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平 成 30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】

技職 征矢 雅和 鶴見区長

技職 二宮 智美 神奈川区長

事職 小池 恭一 青葉区長

事職 畑澤 健一 都筑区長

技職 小林 一美 政策局長

事職 荒木田 百合 政策局担当理事（秘書部政策調査
担当部長）

技職 青木 治 政策局基地担当理事

事職 鈴木 猛史 政策局担当理事
（指定都市市長会派遣）

事職 鈴木 紀之 総務局コンプライアンス推進室長

事職 鈴木 和宏 財政局長

事職 西山 雄二 市民局長

事職 中山 こずゑ 文化観光局長

事職 鯉渕 信也 健康福祉局長

医職 豊澤 隆弘 健康福祉局保健所長
（健康福祉局担当理事兼務）

技職 中島 泰雄 道路局長

技職 御厨 久史 港湾局山下ふ頭再開発調整室長

消吏 坂野 満 消防局長

事職 内田 茂 会計管理者
（会計室長兼務）

【部長級・退職予定】

事職 清水 文子 鶴見区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 隈元 幸治 鶴見土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

事職 池澤 一郎 神奈川区副区長
（神奈川区総務部長兼務）

事職 斎藤 功 磯子区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 槇 重善 青葉土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）
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【部長級・退職予定】

事職 奥田 正則 都筑区副区長
（都筑区総務部長兼務）

技職 芳我 裕子 都筑土木事務所長
（環境創造局・道路局兼務）

医職 近藤 政代 栄区福祉保健センター長
（保健所兼務）

事職 堀川 尚実 泉区福祉保健センター長
（保健所兼務）

技職 黒水 公博 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）（国際局国際協力部担当
部長兼務）（環境未来都市推進担
当兼務）

技職 秋元 康幸 温暖化対策統括本部企画調整部環
境未来都市推進担当部長

事職 田島 裕 総務局しごと改革室ＩＣＴ担当部
長
（ＩＣＴ人材育成シニアリーダー
兼務）

事職 住吉 重紀 市民局区政支援部長
（大都市制度推進担当兼務）

事職 市川 悦雄 経済局担当部長
（株式会社横浜市食肉公社派遣）

事職 宮本 正彦 こども青少年局子育て支援部長

医職 大貫 浩子 こども青少年局担当部長（こども
福祉保健部こども家庭課担当課長
）

事職 田中 靖 医療局副局長
（医療局医療政策部長兼務）

技職 髙 俊和 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 倉知 秀朗 環境創造局担当部長
（横浜市体育協会派遣）

技職 長谷部 孝広 資源循環局適正処理計画部南本牧
最終処分場担当部長

技職 松尾 寛 道路局計画調整部長
（国際局国際協力部担当部長兼務
）

技職 新倉 芳樹 道路局道路部長
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【部長級・退職予定】

事職 上條 慶昭 教育委員会事務局東部学校教育事
務所長

事職 大 洋子 教育委員会事務局西部学校教育事
務所長

事職 木下 豊 教育委員会事務局担当部長（港北
図書館長）
（港北区総務部地域振興課読書活
動推進担当課長兼務）

事職 前川 監査事務局監査部長

【課長級・退職予定】

事職 高橋 芳伸 鶴見区総務部地域振興課長

技職 吉野 友章 鶴見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）

事職 横溝 登紀子 神奈川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）

事職 尾髙 総一郎 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 西川 洋子 西区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（西区南浅間保育園長兼務）

事職 河原 正継 中区総務部総務課長
（地域防災担当兼務）

事職 清水 淳子 中区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（中区竹之丸保育園長兼務）

事職 植木 毅 港南区総務部税務課担当課長
（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）

事職 吉富 秀一 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）



4 頁
平 成 30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 北見 智美 保土ケ谷区福祉保健センターこど
も家庭支援課担当課長
（保土ケ谷区天王町保育園長兼務
）

