務所長 

 
市長部局へ出向  技術職員 黒羽根 能生 配水部北部方面工事課長 

 
市長部局へ出向  技術職員 瀧澤 守 浄水部小雀浄水場長 

 
市長部局へ出向  技術職員 木村 吉昭 施設部技術監理課長 

 
市長部局へ出向  事務職員 山下 みや美 水道局担当課長（公益財団法人水道技術研究セ

ンター派遣） 
 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 阿部 康裕 水道局課長補佐（総務部人事課人事係長） 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 尾立 裕紀 水道局課長補佐（給水サービス部サービス推進

課地域事業係長） 
 
【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（総務部総務課担当係長（広報

企画担当）） 
 事務職員 横野 浩子 環境創造局課長補佐（みどりアップ推進部みど

りアップ推進課担当係長） 
 
水道局課長補佐（総務部人事課人事係長）  事務職員 松下 功 環境創造局課長補佐（総務部総務課担当係長）

（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当

係長兼務） 
 
水道局課長補佐（経営部経営企画課担当係長

（経営管理担当）） 
○昇  事務職員 丹羽 隆 経営部経営企画課担当係長（経営管理担当） 

 
水道局課長補佐（経営部経営企画課担当係長

（企画調整担当）） 
○昇  事務職員 大塚 将文 経営部経理課担当係長 

 
水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課

給水事務係長） 
○昇  事務職員 塚田 和広 給水サービス部給水維持課給水事務係長 
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【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（給水サービス部給水維持課

担当係長（給水担当）） 
○昇  技術職員 松永 竹男 給水サービス部給水維持課担当係長（給水担

当） 
 
水道局課長補佐（給水サービス部三ツ境水道

事務所事務係長） 
 事務職員 尾和 弘朗 水道局課長補佐（浄水部西谷浄水場運営係長） 

 
水道局課長補佐（給水サービス部戸塚水道事

務所給水係長） 
○昇  技術職員 佐藤 浩一 給水サービス部戸塚水道事務所給水係長 

 
水道局課長補佐（配水部配水課事業管理係長）  事務職員 大矢 雅幸 水道局課長補佐（経営部経理課経理係長） 

 
水道局課長補佐（配水部北部方面工事課担当

係長（設計担当）） 
○昇  技術職員 早田 光孝 配水部北部方面工事課担当係長（設計担当） 

 
水道局課長補佐（配水部北部方面工事課工事

係長） 
○昇  技術職員 山崎 英隆 給水サービス部中村水道事務所担当係長（給水

担当） 
 
水道局課長補佐（浄水部西谷浄水場運営係長） ○昇  事務職員 小林 覚 経営部経営企画課担当係長（企画調整担当） 

 
水道局課長補佐（浄水部小雀浄水場管理係長）  技術職員 廣江 俊之 水道局課長補佐（配水部北部方面配水管理課管

理係長） 
 
水道局課長補佐（施設部技術監理課技術指導

係長） 
 技術職員 元木 泰 水道局課長補佐（給水サービス部青葉水道事務

所維持係長） 
 
水道局課長補佐（施設部建設課担当係長（設計

担当）） 
○昇  技術職員 村澤 洋一 施設部建設課工事係長 

 
水道局課長補佐（施設部建設課工事係長）  技術職員 阿部 弘幸 環境創造局課長補佐（下水道管路部下水道事務

所担当係長） 
 
水道局課長補佐（西谷浄水場再整備推進室再

整備推進課担当係長（再整備推進担当）） 
○昇  技術職員 山口 達也 施設部計画課担当係長（西谷浄水場再整備担

当） 
 
水道局課長補佐（西谷浄水場再整備推進室再

整備推進課担当係長（再整備推進担当）） 
○昇  技術職員 酒井 宏朗 浄水部設備課設備監理係長 

 
水道局課長補佐（特定非営利活動法人日本水

フォーラム派遣） 
 事務職員 吉井 麗子 水道局課長補佐（事業推進部国際事業課担当係

長（国際担当）） 
 
市長部局へ出向  事務職員 田中 美枝子 水道局課長補佐（総務部総務課担当係長（広報

企画担当）） 
 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 佐々木 誠 配水部配水課事業管理係長 
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【課長補佐級】 

 
市長部局へ出向  技術職員 伊熊 信男 水道局課長補佐（配水部北部方面工事課工事係

長） 
 
市長部局へ出向 ○昇  技術職員 片岡 雅樹 浄水部水質課水質相談係長 

 
市長部局へ出向  技術職員 鍛治川 賢一 水道局課長補佐（施設部技術監理課技術指導係

長） 
 
【係長級】 

 
総務部総務課危機管理係長  事務職員 佐藤 大介 総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当

係長（港北区総務部総務課危機管理・地域防災

担当係長兼務） 
 
総務部総務課担当係長（名古屋市上下水道局

派遣） 
 技術職員 坂井 洋平 給水サービス部青葉水道事務所給水係長 

 
総務部総務課担当係長（広報施設調整担当）  事務職員 藤本 孝 建築局宅地審査部調整区域課担当係長 

 
経営部経理課経理係長  事務職員 瀧上 明子 経営部経理課会計係長 

 
経営部経理課会計係長  事務職員 武田 勉 施設部工業用水課事業管理係長 

 
経営部経理課担当係長（業務改善担当）  事務職員 谷本 淳 給水サービス部洋光台水道事務所料金係長 

 
事業推進部公民連携推進課担当係長（公民連

携推進担当） 
 事務職員 袴谷 奈々恵 総務局総務部総務課担当係長 

 
事業推進部国際事業課担当係長（国際担当） ○昇  事務職員 神守 理愛 青葉区勤務 

 
事業推進部国際事業課担当係長（国際担当）  技術職員 横山 健 水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 
給水サービス部サービス推進課地域事業係長  事務職員 多田 広晃 総務部総務課危機管理係長 

