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【係長級】

鶴見区総務部総務課予算調整係長 事職 藤木 秀武 都市整備局担当係長
（株式会社横浜都市みらい派遣）

鶴見区総務部区政推進課まちづくり調整担当 技職 川原 宏美 政策局勤務
係長
（鶴見土木事務所担当係長兼務）

鶴見区総務部戸籍課担当係長 事職 佐藤 栄次 資源循環局担当係長
（横浜市資源循環公社派遣）

鶴見区総務部税務課担当係長 事職 長田 弘房 都市整備局市街地整備部市街地整
（鶴見区福祉保健センター保険年金課滞納整 備調整課担当係長
理担当兼務）

鶴見区総務部税務課担当係長 事職 金下 友之 総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推
（鶴見区福祉保健センター保険年金課滞納整 進課担当係長
理担当兼務）

鶴見区福祉保健センター生活衛生課食品衛生 技職 髙橋 智樹 神奈川区福祉保健センター生活衛
係長 生課食品衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター生活衛生課環境衛生 技職 亀井 昭夫 西区福祉保健センター生活衛生課
係長 環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 阿部 真由子 松風学園入所支援第一係長
齢者支援担当係長
（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 八木 慶子 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （鶴見区総務部区政推進課担当係

長兼務）

鶴見区馬場保育園長 事職 平野 里美 磯子区滝頭保育園長

鶴見区鶴見保育園長 事職 唐沢 恵 青葉区荏田西保育園長

鶴見区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 西野 祐介 健康福祉局勤務
（査察指導担当兼務）

鶴見区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 今井 岳夫 道路局総務部交通安全・放置自転
車課担当係長

鶴見区福祉保健センター保険年金課滞納整理 事職 古川 浩 健康福祉局障害福祉部障害支援課
担当係長 整備推進担当係長
（鶴見区総務部税務課滞納整理担当兼務）

神奈川区総務部区政推進課広報相談係長 事職 堀内 久一 神奈川区総務部税務課担当係長

神奈川区総務部区政推進課まちづくり調整担 技職 稲垣 伸人 鶴見区勤務
当係長
（神奈川土木事務所担当係長兼務）
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【係長級】

神奈川区総務部区政推進課地域力推進担当係 事職 土岐 武信 再任用
長
（神奈川区総務部地域振興課地域力推進担当
係長兼務）

神奈川区総務部地域振興課担当係長 事職 角田 圭祐 総務局勤務

神奈川区総務部地域振興課担当係長 事職 佐藤 雅一 市民局広報相談サービス部広聴相
談課担当係長

神奈川区総務部税務課担当係長 事職 伊藤 淳 環境創造局下水道管路部管路保全
課担当係長

神奈川区総務部税務課担当係長 事職 鈴木 知生 瀬谷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 課保険係長
整理担当兼務）

神奈川区総務部税務課担当係長 事職 工藤 由貴子 市民局総務部総務課担当係長
（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）

神奈川区福祉保健センター福祉保健課事業企 事職 島﨑 志紀子 政策局国際政策室国際政策課担当
画担当係長 係長
（保健所兼務）

神奈川区福祉保健センター生活衛生課食品衛 技職 川崎 俊明 健康福祉局健康安全部生活衛生課
生係長 環境衛生係長
（保健所兼務） （健康福祉局健康安全部健康安全

課健康危機管理担当兼務）（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 菊池 仁 政策局勤務
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高齢・障害支援課 事職 村井 聡 神奈川区勤務
介護保険担当係長
（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 髙田 裕子 こども青少年局緊急保育対策室緊
担当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （神奈川区総務部区政推進課担当

係長兼務）

神奈川土木事務所下水道・公園係長 技職 川口 幸輝 環境創造局下水道計画調整部下水
（環境創造局・道路局兼務） 道事業調整課担当係長

（山元町派遣）

西区総務部総務課担当係長 事職 平井 大輔 西区総務部総務課統計選挙係長
（石巻市派遣）

西区総務部総務課統計選挙係長 事職 大杉 健司 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係長

西区総務部区政推進課企画調整係長 事職 石井 健一郎 政策局秘書部秘書課報道担当係長
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【係長級】

西区総務部地域振興課担当係長 事職 立川 日出子 金沢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）

西区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 杉山 良男 港北区総務部地域振興課資源化推
進担当係長

西区総務部戸籍課担当係長 事職 高添 千鶴 西区勤務

西区総務部戸籍課横浜駅行政サービスコーナ 事職 和田 純 再任用
ー担当係長

西区総務部戸籍課横浜駅行政サービスコーナ 事職 鈴木 俊二 再任用
ー担当係長

西区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係 技職 楢﨑 佳代子 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） （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）（放射
線対策担当兼務）（保健所兼務）

西区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係 技職 佐藤 宏士 鶴見区福祉保健センター生活衛生
長 課環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

西区福祉保健センター高齢支援課高齢担当係 事職 後藤 弘 健康福祉局総務部相談調整課担当
長 係長

西区福祉保健センターこども家庭障害支援課 事職 中島 こずえ 資源循環局家庭系対策部業務課担
保育担当係長 当係長
（保健所兼務）

西区福祉保健センターこども家庭障害支援課 事職 櫻井 正成 こども青少年局緊急保育対策室緊
担当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （西区総務部区政推進課担当係長

兼務）

西区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 秋山 敏弘 中区福祉保健センター保護課保護
（査察指導担当兼務） 担当係長

（査察指導担当兼務）

中区総務部地域振興課地域力推進担当係長 技職 市薗 政幸 再任用
（中区総務部区政推進課地域力推進担当係長
兼務）

中区総務部戸籍課担当係長 事職 福田 胤 総務局勤務

中区総務部税務課担当係長 事職 加藤 系 健康福祉局生活福祉部保険年金課
資格給付係長

中区総務部税務課担当係長 事職 横内 仁 健康福祉局地域福祉保健部地域支
（中区福祉保健センター保険年金課滞納整理 援課担当係長
担当兼務）
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【係長級】

中区総務部区会計室会計係長 事職 新井 浩 金沢区総務部地域振興課区民活動
支援担当係長

中区福祉保健センター高齢・障害支援課担当 事職 吉原 祥子 健康福祉局勤務
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こど 事職 大石 美香 こども青少年局担当係長
も家庭係長 （厚生労働省派遣）
（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 遠藤 和宏 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （中区総務部区政推進課担当係長

兼務）

中区福祉保健センター保護課保護運営係長 事職 斉藤 誠 戸塚区総務部総務課予算調整係長

中区福祉保健センター保護課担当係長 事職 萩原 昌子 こども青少年局子育て支援部子育
て支援課幼児教育係長

中区福祉保健センター保護課担当係長 事職 胡桃 千晶 中区福祉保健センター保護課面接
業務担当係長

中区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 増元 翼 鶴見区勤務
（査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 日髙 裕二 港南区福祉保健センター保護課保
（査察指導担当兼務） 護係長

中区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 笠井 章 南部児童相談所こころのケア係長
（査察指導担当兼務）

中区福祉保健センター保険年金課滞納整理担 事職 阿部 康裕 水道局総務部総務課危機管理係長
当係長
（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 坂入 啓太 道路局担当係長
（環境創造局・道路局兼務） （国土交通省派遣）

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

南区総務部総務課予算調整係長 事職 小田川 紀可 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）

南区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 出丸 太一 経済局勤務
（南区総務部地域振興課地域力推進担当係長
兼務）

南区総務部地域振興課区民施設担当係長 事職 海老澤 実 磯子区総務部戸籍課新杉田行政サ
ービスコーナー担当係長
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【係長級】

南区総務部地域振興課区民活動支援担当係長 事職 矢原 晶子 南区福祉保健センター保険年金課
給付担当係長

南区福祉保健センター福祉保健課運営企画係 事職 渡辺 将 政策局政策部政策課担当係長
長
（保健所兼務）

南区福祉保健センター医務担当係長 医職 近藤 修治 健康福祉局健康安全部医療安全課
（健康福祉局健康安全部保健事業課担当係長 担当係長
兼務）（保健所兼務） （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 齋藤 耕治 磯子区福祉保健センター生活衛生
長 課環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

南区福祉保健センター高齢・障害支援課福祉 事職 杉村 高次 政策局担当係長
保健相談係長 （公立大学法人横浜市立大学派遣
（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 髙嶋 美穗子 港湾局みなと賑わい振興部資産活
サービス担当係長 用課担当係長
（保健所兼務）

南区福祉保健センター高齢・障害支援課介護 事職 山本 尚子 中区勤務
保険担当係長
（保健所兼務）

南区福祉保健センターこども家庭支援課母子 医職 窪田 陽子 鶴見区福祉保健センター高齢・障
福祉保健担当係長 害支援課高齢者支援担当係長
（保健所兼務） （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 山口 真 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （南区総務部区政推進課担当係長

兼務）

南区しろばら保育園長 事職 小泉 一美 磯子区杉田保育園長

南区永田保育園長 事職 竹内 直子 港南区南日野保育園長

南区井土ケ谷保育園長 事職 橋本 勝巳 金沢区並木第二保育園長

南区福祉保健センター保護課保護運営係長 事職 二見 忍 磯子区福祉保健センター保険年金
課国民年金係長

南区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 新海 隆生 こころの健康相談センター救急医
（査察指導担当兼務） 療係長

南区福祉保健センター保険年金課給付担当係 事職 中神 幸子 南区総務部総務課担当係長
長

南土木事務所道路係長 技職 梅津 彰 都市整備局都市づくり部地域まち
（環境創造局・道路局兼務） づくり課担当係長
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【係長級】

港南区総務部総務課庶務係長 事職 宮田 綾子 総務局人材組織部人事組織課組織
（地域防災支援担当兼務） 定数第一係長

港南区総務部総務課担当係長 事職 山口 史郎 港南土木事務所管理係長
（環境創造局・道路局兼務）

港南区総務部総務課予算調整係長 事職 佐藤 やよい 財政局財政部財政課企画担当係長

港南区総務部区政推進課広報相談係長 事職 喜瀬 英夫 建築局建築監察部法務課審査係長

港南区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 黒川 幸夫 資源循環局勤務

港南区総務部戸籍課上大岡駅行政サービスコ 事職 河村 幸織 港南区総務部税務課担当係長
ーナー担当係長 （港南区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

港南区総務部税務課担当係長 事職 髙橋 和樹 栄区総務部地域振興課区民施設担
当係長

港南区総務部税務課担当係長 事職 和田 健 緑区福祉保健センター保険年金課
（港南区福祉保健センター保険年金課滞納整 収納担当係長
理担当兼務） （緑区総務部税務課滞納整理担当

兼務）

港南区総務部税務課担当係長 事職 平賀 匡生 市民局勤務
（港南区福祉保健センター保険年金課滞納整
理担当兼務）

港南区福祉保健センター福祉保健課事業企画 技職 私市 正利 健康福祉局健康安全部生活衛生課
担当係長 担当係長
（保健所兼務） （健康福祉局健康安全部健康安全

課健康危機管理担当兼務）（保健
所兼務）

港南区福祉保健センター福祉保健課健康づく 事職 小林 一郎 健康福祉局健康安全部医療安全課
り係長 医療監視等担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課福 事職 池村 明広 南区総務部地域振興課区民活動支
祉保健相談係長 援担当係長
（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 魚屋 博子 港南区勤務
護保険担当係長
（保健所兼務）

港南区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 山崎 信吾 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （港南区総務部区政推進課担当係

長兼務）

港南区野庭保育園長 事職 成勢 祐美子 港南区上永谷東保育園長

港南区笹下南保育園長 事職 田中 紀子 栄区上郷保育園長
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港南区福祉保健センター保護課保護運営係長 事職 小林 恒雄 旭区総務部総務課担当係長

港南区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 鎌田 猛博 鶴見区福祉保健センター保護課保
（査察指導担当兼務） 護担当係長

（査察指導担当兼務）

港南土木事務所道路係長 技職 鈴木 浩 道路局担当係長
（環境創造局・道路局兼務） （首都高速道路株式会社派遣）

保土ケ谷区総務部区政推進課広報相談係長 事職 脇 堅吾 政策局勤務

保土ケ谷区総務部地域振興課資源化推進担当 事職 山本 昇 旭区総務部税務課担当係長
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）

保土ケ谷区総務部地域振興課地域力推進担当 事職 松本 洋子 再任用
係長
（保土ケ谷区総務部区政推進課地域力推進担
当係長兼務）

保土ケ谷区総務部地域振興課区民施設担当係 技職 田中 真紀子 保土ケ谷区勤務
長

保土ケ谷区総務部戸籍課担当係長 事職 廣田 一彦 神奈川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）