技職 前中 良介 旭土木事務所副所長
（環境創造局・道路局兼務）

技職 池淵 守 磯子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）

事職 山口 敦彦 磯子区福祉保健センター保険年金
課長
（磯子区総務部税務課滞納整理担
当兼務）

事職 功刀 恵子 青葉区総務部地域振興課長

医職 小西 祐子 都筑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）

医職 磯田 信一 戸塚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）

事職 鈴木 洋子 戸塚区福祉保健センターこども家
庭支援課担当課長
（戸塚区川上保育園長兼務）

事職 窪野 裕昭 戸塚区福祉保健センター生活支援
課長

事職 村田 和義 栄区総務部戸籍課長

事職 岡 正子 栄区福祉保健センターこども家庭
支援課担当課長
（栄区桂台保育園長兼務）

事職 佐川 泉 泉区福祉保健センター生活支援課
長

事職 小見山 則之 瀬谷区総務部税務課長

技職 鈴木 正弘 瀬谷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）

事職 豊島 久明 瀬谷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 河西 徹 政策局総務部統計情報課長

事職 福島 敦 政策局担当課長
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

事職 三原 光明 総務局危機管理室危機管理部緊急
対策課担当課長

事職 榎本 裕 中央卸売市場本場運営調整課長
（放射線対策担当兼務）

事職 大木 克之 向陽学園長

事職 嶋津 常弘 西部児童相談所長

事職 黒須 正明 松風学園長

事職 安部 健司 環境創造局総務部地籍調査課長

技職 浦野 寛充 北部農政事務所長
（政策局基地対策担当兼務）

技職 城間 菊次 環境創造局下水道管路部管路整備
課長

技職 長谷川 輝彦 環境創造局北部下水道センター長

技職 岸本 健二 資源循環局事業系対策部産業廃棄
物対策課長
（放射線対策担当兼務）

技職 水田 寛義 建築局公共建築部施設整備課担当
課長

技職 武村 和弘 道路局道路部道路調査課長

事職 石黒 茂光 港湾局港湾管財部管財第一課長

技職 髙橋 淳 港湾局建設保全部建設第一課長

事職 小泉 英一 教育委員会事務局指導部特別支援
教育課長

事職 的場 剛 南図書館長
（南区総務部地域振興課読書活動
推進担当課長兼務）

事職 石田 勝行 金沢図書館長
（金沢区総務部地域振興課読書活
動推進担当課長兼務）

事職 渡辺 政一 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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【課長補佐級・退職予定】

事職 五十部 武志 鶴見区課長補佐（総務部税務課担
当係長）

事職 田嶋 明美 神奈川区課長補佐（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 河野 真一 西区課長補佐（総務部地域振興課
担当係長）

事職 山下 雅彦 中区課長補佐（総務部地域振興課
担当係長）

事職 畑中 圭二 南区課長補佐（総務部総務課予算
調整係長）

事職 保住 智 南区課長補佐（福祉保健センター
保険年金課国民年金係長）

事職 北嶋 広志 港南区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課国民年金係長）

事職 野地 達朗 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 上野 聡 金沢区課長補佐（総務部税務課担
当係長）

事職 中山 和彦 金沢区課長補佐（福祉保健センタ
ー生活支援課生活支援係長）

事職 渡辺 由美子 金沢区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課保険係長）

事職 横山 弘美 港北区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課給付担当係長）

事職 谷合 和彦 青葉区課長補佐（総務部戸籍課担
当係長）

事職 山本 達郎 都筑区課長補佐（福祉保健センタ
ー保険年金課国民年金係長）

事職 山﨑 みどり 戸塚区課長補佐（俣野保育園長）

事職 蒲原 貴志 泉区課長補佐（福祉保健センター
生活支援課生活支援係長）

事職 荒木 雅子 瀬谷区課長補佐（瀬谷第二保育園
長）
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【課長補佐級・退職予定】