 
給水サービス部サービス推進課受付支援係長  事務職員 渡辺 寿郎 給水サービス部鶴見水道事務所料金係長 

 
給水サービス部サービス推進課サービス向上

係長 
 事務職員 村田 尚子 再任用 

 
給水サービス部給水維持課水道メーター係長  技術職員 竹村 太郎 給水サービス部三ツ境水道事務所維持係長 

 
給水サービス部鶴見水道事務所料金係長  事務職員 加藤 耕一 中区福祉保健センター保険年金課国民年金係

長 
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【係長級】 

 
給水サービス部鶴見水道事務所維持係長 ○昇  技術職員 宮澤 拓也 給水サービス部給水維持課勤務 

 
給水サービス部三ツ境水道事務所維持係長 ○昇  技術職員 佐藤 誠 配水部北部方面工事課勤務 

 
給水サービス部青葉水道事務所給水係長  技術職員 八木 賢二 給水サービス部給水維持課水道メーター係長 

 
給水サービス部青葉水道事務所維持係長 ○昇  技術職員 中西 泉 中区勤務 

 
給水サービス部中村水道事務所料金係長  事務職員 渡邊 朗 南区総務部税務課担当係長（南区福祉保健セン

ター保険年金課滞納整理担当兼務） 
 
給水サービス部中村水道事務所担当係長（給

水担当） 
 技術職員 川越 淳悟 旭土木事務所下水道・公園係長（環境創造局・

道路局兼務） 
 
給水サービス部中村水道事務所維持係長  技術職員 加藤 康裕 施設部建設課担当係長（設計担当） 

 
給水サービス部洋光台水道事務所料金係長  事務職員 井田 雅之 再任用 

 
給水サービス部戸塚水道事務所事務係長  事務職員 鈴木 洋 給水サービス部サービス推進課受付支援係長 

 
給水サービス部戸塚水道事務所維持係長  技術職員 石井 潤 都市整備局都心再生部都心再生課横浜駅周辺

等担当係長 
 
配水部配水課配水係長  技術職員 今西 俊裕 浄水部小雀浄水場浄水係長 

 
配水部配水課担当係長（配水管理担当）  技術職員 敦賀 仁 配水部南部方面配水管理課中部水運用係長 

 
配水部配水課担当係長  技術職員 松井 良太 人事交流（名古屋市上下水道局） 

 
配水部南部方面工事課工事係長 ○昇  技術職員 福田 純也 配水部北部方面工事課勤務 

 
配水部北部方面配水管理課管理係長  技術職員 武藤 博明 配水部南部方面工事課工事係長 

 
配水部南部方面配水管理課中部水運用係長 ○昇  技術職員 中村 渓太郎 配水部北部方面配水管理課勤務 

 
浄水部浄水課事業管理係長  事務職員 市野 彰憲 給水サービス部戸塚水道事務所事務係長 

 
浄水部設備課設備監理係長  技術職員 渡辺 浩平 浄水部西谷浄水場電機係長 

 
浄水部西谷浄水場電機係長  技術職員 佐川 実 浄水部小雀浄水場電機係長 

 
浄水部小雀浄水場浄水係長  技術職員 関 広和 総務部総務課担当係長（名古屋市上下水道局派

遣） 
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【係長級】 

 
浄水部小雀浄水場電機係長 ○昇  技術職員 初見 宏 浄水部浄水課勤務 

 
浄水部水質課水質相談係長  技術職員 井上 智 環境創造局環境保全部大気・音環境課担当係長 

 
施設部計画課事業計画係長  技術職員 栗原 和昌 配水部配水課担当係長（配水管理担当） 

 
施設部計画課担当係長  技術職員 町田 高広 人事交流（公益社団法人日本水道協会） 

 
施設部工業用水課事業管理係長  事務職員 大武 康彦 浄水部浄水課事業管理係長 

 
水道局担当係長（公益財団法人水道技術研究

センター派遣） 
 事務職員 上田 嘉彦 事業推進部公民連携推進課担当係長（公民連携

推進担当） 
 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 小長谷 重徳 給水サービス部中村水道事務所維持係長 

 
水道局担当係長（横浜ウォーター株式会社派

遣） 
 技術職員 黒子 裕史 浄水部小雀浄水場管理係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 寳子山 豊 総務部総務課担当係長（130年史担当） 

 
市長部局へ出向  事務職員 片山 玲子 事業推進部公民連携推進課担当係長 

 
市長部局へ出向  技術職員 宮下 英之 事業推進部国際事業課担当係長（国際シンポジ

ウム・国際担当） 
 
市長部局へ出向  事務職員 金西 瑛子 給水サービス部サービス推進課サービス向上

係長 
 
市長部局へ出向  技術職員 遠藤 昭 給水サービス部鶴見水道事務所維持係長 

 
市長部局へ出向  事務職員 水木 伸一 給水サービス部三ツ境水道事務所事務係長 

 
市長部局へ出向  技術職員 石山 聖時 給水サービス部戸塚水道事務所維持係長 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 小島 拓郎 経営部経理課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 矢部 英亮 事業推進部資産活用課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  事務職員 玉井 章弘 事業推進部公民連携推進課勤務 

 
市長部局へ出向 ○昇  技術職員 横畑 友子 施設部建設課勤務 
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【課長補佐級】 