保土ケ谷区総務部税務課担当係長 事職 石津 雄一郎 消防局危機管理室危機管理部危機
（保土ケ谷区福祉保健センター保険年金課滞 管理課担当係長
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事業 事職 壽美 陽介 総務局勤務
企画担当係長
（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 河本 和彦 中央卸売市場本場経営支援課経営
課障害者支援担当係長 支援係長
（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 宇佐美 高司 健康福祉局生活福祉部医療援助課
課こども家庭係長 後期高齢者医療制度担当係長
（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 北村 尚美 こども青少年局緊急保育対策室緊
課担当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （保土ケ谷区総務部区政推進課担

当係長兼務）

保土ケ谷区神戸保育園長 事職 荒木 佐知子 旭区西川島保育園長

保土ケ谷区川島保育園長 事職 桜井 敦子 鶴見区馬場保育園長

保土ケ谷区天王町保育園長 事職 霜田 恵子 港南区笹下南保育園長
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保土ケ谷区福祉保健センター保護課保護運営 事職 木下 信啓 保土ケ谷区福祉保健センター保険
係長 年金課給付担当係長

保土ケ谷区福祉保健センター保護課保護担当 事職 辻 雅弘 旭区勤務
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 蘇原 由佳 保土ケ谷区勤務
担当係長

保土ケ谷土木事務所下水道・公園係長 技職 長崎 優 港湾局企画調整部南本牧事業推進
（環境創造局・道路局兼務） 課担当係長

旭区総務部総務課統計選挙係長 事職 渡邊 正広 旭区総務部戸籍課担当係長

旭区総務部区政推進課まちづくり調整担当係 技職 日下野 夏子 政策局勤務
長
（旭土木事務所担当係長兼務）

旭区総務部地域振興課区民施設担当係長 事職 岩垂 英明 港南区勤務

旭区総務部税務課担当係長 事職 塚原 幸生 都筑区福祉保健センター保険年金
（旭区福祉保健センター保険年金課滞納整理 課給付担当係長
担当兼務）

旭区総務部税務課担当係長 事職 安藤 逸夫 旭区勤務
（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福祉保健係 事職 塩田 賢一 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
長 宅支援課担当係長
（保健所兼務）

旭区福祉保健センター福祉保健課健康づくり 事職 浜田 進一 健康福祉局健康安全部医療安全課
係長 担当係長
（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食品衛生係 技職 佐藤 吏里 旭区福祉保健センター生活衛生課
長 環境衛生係長
（保健所兼務） （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 夏苅 映子 瀬谷区福祉保健センター保護課保
・障害サービス係長 護担当係長
（保健所兼務） （査察指導担当兼務）

旭区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 楠 浩一郎 経済局市民経済労働部雇用労働課
者支援担当係長 担当係長
（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 齋藤 淳一 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （旭区総務部区政推進課担当係長

兼務）



9 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
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旭区福祉保健センターこども家庭支援課子育 医職 宮坂 洋子 健康福祉局生活福祉部保険年金課
て支援担当係長 特定健診等担当係長
（保健所兼務）

旭区白根保育園長 事職 野 京子 保土ケ谷区川島保育園長

旭区福祉保健センター保護課保護係長 事職 大内 直人 金沢区福祉保健センター保護課保
護担当係長
（査察指導担当兼務）

旭区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 胡桃 敏宏 南区福祉保健センター保護課保護
（査察指導担当兼務） 担当係長

（査察指導担当兼務）

旭区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 熊谷 雅樹 再任用
（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 広瀬 貴生 教育委員会事務局指導部健康教育
課給食係長

旭区福祉保健センター保険年金課滞納整理担 事職 石山 剛 健康福祉局担当係長
当係長 （横浜市体育協会派遣）
（旭区総務部税務課滞納整理担当兼務）

旭土木事務所下水道・公園係長 技職 石山 聖時 監査事務局調整部監査課担当係長
（環境創造局・道路局兼務）

磯子区総務部総務課担当係長 事職 長谷部 千晶 磯子区福祉保健センター保険年金
課給付担当係長

磯子区総務部区政推進課企画調整係長 事職 喜内 亜澄 磯子区総務部総務課担当係長

磯子区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 鈴木 努 資源循環局勤務

磯子区総務部税務課担当係長 書記 露木 珠恵 議会局勤務

磯子区福祉保健センター生活衛生課環境衛生 技職 水上 哲 栄区勤務
係長
（保健所兼務）

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 山口 良一郎 磯子区福祉保健センター高齢・障
齢・障害係長 害支援課担当係長
（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 清水 純子 松風学園地域支援係長
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 河内 裕夏 磯子区勤務
当係長
（保健所兼務）
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磯子区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 千葉 省一 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （磯子区総務部区政推進課担当係

長兼務）

磯子区滝頭保育園長 事職 石井 明美 栄区公田保育園長

磯子区杉田保育園長 事職 藤代 弥生 金沢区北六浦保育園長

磯子区福祉保健センター保護課保護運営係長 事職 高橋 保夫 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

磯子区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 阿部 卓 磯子区勤務
（査察指導担当兼務）

磯子区福祉保健センター保険年金課国民年金 事職 小林 里美 南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金課給付担当 事職 加藤 大済 こども青少年局勤務
係長

磯子土木事務所道路係長 技職 鈴木 淳司 道路局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

金沢区総務部区政推進課企画調整係長 事職 鎌倉 京子 こども青少年局青少年部青少年育
成課担当係長

金沢区総務部戸籍課担当係長 事職 成田 晃一郎 建築局担当係長
（横浜市建築保全公社派遣）

金沢区総務部税務課担当係長 事職 川本 郁夫 港北区総務部税務課担当係長

金沢区総務部税務課担当係長 事職 渡部 正幸 神奈川区福祉保健センター高齢・
障害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務）

金沢区総務部区会計室会計係長 事職 山田 英昭 金沢区福祉保健センター高齢・障
害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター生活衛生課食品衛生 技職 守屋 幹生 中央卸売市場南部市場食品衛生検
係長 査所担当係長
（保健所兼務）

金沢区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 野池 和美 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施
護保険担当係長 設課高齢施設整備担当係長
（保健所兼務）

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課こ 書記 山根 伸哉 議会局市会事務部総務課議長担当
ども家庭係長 係長
（保健所兼務）
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【係長級】

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課こ 医職 椎名 文代 旭区福祉保健センターこども家庭
ども家庭支援担当係長 支援課子育て支援担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

金沢区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 城石 健 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （金沢区総務部区政推進課担当係

長兼務）

金沢区並木第二保育園長 事職 村田 はるみ 保土ケ谷区神戸保育園長

金沢区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 吉田 絵梨子 健康福祉局勤務
（査察指導担当兼務）

金沢区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 鈴木 規悦 資源循環局緑事務所副所長
係長

港北区総務部総務課予算調整係長 事職 浦山 剛 市民局区政支援部区連絡調整課区
機能強化担当係長

港北区総務部区政推進課企画調整係長 事職 竹ノ内 真行 港湾局総務部総務課担当係長
（民間企業派遣）

港北区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 栃澤 徹也 港南区総務部地域振興課資源化推
進担当係長

港北区総務部地域振興課地域力推進担当係長 事職 柿﨑 祐一 鶴見区総務部区政推進課まちづく
（港北区総務部区政推進課地域力推進担当係 り調整担当係長
長兼務） （鶴見土木事務所担当係長兼務）

港北区総務部戸籍課新横浜駅行政サービスコ 事職 小川 房雄 港北区福祉保健センター高齢・障
ーナー担当係長 害支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

港北区総務部税務課担当係長 事職 糸井 充浩 港北区勤務

港北区福祉保健センター生活衛生課食品衛生 技職 荒木 こだち 健康福祉局健康安全部健康安全課
係長 健康危機管理担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課高 書記 五十川 聡 議会局市会事務部政策調査課政策
齢者支援担当係長 調査担当係長
（保健所兼務）

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 吉田 肇 港北区総務部地域振興課地域力推
護保険担当係長 進担当係長
（保健所兼務） （港北区総務部区政推進課地域力

推進担当係長兼務）

港北区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 丸山 由紀子 水道局総務部人材開発課研修係長
ども家庭係長
（保健所兼務）
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【係長級】

港北区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 瀬 綾子 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （港北区総務部区政推進課担当係

長兼務）

港北区港北保育園長 事職 久保 直子 鶴見区鶴見保育園長

港北区大曽根保育園長 事職 竹林地 早苗 港北区菊名保育園長

港北区菊名保育園長 事職 野村 昭子 南区勤務

港北区太尾保育園長 事職 北内 千佳 瀬谷区瀬谷第二保育園長

港北区箕輪保育園長 事職 片岡 金子 港北区大曽根保育園長

港北区福祉保健センター保護課保護係長 事職 和田 哲弥 旭区福祉保健センター保護課保護
担当係長
（査察指導担当兼務）

港北区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 小杉 千弦 南区福祉保健センター保護課保護
（査察指導担当兼務） 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国民年金 事職 川崎 聖子 港北区総務部税務課担当係長
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）

港北区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 入江 洋二郎 総務局しごと改革推進部しごと改
革推進課担当係長

港北土木事務所下水道・公園係長 技職 片受 明 環境創造局みどりアップ推進部緑
（環境創造局・道路局兼務） 地保全推進課担当係長

緑区総務部総務課担当係長 事職 上瀧 大 緑区福祉保健センター保険年金課
給付担当係長

緑区総務部総務課担当係長 医職 齋藤 有香 緑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）

緑区総務部区政推進課まちづくり調整担当係 技職 東 康子 都市整備局勤務
長
（緑土木事務所担当係長兼務）

緑区総務部地域振興課地域力推進担当係長 事職 鈴木 正則 市民局勤務
（緑区総務部区政推進課地域力推進担当係長
兼務）

緑区総務部地域振興課区民施設担当係長 事職 柴田 良子 緑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）

緑区総務部戸籍課長津田駅行政サービスコー 事職 上田 浩史 教育委員会事務局東部学校教育事
ナー担当係長 務所学事支援課就学係長



13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

【係長級】

緑区総務部税務課担当係長 事職 植村 俊宏 青葉区勤務

緑区福祉保健センター福祉保健課健康づくり 事職 菅原 潤 青葉区福祉保健センター高齢・障
係長 害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

緑区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係 技職 待永 直昭 動物愛護センター愛護推進係長
長 （保健所兼務）
（保健所兼務）

緑区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 芦澤 美穂 健康福祉局障害者更生相談所相談
者支援担当係長 係長
（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 富岡 尚久 教育委員会事務局総務部職員課法
者支援担当係長 規争訟等担当係長
（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 樋口 久美 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （緑区総務部区政推進課担当係長

兼務）

緑区長津田保育園長 事職 二宮 澄江 旭区若葉台保育園長

緑区竹山保育園長 事職 埴原 陽子 港北区箕輪保育園長

緑区福祉保健センター保険年金課給付担当係 事職 清 亜希子 緑区総務部総務課担当係長
長

緑区福祉保健センター保険年金課収納担当係 事職 梶木 城太郎 こども青少年局総務部監査課担当
長 係長
（緑区総務部税務課滞納整理担当兼務）

緑土木事務所下水道・公園係長 技職 清水 幸治 都市整備局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

青葉区総務部総務課担当係長 事職 上田 薫子 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
（保健所兼務）

青葉区総務部税務課担当係長 事職 杉谷 大輔 港湾局港湾経営部誘致推進課担当
（青葉区福祉保健センター保険年金課滞納整 係長
理担当兼務）

青葉区福祉保健センター生活衛生課担当係長 技職 内木 文 健康福祉局勤務
（保健所兼務）

青葉区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 河合 利充 財政局財政部財源課市債係長
齢・障害事務係長
（保健所兼務）

青葉区福祉保健センター高齢・障害支援課介 事職 佐藤 優 病院経営局勤務
護保険担当係長
（保健所兼務）
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青葉区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 大原 沙幸 総務局人材組織部人材開発課担当
ども家庭係長 係長
（保健所兼務） （民間企業派遣）

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 稲垣 崇之 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （青葉区総務部区政推進課担当係

長兼務）

青葉区すすき野保育園長 事職 小野塚 正枝 緑区長津田保育園長

青葉区荏田西保育園長 事職 八釼 一美 都筑区大熊保育園長

青葉区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 中鉢 俊樹 建築局総務部中高層調整課担当係
係長 長
（青葉区総務部税務課滞納整理担当兼務）