医職 鈴木 亮子 政策局課長補佐
（公立大学法人横浜市立大学派遣
）

技職 市川 信雄 健康福祉局課長補佐（総務部監査
課施設整備監査担当係長）

技職 金城 秀和 資源循環局課長補佐（鶴見工場施
設係長）

事職 田 大造 建築局課長補佐（建築指導部情報
相談課相談担当係長）

事職 沢 謙治 道路局課長補佐（建設部建設課用
地担当係長）

【係長級・退職予定】

事職 相田 ひとみ 鶴見区鶴見保育園長

事職 平野 里美 神奈川区菅田保育園長

事職 鈴木 正人 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）

事職 小林 陽子 南区総務部区政推進課広報相談係
長

事職 霜田 恵子 南区永田保育園長

事職 鎌田 猛博 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）

事職 根岸 香代 港南区総務部区政推進課広報相談
係長

事職 髙橋 勝英 保土ケ谷区総務部総務課担当係長

事職 小林 優子 保土ケ谷区神戸保育園長

技職 中野 律司 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）

事職 夏苅 映子 旭区福祉保健センター福祉保健課
福祉保健係長
（保健所兼務）

事職 大水 まゆみ 旭区ひかりが丘保育園長

事職 諸 美江子 旭区柏保育園長

事職 河原 寿子 磯子区洋光台第二保育園長



8 頁
平 成 30年 3月 31日 付 人 事 異 動

新 補 職 現職名 氏 名 現 補 職

【係長級・退職予定】

事職 片岡 金子 港北区菊名保育園長

事職 野 京子 都筑区茅ケ崎南保育園長

医職 椎名 文代 栄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 齊藤 昌子 栄区飯島保育園長

事職 常盤 則子 栄区上郷保育園長

事職 大原 沙幸 総務局しごと改革室行政・情報マ
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）（新市庁舎整備
プロジェクト兼務）

事職 伊藤 紀子 中央児童相談所自立支援担当係長

事職 笠井 章 北部児童相談所こころのケア係長

医職 山本 倫子 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在
宅支援課担当係長

医職 大久保 志保 健康福祉局健康安全部医療安全課
医療監視等担当係長
（保健所兼務）

技職 西岡 進 中央卸売市場本場食品衛生検査所
担当係長

技職 古川 芳幸 環境創造局政策調整部技術監理課
担当係長

技職 山口 茂美 環境創造局政策調整部環境影響評
価課担当係長

技職 江成 卓史 環境創造局みどりアップ推進部農
政推進課担当係長

技職 監物 孝義 環境創造局公園緑地部公園緑地維
持課担当係長

技職 鈴木 延吉 環境創造局下水道施設部下水道施
設管理課担当係長

技職 髙橋 昭正 環境創造局都筑水再生センター担
当係長

技職 深瀨 健一 環境創造局西部水再生センター担
当係長

技職 堀 義彦 環境創造局南部下水道センター担
当係長
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【係長級・退職予定】

事職 杉山 良男 資源循環局西事務所副所長

事職 村田 淳雄 資源循環局南事務所副所長

事職 深谷 靖浩 資源循環局旭事務所副所長

事職 斉藤 重光 資源循環局青葉事務所副所長

事職 岩瀬 立子 道路局道路部路政課担当係長

事職 岡野 文弘 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

事職 伊木 和子 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

事職 福山 克弥 監査事務局監査部財務監査課担当
係長
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    職名   氏   名  現  補  職 

 

【部長級・退職予定】  

 

    事務職員 白田 貢一 水道局担当部長（給水サービス担当） 

 

    技術職員 平本 重夫 施設部長 

 

【課長級・退職予定】  

 

    技術職員 森田 裕之 事業推進部担当課長（国際担当） 

 

    技術職員 鈴木 千明 事業推進部担当課長 

 

    事務職員 富井 眞人 給水サービス部担当課長（菊名水道事務所担

当） 

 

    技術職員 水越 猛 給水サービス部担当課長（鶴見水道事務所担

当） 

 

    技術職員 久保村 覚衞 給水サービス部戸塚水道事務所長 

 

【課長補佐級・退職予定】 

 

    事務職員 森 祐二 水道局課長補佐（給水サービス部菊名水道事務

所担当係長） 

 

 

【係長級・退職予定】 

 

    事務職員 江口 修 給水サービス部鶴見水道事務所事務係長 

 

    事務職員 宮田 良二 給水サービス部戸塚水道事務所事務係長 

 

       

 

 