 
水道局課長補佐（契約部契約第二課物品契約

係長） 

（財政局兼務） 

 事務職員 武井 友子 水道局課長補佐（契約部契約第二課委託契約係

長） 

（財政局兼務） 
 
【係長級】 

 
契約部契約第一課担当係長  

（財政局兼務）  

 事務職員 岩屋 亮太朗 財政局総務部総務課担当係長 

 
契約部契約第二課委託契約係長 

（財政局兼務） 
 事務職員 峯田 貴宏 契約部契約第二課担当係長  

（財政局兼務） 
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【局長級・退職予定】 

 
  事務職員 山隈 隆弘 水道局長（水道事業管理者） 

 
【部長級・退職予定】 

 
  技術職員 牛窪 俊之 配水部長 

 
【課長級・退職予定】 

 
  事務職員 村田 尚子 総務部人材開発課長 

 
  技術職員 渡邉 真一 給水サービス部菊名水道事務所長 

 
  事務職員 井田 雅之 給水サービス部担当課長（中村水道事務所担

当） 
 
【課長補佐級・退職予定】 

 
  技術職員 西本 隆二 水道局課長補佐（事業推進部国際事業課担当係

長） 
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【局長級】

交通局長（交通事業管理者） 事職 三村 庄一 高速鉄道本部長

【部長級】

副局長（経営推進室長兼務） 事職 吉川 雅和 政策局担当部長

（国際局国際協力部担当部長兼務） （公立大学法人横浜市立大学派遣）

安全管理部長 事職 原口 紳一 総務部総務課長

（総務局総務部管理課新市庁舎移

転担当兼務）

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

高速鉄道本部長 事職 赤松 美直 高速鉄道本部営業課長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

市長部局出向 技職 髙木 一行 工務部施設課長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

【課長級】

経営推進室プロジェクト推進課長 事職 森 香里 自動車本部営業課観光・貸切担当

(ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務） 課長

(オリンピック・パラリンピック横浜市推進 （経営推進室プロジェクト推進担

担当兼務） 当兼務）

（データ活用推進担当兼務）

総務部総務課長 事職 柳下 豊彦 教育委員会事務局西部学校教育事

（総務局総務部管理課新市庁舎移転担当兼務） 務所教育総務課長

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務）

総務部経営管理課長 事職 小林 哲也 総務部経営管理課長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

総務部人事課担当課長（人事給与企画担当） 事職 田中 省吾 交通局課長補佐（総務部人事課

（総務部人事課労務係長兼務） 労務係長）

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） （経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

安全管理部安全管理課長 技職 鶴岡 正宏 交通局課長補佐（工務部建設改良

課計画係長）

安全管理部安全教育センター長 事職 真籠 俊彦 総務部能力開発センター長

高速鉄道本部営業課長 事職 入江 洋二郎 交通局課長補佐（経営推進室プロ

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） ジェクト推進課企画調整係長）

高速鉄道本部駅務管理所長 事職 大谷 明弘 交通局課長補佐（高速鉄道本部駅

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） 務管理所横浜管区駅長）

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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【課長級】

高速鉄道本部上永谷乗務管理所長 事職 三浦 美喜雄 交通局課長補佐（高速鉄道本部運

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） 転課運転係長）

自動車本部営業課長 事職 小島 健治 自動車本部路線計画課長

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） （経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

自動車本部営業課観光・貸切担当課長 事職 菅井 亜紀子 経営推進室プロジェクト推進課長

(ＳＤＧｓ未来都市推進担当兼務）

(オリンピック・パラリンピック

横浜市推進担当兼務）

(ラグビーワールドカップ横浜市

推進担当兼務）

自動車本部路線計画課長 事職 廣野 克則 自動車本部運輸課長

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） （経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

自動車本部運輸課長 事職 石渡 春男 交通局課長補佐（自動車本部運輸

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） 課運輸係長）

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

自動車本部保土ケ谷営業所長 事職 毎川 義貴 自動車本部保土ケ谷営業所長

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務）

自動車本部本牧営業所長 事職 仲澤 宏行 交通局担当課長

（横浜交通開発株式会社派遣）

技術管理部上永谷保守管理所長 技職 加藤 貴久 技術管理部上永谷保守管理所長

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務）

工務部施設課長 技職 渡邉 真幸 安全管理部安全管理課長

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務）

交通局担当課長 事職 石井 勝 交通局課長補佐（自動車本部港北

（横浜交通開発株式会社派遣） 営業所副所長）

市長部局出向 事職 佐藤 千鶴 総務部人事課担当課長

市長部局出向 事職 鶴岡 美和子 自動車本部営業課長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

市長部局出向 事職 加藤 未歩 交通局課長補佐（総務部総務課お

客様満足推進担当係長）

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 中島 こずえ 交通局課長補佐（経営推進室プロ

（経営推進室プロジェクト推進課担当係長） ジェクト推進課プロジェクト担当

係長）

交通局課長補佐 技職 杉山 伸康 経営推進室プロジェクト推進課プ

（経営推進室プロジェクト推進課担当係長） ロジェクト担当係長

交通局課長補佐 事職 筒井 武裕 交通局課長補佐（高速鉄道本部営

（総務部総務課お客様満足推進担当係長） 業課管理係長）

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） （経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