青葉土木事務所道路係長 事職 青木 一義 道路局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

都筑区総務部地域振興課区民活動係長 事職 澤田 登 総務局人材組織部人材開発課担当
係長
（民間企業派遣）

都筑区総務部戸籍課担当係長 事職 杉浦 修次 西区福祉保健センター高齢支援課
高齢担当係長

都筑区総務部区会計室会計係長 事職 舟木 由以子 政策局総務部総務課担当係長

都筑区福祉保健センター福祉保健課健康づく 事職 佐藤 暢子 脳血管医療センター地域連携部連
り係長 携相談課連携担当係長
（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 安田 幸治 鶴見区勤務
齢障害介護事務係長
（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 矢原 亜紀 港北区勤務
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 北村 和之 都筑区福祉保健センターこども家
少年支援・学校地域連携担当係長 庭支援課学校地域連携担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 佐藤 洋一 瀬谷区勤務
当係長
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担
当係長兼務）（保健所兼務）

都筑区大熊保育園長 事職 八巻 利恵子 港北区港北保育園長

都筑区茅ケ崎南保育園長 事職 井上 弘子 青葉区すすき野保育園長

都筑区福祉保健センター保護課保護運営係長 事職 繁田 智孝 金沢区総務部区会計室会計係長
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都筑区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 寺林 俊幸 都筑区福祉保健センター福祉保健
係長 課運営調整係長

（保健所兼務）

都筑土木事務所管理係長 事職 小田澤 昇 健康福祉局高齢健康福祉部介護事
（環境創造局・道路局兼務） 業指導課運営支援係長

都筑土木事務所道路係長 技職 川崎 哲治 都市整備局都心整備・みなとみら
（環境創造局・道路局兼務） い２１推進部都市再生推進課横浜

駅周辺等担当係長

戸塚区総務部総務課予算調整係長 事職 金森 裕一 戸塚区総務部地域振興課まちの安
心・安全担当係長
（戸塚区総務部地域振興課区民利
用施設担当兼務）

戸塚区総務部区政推進課広報相談係長 事職 桐谷 誠一 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

戸塚区総務部区政推進課地域力推進担当係長 技職 矢野 滋彦 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）

戸塚区総務部地域振興課まちの安心・安全担 事職 加藤 勇一 戸塚区総務部税務課担当係長
当係長 （戸塚区福祉保健センター保険年
（戸塚区総務部地域振興課区民利用施設担当 金課滞納整理担当兼務）
兼務）

戸塚区総務部戸籍課担当係長 事職 韮沢 栄一 市民局勤務

戸塚区総務部戸籍課戸塚駅行政サービスコー 事職 中川 良光 再任用
ナー担当係長

戸塚区総務部税務課担当係長 事職 立川 麻衣 健康福祉局生活福祉部保護課指導
・適正化対策担当係長

戸塚区総務部税務課担当係長 事職 中山 一男 泉区総務部戸籍課担当係長
（戸塚区福祉保健センター保険年金課滞納整
理担当兼務）

戸塚区総務部区会計室会計係長 事職 石川 令 南区総務部総務課担当係長

戸塚区福祉保健センター福祉保健課事業企画 事職 林 正隆 教育委員会事務局教育政策推進室
担当係長 担当係長
（保健所兼務）

戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課高 事職 中川 洋子 瀬谷区勤務
齢者支援担当係長
（保健所兼務）

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 秋田 優 戸塚区福祉保健センターこども家
ども家庭係長 庭支援課こども家庭支援担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）
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戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課担 事職 松本 圭市 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （戸塚区総務部区政推進課担当係

長兼務）

戸塚区汲沢保育園長 事職 岩崎 いづみ 瀬谷区細谷戸保育園長

戸塚区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 増田 美奈 神奈川区勤務
（査察指導担当兼務）

戸塚区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 白根 潤 財政局勤務

戸塚区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 久保 幸子 港湾局港湾経営部誘致推進課担当
係長 係長

戸塚土木事務所管理係長 事職 大胡 義明 戸塚区福祉保健センター保険年金
（環境創造局・道路局兼務） 課保険係長

栄区総務部総務課予算調整係長 事職 根本 道夫 教育委員会事務局施設部教育施設
課校地係長

栄区総務部区政推進課企画調整係長 事職 瀧澤 恭和 栄区総務部地域振興課資源化推進
担当係長

栄区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 相原 洋三 環境創造局環境保全部環境エネル
ギー課担当係長

栄区総務部地域振興課生涯学習支援係長 事職 加藤 未歩 栄区総務部税務課担当係長
（栄区福祉保健センター保険年金
課滞納整理担当兼務）

栄区総務部地域振興課区民施設担当係長 事職 河野 絢 栄区福祉保健センター保険年金課
収納担当係長
（栄区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

栄区総務部戸籍課担当係長 事職 武井 邦之 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

栄区総務部税務課担当係長 事職 小島 仁 旭区総務部総務課統計選挙係長

栄区総務部税務課担当係長 事職 三好 健治 経済局成長戦略推進部新産業振興
（栄区福祉保健センター保険年金課滞納整理 課担当係長
担当兼務） （国際戦略総合特区推進担当兼務

）

栄区福祉保健センター生活衛生課生活衛生係 技職 松木 諭和 緑区福祉保健センター生活衛生課
長 環境衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

栄区福祉保健センター高齢・障害支援課高齢 事職 勅使川原 栄子 緑区福祉保健センター福祉保健課
者・介護係長 健康づくり係長
（保健所兼務） （保健所兼務）
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【係長級】

栄区福祉保健センター高齢・障害支援課介護 事職 赤池 洋一 松風学園管理係長
保険担当係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センター高齢・障害支援課障害 医職 多田 潤子 青葉区勤務
者支援担当係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センターこども家庭支援課こど 事職 渡辺 貴志 栄区福祉保健センターこども家庭
も家庭係長 障害支援課保育担当係長
（保健所兼務）

栄区福祉保健センターこども家庭支援課こど 医職 瀬戸 晶子 栄区福祉保健センターこども家庭
も家庭支援担当係長 障害支援課こども家庭係長
（保健所兼務） （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 宮島 大輔 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所） （栄区総務部区政推進課担当係長

兼務）

栄区公田保育園長 事職 石藏 あぐり 南区永田保育園長

栄区上郷保育園長 事職 常盤 則子 戸塚区汲沢保育園長

栄区福祉保健センター保険年金課国民年金係 事職 鳥山 稔 財政局公共施設・事業調整室公共
長 施設・事業調整課担当係長

栄区福祉保健センター保険年金課保険係長 事職 沖山 裕 保土ケ谷区福祉保健センター保護
課保護運営係長

栄区福祉保健センター保険年金課収納担当係 事職 稲垣 純子 栄区勤務
長
（栄区総務部税務課滞納整理担当兼務）

栄土木事務所道路係長 技職 山崎 英隆 港湾局企画調整部企画調整課担当
（環境創造局・道路局兼務） 係長

栄土木事務所下水道・公園係長 技職 伊東 裕 環境創造局勤務
（環境創造局・道路局兼務）

泉区総務部総務課担当係長 技職 関本 直子 泉土木事務所下水道・公園係長
（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 綱島 武子 市民局勤務

泉区総務部総務課統計選挙係長 事職 飯牟礼 成則 財政局主税部税務課市税徴収担当
係長

泉区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 引口 由佳 総務局勤務
（泉区総務部地域振興課地域力推進担当係長
兼務）
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【係長級】

泉区総務部地域振興課区民事業係長 事職 丸橋 敏之 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

泉区総務部税務課担当係長 事職 山下 朋子 泉区総務部総務課統計選挙係長

泉区福祉保健センター生活衛生課生活衛生係 技職 小山 治久 瀬谷区福祉保健センター生活衛生
長 課生活衛生係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

泉区福祉保健センター高齢・障害支援課障害 事職 岩田 充宏 泉区福祉保健センターこども家庭
支援担当係長 障害支援課障害支援担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

泉区福祉保健センターこども家庭支援課子育 医職 丸山 尚子 金沢区福祉保健センターこども家
て支援担当係長 庭支援課こども家庭係長
（保健所兼務） （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 岩崎 健 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （泉区総務部区政推進課担当係長

兼務）

泉区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 石井 典子 緑区勤務
（査察指導担当兼務）

泉区福祉保健センター保険年金課収納担当係 事職 加藤 正信 中央卸売市場食肉市場運営課運営
長 係長
（泉区総務部税務課滞納整理担当兼務）

泉土木事務所下水道・公園係長 技職 古川 芳幸 道路局河川部河川事業課担当係長
（環境創造局・道路局兼務）

瀬谷区総務部総務課庶務係長 事職 近 和行 瀬谷区総務部区政推進課企画調整
（地域防災支援担当兼務） 係長

瀬谷区総務部総務課予算調整係長 事職 小牧 万作 瀬谷区総務部税務課担当係長

瀬谷区総務部区政推進課広報相談係長 事職 庄司 秀和 泉区総務部区政推進課地域力推進
担当係長
（泉区総務部地域振興課地域力推
進担当係長兼務）

瀬谷区総務部区政推進課地域力推進担当係長 事職 松岡 文和 環境創造局みどりアップ推進部み
（瀬谷区総務部地域振興課地域力推進担当係 どりアップ推進課担当係長
長兼務）

瀬谷区総務部地域振興課資源化推進担当係長 事職 岡本 和寿 資源循環局勤務

瀬谷区総務部地域振興課区民協働推進係長 事職 井戸 司 磯子区福祉保健センター保護課保
護運営係長

瀬谷区総務部税務課担当係長 事職 大迫 弘美 港北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）
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【係長級】

瀬谷区総務部税務課担当係長 事職 寺本 良太 瀬谷区総務部地域振興課資源化推
（瀬谷区福祉保健センター保険年金課滞納整 進担当係長
理担当兼務）

瀬谷区総務部区会計室会計係長 事職 石原 雅久 瀬谷区福祉保健センター高齢・障
害支援課担当係長
（保健所兼務）

瀬谷区福祉保健センター高齢・障害支援課福 事職 國分 忠博 中央卸売市場食肉市場運営課整備
祉保健相談係長 等担当係長
（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 前川 周 政策局担当係長
当係長 （公立大学法人横浜市立大学派遣
（保健所兼務） ）

瀬谷区福祉保健センターこども家庭支援課こ 事職 藤川 満 健康福祉局総務部職員課担当係長
ども家庭係長 （仙台市派遣）
（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 小林 真紀 こども青少年局緊急保育対策室緊
当係長 急保育対策部緊急保育対策課担当
（こども青少年局子育て支援部保育対策課担 係長
当係長兼務）（保健所兼務） （瀬谷区総務部区政推進課担当係

長兼務）

瀬谷区瀬谷第二保育園長 事職 荒木 雅子 港南区野庭保育園長

瀬谷区細谷戸保育園長 事職 小堀 昌子 旭区白根保育園長

瀬谷区福祉保健センター保護課保護係長 事職 佐藤 紀幸 戸塚区福祉保健センター保護課保
護担当係長
（査察指導担当兼務）

瀬谷区福祉保健センター保護課保護担当係長 事職 石井 健一 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
（査察指導担当兼務） 宅支援課担当係長

瀬谷区福祉保健センター保険年金課国民年金 事職 吉田 邦彦 港南区総務部税務課担当係長
係長

瀬谷区福祉保健センター保険年金課給付担当 事職 府川 憲太郎 資源循環局栄事務所副所長
係長

瀬谷区福祉保健センター保険年金課収納担当 事職 上岡 典弘 資源循環局総務部３Ｒ推進課担当
係長 係長
（瀬谷区総務部税務課滞納整理担当兼務）

温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当係 事職 松本 めぐみ 温暖化対策統括本部担当係長
長 （経済産業省派遣）

温暖化対策統括本部企画調整部プロジェクト 技職 谷井 太士 資源循環局金沢工場操作担当係長
推進課担当係長

温暖化対策統括本部企画調整部プロジェクト 技職 大島 貴至 環境創造局環境保全部水・土壌環
推進課担当係長 境課担当係長
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【係長級】

温暖化対策統括本部企画調整部環境未来都市 事職 西城 裕之 総務局人材組織部人材開発課担当
推進課担当係長 係長

（民間企業派遣）

温暖化対策統括本部担当係長 技職 桑山 孝仁 温暖化対策統括本部勤務
（経済産業省派遣）

温暖化対策統括本部担当係長 事職 佐々木 俊弘 財政局勤務
（環境省派遣）

政策局大都市制度推進室大都市制度推進課担 書記 金川 守 議会局市会事務部議事課委員会等
当係長 担当係長

政策局大都市制度推進室大都市制度推進課担 事職 堀内 智美 市民局勤務
当係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 永松 弘至 こども青少年局子育て支援部保育
運営課保育運営担当係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 安形 和倫 こども青少年局緊急保育対策室緊
急保育対策部緊急保育対策課担当
係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 井上 健正 保土ケ谷区総務部地域振興課資源
化推進担当係長

