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【部長級】

鶴見区福祉保健センター担当部長 事職 大貫 義幸 こども青少年局総務部総務課長
（保健所兼務） （危機管理推進担当兼務）（節電

・省エネ推進担当兼務）

鶴見土木事務所長 技職 北橋 正敏 保土ケ谷土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

神奈川区福祉保健センター長 事職 楢村 光一 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）

神奈川区福祉保健センター担当部長 事職 中井 邦雄 南区総務部総務課長
（保健所兼務） （危機管理推進担当兼務）（節電

・省エネ推進担当兼務）

西区福祉保健センター担当部長 事職 重内 博美 教育委員会事務局総務部総務課長
（保健所兼務） （節電・省エネ推進担当兼務）

中区福祉保健センター長 医職 田畑 和夫 金沢区福祉保健センター長
（保健所兼務） （保健所兼務）

中土木事務所長 技職 小泉 昌司 磯子土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務） （環境創造局・道路局兼務）

南区副区長 消吏 原 晴彦 鶴見消防署長
（南区総務部長兼務）

南土木事務所長 技職 秋山 禎治 道路局計画調整部企画課長
（環境創造局・道路局兼務） （政策局政策部政策課担当課長兼

務）（環境未来都市推進担当兼務
）

港南区副区長 技職 二宮 智美 建築局指導部長
（港南区総務部長兼務）

港南区福祉保健センター長 医職 古賀 伸子 港南区福祉保健センター長
（南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）

港南区福祉保健センター担当部長 事職 榛澤 俊成 環境創造局総務部改革推進等担当
（保健所兼務） 部長

保土ケ谷区福祉保健センター長 事職 冨手 俊男 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）

保土ケ谷区福祉保健センター担当部長 書記 安藤 浩幸 議会局市会事務部政策調査担当部
（保健所兼務） 長

保土ケ谷区福祉保健センター医務担当部長 医職 秋元 政博 南区福祉保健センター医務担当課
（健康福祉局健康安全部担当部長（保健事業 長
担当）兼務）（保健所兼務） （保健所兼務）

保土ケ谷土木事務所長 技職 大嶋 邦佳 環境創造局担当部長
（環境創造局・道路局兼務） （横浜市体育協会派遣）



2 頁
平 成 25年 4月 1日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【部長級】

旭区担当部長（総務部総務課長） 事職 若林 和彦 旭区総務部総務課長
（地域防災支援担当兼務） （危機管理推進担当兼務）（節電

・省エネ推進担当兼務）

磯子土木事務所長 技職 伊藤 紀昭 都市整備局担当部長
（環境創造局・道路局兼務） （横浜高速鉄道株式会社派遣）

金沢区福祉保健センター長 医職 富田 千秋 青葉区福祉保健センター長
（健康福祉局健康安全部担当部長（健康安全 （健康福祉局健康安全部担当部長
担当）兼務）（保健所兼務） （健康安全担当）兼務）（保健所

兼務）

金沢区福祉保健センター担当部長 事職 川﨑 圭子 教育委員会事務局総務部生涯学習
（保健所兼務） 担当部長

青葉区副区長 事職 大野 敏美 文化観光局担当部長
（青葉区総務部長兼務） （株式会社横浜国際平和会議場派

遣）

青葉区福祉保健センター長 医職 勝島 聡一郎 保土ケ谷区福祉保健センター長
（健康福祉局健康安全部担当部長（健康安全 （保健所兼務）
担当）兼務）（保健所兼務）

都筑土木事務所長 技職 平山 実 政策局基地対策課担当課長
（環境創造局・道路局兼務）

戸塚区福祉保健センター担当部長 事職 大森 素治 中央卸売市場食肉市場運営課長
（保健所兼務）

戸塚土木事務所長 技職 鈴木 健一 都市整備局企画部企画課長
（環境創造局・道路局兼務） （政策局政策部政策課担当課長兼

務）（環境未来都市推進担当兼務
）

栄区副区長 事職 神山 篤 健康福祉局障害福祉部長
（栄区総務部長兼務）

栄区福祉保健センター担当部長 事職 小山 実 栄区総務部総務課長
（保健所兼務） （危機管理推進担当兼務）（節電

・省エネ推進担当兼務）

温暖化対策統括本部副本部長 技職 森 秀毅 戸塚土木事務所長
（温暖化対策統括本部企画調整部長兼務）（ （環境創造局・道路局兼務）
政策局共創推進室国際技術協力担当部長兼務
）（環境未来都市推進担当兼務）

政策局担当部長（大都市制度推進室大都市制 事職 橘田 誠 政策局大都市制度推進室大都市制
度推進課長） 度推進課長

政策局政策部長 事職 下田 康晴 政策局政策部長
（防災計画策定担当兼務）

政策局政策部政策担当部長 技職 桑波田 一孝 都市整備局戸塚駅周辺開発事務所
（環境未来都市推進担当兼務） 長
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政策局共創推進室国際技術協力担当部長 技職 中島 徹也 温暖化対策統括本部副本部長
（温暖化対策統括本部企画調整部
長兼務）（政策局共創推進室国際
技術協力担当部長兼務）（環境未
来都市推進担当兼務）

政策局共創推進室担当部長 橋本 徹 新採用
（政策局共創推進室国際技術協力担当部長兼
務）

政策局担当部長 事職 加藤 淳一 政策局担当課長
（公立大学法人横浜市立大学派遣） （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