交通局課長補佐 事職 緒方 昌司 総務部経営管理課経営経理係長

（総務部経営管理課経営経理係長） （経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

交通局課長補佐 事職 髙澤 武 総務部資産活用課資産活用係長

（総務部資産活用課資産活用係長） （経営推進室プロジェクト推進担

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） 当兼務）

交通局課長補佐 事職 竹内 寿祐 安全管理部安全管理課鉄道運輸安

（安全管理部安全管理課安全管理係長） 全担当係長

交通局課長補佐 事職 戸田 真一 交通局課長補佐（総務部能力開発

（安全管理部安全教育センター担当係長 センター研修担当係長）

（高速鉄道教育担当））

交通局課長補佐 事職 矢澤 洋平 高速鉄道本部営業課駅務係長

（高速鉄道本部営業課管理係長） （経営推進室プロジェクト推進担

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） 当兼務）

交通局課長補佐 事職 原 一美 交通局課長補佐（高速鉄道本部上

（高速鉄道本部営業課駅務係長） 永谷乗務管理所副所長）

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務）

交通局課長補佐 事職 大木 達夫 高速鉄道本部駅務管理所関内管区

（高速鉄道本部駅務管理所上大岡管区駅長） 駅長

交通局課長補佐 事職 伊東 光晴 交通局課長補佐（高速鉄道本部新

（高速鉄道本部上永谷乗務管理所副所長） 羽乗務管理所教育指導係長）

交通局課長補佐 事職 笠原 孝弘 自動車本部営業課管理係長

（自動車本部営業課管理係長） （経営推進室プロジェクト推進担

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） 当兼務）

交通局課長補佐 事職 狩野 幸広 自動車本部港南営業所副所長

（自動車本部運輸課運輸係長）

交通局課長補佐 技職 加藤 裕之 交通局課長補佐（自動車本部車両

（自動車本部車両課車両係長） 課車両企画担当係長）

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務）

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 岩男 昇治 交通局課長補佐

（自動車本部浅間町営業所副所長） （横浜交通開発株式会社派遣）

交通局課長補佐 事職 明石 秀樹 交通局課長補佐（自動車本部浅間

（自動車本部滝頭営業所副所長） 町営業所副所長）

交通局課長補佐 技職 小林 孝行 自動車本部港北営業所車両整備係

（自動車本部港北営業所車両整備係長） 長

交通局課長補佐 事職 金成 一保 交通局課長補佐

（自動車本部鶴見営業所副所長） （横浜交通開発株式会社派遣）

交通局課長補佐 技職 久田 将一 技術管理部車両課教育担当係長

（技術管理部車両課車両計画係長）

交通局課長補佐 技職 鈴木 善之 技術管理部新羽保守管理所新羽検

（技術管理部新羽保守管理所新羽検車区長） 車区長

交通局課長補佐 技職 飯沼 将之 道路局課長補佐（道路部施設課担

（工務部施設課技術監理係長） 当係長）

交通局課長補佐 技職 廣田 敦志 交通局課長補佐（工務部施設課施

（工務部建設改良課計画係長） 設係長）

交通局課長補佐 技職 梅田 浩 工務部建設改良課担当係長

（工務部建設改良課担当係長）

交通局課長補佐 技職 福岡 健一 交通局課長補佐（工務部新横浜工

（工務部建設改良課担当係長） 事事務所担当係長）

市長部局出向 事職 倉田 力 交通局課長補佐（総務部人事課人

事組織係長）

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

【係長級】

経営推進室プロジェクト推進課担当係長 事職 平山 友行 健康福祉局生活福祉部保険年金課

保険料係長

経営推進室プロジェクト推進課担当係長 事職 山本 佳世 市民局スポーツ統括室ラグビーワ

ールドカップ2019推進部ラグビー

ワールドカップ2019推進課担当係

長

経営推進室プロジェクト推進課担当係長 技職 小森 雅史 技術管理部車両課勤務

（独立行政法人国際協力機構派遣）

経営推進室システム推進課システム担当係長 運事職 和田 朋徳 経営推進室システム推進課勤務

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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【係長級】

総務部人事課人事組織係長 事職 矢崎 将一 文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部Ｍ

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） ＩＣＥ振興課誘致等担当係長

総務部人事課担当係長 医職 五十嵐 小百合 総務部人事課職員健康担当係長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

総務部人事課担当係長 技職 三宅 智子 工務部建築課建築改良担当係長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

総務部人事課職員健康担当係長 医職 森野 潤子 港南区福祉保健センターこども家

（経営推進室プロジェクト推進担当兼務） 庭支援課こども家庭係長

（保健所兼務）

安全管理部安全管理課鉄道運輸安全担当係長 事職 畑沢 安彦 再任用

安全管理部安全教育センター安全教育係長 事職 二宮 美和 総務部能力開発センター研修担当

係長

安全管理部安全教育センター担当係長 事職 宍倉 慶則 自動車本部鶴見営業所副所長

（自動車教育担当）

安全管理部安全教育センター担当係長 事職 森本 隆夫 交通局担当係長

（自動車教育担当） （横浜交通開発株式会社派遣）

安全管理部安全教育センター担当係長 技職 岩澤 忠史 技術管理部車両課担当係長

（技術教育担当）

安全管理部安全教育センター担当係長 技職 後藤 弘樹 工務部施設課勤務

（技術教育担当）

安全管理部安全教育センター担当係長 事職 浅田 潤一郎 総務部能力開発センター研修担当

（運輸安全教育担当） 係長

高速鉄道本部営業課担当係長（駅支援担当） 事職 田中 一成 再任用

高速鉄道本部運転課運転係長 事職 石井 明 高速鉄道本部川和乗務管理所教育

指導係長

高速鉄道本部総合司令所電気司令長 運技職 永田 秀夫 技術管理部川和保守管理所勤務

高速鉄道本部駅務管理所教育担当係長 運事職 守賀 仁史 高速鉄道本部駅務管理所勤務

高速鉄道本部駅務管理所横浜管区駅長 事職 大島 義孝 高速鉄道本部駅務管理所教育担当

係長

高速鉄道本部駅務管理所横浜管区副駅長 運事職 磯貝 康宏 高速鉄道本部営業課勤務

高速鉄道本部駅務管理所あざみ野管区駅長 事職 鳥海 武 高速鉄道本部駅務管理所横浜管区

副駅長

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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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 事職 早川 潤 高速鉄道本部新羽乗務管理所基地

信号係長

高速鉄道本部駅務管理所関内管区駅長 事職 森田 恭彰 高速鉄道本部川和乗務管理所基地

信号係長

高速鉄道本部駅務管理所湘南台管区駅長 事職 小笠 俊一 高速鉄道本部駅務管理所センター

北管区駅長

高速鉄道本部駅務管理所センター北管区駅長 事職 石井 秀幸 高速鉄道本部駅務管理所上大岡管

区駅長

高速鉄道本部上永谷乗務管理所教育指導係長 事職 安藤 暢英 高速鉄道本部駅務管理所湘南台管

区駅長

高速鉄道本部新羽乗務管理所教育指導係長 事職 朽木 亨 高速鉄道本部上永谷乗務管理所教

育指導係長

高速鉄道本部新羽乗務管理所基地信号係長 事職 片野 一雄 高速鉄道本部新羽乗務管理所担当

係長

高速鉄道本部川和乗務管理所教育指導係長 事職 山口 賢次 高速鉄道本部川和乗務管理所担当

係長

高速鉄道本部川和乗務管理所基地信号係長 運事職 藤田 正 高速鉄道本部運転課勤務

自動車本部営業課業務改善担当係長 事職 岡田 吉生 自動車本部営業課業務改善担当係

長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

自動車本部路線計画課担当係長 事職 森下 周一郎 自動車本部路線計画課担当係長

（連節バス等担当） （連節バス等担当）

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

自動車本部車両課車両企画担当係長 運技職 野村 清明 自動車本部浅間町営業所勤務

自動車本部保土ケ谷営業所教育指導係長 事職 佐藤 潤 自動車本部滝頭営業所教育指導係

長

自動車本部若葉台営業所副所長 事職 今井 豊 自動車本部保土ケ谷営業所教育指

導係長

自動車本部若葉台営業所車両整備係長 技職 小笠原 幸一 自動車本部車両課車両係長

（経営推進室プロジェクト推進担

当兼務）

自動車本部滝頭営業所教育指導係長 運事職 谷内 寛一 自動車本部保土ケ谷営業所勤務

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  
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【係長級】