政策局政策部政策課担当係長 事職 板谷 俊史 鶴見区福祉保健センター保険年金
課保険係長

政策局政策部政策課担当係長 技職 成田 公誠 経済局成長戦略推進部産業立地調
整課担当係長

政策局政策部政策課担当係長 大橋 昭宏 東京都

政策局秘書部秘書課担当係長 事職 河村 信之 文化観光局総務部総務課経理係長

政策局秘書部秘書課担当係長 事職 後藤 直子 政策局勤務

政策局秘書部秘書課政策調査担当係長 事職 藤岡 謙二 市民局区政支援部区連絡調整課区
予算係長

政策局秘書部秘書課報道担当係長 事職 阿部 響 市民局スポーツ振興部スポーツ振
興課担当係長

政策局秘書部秘書課報道担当係長 事職 矢野 虎鉄 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）

政策局国際政策室国際政策課担当係長 事職 上島 玄 鶴見区勤務

政策局国際政策室国際政策課担当係長 事職 川崎 剛太郎 教育委員会事務局勤務
（シティネット横浜オフィス派遣）

政策局国際政策室国際政策課担当係長 事職 川崎 智恵 経済局勤務
（ソウル特別市派遣）
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【係長級】

政策局大学調整課担当係長 事職 森田 英樹 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

政策局担当係長 技職 鷲原 智仁 建築局指導部建築企画課担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣）

政策局担当係長 事職 平井 聡 市民局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣） （内閣府派遣）

政策局担当係長 事職 塚田 昌行 金沢区総務部区政推進課企画調整
（公立大学法人横浜市立大学派遣） 係長

政策局担当係長 事職 北川 隆範 教育委員会事務局南部学校教育事
（公立大学法人横浜市立大学派遣） 務所指導主事室担当係長

政策局担当係長 事職 松月 美雄 教育委員会事務局勤務
（公立大学法人横浜市立大学派遣）

政策局担当係長 事職 鈴木 隆一 瀬谷区福祉保健センター保険年金
（公立大学法人横浜市立大学派遣） 課収納担当係長

（瀬谷区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

政策局担当係長 事職 有田 昌史 交通局営業推進本部事業開発課資
（公立大学法人横浜市立大学派遣） 産活用担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 岡 信也 経済局成長戦略推進部新産業振興
係長 課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 大崎 浩樹 緑区総務部区政推進課まちづくり
係長 調整担当係長

（緑土木事務所担当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 岡久 陽子 中区総務部税務課担当係長
係長 （中区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課企画 事職 松平 譲 消防局危機管理室危機管理部危機
調整担当係長 管理課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機管理課企画 技職 後藤 隆志 消防局危機管理室危機管理部危機
調整担当係長 対処計画課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機管理課企画 事職 山本 雅子 文化観光局勤務
調整担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機管理課防災 消吏 佐々木 優 消防局危機管理室危機管理部危機
拠点・帰宅困難対策担当係長 対処計画課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機管理課防災 事職 瀬下 英祐 緑区勤務
拠点・帰宅困難対策担当係長
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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 消吏 谷本 和夫 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（鶴見区総務部総務課危機管理担当係長兼務 （鶴見区総務部総務課危機管理担
）（地域防災支援担当兼務） 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 日比野 徹 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（神奈川区総務部総務課危機管理担当係長兼 （神奈川区総務部総務課危機管理
務）（地域防災支援担当兼務） 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 御調 祥弘 神奈川消防署浦島消防出張所長
係長
（西区総務部総務課危機管理担当係長兼務）
（地域防災支援担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 菅野 浩司 消防局危機管理室危機管理部緊急
係長 対策課担当係長
（中区総務部総務課危機管理担当係長兼務）
（地域防災支援担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 柴田 尚正 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（南区総務部総務課危機管理担当係長兼務） （南区総務部総務課危機管理担当
（地域防災支援担当兼務） 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 宇元 泉 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（港南区総務部総務課危機管理担当係長兼務 （港南区総務部総務課危機管理担
）（地域防災支援担当兼務） 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 金子 友重 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（保土ケ谷区総務部総務課危機管理担当係長 （保土ケ谷区総務部総務課危機管
兼務）（地域防災支援担当兼務） 理担当係長兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 梅田 篤史 瀬谷消防署中瀬谷消防出張所長
係長
（旭区総務部総務課危機管理担当係長兼務）
（地域防災支援担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 奥条 俊雄 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（磯子区総務部総務課危機管理担当係長兼務 （磯子区総務部総務課危機管理担
）（地域防災支援担当兼務） 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 河野 宏紀 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（金沢区総務部総務課危機管理担当係長兼務 （金沢区総務部総務課危機管理担
）（地域防災支援担当兼務） 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 矢野 和秀 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（港北区総務部総務課危機管理担当係長兼務 （港北区総務部総務課危機管理担
）（地域防災支援担当兼務） 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 消吏 芹沢 幸人 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（緑区総務部総務課危機管理担当係長兼務） （緑区総務部総務課危機管理担当
（地域防災支援担当兼務） 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 工藤 誠志 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（都筑区総務部総務課危機管理担当係長兼務 （都筑区総務部総務課危機管理担
）（地域防災支援担当兼務） 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 平田 義高 消防局勤務
係長
（戸塚区総務部総務課危機管理担当係長兼務
）（地域防災支援担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 古谷 敏夫 栄消防署上郷消防出張所長
係長
（栄区総務部総務課危機管理担当係長兼務）
（地域防災支援担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 消吏 柳瀬 恒和 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長
（泉区総務部総務課危機管理担当係長兼務） （泉区総務部総務課危機管理担当
（地域防災支援担当兼務） 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 佐藤 信行 中消防署山下町消防出張所長
係長
（瀬谷区総務部総務課危機管理担当係長兼務
）（地域防災支援担当兼務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 嶋野 雄一 青葉区総務部税務課担当係長
係長 （青葉区福祉保健センター保険年
（神奈川区総務部総務課地域防災支援担当係 金課滞納整理担当兼務）
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 内木 一憲 健康福祉局勤務
係長
（西区総務部総務課地域防災支援担当係長兼
務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 吉濵 隆宗 財政局勤務
係長
（中区総務部総務課地域防災支援担当係長兼
務）

総務局危機管理室危機管理部危機管理課担当 事職 矢口 照彦 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部保育所整備課整備等
（南区総務部総務課地域防災支援担当係長兼 担当係長
務）

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 消吏 三村 英明 消防局危機管理室危機管理部危機
係長 対処計画課担当係長

（西区総務部総務課危機管理担当
係長兼務）
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【係長級】

総務局危機管理室危機管理部緊急対策課担当 事職 西村 政人 消防局危機管理室危機管理部緊急
係長 対策課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機対処計画課 事職 神﨑 隆史 総務局ＩＴ活用推進部総務情報支
担当係長 援課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機対処計画課 消吏 藤川 泰彦 消防局危機管理室危機管理部危機
担当係長 対処計画課担当係長

総務局危機管理室危機管理部危機対処計画課 消吏 千葉 陽 消防局勤務
担当係長

総務局危機管理室危機管理部情報技術課担当 事職 高原 工 消防局勤務
係長

総務局危機管理室危機管理部情報技術課担当 技職 為重 康雄 消防局危機管理室危機管理部情報
係長 技術課担当係長

総務局危機管理室危機管理部情報技術課担当 技職 中台 秀樹 環境創造局勤務
係長

総務局総務部法制課育成支援担当係長 事職 大里 和巳 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 佐々木 一臣 総務局勤務

総務局コンプライアンス推進室コンプライア 事職 小河内 協子 戸塚区総務部区政推進課広報相談
ンス推進課担当係長 係長

総務局人材組織部人事組織課組織定数第一係 事職 石川 雅邦 総務局人材組織部人事組織課組織
長 定数第二係長

総務局人材組織部人事組織課組織定数第二係 事職 石和田 和美 環境創造局政策調整部政策課担当
長 係長

総務局人材組織部労務課労務係長 事職 奥江 展久 健康福祉局高齢健康福祉部高齢健
康福祉課担当係長

総務局人材組織部労務課担当係長 消吏 安井 健太郎 消防局総務部企画課情報担当係長

総務局人材組織部人材開発課担当係長 事職 江成 篤在子 都筑区総務部区会計室会計係長

総務局人材組織部人材開発課担当係長 技職 田島 禎之 建築局公共建築部保全推進課担当
係長

総務局人材組織部人材開発課担当係長 事職 松本 一樹 水道局勤務
（民間企業派遣）

総務局人材組織部人材開発課担当係長 事職 栗林 岳大 健康福祉局勤務
（民間企業派遣）

総務局人材組織部人材開発課担当係長 事職 雨宮 隆 総務局勤務
（民間企業派遣）

総務局人材組織部人材開発課担当係長 技職 大嶽 洋一 建築局勤務
（政策研究大学院大学派遣）
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【係長級】

総務局人材組織部人材開発課担当係長 事職 永山 拓 教育委員会事務局勤務
（民間企業派遣）

総務局人材組織部人材開発課担当係長 事職 中村 航 鶴見区総務部税務課担当係長
（民間企業派遣） （鶴見区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

総務局人材組織部人材開発課担当係長 技職 岡部 健吾 都市整備局勤務
（民間企業派遣）

総務局しごと改革推進部しごと改革推進課担 事職 佐々木 淳 港南区福祉保健センター福祉保健
当係長 課事業企画担当係長

（保健所兼務）

総務局しごと改革推進部しごと改革推進課担 消吏 山口 達也 消防局勤務
当係長

総務局しごと改革推進部外郭団体指導・調整 事職 梶原 敦 青葉区福祉保健センターこども家
課担当係長 庭支援課こども家庭係長

（保健所兼務）

総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課担当係 事職 山崎 晋一 会計室審査課システム係長
長

総務局ＩＴ活用推進部総務情報支援課担当係 事職 山田 はるみ 西区総務部戸籍課担当係長
長

総務局ＩＴ活用推進部情報システム課担当係 事職 深田 佳史 交通局総務部総務課システム改善
長 係長

総務局担当係長 事職 大津 草絵子 政策局担当係長
（横浜市職員共済組合派遣） （公立大学法人横浜市立大学派遣

）

総務局担当係長 事職 倉山 仁志 緑区福祉保健センター高齢・障害
（横浜市職員共済組合派遣） 支援課障害者支援担当係長

（保健所兼務）

総務局担当係長 事職 藤見 梓 健康福祉局高齢健康福祉部介護保
（横浜市職員厚生会） 険課担当係長

財政局財政部財政課財政第二係長 事職 大塚 和彦 政策局大学調整課担当係長

財政局財政部財政課企画担当係長 事職 松隈 さやか 政策局担当係長
（内閣府派遣）

財政局主税部税制課事務改善担当係長 事職 佐藤 慎一 財政局主税部税制課事務改善担当
（財政局主税部納税管理課担当係長兼務） 係長

財政局主税部税制課担当係長 事職 中川 譲 財政局主税部税務課電子納税等担
当係長

財政局主税部税務課土地担当係長 事職 山田 有美 財政局勤務
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【係長級】

財政局主税部税務課市税徴収担当係長 事職 田野井 敏行 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）

財政局主税部税務課市税徴収担当係長 事職 菅井 直人 鶴見区総務部税務課担当係長
（鶴見区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

財政局主税部税務課税外債権回収担当係長 事職 栗栖 輝勝 財政局主税部税務課国民健康保険
料等回収担当係長

財政局主税部税務課国民健康保険料等回収担 事職 間宮 重幸 保土ケ谷区総務部税務課担当係長
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）

財政局主税部税務課国民健康保険料等回収担 事職 中島 知昭 旭区福祉保健センター保険年金課
当係長 滞納整理担当係長

（旭区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

財政局主税部税務課国民健康保険料等回収担 事職 佐藤 一道 財政局勤務
当係長

財政局主税部法人課税課担当係長 事職 河村 佳晃 財政局主税部法人税務課担当係長

財政局主税部法人課税課担当係長 事職 三好 啓子 財政局主税部法人税務課担当係長

財政局主税部償却資産課担当係長 事職 小室 博則 財政局主税部法人税務課償却資産
担当係長

財政局主税部償却資産課担当係長 事職 土屋 秀子 財政局主税部法人税務課償却資産
担当係長

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 島田 武司 神奈川区総務部税務課担当係長
（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保険

