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　　市民局機構図（平成27年５月18日現在）

市民局長

 西山　雄二

総務課長 庶務係長 鳥山　由美

（副局長兼務） 課長補佐（調整係長） 角田　恭子

担当係長 堀口　美子

総務部市民情報室長 課長補佐（担当係長） 木村　友之

（担当部長兼務） 担当係長 粕谷　美路

担当課長 担当係長 堀　　光子

担当係長 玉川　陽彦

担当係長 間宮　重幸

担当係長 富岡　尚久

人権課長 担当係長 北川　隆範

担当係長 鈴鹿　恵美

啓発等担当課長

市民協働推進部長 地域活動推進課長 担当係長 中盛　敦司

担当係長 圓城寺　美紀子

担当係長 金澤　英俊

担当係長 山口　隆行

課長補佐（担当係長） 吉野　利男

担当係長 折笠　政幸

市民活動支援課長 担当係長 谷川　みちる

担当係長 半浦　淳

担当係長 坂田　弘太郎

広報相談サービス部長 広報課長 担当係長 児玉　玲子

担当係長 御園生　智之

担当課長 担当係長 富田　紀行

担当係長 高橋　亜紀

メディア担当課長 担当係長 井戸川　敬志

広聴相談課長 担当係長 佐藤　千香

担当係長 中沢　貞夫

担当課長 担当係長 橋本　道子

担当係長 今井　岳夫

課長補佐（担当係長） 菊池　盛夫

区政支援部長 区連絡調整課長 課長補佐（区調整係長） 佐渡　美佐子

課長補佐（区予算係長） 菊地　　朗

担当部長 担当課長 永森　秀

加藤　一郎

地域施設課長 地域施設係長 田中　真紀子

古檜山　匡和

課長補佐（担当係長） 青木　淳

担当係長 澁谷　一

窓口サービス課長 担当係長 吉田　誠

担当係長 平田　力　

中込　克芳

担当係長 藤塚　貴代

担当係長 関　　弥生子

担当係長 松本　光夫

担当係長 井上　敬士

 五十嵐　隆（３８８１）

課長補佐（区機能強化担当係長）

 佐藤　千鶴（227-7967）

 倉田　文二（２６０２）

地域防犯支援課長

課長補佐（区庁舎環境係長）

担当係長

 金木　昭人（２６０１）

担当係長

 竹前　　大（２２９１）

 石川　秀一（２３００）

担当課長

 橋本　　岳（３８０２）

 井上　　秀（２３１１）

 酒井　勝己（２３０５）

 小宮　勝男（２０４８）

総務部長

 小室　　徹（４２６０）  大濱　宏之（２２９８）

 平　　　久（２３０１）

 酒井　理子（２２９３）

（２２９０）

 宮谷　敦子（３６５０）

 住吉　重紀（３８７２）

 田山　博敏（３８８０）

 森　　智明（３９８４）

 渡邉　　淳（２３１９）

 萩原　健司（３６５３）

 日詰　雄治（３５３８）

 熊坂　俊博（３６２１）

担当部長（市民情報室長）

 小林　謙一（２２９２）

副局長

人権担当理事

 中村　香織

（３５７９）

 鈴木　忠雄（３５６１）

担当課長
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スポーツ振興部長 スポーツ振興課長 課長補佐（担当係長） 髙梨　潤一

課長補佐（担当係長） 寺口　達志

担当係長 松隈　雄司

担当係長 鈴木　健二

担当係長 渡邊　好隆

担当係長 中嶋　理恵

西岡　美帆

担当係長 吉田　智一

担当係長 柴垣　涼

担当係長 加藤　久雄

担当係長 満田　仁志

 杉本　光明（226-5036）

≪公益財団法人　横浜市体育協会≫

担当部長 担当課長

 清水　伸一  橋本　幹雄

≪神奈川県警察本部≫

（注）　表中、点線で囲まれた部分は、外郭団体等への派遣職員を示します。

 大川　敏彰（３２４５）  石川　武史（３２０１）

 丸山　裕二（３６２９）

大規模スポーツイベント部長

オリンピック・パラリンピック推進担当係長

担当課長

 冨士田　美枝子（４４４５）

オリンピック・パラリンピック推進担当課長

 和田　誠名

 金澤　貞幸（３２００）

担当課長

担当課長

 渡邊　　充（226-5036）

 飯田　能弘（３２３７）

 守屋　大介（３６４５）

担当課長

担当課長

大規模スポーツイベント課長
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市民局事務分掌 

 

総務部 

総務課 

(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 

(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

(3) 局の危機管理に関すること。 

(4) 他の部、課、室の主管に属しないこと。 

 

市民情報室 

(1) 情報公開制度に関すること。 

(2) 個人情報の保護に関すること。 

(3) 横浜市情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 

(4) 横浜市個人情報保護審議会に関すること。 

(5) 刊行物その他の行政資料等の収集及び保管並びにこれらの情報提供に関すること。 

(6) その他市政情報の公開及び提供に関すること。 

 