自動車本部本牧営業所教育指導係長 事職 安田 宏幸 自動車本部若葉台営業所担当係長

（自動車本部本牧営業所応援）

自動車本部港南営業所副所長 事職 濱田 文夫 総務部能力開発センター研修担当

係長

自動車本部港北営業所副所長 事職 遠藤 直樹 自動車本部若葉台営業所副所長

技術管理部電気課変電所更新担当係長 技職 成嶋 祐輝 資源循環局都筑工場操作担当係長

技術管理部電気課信号担当係長 運技職 金井 孝寛 技術管理部電気課勤務

技術管理部川和保守管理所川和施設区長 運技職 土志田 徳之 技術管理部新羽保守管理所勤務

技術管理部川和保守管理所川和電気区長 技職 和田 伸一 高速鉄道本部総合司令所電気司令

長

工務部施設課施設係長 技職 望月 啓明 工務部新横浜工事事務所工事係長

工務部建築課設備係長 技職 武藤 敏行 技術管理部車両課車両計画係長

工務部新横浜工事事務所工事係長 技職 佐藤 誠 工務部施設課技術監理係長

交通局担当係長 運事職 迫 美欧 自動車本部路線計画課勤務

（横浜交通開発株式会社派遣）

市長部局出向 技職 藤崎 正生 技術管理部電気課変電所更新担当

係長

市長部局出向 事職 佐々木 裕子 総務部経営管理課勤務

市長部局出向 事職 足立 喜一朗 自動車本部営業課勤務

人事異動(交通局)

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  

○昇  
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【課長補佐級】

交通局課長補佐 事職 武井 友子 交通局課長補佐

（契約部契約第二課物品契約係長） （契約部契約第二課委託契約係長）

（財政局兼務） （財政局兼務）

【係長級】

契約部契約第一課担当係長 事職 岩屋 亮太朗 財政局総務部総務課担当係長

（財政局兼務）

契約部契約第二課委託契約係長 事職 峯田 貴宏 契約部契約第二課担当係長

（財政局兼務） （財政局兼務）

人事異動(交通局)



令和２年３月３１日付 　　１頁　

新　　　補　　　職 現職名 氏 名 現　　補　　職

【局長級・退職予定】

事職 城 博俊 交通局長（交通事業管理者）

【部長級・退職予定】

事職 重内 博美 副局長（経営推進室長兼務）

（国際局国際協力部担当部長兼務）

事職 津久井 栄之 安全管理部長

【課長級・退職予定】

事職 田中 一成 高速鉄道本部駅務管理所長

事職 畑沢 安彦 高速鉄道本部上永谷乗務管理所長

技職 黒崎 秀次 工務部施設課担当課長

【課長補佐級・退職予定】

事職 鎌倉 京子 交通局課長補佐（経営推進室プロ

ジェクト推進課プロモーション

担当係長）

事職 宮崎 滋 交通局課長補佐（高速鉄道本部

駅務管理所あざみ野管区駅長）

技職 荒 博美 交通局課長補佐（自動車本部

若葉台営業所車両整備係長）

事職 鈴木 昌男 交通局課長補佐（自動車本部

本牧営業所長代行）

技職 鈴木 隆 交通局課長補佐（技術管理部川和

保守管理所川和施設区長）

技職 斎藤 正美 交通局課長補佐（技術管理部川和

保守管理所川和電気区長）

技職 森 一弘 交通局課長補佐

（工務部建築課設備係長）

【係長級・退職予定】

事職 小松 賢吉 経営推進室システム推進課担当係長

（システム担当）

事職 関口 勝利 自動車本部滝頭営業所副所長

事職 鈴木 功 自動車本部本牧営業所教育指導係長

人事異動(交通局)
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【局長級】 
市民病院長 

（市民病院形成外科長・耳鼻咽喉科長兼務） 

 

  石原 淳 市民病院長 

【部長級】 
市民病院副病院長 

（市民病院整形外科長・医療情報部長・臨床

工学部長兼務） 

 医職  

 

 

中澤 明尋 

 

 

市民病院副病院長 

（市民病院整形外科長・リハビリテーション

部長・臨床工学部長兼務） 

         

市民病院管理部長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当

部長・経営戦略室長・医療情報部担当部長・

がんセンター担当部長兼務） 

○昇E 事職 

 

 

 

神内 浩 

 

 

 

市民病院管理部新病院推進課長 

 

 

 

        

市民病院血液内科長 

（市民病院輸血部長兼務） 

 医職 

 

仲里 朝周 

 

市民病院血液内科長 

（市民病院病院長補佐・輸血部長兼務） 

        

市民病院循環器内科長 

（市民病院心臓血管センター長兼務） 

 

 医職 

 

 

根岸 耕二 

 

 

市民病院循環器内科長 

（市民病院病院長補佐・心臓血管センター長

兼務） 

        

市民病院消化器外科長 

（市民病院医療機器安全管理責任者兼務） 

 医職 

 

望月 康久 

 

市民病院消化器外科長 

 

        

市民病院炎症性腸疾患（ＩＢＤ）科長 

（市民病院炎症性腸疾患センター長・栄養部

長兼務） 

 医職 

 

 

小金井 一隆 

 

 

市民病院炎症性腸疾患（ＩＢＤ）科長 

（市民病院病院長補佐・炎症性腸疾患センタ

ー長・栄養部長兼務） 

        

市民病院整形外科担当部長   國府 秀俊 新採用 

        

市民病院脳神経外科担当部長 
A○昇E 医職 岡村 晶子 市民病院脳神経外科医長 

        

市民病院皮膚科長   蒲原 毅 新採用 

        

市民病院泌尿器科長 

 

 医職 

 

太田 純一 

 

市民病院泌尿器科長 

（市民病院病院長補佐兼務） 

        