年金課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 桝本 崇 港南区勤務
（区総務部税務課担当係長兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 荻原 由起子 中区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （中区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 大峽 誠 南区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （南区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 鈴木 順弘 保土ケ谷区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （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）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 鈴木 毅史 旭区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （旭区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）



27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

【係長級】

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 澤田 亮仁 磯子区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （磯子区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 山本 大 金沢区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （金沢区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 河野 史朗 港北区福祉保健センター高齢・障
（区総務部税務課担当係長兼務） 害支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 高橋 健太郎 財政局勤務
（区総務部税務課担当係長兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 吉井 麗子 都筑区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （都筑区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 日隠 和博 栄区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （栄区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 金子 記久 泉区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （泉区福祉保健センター保険年金

課滞納整理担当兼務）

財政局主税部納税管理課担当係長 事職 吉田 丈博 瀬谷区総務部税務課担当係長
（区総務部税務課担当係長兼務） （瀬谷区福祉保健センター保険年

金課滞納整理担当兼務）

財政局契約部契約第一課担当係長 事職 伊東 拓馬 総務局人材組織部人材開発課担当
（水道局兼務）（交通局兼務） 係長

（民間企業派遣）

財政局契約部契約第二課物品契約係長 事職 藤井 晶子 緑区総務部地域振興課区民施設担
（水道局兼務）（交通局兼務） 当係長

財政局管財部管財課担当係長 事職 薮田 正博 財政局勤務

財政局公共施設・事業調整室公共施設・事業 技職 草刈 岳 資源循環局旭工場操作担当係長
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 平野 清孝 建築局建築監察部違反対策課担当
調整課担当係長 係長

財政局担当係長 事職 松﨑 篤志 中区福祉保健センター保険年金課
（横浜市土地開発公社派遣） 滞納整理担当係長

（中区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

市民局総務部総務課庶務係長 事職 角田 恭子 市民局総務部市民情報室担当係長

市民局総務部市民情報室担当係長 事職 粕谷 美路 中区総務部区会計室会計係長
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【係長級】

市民局人権課担当係長 事職 栗原 渉 総務局担当係長
（横浜市職員共済組合派遣）

市民局男女共同参画推進課担当係長 事職 堀口 美子 政策局担当係長
（外務省派遣）

市民局市民協働推進部地域活動推進課担当係 事職 田中 省吾 人事委員会事務局調査課担当係長
長

市民局市民協働推進部地域防犯支援課担当係 事職 折笠 政幸 消防局勤務
長

市民局市民協働推進部地域防犯支援課防犯担 事職 岡 明彦 消防局予防部地域安全支援課防犯
当係長 担当係長

市民局市民協働推進部市民活動支援課担当係 事職 谷川 みちる 市民局勤務
長

市民局広報相談サービス部広聴相談課担当係 事職 佐藤 千香 瀬谷区総務部区政推進課広報相談
長 係長

市民局区政支援部区連絡調整課区機能強化担 事職 市川 雅啓 市民局市民協働推進部地域活動推
当係長 進課担当係長

市民局スポーツ振興部スポーツ振興課担当係 事職 長澤 昭浩 政策局共創推進室共創推進課担当
長 係長

市民局スポーツ振興部スポーツ振興課担当係 事職 松隈 雄司 神奈川区総務部区政推進課まちづ
長 くり調整担当係長

（神奈川土木事務所担当係長兼務
）

市民局担当係長 事職 矢野口 直久 道路局勤務
（内閣府派遣）

文化観光局横浜魅力づくり室企画課担当係長 中村 淳 横浜観光コンベンション・ビュー
ロー

文化観光局横浜魅力づくり室企画課横浜プロ 事職 貝田 泰史 文化観光局観光コンベンション振
モーション担当係長 興部観光振興課担当係長

文化観光局総務部総務課担当係長 事職 福前 明日香 文化観光局文化振興部文化振興課
担当係長

文化観光局総務部総務課経理係長 事職 渡邊 裕之 監査事務局調整部監査課担当係長

文化観光局創造都市推進部創造都市推進課担 事職 佐野 和博 旭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）

文化観光局創造都市推進部創造都市推進課ト 事職 手塚 昌宏 栄区福祉保健センター高齢支援課
リエンナーレ担当係長 介護保険担当係長

文化観光局創造都市推進部創造都市推進課ト 事職 瀬戸 洋美 水道局お客さまサービス推進部港
リエンナーレ担当係長 北・都筑地域サービスセンター料

金係長
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【係長級】

文化観光局創造都市推進部創造都市推進課ト 事職 小宅 将之 文化観光局担当係長
リエンナーレ担当係長 （文化庁派遣）

文化観光局観光コンベンション振興部観光振 事職 柳沢 貴之 市民局広報相談サービス部広報課
興課担当係長 担当係長

文化観光局観光コンベンション振興部コンベ 事職 田口 真希 環境創造局総務部総務課担当係長
ンション振興課担当係長 （温暖化対策統括本部企画調整部

調整課担当係長兼務）

文化観光局担当係長 事職 田村 賢太 総務局勤務
（文化庁派遣）

文化観光局担当係長 事職 大橋 礼昌 政策局勤務
（経済産業省派遣）

経済局成長戦略推進部誘致推進課担当係長 事職 池庄司 リサ 政策局国際政策室国際政策課担当
係長

経済局成長戦略推進部産業立地調整課担当係 技職 村瀨 亮二 都市整備局勤務
長

経済局成長戦略推進部産業立地調整課担当係 消吏 細田 優子 消防局勤務
長

経済局成長戦略推進部新産業振興課担当係長 事職 土屋 朋宏 西区総務部区政推進課企画調整係
長

経済局成長戦略推進部新産業振興課担当係長 事職 村山 伸昭 経済局担当係長
（国際戦略総合特区推進担当兼務） （理化学研究所派遣）

経済局成長戦略推進部新産業振興課国際戦略 事職 三浦 武志 経済局市民経済労働部商業振興課
総合特区推進担当係長 担当係長

経済局中小企業振興部ものづくり支援課担当 事職 山本 ゆう子 財政局契約部契約第二課物品契約
係長 係長

（水道局兼務）（交通局兼務）

経済局中小企業振興部金融課担当係長 事職 近藤 陽介 金沢区総務部総務課予算調整係長

経済局中小企業振興部金融課相談認定係長 事職 益田 祐輔 経済局中小企業振興部金融課金融
係長

経済局市民経済労働部商業振興課担当係長 事職 松原 実千代 健康福祉局企画部企画課担当係長

経済局市民経済労働部商業振興課担当係長 事職 筒井 武裕 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）

経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所 事職 矢作 武史 都筑区福祉保健センター保護課保
長 護運営係長

経済局市民経済労働部雇用労働課担当係長 事職 近堂 次郎 栄区総務部区政推進課企画調整係
長
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【係長級】

経済局市民経済労働部雇用労働課担当係長 事職 福島 一広 経済局担当係長
（横浜市シルバー人材センター派
遣）

中央卸売市場本場運営調整課施設係長 技職 押見 昌平 経済局勤務

中央卸売市場本場運営調整課市場再編整備担 技職 石井 聡 教育委員会事務局施設部教育施設
当係長 課営繕係長

中央卸売市場本場経営支援課経営支援係長 事職 小田部 耕一 経済局中小企業振興部金融課相談
認定係長

中央卸売市場南部市場運営課市場再編整備担 技職 小林 達 都市整備局都市づくり部地域まち
当係長 づくり課担当係長

中央卸売市場食肉市場運営課運営係長 事職 山下 雅彦 経済局市民経済労働部消費経済課
計量検査所長

中央卸売市場食肉市場運営課整備等担当係長 事職 山本 将之 経済局担当係長
（株式会社横浜インポートマート
派遣）

経済局担当係長 事職 亀若 智洋 神奈川区福祉保健センター保険年
（理化学研究所派遣） 金課収納担当係長

（神奈川区総務部税務課滞納整理
担当兼務）

経済局担当係長 事職 加藤 慎介 都筑区総務部戸籍課担当係長
（横浜市シルバー人材センター派遣）

こども青少年局総務部総務課担当係長 事職 舩戸 一将 こども青少年局緊急保育対策室緊
急保育対策部緊急保育対策課担当
係長
（都筑区総務部区政推進課担当係
長兼務）

こども青少年局総務部総務課担当係長 事職 花摘 梢子 こども青少年局緊急保育対策室緊
急保育対策部緊急保育対策課担当
係長

こども青少年局総務部企画調整課子ども・子 事職 許田 重治 こども青少年局総務部企画調整課
育て新制度準備担当係長 担当係長

こども青少年局総務部企画調整課子ども・子 事職 渡辺 貴士 金沢区総務部総務課担当係長
育て新制度準備担当係長

こども青少年局青少年部放課後児童育成課担 事職 大塚 俊昭 教育委員会事務局施設部学校計画
当係長 課担当係長

こども青少年局子育て支援部子育て支援課幼 事職 加藤 耕一 総務局担当係長
児教育係長 （横浜市職員共済組合派遣）

こども青少年局子育て支援部保育運営課運営 事職 森兼 亜紀子 保土ケ谷区福祉保健センターこど
指導係長 も家庭支援課こども家庭係長

（保健所兼務）
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【係長級】

こども青少年局子育て支援部保育運営課保育 事職 石井 弘美 南区福祉保健センター高齢・障害
運営担当係長 支援課介護保険担当係長

（保健所兼務）

こども青少年局子育て支援部保育運営課保育 事職 宍戸 純子 緑区竹山保育園長
運営担当係長

こども青少年局子育て支援部保育対策課担当 事職 山岸 紗依子 こども青少年局緊急保育対策室緊
係長 急保育対策部緊急保育対策課担当

係長

こども青少年局子育て支援部保育所整備課整 事職 松石 徹 こども青少年局緊急保育対策室緊
備係長 急保育対策部保育所整備課整備等

担当係長

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭 医職 山崎 由美 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 支援課母子福祉保健担当係長

（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 小田 繁治 教育委員会事務局南部学校教育事
課親子保健係長 務所教育総務課教職員係長

みどりハイム副所長 事職 芝崎 正雄 再任用

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉 事職 石井 幸子 保土ケ谷区勤務
保健課整備担当係長

向陽学園副園長 事職 石神 光 南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）

三春学園処遇担当係長 事職 小高 一郎 三春学園専任職（社会福祉業務担
当）

中央児童相談所庶務係長 事職 岩田 聡 南部児童相談所担当係長

中央児童相談所支援課家庭支援担当係長 事職 足立 由紀子 南部児童相談所家庭支援担当係長

中央児童相談所支援課障害児支援担当係長 事職 山内 政治 中央児童相談所支援課育成係長

西部児童相談所相談調整係長 事職 畑岡 真紀 西部児童相談所支援係長

西部児童相談所支援係長 事職 開地 秀明 向陽学園副園長

西部児童相談所障害児支援担当係長 事職 淺野 信 西部児童相談所育成係長

西部児童相談所一時保護係長 事職 松田 優子 南区しろばら保育園長

南部児童相談所担当係長 事職 紀 雅広 旭区福祉保健センター保険年金課
国民年金係長

南部児童相談所家庭支援担当係長 事職 吉田 真樹 北部児童相談所相談指導担当係長

南部児童相談所障害児支援担当係長 事職 山﨑 三七子 南部児童相談所育成係長

南部児童相談所こころのケア係長 事職 坂田 香織 教育委員会事務局勤務
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【係長級】

北部児童相談所担当係長 事職 植田 雅子 こども青少年局青少年部放課後児
童育成課担当係長

北部児童相談所相談指導担当係長 事職 竹内 弥生 鶴見区勤務

北部児童相談所障害児支援担当係長 医職 笹目 久美子 北部児童相談所育成係長

こども青少年局担当係長 事職 豊倉 麗子 鶴見区勤務
（厚生労働省派遣）

健康福祉局総務部職員課職員係長 事職 榎本 良平 健康福祉局生活福祉部保護課援護
対策担当係長

健康福祉局総務部相談調整課担当係長 事職 髙橋 順一 教育委員会事務局総務部総務課委
員会担当係長

健康福祉局企画部企画課担当係長 事職 中城 佳子 健康福祉局勤務

健康福祉局医療政策室地域医療課担当係長 事職 政木 辰仁 旭区福祉保健センター福祉保健課
健康づくり係長
（保健所兼務）

健康福祉局医療政策室地域医療課担当係長 事職 古賀 美弥子 都筑区福祉保健センター福祉保健
課健康づくり係長
（保健所兼務）

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課担当係 事職 中村 明子 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）

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課担当係 事職 佐藤 治憲 栄区福祉保健センター高齢支援課
長 高齢者・介護係長