平成３０年　３月３１日付 　　１頁　

新　　　補　　　職 現職名 氏 名 現　　補　　職

【部長級・退職予定】

技職 土屋 雄二 技術管理部長

技職 大西 順一 工務部長

【課長級・退職予定】

事職 小池 信之 高速鉄道本部総合司令所長

事職 中丸 正光 高速鉄道本部駅務管理所長

事職 竹光 慶祐 高速鉄道本部上永谷乗務管理所長

事職 清田 邦男 高速鉄道本部川和乗務管理所長

事職 鈴木 功 自動車本部本牧営業所長

技職 小室 敏祐 工務部新横浜工事事務所長

【課長補佐級・退職予定】

事職 上原 長治 交通局課長補佐

（横浜交通開発株式会社派遣）

【係長級・退職予定】

医職 青谷 奈美 総務部人事課職員健康担当係長

事職 宮下 恵 高速鉄道本部駅務管理所関内管区

駅長

事職 枝 幸夫 高速鉄道本部新羽乗務管理所基地

信号係長

技職 山内 英範 自動車本部運輸課緑営業所車両整

備係長

事職 橋本 幸春 自動車本部保土ケ谷営業所教育指

導係長

事職 生井 廣 自動車本部若葉台営業所副所長

技職 福島 健司 自動車本部若葉台営業所車両整備

係長

技職 米島 望 自動車本部本牧営業所車両整備係

長

事職 持田 泰司 自動車本部港南営業所副所長

技職 松ケ谷 明史 技術管理部新羽保守管理所新羽電

気区長

人事異動(交通局)



平成３０年３月３１日           人 事 異 動 （医療局病院経営本部）  1頁 
 

新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 
【局長級・退職予定】 
  医職 工藤 一大 脳卒中・神経脊椎センター病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター内科部長・循環

器内科部長・脳神経外科部長・麻酔科部長・

手術部長兼務） 

     

 

 

 

 

 

 医職 杉田 昭 医療局病院経営本部担当理事 

（市民病院副病院長・医療安全管理室長・管

理部経営企画担当部長・炎症性腸疾患センタ

ー長・栄養部長兼務） 

【部長級・退職予定】 
  医職 沼崎 伸 市民病院整形外科担当部長 

     

  医職 国兼 浩嗣 市民病院緩和ケア内科長 

 

 

【課長級・退職予定】 

    

  医職 潟山 亮平  市民病院小児科医長 

     

  技職 廣島 博 市民病院画像診断部技師長 

     

  医職 篠 希代美 市民病院看護部副看護部長 

     

  医職 石和 大 脳卒中・神経脊椎センター麻酔科医長 

 

 

【係長級・退職予定】 

    

  事職 日下 重夫 再整備部再整備課再整備担当係長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当係長

兼務）（医療局兼務） 

     

  事職 倉持 ジョンロバ

ートカー 

市民病院管理部総務課治験等担当係長 

（市民病院臨床研究部担当係長兼務） 

     

  医職 石寺 由美 市民病院産婦人科副医長 

     

  医職 山口 瑞穂 市民病院産婦人科副医長 

     

  医職 北山 玲子 市民病院産婦人科副医長 

  医職 高橋 浩二 脳卒中・神経脊椎センター薬剤部担当係長 

（脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当

係長兼務） 

 



平成29年度定年退職者（専任職）　市長部局

補職名 職名 氏 名

こども青少年局青少年相談センター専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 西田 透

南部児童相談所専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 高坂 洋一

都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所専任職（市
街地整備担当）

事務職員 大熊 美智子

西区福祉保健センター保険年金課専任職（国民年金業務担当） 事務職員 小原 一浩

西区福祉保健センター保険年金課専任職（保険業務担当） 事務職員 山本 保彦

保土ケ谷区福祉保健センターこども家庭支援課専任職（社会福祉業務
担当）

事務職員 小出 浩子

港北区総務部税務課専任職（滞納整理業務担当） 事務職員 志村 祐司

都筑区福祉保健センターこども家庭支援課専任職（保健師業務担当） 医務職員 高村 千恵子

戸塚区福祉保健センター保険年金課専任職（国民年金業務担当） 事務職員 酒井 久美子

泉区総務部戸籍課専任職（戸籍業務担当） 事務職員 川邉 政子

泉区総務部税務課専任職（市民税業務担当） 事務職員 沼尻 勝弘

泉区総務部税務課専任職（土地業務担当） 事務職員 里見 芳隆

会計室審査課専任職（会計経理担当） 事務職員 吉良 寛
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