市民病院泌尿器科担当部長 

 
A○昇E 医職 

 

舩橋 亮 

 

市民病院泌尿器科医長 

 

        

市民病院リハビリテーション科長 

（市民病院リハビリテーション部長兼務） 

 医職 

 

小林 宏高 

 

市民病院リハビリテーション科長 

 

        

市民病院放射線診断科長 

（市民病院医療放射線安全管理責任者・画像

診断部長兼務） 

A○昇E 医職 

 

 

鳥井 郁雄 

 

 

市民病院放射線診断科医長 

 

 

        

市民病院麻酔科長 

（市民病院手術部長兼務） 

 医職 

 

伊奈川 岳 

 

市民病院麻酔科長 

（市民病院病院長補佐・手術部長兼務） 

        

脳卒中・神経脊椎センター管理部長 

 

 

 

A○昇E 事職 

 

 

 

本間 明 

 

 

 

医療局医療政策部医療政策課長 

（政策局大学調整課担当課長・医療政策人材

育成リーダー・外国人材受入・共生推進担当

兼務） 
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市長部局出向  事職 植木 八千代 脳卒中・神経脊椎センター管理部長 

      

【課長級】 
病院経営部病院経営課長  

（データ活用推進担当・医療局兼務）  
 

病院経営部病院経営課担当課長 

（医療局兼務） 

 事職 

 

 

技職 

 

門林 宏英 

 

 

大場 重雄 

 

病院経営部病院経営課長  

（医療局兼務）  
 

市民病院管理部新病院整備課長 

 

         

医療局病院経営本部担当課長 

（みなと赤十字病院派遣） 

 

A○昇E 事職 

 

 

小松 順 

 

 

医療局課長補佐（医療政策部医療政策課担当

係長） 

 

市民病院患者総合サポートセンター担当課

長  

  

 事職 

 

 

藤井 裕久  
 

 

市民病院患者総合サポートセンター担当課長  

（市民病院がんセンター担当課長兼務） 
 

市民病院経営戦略室経営戦略課長 

（市民病院臨床研究部担当課長兼務） 

 

 事職 

 

 

江口 孝 

 

 

市民病院管理部経営企画課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当課長兼務） 

        

市民病院管理部総務課長 

 

 

 事職 

 

 

岸田 純也 

 

 

市民病院管理部総務課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当課長・臨床研究部担当課長兼務） 

        

市民病院管理部総務課管理担当課長 

 
A○昇E 事職 

 

江成 昭広 

 

経済局課長補佐（中央卸売市場本場運営調整

課担当係長） 

        

市民病院管理部医事課長 

 

 

 事職 

 

 

木村 洋 

 

 

市民病院管理部医事課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当課長兼務） 

        

市民病院医療情報部医療情報課長 

 

 

 事職 

 

 

水沼 彩子 

 

 

市民病院管理部医療情報課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当課長兼務） 

        

市民病院医療情報部医療情報課担当課長 

 

 

 事職 

 

 

三浦 拓也 

 

 

市民病院管理部医療情報課担当課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当課長兼務） 

        

市民病院血液内科医長 
A○昇E 医職 伊藤 知紗子 市民病院血液内科副医長 

        

市民病院小児科医長 
A○昇E 医職 荒木 絵里子 市民病院小児科副医長 

        

市民病院炎症性腸疾患（ＩＢＤ）科医長 
A○昇E 医職 黒木 博介 市民病院炎症性腸疾患（ＩＢＤ）科副医長 

        

市民病院産婦人科医長 A○昇E 医職 浅野 涼子 市民病院産婦人科副医長 

        

市民病院リハビリテーション科医長 
A○昇E 医職 内藤 咲月 市民病院リハビリテーション科副医長 

        

市民病院放射線診断科医長   関水 毅 新採用 

        

市民病院麻酔科医長 
A○昇E 医職 若山 洋美 市民病院麻酔科副医長 

        

市民病院画像診断部技師長 

 
A○昇E 技職 

 

戸田 博幸 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院画像

診断部担当係長） 
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市民病院看護部副看護部長  医職 野中 麻紀 脳卒中・神経脊椎センター看護部副看護部長 

        

市民病院看護部担当課長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当

課長兼務） 

 医職 

 

 

川上 幸子 

 

 

市民病院患者総合サポートセンター担当課長 

（市民病院看護部担当課長兼務） 

 

        

市民病院看護部担当課長 

 

 医職 

 

渡邉 しのぶ 

 

市民病院管理部新病院推進課新病院推進担当

課長 

        

市民病院看護部担当課長 

 

 医職 

 

赤松 直子 

 

市民病院看護部担当課長（市民病院看護部看

護師長） 

        

脳卒中・神経脊椎センター看護部副看護部長  医職 中谷 正美 市民病院看護部副看護部長 

        

市長部局出向 

 

 事職 

 

岩岡 有里 

 

医療局病院経営本部担当課長 

（みなと赤十字病院派遣） 

        

市長部局出向 

 

 

 事職 

 

 

玉井 理 

 

 

市民病院管理部経営企画課新病院担当課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当課長兼務） 

        

市長部局出向 

 

 技職 

 

田中 則行 

 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備担当

課長 

      

【課長補佐級】 
医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（医療局兼務） 

A○昇E 事職 

 

 

石川 雅邦 

 

 

総務局危機管理室危機管理部防災企画課担当

係長 

 

        

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課看護師キャリア支援担当係長） 

（医療局兼務） 

 医職 

 

 

鈴木 美佐代 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院患者

総合サポートセンター病床管理担当係長） 

（市民病院看護部看護師長兼務） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院経営

戦略室経営戦略課先進・予防医療担当係長） 

（市民病院臨床研究部担当係長兼務） 

 事職 

 

 

前原 幹弘 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院がん

センター企画調整係長） 

 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院経営

戦略室経営戦略課担当係長） 

 事職 

 

幕田 雄亮 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部新病院推進課新病院推進担当係長） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課職員係長） 
A○昇E 事職 

 

前川 周 

 

こども青少年局子育て支援部子育て支援課子

育て支援係長 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課担当係長） 

 事職 

 

小林 一郎 

 