健康福祉局地域福祉保健部地域支援課担当係 事職 大橋 直之 西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保護課生活保護指導担 事職 岩井 一芳 青葉区福祉保健センター保護課保
当係長 護係長

健康福祉局生活福祉部保護課生活支援制度準 事職 黒田 佳和 健康福祉局勤務
備担当係長

健康福祉局生活福祉部保護課援護対策担当係 事職 戸川 由紀夫 港南区福祉保健センター保護課保
長 護運営係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課特定健診等 医職 栗原 明日香 健康福祉局勤務
担当係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課保険年金シ 事職 井田 理世 健康福祉局生活福祉部保険年金課
ステム担当係長 担当係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格給付係 事職 藤本 弘 旭区福祉保健センター保険年金課
長 保険係長
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【係長級】

健康福祉局生活福祉部保険年金課担当係長 事職 長澤 勘平 瀬谷区総務部税務課担当係長
（瀬谷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担当係長 事職 坂入 章子 経済局担当係長
（文部科学省派遣）

健康福祉局生活福祉部医療援助課福祉医療係 事職 丸山 直樹 港北区福祉保健センター保険年金
長 課保険係長

健康福祉局生活福祉部医療援助課後期高齢者 事職 村上 和孝 泉区福祉保健センター保険年金課
医療制度担当係長 収納担当係長

（泉区総務部税務課滞納整理担当
兼務）

健康福祉局生活福祉部医療援助課後期高齢者 事職 石井 淳 青葉区福祉保健センター保険年金
医療制度担当係長 課収納担当係長

（青葉区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

障害者更生相談所相談係長 事職 倉田 真希 こども青少年局総務部企画調整課
企画調整担当係長

こころの健康相談センター救急医療係長 事職 駒形 俊文 健康福祉局担当係長
（国立病院機構横浜医療センター
派遣）

健康福祉局障害福祉部障害福祉課移動支援係 事職 飯野 正夫 戸塚区福祉保健センター高齢・障
長 害支援課障害者支援担当係長

（保健所兼務）

健康福祉局障害福祉部障害支援課整備推進担 事職 川島 とも子 保土ケ谷区総務部戸籍課担当係長
当係長

港北福祉授産所長 事職 槇田 芳郎 脳血管医療センター管理部医事課
医事係長
（脳血管医療センター医療安全管
理室担当係長兼務）

戸塚福祉授産所長 事職 阿部 敏彦 戸塚土木事務所管理係長
（環境創造局・道路局兼務）

松風学園地域支援係長 事職 大木 桂子 中区福祉保健センター高齢・障害
支援課担当係長
（保健所兼務）

松風学園入所支援第一係長 事職 飯嶋 真之 健康福祉局勤務

健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課担 事職 落合 加恵子 財政局主税部税務課国民健康保険
当係長 料等回収担当係長

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課担 事職 山尾 敏弘 都市整備局担当係長
当係長 （ケーブルシティ横浜派遣）

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課高齢施 事職 鴨野 寿美夫 健康福祉局担当係長
設整備担当係長 （厚生労働省派遣）
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【係長級】

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課担当係 事職 佐藤 修一 健康福祉局担当係長
長 （神奈川県後期高齢者医療広域連

合派遣）

健康福祉局健康安全部健康安全課新型インフ 医職 羽布津 昌子 磯子区勤務
ルエンザ等対策担当係長
（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 技職 毛利 一也 青葉区福祉保健センター生活衛生
理担当係長 課担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

健康福祉局健康安全部生活衛生課環境指導係 技職 池田 進 健康福祉局健康安全部生活衛生課
長 居住衛生係長
（健康福祉局健康安全部健康安全課健康危機 （健康福祉局健康安全部健康安全
管理担当兼務）（保健所兼務） 課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生活衛生課生活衛生係 技職 有竹 義男 金沢区福祉保健センター生活衛生
長 課食品衛生係長
（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）

動物愛護センター運営企画係長 事職 武井 友子 動物愛護センター担当係長
（保健所兼務） （保健所兼務）

動物愛護センター担当係長 事職 山本 登 市民局市民協働推進部市民活動支
（保健所兼務） 援課担当係長

動物愛護センター愛護推進係長 技職 梅田 宏子 金沢区福祉保健センター生活衛生
（保健所兼務） 課環境衛生係長

（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部食品衛生課担当係長 技職 及川 知子 旭区福祉保健センター生活衛生課
（健康福祉局健康安全部健康安全課健康危機 食品衛生係長
管理担当兼務）（放射線対策担当兼務）（保 （保健所兼務）
健所兼務）

健康福祉局健康安全部医療安全課担当係長 事職 冨岡 幸世 泉区総務部税務課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部医療安全課担当係長 医職 大久保 志保 健康福祉局総務部職員課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部医療安全課医療監視等 事職 小林 宏司 消防局危機管理室危機管理部危機
担当係長 対処計画課担当係長
（保健所兼務）

健康福祉局健康安全部保健事業課担当係長 事職 橋本 宏 泉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）

健康福祉局健康安全部保健事業課担当係長 医職 長尾 眞佐枝 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
（保健所兼務）
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【係長級】

久保山斎場長 事職 橋本 寿晴 久保山斎場担当係長
（再任用）

久保山斎場担当係長 事職 志村 雅二 再任用

南部斎場長 事職 渡辺 洋一 南部斎場担当係長
（再任用）

南部斎場担当係長 事職 保科 博史 再任用

北部斎場長 事職 加藤 正司 北部斎場担当係長
（再任用）

北部斎場担当係長 技職 野村 弘 再任用

戸塚斎場長 事職 木村 顯 戸塚斎場担当係長
（再任用）

戸塚斎場担当係長 事職 内山 隆 再任用

中央卸売市場南部市場食品衛生検査所担当係 医職 石井 賢雄 港北区福祉保健センター生活衛生
長 課食品衛生係長

（保健所兼務）

健康福祉局担当係長 事職 漆畑 直 財政局勤務
（厚生労働省派遣）

健康福祉局担当係長 事職 岩崎 雄介 神奈川区福祉保健センター高齢・
（厚生労働省派遣） 障害支援課高齢者支援担当係長

（保健所兼務）

環境創造局政策調整部政策課担当係長 事職 佐々木 唯人 環境創造局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）

環境創造局政策調整部政策課担当係長 事職 森山 晴美 港南区福祉保健センター高齢・障
害支援課介護保険担当係長
（保健所兼務）

環境創造局政策調整部政策課担当係長 技職 赤坂 真司 環境創造局下水道管路部下水道建
設事務所担当係長

環境創造局政策調整部技術監理課担当係長 技職 丸山 知明 環境創造局政策調整部政策課担当
係長

環境創造局政策調整部環境影響評価課担当係 事職 東田 建治 温暖化対策統括本部企画調整部環
長 境未来都市推進課担当係長

環境創造局環境科学研究所担当係長 技職 田 孝二 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 事職 品川 裕治 青葉区福祉保健センター福祉保健
（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当 課事業企画担当係長
係長兼務） （保健所兼務）
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【係長級】

環境創造局総務部総務課担当係長 事職 橋本 育世 総務局人材組織部人材開発課担当
（温暖化対策統括本部企画調整部調整課担当 係長
係長兼務） （民間企業派遣）

環境創造局環境保全部環境管理課担当係長 技職 石原 充也 環境創造局環境保全部大気・音環
境課担当係長

環境創造局環境保全部大気・音環境課担当係 技職 鈴木 孝 環境創造局環境保全部交通環境対
長 策課担当係長

環境創造局環境保全部大気・音環境課担当係 技職 竹内 祐平 温暖化対策統括本部勤務
長

環境創造局環境保全部水・土壌環境課担当係 技職 倉林 輝世 環境創造局勤務
長

環境創造局環境保全部水・土壌環境課担当係 技職 江幡 育郎 環境創造局勤務
長

環境創造局環境保全部交通環境対策課担当係 技職 片岡 雅樹 環境創造局環境科学研究所担当係
長 長

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ 技職 岩間 貴之 環境創造局担当係長
推進課担当係長 （都市再生機構派遣）

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 事職 黒木 和弘 環境創造局みどりアップ推進部み
課担当係長 どりアップ推進課担当係長

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進 技職 江成 卓史 南部農政事務所担当係長
課担当係長

環境創造局みどりアップ推進部農地保全課担 技職 清水 満夫 栄土木事務所下水道・公園係長
当係長 （環境創造局・道路局兼務）

環境創造局みどりアップ推進部農業振興課担 技職 鈴木 雄也 環境創造局勤務
当係長

南部農政事務所担当係長 事職 岡野 鳴穂 財政局主税部税制課担当係長

南部農政事務所担当係長 技職 片桐 邦博 環境創造局みどりアップ推進部農
業振興課担当係長

環境創造局公園緑地部公園緑地維持課担当係 事職 宮口 均 環境創造局勤務
長

環境創造局公園緑地部公園緑地維持課担当係 技職 関口 昇 神奈川土木事務所下水道・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担当係 技職 道塲 守里 環境創造局公園緑地部公園緑地維
長 持課担当係長

環境創造局公園緑地部北部公園緑地事務所担 事職 長島 和香 南部農政事務所担当係長
当係長
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【係長級】

環境創造局下水道計画調整部下水道事業調整 技職 山﨑 輔 環境創造局勤務
課担当係長
（山元町派遣）

環境創造局下水道計画調整部下水道事業推進 技職 石田 隆二 緑土木事務所下水道・公園係長
課担当係長 （環境創造局・道路局兼務）

環境創造局下水道計画調整部下水道事業推進 技職 小林 史幸 環境創造局政策調整部政策課担当
課担当係長 係長

環境創造局下水道管路部管路保全課担当係長 技職 小野田 賢一 保土ケ谷土木事務所下水道・公園
係長
（環境創造局・道路局兼務）

環境創造局下水道管路部下水道建設事務所担 技職 小松 弘明 環境創造局下水道計画調整部下水
当係長 道事業推進課担当係長

環境創造局下水道施設部下水道施設管理課担 技職 深野 英雄 環境創造局南部下水道センター担
当係長 当係長

環境創造局神奈川水再生センター担当係長 技職 佐光 雅之 環境創造局勤務

環境創造局中部水再生センター担当係長 技職 鈴木 譲 環境創造局下水道施設部下水道施
設管理課担当係長

環境創造局都筑水再生センター担当係長 技職 堀 義彦 環境創造局中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 宮内 昭男 環境創造局南部下水道センター担
当係長

環境創造局栄水再生センター担当係長 技職 室屋 正悟 環境創造局西部水再生センター担
当係長

環境創造局栄水再生センター担当係長 技職 深瀨 健一 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 小川 晋 環境創造局神奈川水再生センター
担当係長

環境創造局南部下水道センター担当係長 技職 髙橋 昭正 環境創造局都筑水再生センター担
当係長

環境創造局南部下水道センター担当係長 技職 坂本 孝志 環境創造局担当係長
（日本下水道事業団派遣）

環境創造局下水道施設部下水道施設整備課担 技職 中島 智彦 港北土木事務所下水道・公園係長
当係長 （環境創造局・道路局兼務）

環境創造局下水道施設部下水道設備課担当係 技職 熊谷 治彦 環境創造局栄水再生センター担当
長 係長

環境創造局下水道施設部下水道設備課担当係 技職 遠藤 良一 環境創造局南部下水道センター担
長 当係長

環境創造局担当係長 技職 坂本 健治 環境創造局栄水再生センター担当
（日本下水道事業団派遣） 係長
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環境創造局担当係長 技職 松井 哉 環境創造局下水道施設部下水道設
（日本下水道事業団派遣） 備課担当係長

環境創造局担当係長 技職 小出 健太郎 環境創造局勤務
（日本下水道事業団派遣）

環境創造局担当係長 技職 河辺 良晋 港湾局勤務
（都市再生機構派遣）

環境創造局担当係長 技職 石川 泰利 財政局公共施設・事業調整室公共
（横浜市体育協会派遣） 施設・事業調整課担当係長

資源循環局総務部総務課経理係長 事職 田中 美枝子 総務局総務部総務課担当係長

資源循環局総務部職員課職員係長 事職 相馬 美輝 温暖化対策統括本部企画調整部調
整課担当係長

資源循環局総務部資源政策課担当係長 事職 春日井 利宜 資源循環局担当係長
（経済産業省派遣）

資源循環局総務部資源政策課担当係長 技職 赤間 知行 資源循環局事業系対策部産業廃棄
物対策課排出指導係長

資源循環局総務部３Ｒ推進課担当係長 事職 稲川 仁 消防局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長