総務局危機管理室危機管理部長 事職 宇都木 朗 港湾局担当部長
（横浜港埠頭株式会社派遣）

財政局主税部長 事職 鈴木 栄 財政局担当部長（主税部税制課長
（大都市制度推進担当兼務）（税務人材育成 ）
シニアリーダー兼務） （大都市制度推進担当兼務）

市民局市民協働推進部長 事職 田雑 由紀乃 西区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）

市民局区政支援部担当部長 事職 小野﨑 信之 文化観光局担当部長
（横浜市芸術文化振興財団派遣）

市民局スポーツ振興部長 事職 大川 敏彰 資源循環局家庭系対策部担当部長

文化観光局担当部長（観光コンベンション振 事職 齋藤 満 文化観光局観光コンベンション振
興部観光振興課長） 興部観光振興課長
（世界遺産担当兼務） （世界遺産担当兼務）

文化観光局担当部長 事職 星﨑 雅代 水道局お客さまサービス推進部長
（横浜市芸術文化振興財団派遣）

文化観光局担当部長 事職 佐野 修一 泉区総務部総務課長
（株式会社横浜国際平和会議場派遣） （危機管理推進担当兼務）（節電

・省エネ推進担当兼務）

こども青少年局子育て支援部長 事職 田中 博章 こども青少年局子育て支援部長
（こども青少年局緊急保育対策室
緊急保育対策部担当部長兼務）

健康福祉局担当部長（生活福祉部保護課長） 事職 巻口 徹 健康福祉局生活福祉部保護課長

健康福祉局障害福祉部長 事職 杉本 英和 金沢区福祉保健センター担当部長
（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部監視等担当部長 技職 横溝 力男 健康福祉局担当部長（食肉衛生検
（放射線対策担当兼務）（保健所兼務） 査所長）
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健康福祉局担当部長（食肉衛生検査所長） 技職 桃井 宏之 健康福祉局健康安全部食品衛生課
長
（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）（消防
局危機管理室危機管理部危機管理
課担当課長兼務）（保健所兼務）

環境創造局担当部長 技職 中野 創 都市整備局都市づくり部都市デザ
（横浜市体育協会派遣） イン室長

（文化観光局横浜魅力づくり室企
画課横浜プロモーション担当課長
兼務）

資源循環局家庭系対策部担当部長 事職 齋藤 善一 市民局市民協働推進部地域活動推
進課長

建築局企画部長 技職 秋元 康幸 建築局企画部長
（政策局共創推進室国際技術協力担当部長兼
務）

建築局住宅部長 技職 水上 秀己 建築局公共建築部長

建築局指導部長 技職 加藤 高明 建築局宅地審査部長

建築局情報相談部長 技職 齋藤 泉 都市整備局都市づくり部長

建築局宅地審査部長 技職 古木 淳 鶴見土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

建築局公共建築部長 技職 秋山 雅英 建築局住宅部長

都市整備局副局長 技職 御厨 久史 港湾局副局長
（都市整備局総務部長兼務） （港湾局総務部長兼務）

都市整備局都市交通部長 技職 黒水 公博 政策局共創推進室国際技術協力担
当部長

都市整備局都心再生部横浜駅周辺等担当部長 技職 奥山 勝人 道路局横浜環状道路調整部長

都市整備局地域まちづくり部長 技職 小池 政則 建築局住宅部住宅計画課長

都市整備局市街地整備部長 技職 渡邊 圭祐 都市整備局都市交通部長

道路局副局長 技職 髙木 勇一 道路局道路部長
（道路局総務部長兼務）

道路局道路部長 技職 新倉 芳樹 道路局建設部長

道路局建設部長 技職 松下 信男 南土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

道路局横浜環状道路調整部長 技職 古山 諭 財政局公共施設・事業調整室公共
施設・事業調整部長
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港湾局みなと賑わい振興部長 事職 齋藤 聖 健康福祉局総務部総務課長
（危機管理推進担当兼務）（節電
・省エネ推進担当兼務）

港湾局担当部長 事職 井関 敏也 環境創造局総務部総務課長
（横浜港埠頭株式会社派遣） （温暖化対策統括本部企画調整部

調整課担当課長兼務）（危機管理
推進担当兼務）（節電・省エネ推
進担当兼務）

港湾局担当部長 事職 石川 裕純 神奈川区総務部総務課長
（横浜港埠頭株式会社派遣） （危機管理推進担当兼務）（節電

・省エネ推進担当兼務）

港湾局担当部長 事職 北田 治 港湾局担当部長
（横浜港振興協会派遣） （横浜港埠頭株式会社派遣）

消防局出向 消吏 久保田 真人 栄区副区長
（栄区総務部長兼務）

水道局出向 事職 小賀野 敏子 経済局中小企業振興部担当部長

病院経営局出向 医職 渡邉 三紀子 政策局担当課長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

教育委員会事務局総務部教育政策推進等担当 事職 高倉 徹 市民局区政支援部担当部長
部長

教育委員会事務局施設部長 事職 佐竹 広則 教育委員会事務局指導部健康教育
・人権教育担当部長

教育委員会事務局指導部健康教育・人権教育 事職 斉藤 慶彦 水道局総務部担当部長（再編担当
担当部長 ）

（水道局総務部人事課長兼務）

教育委員会事務局東部学校教育事務所長 齋藤 宗明 公立学校長

教育委員会事務局北部学校教育事務所長 宮部 一 公立学校長

監査事務局監査部長 事職 本間 德也 監査事務局調整部長

議会局市会事務部政策調査担当部長 書記 奥田 正則 議会局市会事務部総務課長
（節電・省エネ推進担当兼務）


