
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
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【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



4 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 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）
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【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）



10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

【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



11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

【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







令和２年３月 31日付            人 事 異 動 （水 道 局）   1頁 
 
 
新  補 職    職名   氏   名  現  補 職 
 
【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） 
 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 



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)



令和２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 
 
【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  



令和２年３月３１日           人 事 異 動 （医療局病院経営本部）  2頁 
 

新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 

  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 

 

 



令和元年度定年退職者（専任職）　市長部局

補職名 職名 氏 名

市民局区政支援部窓口サービス課専任職（戸籍業務担当） 事務職員 前田 茂毅

神奈川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 酒井 和彦

中区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 魚谷 早苗

南区総務部戸籍課専任職（戸籍業務担当） 事務職員 大須賀 ひさ子

南区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 深松 ひとみ

港南区総務部税務課専任職（市民税業務担当） 事務職員 曽根田 武実

金沢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 伊藤 薫

緑区総務部税務課専任職（土地業務担当） 事務職員 成田 正宏

緑区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 中野 章子

戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（社会福祉業務担当） 事務職員 細野 史恵

戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（保健師業務担当） 医務職員 齊藤 春恵

栄区福祉保健センター高齢・障害支援課専任職（保健師業務担当） 医務職員 濱 典子

会計室会計管理課専任職（会計経理担当） 事務職員 岩沢 貴久