資源循環局家庭系対策部業務課担当係長 事職 露木 昇 南区総務部地域振興課区民施設担
当係長

資源循環局家庭系対策部車両課管理係長 事職 工藤 裕 神奈川区総務部戸籍課担当係長

資源循環局神奈川事務所副所長 事職 若杉 宜伸 資源循環局金沢事務所副所長

資源循環局西事務所副所長 事職 加藤 孝行 資源循環局旭事務所副所長

資源循環局港南事務所副所長 事職 細谷 晃道 資源循環局戸塚事務所副所長

資源循環局保土ケ谷事務所副所長 事職 天野 健治 資源循環局勤務

資源循環局旭事務所副所長 事職 金山 一彦 資源循環局神奈川事務所副所長

資源循環局磯子事務所副所長 事職 中川 功 都筑土木事務所管理係長
（環境創造局・道路局兼務）

資源循環局磯子事務所副所長 事職 岡 守 磯子区総務部地域振興課資源化推
進担当係長

資源循環局金沢事務所副所長 事職 三枝 誠 資源循環局瀬谷事務所副所長

資源循環局港北事務所副所長 事職 丹羽 仁志 道路局総務部交通安全・放置自転
車課担当係長

資源循環局緑事務所副所長 事職 青木 雅徳 資源循環局南事務所副所長

資源循環局緑事務所副所長 事職 遠藤 篤信 資源循環局泉事務所副所長
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資源循環局戸塚事務所副所長 事職 神山 徳彦 神奈川区勤務

資源循環局栄事務所副所長 事職 山本 正浩 金沢区総務部戸籍課担当係長

資源循環局泉事務所副所長 事職 志村 洋一 道路局河川部河川管理課担当係長

資源循環局瀬谷事務所副所長 事職 齋藤 和彦 資源循環局北部事務所副所長

資源循環局北部事務所副所長 事職 木村 義美 資源循環局港南事務所副所長

資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課排 技職 湯川 直樹 環境創造局勤務
出指導係長

資源循環局適正処理計画部施設課管理係長 事職 今井 健太郎 資源循環局総務部資源政策課担当
係長

資源循環局適正処理計画部施設課技術監理担 技職 倉本 秀樹 資源循環局金沢工場操作担当係長
当係長

資源循環局適正処理計画部施設課施設計画担 技職 米村 卓郞 資源循環局都筑工場技術管理係長
当係長

資源循環局適正処理計画部施設課土木係長 技職 和田 勝彦 環境創造局みどりアップ推進部農
地保全課担当係長

資源循環局適正処理計画部処分地管理課担当 技職 山田 和弘 資源循環局適正処理計画部施設課
係長 土木係長

資源循環局鶴見工場施設係長 技職 大島 明男 資源循環局総務部職員課担当係長
（仙台市派遣）

資源循環局旭工場操作担当係長 技職 青木 崇憲 環境創造局担当係長
（日本下水道事業団派遣）

資源循環局金沢工場操作担当係長 技職 佐久間 徹也 環境創造局担当係長
（日本下水道事業団派遣）

資源循環局金沢工場操作担当係長 技職 戸田 剛 環境創造局勤務

資源循環局都筑工場施設係長 技職 上村 恒男 資源循環局都筑工場操作担当係長

資源循環局都筑工場操作担当係長 技職 鈴木 博行 建築局公共建築部電気設備課担当
係長

資源循環局担当係長 技職 金田 京平 資源循環局勤務
（経済産業省派遣）

建築局総務部総務課担当係長 技職 小倉 有美子 建築局指導部建築企画課担当係長
（仙台市派遣）

建築局総務部総務課担当係長 技職 瓦谷 博之 建築局建築審査部建築審査課審査
（仙台市派遣） 検査担当係長

建築局総務部総務課担当係長 技職 吉原 綾子 建築局企画部都市計画課指導係長

建築局総務部総務課職員係長 事職 渡部 恭代 建築局住宅部住宅整備課担当係長
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建築局企画部企画課担当係長 技職 馬立 歳久 建築局勤務

建築局企画部都市計画課地域計画係長 技職 小林 和広 建築局情報相談部建築道路課担当
係長

建築局企画部都市計画課指導係長 技職 梶山 祐実 文化観光局総務部総務課担当係長

建築局住宅部住宅計画課担当係長 事職 小野 慶一 こども青少年局子育て支援部保育
運営課運営指導係長

建築局住宅部住宅整備課担当係長 事職 山下 恭子 都市整備局都市づくり部都市デザ
イン室担当係長

建築局住宅部住宅管理課保全係長 技職 池田 貴光 消防局危機管理室危機管理部情報
技術課担当係長

建築局指導部建築企画課担当係長 事職 荒木 義之 建築局情報相談部情報相談課担当
係長

建築局指導部建築企画課担当係長 技職 村上 まり子 建築局建築審査部建築審査課審査
検査担当係長

建築局指導部建築企画課担当係長 技職 田島 剛 総務局人材組織部人材開発課担当
係長
（政策研究大学院大学派遣）

建築局指導部宅地企画課担当係長 技職 佐藤 弘之 建築局情報相談部建築道路課担当
係長

建築局建築監察部違反対策課担当係長 技職 西村 俊之 建築局勤務

建築局建築監察部違反対策課担当係長 技職 村本 一章 建築局勤務

建築局情報相談部情報相談課担当係長 事職 山田 卓 政策局総務部統計情報課担当係長

建築局情報相談部建築道路課担当係長 技職 柳 功一 旭区総務部区政推進課まちづくり
調整担当係長
（旭土木事務所担当係長兼務）

建築局情報相談部建築道路課担当係長 技職 髙松 誠 建築局勤務

建築局建築審査部建築審査課審査検査担当係 技職 森地 良隆 建築局勤務
長

建築局建築審査部建築審査課審査検査担当係 技職 角地 永子 建築局勤務
長

建築局建築審査部建築審査課設備係長 技職 庄司 隆 建築局住宅部住宅管理課保全係長

建築局宅地審査部宅地審査課担当係長 技職 松永 克也 建築局建築監察部違反対策課担当
係長

建築局宅地審査部宅地審査課担当係長 技職 鈴木 達典 建築局勤務

建築局公共建築部営繕企画課担当係長 技職 手老 勝久 建築局建築審査部建築審査課建築
安全担当係長
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建築局公共建築部保全推進課担当係長 技職 本田 裕一 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

建築局公共建築部保全推進課担当係長 技職 中山 忠相 港湾局建設保全部維持保全課機械
係長

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 牧野 仁志 港湾局建設保全部建設課担当係長

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 廣澤 美津江 建築局宅地審査部宅地審査課担当
（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 松嵜 望 港湾局建設保全部維持保全課建築
係長

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 花田 斎明 建築局総務部総務課担当係長
（仙台市派遣）

建築局公共建築部施設整備課担当係長 技職 齋藤 郁男 都市整備局勤務

建築局公共建築部電気設備課担当係長 技職 宮﨑 栄次 建築局建築審査部建築審査課設備
係長

建築局公共建築部機械設備課担当係長 技職 柿沼 友樹 建築局公共建築部保全推進課担当
係長

建築局担当係長 事職 髙澤 武 環境創造局勤務
（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 渡邊 好隆 都市整備局勤務
（仙台市派遣）

都市整備局企画部企画課担当係長 技職 六渡 淳一 建築局企画部都市計画課都市施設
計画係長

都市整備局企画部都市デザイン室担当係長 技職 小田嶋 鉄朗 港北区総務部区政推進課企画調整
係長

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 事職 岩澤 玲子 西区総務部地域振興課担当係長

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 技職 二見 弘樹 都市整備局勤務

都市整備局都市交通部都市交通課担当係長 技職 内山 哲也 道路局勤務

都市整備局都心再生部都心再生課担当係長 事職 田口 香苗 環境創造局総務部経理経営課担当
係長

都市整備局都心再生部都心再生課担当係長 技職 矢口 明 都市整備局企画部企画課担当係長

都市整備局都心再生部都心再生課横浜駅周辺 技職 中村 俊輔 都市整備局都市交通部都市交通課
等担当係長 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 桐ヶ谷 直人 都市整備局勤務
等担当係長



42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

【係長級】

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 技職 早田 光孝 都市整備局担当係長
課担当係長 （都市再生機構派遣）

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 技職 兒玉 めぐみ 総務局人材組織部人材開発課担当
課担当係長 係長

（民間企業派遣）

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 技職 稲葉 真絵 建築局勤務
課担当係長

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり 技職 小張 貴史 都市整備局勤務
課担当係長

都市整備局地域まちづくり部景観調整課景観 事職 矢崎 将一 都市整備局勤務
調整係長

都市整備局地域まちづくり部景観調整課担当 技職 中村 政人 都市整備局都市づくり部都市デザ
係長 イン室担当係長

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課担 技職 黒澤 之 消防局危機管理室危機管理部情報
当係長 技術課担当係長

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課担 技職 藤江 千瑞 道路局建設部建設課担当係長
当係長

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課担 事職 原 正義 都市整備局都心整備・みなとみら
当係長 い２１推進部都市再生推進課横浜

駅周辺等担当係長

都市整備局市街地整備部金沢八景駅東口開発 事職 久松 晃 都市整備局勤務
事務所担当係長

都市整備局市街地整備部戸塚中央区画整理事 事職 松尾 ゆうこ 都市整備局勤務
務所担当係長

都市整備局市街地整備部戸塚中央区画整理事 技職 加藤 日出美 道路局横浜環状道路調整部事業調
務所担当係長 整課担当係長

都市整備局担当係長 事職 矢野 寿 鶴見区福祉保健センター保険年金
（ケーブルシティ横浜派遣） 課滞納整理担当係長

（鶴見区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

都市整備局担当係長 技職 桟敷 美帆 都市整備局勤務
（独立行政法人都市再生機構派遣）

都市整備局担当係長 技職 河合 康子 建築局勤務
（国土交通省派遣）

道路局総務部総務課担当係長 事職 原 康夫 道路局建設部建設課用地担当係長
（山元町派遣）

道路局総務部総務課担当係長 技職 木村 文男 再任用
（多賀城市派遣）
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道路局総務部交通安全・放置自転車課担当係 事職 田川 忠幸 道路局勤務
長

道路局計画調整部企画課担当係長 事職 若月 静太郎 資源循環局港北事務所副所長

道路局計画調整部企画課担当係長 技職 西岡 毅 道路局計画調整部企画課都市計画
道路担当係長

道路局計画調整部企画課交通計画担当係長 技職 山形 珠実 道路局建設部建設課担当係長

道路局計画調整部企画課鉄道交差調整担当係 技職 齊藤 幸司 道路局勤務
長

道路局計画調整部企画課計画調整担当係長 事職 橋本 潤吾 南区福祉保健センター保護課保護
運営係長

道路局計画調整部企画課計画調整担当係長 技職 守谷 俊輔 道路局計画調整部企画課都市計画
道路担当係長

道路局道路部施設課担当係長 技職 井川 視 道路局担当係長
（神奈川県警察本部派遣）

道路局道路部施設課担当係長 技職 海野 丈晴 神奈川土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

道路局道路部道路調査課道路台帳係長 技職 山口 次男 磯子土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

道路局建設部建設課担当係長 技職 周治 諭 旭土木事務所下水道・公園係長
（環境創造局・道路局兼務）

道路局建設部建設課横浜環状北西線建設担当 技職 本橋 康武 青葉土木事務所道路係長
係長 （環境創造局・道路局兼務）

道路局建設部建設課用地担当係長 事職 小長谷 均 財政局主税部税務課市税徴収担当
係長

道路局建設部建設課用地担当係長 事職 仲 恭志 道路局建設部建設課用地活用推進
担当係長

道路局建設部建設課用地担当係長 事職 吉田 壽男 再任用

道路局建設部建設課横浜環状北西線用地担当 事職 山口 正信 道路局建設部建設課用地担当係長
係長

道路局建設部建設課横浜環状北西線用地担当 事職 加藤 正司 道路局建設部建設課用地担当係長
係長

道路局建設部建設課横浜環状北西線用地担当 事職 堀内 誠 道路局建設部建設課用地担当係長
係長

道路局建設部建設課横浜環状北西線用地担当 事職 堀井 雅之 都市整備局戸塚駅周辺開発事務所
係長 区画整理課担当係長



44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

【係長級】

道路局建設部建設課横浜環状北西線用地担当 事職 川口 道生 神奈川区総務部税務課担当係長
係長 （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）