医療局課長補佐（疾病対策部がん・疾病対策

課担当係長） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部医事課医事担当係長） 

 

 

 事職 

 

 

 

櫻井 高志 

 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部医事課医事請求担当係長） 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院医療

情報部医療情報課情報システム担当係長） 

 事職 

 

伊藤 英幸 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院患者

総合サポートセンター企画担当係長） 
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医療局病院経営本部課長補佐（市民病院医療

情報部医療情報課情報システム担当係長） 

 

A○昇E 事職 

 

 

平山 慎一 

 

 

市民病院管理部医療情報課新病院担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務）  

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院画像

診断部担当係長）  
A○昇E 技職 

 

大渕 芳雄 

 

市民病院画像診断部担当係長  

 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 医職 

 

島 あゆ子 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 医職 

 

髙橋 陽子 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部新病院推進課新病院推進担当係長）  

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 
A○昇E 医職 

 

後藤 真理 

 

市民病院看護部看護師長 

 

        

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター管理部総務課経営企画係長）  
A○昇E 事職 

 

濱井 俊充 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課経営

企画係長  

        

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

 

 

 医職 

 

 

 

鈴木 治美 

 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課看護師キャリア支援担当係長） 

（医療局兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

 

 

 

 医職 

 

 

 

 

山崎 いづみ  

 

 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

（脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相

談室相談担当係長兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 
A○昇E 医職 

 

山下 智佳子 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 

 

        

市長部局出向 

 

 事職 

 

小森田 秀幸 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部新病院推進課新病院推進担当係長） 

        

市長部局出向 

 

 

 

 事職 

 

 

 

丸山 重夫 

 

 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課職員係長） 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市長部局出向 

 

 技職 

 

岩田 充 

 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部新病院整備課新病院整備担当係長） 

     

【係長級】 
病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

 技職 

 

小西 真樹 

 

建築局宅地審査部調整区域課担当係長 

 

        

病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

 事職 

 

佐藤 政樹 

 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備担当

係長 

        

市民病院経営戦略室経営戦略課経営企画担

当係長 

 

 事職 

 

 

佐山 聖 

 

 

市民病院管理部経営企画課経営企画係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院経営戦略室経営戦略課人事企画担

当係長 

 

 事職 

 

 

内藤 崇 

 

 

市民病院管理部総務課新病院担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 
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市民病院経営戦略室経営戦略課先進・予防医

療担当係長 

（市民病院臨床研究部担当係長兼務） 

A○昇E 事職 

 

 

中嶋 良子 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課勤務 

 

 

        

市民病院経営戦略室経営戦略課担当係長 

 

 

 事職 

 

 

杉山 洋子 

 

 

市民病院管理部経営企画課経営分析担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院管理部総務課庶務係長 

（市民病院感染管理室担当係長兼務） 

 

 事職 

 

 

福野 淳 

 

 

市民病院管理部総務課庶務係長 

（市民病院感染管理室担当係長・管理部新病

院推進課新病院推進担当係長兼務） 

        

市民病院管理部総務課経理係長 

 

 

 事職 

 

 

村山 宜久 

 

 

市民病院管理部経営企画課経理担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院管理部総務課物品管理担当係長 

 

 

 事職 

 

 

松本 一樹 

 

 

市民病院管理部経営企画課調度契約係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院管理部総務課施設管理担当係長 

 

 

 技職 

 

 

青山 大作 

 

 

市民病院管理部総務課施設係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院管理部総務課施設管理担当係長 

 

 技職 

 

池田 一治 

 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備担当

係長 

        

市民病院管理部医事課医事企画係長 

（市民病院医療安全管理室担当係長兼務） 

 

 事職 

 

 

坂井 良輔 

 

 

市民病院管理部医事課医事企画係長 

（市民病院医療安全管理室担当係長・管理部

新病院推進課新病院推進担当係長兼務 

        

市民病院管理部医事課患者サービス担当係

長 

 

 事職 

 

 

髙橋 博 

 

 

市民病院管理部医事課調整担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院管理部医事課患者サービス担当係

長 

 

 事職 

 

 

宮下 怜奈 

 

 

市民病院管理部医事課新病院担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院管理部医事課担当係長 

 

 

 事職 

 

 

川合 正陳 

 

 

市民病院管理部医事課担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市民病院医療情報部医療情報課診療情報担

当係長 

 技職 

 

田山 三郎 

 

市民病院がんセンターがん情報担当係長  

 

        

市民病院医療情報部医療情報課情報システ

ム担当係長 

 

 

 事職 

 

 

 

川原 康弘 

 

 

 

市民病院管理部医療情報課情報管理・システ

ム担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務）  

        

市民病院小児科副医長   金子 絵名 新採用 

        

市民病院消化器外科副医長   田中 優作 新採用 
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市民病院整形外科副医長   國谷 嵩 新採用 

        

市民病院呼吸器外科副医長   重信 敬夫 新採用 

        

市民病院産婦人科副医長 
A○昇E 医職 堀田 裕一朗 市民病院産婦人科勤務 

        

市民病院産婦人科副医長   髙見 美緒 新採用 

        

市民病院産婦人科副医長   今井 一章 新採用 

        

市民病院眼科副医長 
A○昇E 医職 大西 英之 市民病院眼科勤務 

        

市民病院耳鼻咽喉科副医長   齋藤 真 新採用 

        

市民病院放射線診断科副医長   今野 瑠奈 新採用 

 

市民病院麻酔科副医長 

 

  

 

 

 

菅原 陽 

 

  

新採用 

 

市民病院麻酔科副医長   末竹 荘八郎 新採用 

        

市民病院麻酔科副医長   吉田 恵 新採用 

        

市民病院歯科口腔外科副医長   杉浦 圭 新採用 

        

市民病院画像診断部担当係長  
A○昇E 技職 田邉 頌章 市民病院画像診断部勤務 

        

市民病院看護部担当係長  医職 小迫 冨美恵 再任用 

        

市民病院看護部看護師長 

 

 

 医職 

 

 

菅 由美子 

 

 

市民病院患者総合サポートセンター入退院支

援・相談調整担当係長 

（市民病院看護部看護師長兼務） 

        