人権担当 

人権課 

(1) 人権に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

(2) 人権に関する調査及び研究に関すること。 

(3) 人権に関する啓発及び研修に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。 

(4) 同和対策事業に関すること。 

(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づく犯罪被害者等の相談等に関するこ

と。 

(6) 横浜市いじめ問題調査委員会に関すること。 
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市民協働推進部 

地域活動推進課 

(1) 地域活動に関する企画、調査及び調整に関すること。 

(2) 市民自治組織との協働及びその支援に関すること。 

(3) 市民主体の地域運営に関すること。 

(4) その他地域振興に関すること。 

(5) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

地域防犯支援課 

(1) 防犯対策の企画及び連絡調整に関すること。 

(2) 防犯対策の事業の実施に関すること。 

(3) 防犯関係の調査及び資料の収集に関すること。 

(4) 防犯対策に関する関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。 

 

市民活動支援課 

(1) 市民活動の推進に関すること。 

(2) 協働推進に関する企画、調査及び調整に関すること。 

(3) 特定非営利活動法人の設立、定款変更、合併の認証等に関すること。 

(4) 横浜市市民協働推進委員会に関すること。 

(5) その他協働推進に関すること。 

 

広報相談サービス部 

広報課 

(1) 広報に係る企画及び連絡調整に関すること。 

(2) 横浜市広報企画審議会に関すること。 

(3) 広報事項の収集及び編集に関すること。 

(4) 広報印刷物の発行に係る調整、指導、助言等に関すること。 

(5) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

広聴相談課 

(1) 市政に関する市民の要望、意見、陳情その他広聴に関すること。 

(2) 要望事項等の整理及びその実施のため必要な連絡調整に関すること。 

(3) 区民会議の活動の運営協力に関すること。 

(4) 市民の相談に関すること。 

(5) 庁内の案内に関すること。 

(6) 区役所における広聴及び市民の相談に係る事務の連絡調整に関すること。 

(7) 横浜市コールセンターに関すること。 
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区政支援部 

区連絡調整課 

(1) 区政に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関すること。 

(2) 区政に関する重要施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

(3) 個性ある区づくりの支援に関すること。 

(4) 区政に関する機能の強化に関すること。 

(5) 区役所の人事、組織、文書、予算及び決算の調整に関すること。 

(6) 区長会議等に関すること。 

(7) 区役所の所管区域に関すること。 

(8) 区政に関する事務事業の連絡調整に関すること。 

(9) 福祉保健センターの運営に係る連絡調整に関すること(他の局の主管に属するものを除

く。)。 

(10) 自衛官募集事務に係る連絡調整に関すること。 

(11) 予算編成等における区の総合行政の実施に係る調整に関すること。 

(12) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

地域施設課 

(1) 区庁舎等の整備に係る計画の立案及び調整に関すること。 

(2) 区庁舎等の利便性の向上に関すること。 

(3) 地区センター等の運営管理に係る企画、調査及び調整に関すること。 

(4) 上郷森の家に関すること。 

(5) 地区センター等の整備に関すること。 

(6) 広場、遊び場等に係る事業の企画及び調整に関すること。 

 

窓口サービス課 

(1) 区役所の市民サービスの向上の推進に係る総合調整に関すること。 

(2) 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、特別永住事務、社会保障・税番号制度に

係る通知カード及び個人番号カード関係事務等の総括、改善及び指導に関すること。 

(3) 横浜市行政サービスコーナーに関すること。 

(4) 横浜市本人確認情報等保護審議会に関すること。 

(5) 住居表示に関すること。 

(6) 市の区域に関すること。 

(7) 区の区域に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。 

(8) 町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更並びに町名の変更に関すること。 

(9) 町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更に伴う地番の整理に関すること。 

(10) 横浜市住居表示審議会に関すること。 

 

 

 



 

- 6 - 
 

スポーツ振興部 

スポーツ振興課 

(1) スポーツ・レクリエーション振興施策の総合的な企画、調整及び実施に関すること(他の

局の主管に属するものを除く。)。 

(2) スポーツ・レクリエーション施設の整備及び運営に関すること(他の局の主管に属するも

のを除く。)。 

(3) スポーツ・レクリエーションイベントの企画、誘致及び開催に関すること(他の局及び部

の主管に属するものを除く。)。 

(4) 区役所のスポーツ・レクリエーション振興の支援に関すること。 

(5) 公益財団法人横浜市体育協会に関すること。 

(6) 市民スポーツ・レクリエーション関係団体に関すること(他の局の主管に属するものを除

く。)。 

(7) 横浜市スポーツ推進計画の策定に関すること。 

(8) 横浜市スポーツ推進審議会に関すること(教育委員会の主管に属するものを除く。)。 

(9) スポーツ推進委員に関すること。 

 

大規模スポーツイベント部 

大規模スポーツイベント課 

(1) 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会に関連する施策に係る

総合調整に関すること。 

(2) 大規模スポーツイベントの企画、誘致及び開催に関すること。 
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