道路局建設部橋梁課担当係長 技職 沼田 茂 南土木事務所道路係長
（環境創造局・道路局兼務）

道路局横浜環状道路調整部事業調整課担当係 技職 菊地 伸之 道路局計画調整部企画課鉄道交差
長 調整担当係長

道路局河川部河川管理課担当係長 事職 常盤木 之和 磯子区総務部税務課担当係長

道路局河川部河川計画課担当係長 技職 森田 真郷 道路局担当係長
（神奈川県派遣）

道路局河川部河川事業課担当係長 技職 岩山 剛 道路局河川部河川計画課担当係長

道路局河川部河川事業課用地担当係長 事職 篠田 行正 道路局勤務

道路局担当係長 技職 高橋 慶 道路局勤務
（国土交通省派遣）

道路局担当係長 技職 落合 剣人 道路局勤務
（首都高速道路株式会社派遣）

道路局担当係長 技職 髙野 政和 環境創造局勤務
（神奈川県派遣）

道路局担当係長 技職 加藤 稔 都筑土木事務所道路係長
（神奈川県警察本部派遣） （環境創造局・道路局兼務）

道路局担当係長 事職 中村 昭夫 道路局計画調整部企画課資産活用
（横浜市道路建設事業団派遣） 推進担当係長

港湾局総務部総務課担当係長 技職 稲森 裕 港湾局勤務
（民間企業派遣）

港湾局総務部経理課経理第二係長 事職 関 隆幸 戸塚区総務部戸籍課担当係長

港湾局港湾経営部港湾経営課担当係長 事職 御調 知伸 政策局大都市制度推進室大都市制
度推進課担当係長

港湾局港湾経営部港湾経営課担当係長 寺田 篤史 東京都

港湾局港湾経営部誘致推進課担当係長 事職 大隅 麻衣子 総務局総務部総務課担当係長
（仙台市派遣）

港湾局港湾経営部誘致推進課担当係長 事職 遠藤 大輔 港南区勤務

港湾局港湾管財部管財第一課担当係長 事職 畠山 幹貴 青葉区総務部税務課担当係長
（青葉区福祉保健センター保険年
金課滞納整理担当兼務）

港湾局みなと賑わい振興部賑わい振興課担当 事職 高橋 哲 政策局秘書部秘書課報道担当係長
係長
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港湾局みなと賑わい振興部資産活用課担当係 事職 颯田 誠司 財政局主税部税務課土地担当係長
長

港湾局みなと賑わい振興部資産活用課担当係 事職 丸山 晶子 政策局国際政策室国際政策課担当
長 係長

（アジア太平洋都市間協力ネット
ワーク派遣）

港湾局企画調整部企画調整課担当係長 事職 河野 正樹 港湾局みなと賑わい振興部資産活
用課担当係長

港湾局企画調整部企画調整課担当係長 技職 佐久間 信嘉 港湾局建設保全部港湾整備事務所
担当係長

港湾局企画調整部企画調整課担当係長 技職 石井 雅樹 港湾局建設保全部建設課担当係長

港湾局企画調整部南本牧事業推進課担当係長 技職 上田 新平 港湾局担当係長
（横浜港埠頭株式会社派遣）

港湾局建設保全部建設課担当係長 技職 大村 光明 港湾局建設保全部建設課担当係長
（塩竃市派遣）

港湾局建設保全部建設課担当係長 技職 加藤 裕隆 道路局勤務

港湾局建設保全部維持保全課土木第一係長 技職 氏家 治 港湾局企画調整部企画調整課担当
係長

港湾局建設保全部維持保全課機械係長 技職 大山 美夫 脳血管医療センター管理部管理課
施設担当係長

港湾局建設保全部維持保全課建築係長 技職 伊藤 博貴 建築局勤務

港湾局建設保全部港湾整備事務所担当係長 技職 鍛治川 賢一 水道局施設部技術監理課設計基準
係長

港湾局担当係長 技職 田 博志 港湾局勤務
（横浜港埠頭株式会社派遣）

港湾局担当係長 事職 行田 習一郎 港湾局勤務
（川崎市派遣）

消防局出向 消吏 阿部 英弥 消防局危機管理室危機管理部危機
対処計画課担当係長
（瀬谷区総務部総務課危機管理担
当係長兼務）

消防局出向 消吏 菅野 貴之 消防局危機管理室危機管理部危機
対処計画課担当係長
（旭区総務部総務課危機管理担当
係長兼務）

消防局出向 消吏 緑川 郁 総務局人材組織部人事組織課担当
係長
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消防局出向 消吏 久保 竜夫 消防局危機管理室危機管理部危機
対処計画課担当係長
（中区総務部総務課危機管理担当
係長兼務）

消防局出向 消吏 本多 隆樹 総務局しごと改革推進部しごと改
革推進課担当係長

消防局出向 消吏 伊藤 祐貴 消防局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長

水道局出向 事職 高津 功 都筑区福祉保健センター高齢・障
害支援課高齢障害介護事務係長
（保健所兼務）

水道局出向 医職 青谷 奈美 総務局勤務

水道局出向 事職 北川 直哉 道路局担当係長
（横浜市道路建設事業団派遣）

水道局出向 事職 足高 正訓 港湾局担当係長
（東京都派遣）

水道局出向 技職 高橋 悠太 環境創造局勤務

水道局出向 事職 松坂 純伸 中区総務部戸籍課担当係長

水道局出向 事職 矢野 俊秀 神奈川区総務部税務課担当係長
（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）

水道局出向 技職 今井 達也 神奈川区勤務

水道局出向 技職 中里 克己 道路局道路部道路調査課道路台帳
係長

水道局出向 技職 植田 晴彦 瀬谷区勤務

水道局出向 技職 田中 航太 港湾局勤務

水道局出向 技職 羽布津 慎一 環境創造局環境保全部大気・音環
境課担当係長

水道局出向 技職 小島 完 道路局勤務

交通局出向 事職 直井 一浩 神奈川区総務部地域振興課担当係
長

交通局出向 事職 酒井 洋 消防局危機管理室危機管理部危機
管理課地域防災担当係長

交通局出向 事職 稲垣 恭子 監査事務局調整部監査課担当係長

交通局出向 事職 瀬谷 直幹 健康福祉局生活福祉部医療援助課
後期高齢者医療制度担当係長



47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

【係長級】

交通局出向 事職 木嶋 幹 都市整備局勤務

病院経営局出向 事職 井上 正一朗 健康福祉局健康安全部保健事業課
担当係長

病院経営局出向 技職 長谷川 光正 財政局勤務

病院経営局出向 事職 櫻井 高志 健康福祉局生活福祉部保険年金課
保険年金システム担当係長

病院経営局出向 事職 大野 裕子 泉区福祉保健センター保険年金課
国民年金係長

会計室審査課システム係長 事職 市川 緑 会計室審査課開発・研修等担当係
長

会計室審査課開発・研修等担当係長 事職 竹間 徹 会計室勤務

会計室審査課審査第二係長 事職 吉松 伸郎 中区福祉保健センター保護課担当
係長

教育委員会事務局総務部総務課担当係長 渡邉 喬良 新採用（文部科学省）

教育委員会事務局総務部総務課経理係長 事職 大木 靖博 教育委員会事務局西部学校教育事
務所教育総務課教職員係長

教育委員会事務局総務部教育政策推進課担当 事職 末吉 和弘 教育委員会事務局担当係長
係長 （文部科学省派遣）

教育委員会事務局総務部職員課法規争訟等担 事職 川田 実 総務局勤務
当係長

教育委員会事務局総務部職員課担当係長 事職 小島 真理 教育委員会事務局指導部指導企画
課担当係長

教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課生 事職 小林 陽子 青少年相談センター副所長
涯学習係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課 事職 木村 直弘 教育委員会事務局東部学校教育事
人事第二係長 務所学事支援課学事支援第一係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員育成課 事職 菅原 真一郎 経済局中小企業振興部ものづくり
育成係長 支援課担当係長

教育委員会事務局教職員人事部教職員厚生課 事職 嶺岸 信義 都筑区勤務
担当係長

教育委員会事務局施設部学校計画課担当係長 事職 深見 和夫 教育委員会事務局指導部健康教育
課担当係長

教育委員会事務局施設部教育施設課整備係長 技職 倉本 一昭 都市整備局市街地整備部市街地整
備調整課担当係長

教育委員会事務局施設部教育施設課営繕係長 技職 月本 康之 教育委員会事務局施設部教育施設
課担当係長
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教育委員会事務局施設部教育施設課担当係長 技職 磯部 武志 政策局担当係長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

教育委員会事務局施設部教育施設課校地係長 事職 木村 敬三 財政局勤務

教育委員会事務局指導部指導企画課指導係長 事職 武井 陽子 戸塚区福祉保健センター保険年金
課給付担当係長

教育委員会事務局指導部指導企画課調整係長 事職 森長 秀彰 教育委員会事務局教職員人事部教
職員人事課人事第二係長

教育委員会事務局指導部指導企画課担当係長 事職 大内 学 中区勤務

教育委員会事務局指導部指導主事室小中一貫 事職 蒲田 仁 教育委員会事務局担当係長
校推進担当係長 （文部科学省派遣）

教育委員会事務局指導部学校支援・地域連携 事職 勝俣 好生 教育委員会事務局東部学校教育事
課学事支援係長 務所学事支援課学事支援第二係長

教育委員会事務局指導部学校支援・地域連携 事職 田中 慈人 栄区総務部戸籍課担当係長
課就学係長

教育委員会事務局指導部学校支援・地域連携 事職 冨田 育子 教育委員会事務局総務部生涯学習
課地域連携係長 文化財課担当係長

教育委員会事務局指導部高校教育課担当係長 事職 白石 亜紀子 こども青少年局緊急保育対策室緊
急保育対策部緊急保育対策課担当
係長

教育委員会事務局指導部健康教育課給食係長 事職 堀内 牧子 鶴見区勤務

教育委員会事務局西部学校教育事務所教育総 事職 星野 尊 交通局営業推進本部営業企画課広
務課教職員係長 告等担当係長

教育委員会事務局西部学校教育事務所指導主 事職 佐々木 恵美 西区福祉保健センターこども家庭
事室担当係長 障害支援課保育担当係長

（保健所兼務）

教育委員会事務局南部学校教育事務所教育総 事職 上野 龍一 教育委員会事務局教職員人事部教
務課教職員係長 職員厚生課担当係長

教育委員会事務局南部学校教育事務所指導主 事職 金井 正親 栄区福祉保健センター保険年金課
事室担当係長 保険係長

中央図書館企画運営課庶務係長 事職 鶴岡 美和子 中央図書館調査資料課担当係長

中央図書館企画運営課担当係長 事職 熊谷 利明 磯子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）

中央図書館企画運営課担当係長 技職 小島 栄一 再任用
（鶴見図書館担当係長応援）

中央図書館企画運営課担当係長 事職 松井 孝久 再任用
（保土ケ谷図書館担当係長応援）
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中央図書館調査資料課担当係長 事職 遠山 晴美 栄区総務部地域振興課生涯学習支
援係長

中央図書館サービス課担当係長 事職 入舩 康子 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）

教育委員会事務局担当係長 事職 伊皆 宏樹 戸塚区勤務
（文部科学省派遣）

教育委員会事務局担当係長 事職 杉森 昌紀 教育委員会事務局勤務
（文部科学省派遣）

教育委員会事務局担当係長 事職 木下 博文 経済局勤務
（横浜市学校給食会派遣）

教育委員会事務局担当係長 技職 小林 京子 教育委員会事務局勤務
（横浜市学校給食会派遣）

公立学校栄養教諭 技職 巴 浩子 教育委員会事務局指導部健康教育
課担当係長

人事委員会事務局調査課担当係長 事職 柚木 正統 監査事務局調整部監査課担当係長

人事委員会事務局任用課担当係長 事職 小屋畑 育恵 消防局危機管理室危機管理部危機
管理課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 坪井 峰代 監査事務局調整部監査課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 松浦 華子 監査事務局調整部監査課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 五百木 直子 監査事務局調整部監査課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 伊木 和子 監査事務局調整部監査課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 工藤 美也子 監査事務局調整部監査課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 黒野 智津子 港北区総務部区会計室会計係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 江成 昭広 緑区総務部税務課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 事職 黒谷 浩介 監査事務局勤務

監査事務局監査部財務監査課担当係長 技職 佐藤 行司 監査事務局調整部監査課担当係長

監査事務局監査部財務監査課担当係長 技職 天下井 博 建築局公共建築部施設整備課担当
係長

議会局市会事務部総務課議長担当係長 事職 中林 崇晃 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）

議会局市会事務部議事課委員会等担当係長 事職 江原 春彦 市民局男女共同参画推進課担当係
長
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議会局市会事務部政策調査課政策調査係長 事職 尾崎 太郎 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

議会局市会事務部政策調査課政策調査担当係 事職 相澤 友之 金沢区勤務
長