市民病院看護部看護師長 

（管理部総務課中材担当係長兼務） 

 医職 

 

麻生 隆之 

 

市民病院看護部看護師長 

 

        

市民病院看護部看護師長 
A○昇E 医職 尾花 美幸 市民病院看護部勤務 

        

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課職員

担当係長  

 事職 

 

吉山 良之 

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課物品

管理係長  

        

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課物品

管理係長  
A○昇E 事職 

 

尾山 武史 

 

瀬谷区勤務 

 

        

脳卒中・神経脊椎センター看護部入退院支援

担当係長 

（脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相

談室相談担当係長兼務） 

 医職 

 

 

 

佃 乃扶 

 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長  

 

 

 

        

脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 
A○昇E 医職 南里 千春 脳卒中・神経脊椎センター看護部勤務 

        

市長部局出向 

 

 事職 

 

濵名 陽介 

 

病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
        

市長部局出向 

 

 

 事職 

 

 

生井 智規 

 

 

市民病院管理部総務課渉外担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市長部局出向 

 

 

 事職 

 

 

角 浩介 

 

 

市民病院管理部医事課収納担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長兼務） 

        

市長部局出向 

 

 技職 

 

齋藤 郁男 

 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備係長 

 

市長部局出向 

 

市長部局出向 

 

 

市長部局出向 

 

市長部局出向 

 

 

 

 

 

 

 

A○昇E 

 

A○昇E 

 

事職 

 

事職 

 

 

事職 

 

技職 

 

 

阿部 壮紘 

 

鈴木 優也  

 

 

池田 敬士 

 

黒山 裕子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民病院臨床研究部担当係長  

 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課経理

担当係長 

 

市民病院がんセンター勤務 

 

市民病院管理部新病院整備課勤務 
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【課長級】 
 

病院経営部人事課長 

（医療局兼務） 

 

市長部局出向 

 

 

【課長補佐級】 
 

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課人事係長） 

（医療局兼務） 

 

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課労務係長） 

（医療局兼務） 

 

 

【係長級】 
 

市長部局出向 

 

 

 

〇 
 

 

 

 

 

 

 

 

〇 
A○昇E 

 

 

〇〇 
 

事職 

 

 

事職 

 

 

〇〇 

 

事職 

 

 

 

事職 

 

 

 

 

〇 

 

事職 

 

 

 

〇〇 
 

市川 雅啓 

 

 

柿沼 浩二 

 

 

〇 
 

関 哲夫 

 

 

 

長瀬 佳代 

 

 

 

 

〇 

 

立川 清崇 

 

 

 

〇〇 
 

政策局担当課長（公立大学法人横浜市立大学

派遣） 

 

病院経営部人事課長 

（医療局兼務） 

 

〇 
 

病院経営部人事課人事係長 

（医療局兼務） 

 

 

健康福祉局課長補佐（総務部職員課厚生係長） 

 

 

 

 

〇 

 

病院経営部人事課労務係長 

（医療局兼務） 
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新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 
【部長級】 
医療局病院経営本部病院経営部担当部長 

（建築局兼務） 

 技職 鈴木 和宏 総務局総務部新市庁舎整備統括担当部長 

 
【課長級】 
医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当課長 

（建築局兼務） 

 

 

 
 
 

技職 

 

 

大友 直樹 

 

 

建築局企画部都市計画課長 

 

 

【課長補佐級】     

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（建築局兼務） 

 

 

A○昇E  技職 深澤 裕司 建築局公共建築部営繕企画課担当係長 

【係長級】     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 

 技職 中西 重智 建築局公共建築部保全推進課担当係長 

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 

 技職 小松 茂 建築局建築指導部建築企画課担当係長 

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 

 技職 荒明 大輔 道路局道路部施設課担当係長 
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【部長級・退職予定】 
  医職 安藤 紀子 

 

市民病院がんセンター担当部長 

 

  事職 谷口 尚三 

 

 

 

市民病院管理部長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当部

長・がんセンター担当部長兼務） 

 

  医職 釘本 千春 

 

市民病院脳神経内科担当部長 

 

  医職 佐久間 恒 

 

 

 

市民病院形成外科長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当部

長・臨床研究部担当部長兼務） 

 

  医職 堀内 義仁 

 

市民病院皮膚科長  

 

  医職 勝俣 康史 

 

 

 

市民病院放射線診断科長 

（市民病院医療機器安全管理責任者・画像診

断部長兼務） 

 

  医職 大越 隆文 

 

市民病院放射線診断科担当部長  

 

  医職 小泉 文 

 

市民病院歯科口腔外科担当部長 

 

     

【課長級・退職予定】 
  医職 小迫 冨美恵 

 

 

市民病院がんセンター担当副部長（市民病院

看護部オンコロジー担当課長兼務） 

 

  医職 大田 洋平 

 

市民病院消化器外科医長  

 

  医職 藤巻  洋 

 

市民病院整形外科医長 

 

  医職 草山  喜洋 

 

市民病院整形外科医長 

 

  医職 重冨 征爾 

 

市民病院耳鼻咽喉科長（医長） 

 

  医職 大井 康史 

 

市民病院救急診療科医長  

 

  技職 田島 隆道 

 

市民病院画像診断部技師長 

 

  技職 岡本 佳子 

 

市民病院輸血部技師長 

 

  事職 八嶋 良輔 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相談

室副室長 

 

     

【係長級・退職予定】     

  医職 井出  学 

 

市民病院整形外科副医長 

 

  医職 磯田 祐士 

 

市民病院皮膚科副医長 

 

  医職 古郡  恵 

 

市民病院産婦人科副医長 

 

  医職 柏木 里恵子 

 

市民病院麻酔科副医長 

 

  医職 吉岡 征夫 市民病院麻酔科副医長  
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  医職 有山 美佐子 

 

 

 

市民病院看護部看護師長 

（市民病院がんセンターがん検診・相談担当

係長兼務） 

 

  医職 菅原 恵梨子 

 

脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科副医長 

 

  医職 渡邊 太 

 

 

脳卒中・神経脊椎センター脊椎脊髄外科副医

長 
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