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課長補佐（墓地調整担当係長）
　　　　　　　　　古厩　忠良

担当係長
　　　　　　　　　大久保　志保

担当係長
　　　　　　　　　伊藤　彩子

担当係長
　　　　　　　　　坂入　章子

課長補佐（職員係長）
　　　　　　　　　榎本　良平

相談調整課長
　　　　　　　　　小林　弘敏

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　  　高橋　順一

担当係長（臨時福祉給付金担当）
　　　　　　　　　神野　俊輔
＜区総務部税務課担当係長兼＞

課長補佐（経理係長）
　　　　　　　　　川原　博

担当係長
　　　　　　　　　木野知　裕

職員課長
　　　　　　　　　中島　隆雄

厚生係長
　　　　　　　　　高橋　豊子

担当係長
　　　　　　　　　井田　理世

健康福祉局機構図（平成27年５月19日現在）

健康福祉局長
　　　　　　　　鯉渕　信也

担当理事（兼）
（保健所長）
　　　　　　　　豊澤　隆弘

担当理事（保健医療医務監）
　　　　　　　　水野　哲宏
＜衛生研究所長兼＞

副局長
　　　　　　　　　妻鳥　一富
＜総務部長兼＞

総務課長
　　　　　　　　　瀧澤　一也
＜危機管理推進担当兼＞
＜臨時福祉給付金担当兼＞

課長補佐（庶務係長）
　　　　　　　　　中村　明子

課長補佐（臨時福祉給付金担当係長）

　　　　　　　　　諏訪　千械
＜区総務部税務課担当係長兼＞担当課長（臨時福祉給付金担当）

　　　　　　　　　日向　正人
＜区総務部税務課担当課長兼＞

担当係長（臨時福祉給付金担当）
　　　　　　　　　小林　広明
＜区総務部税務課担当係長兼＞
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課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　佐藤　潤

担当係長
　　　　　　　　　大橋　直之

担当係長
　　　　　　　　　近藤　崇

担当係長
　　　　　　　　　奥津　秀子

担当係長
　　　　　　　　　伊藤　浩美

地域支援課長
　　　　　　　　　井上　弘毅

担当係長
　　　　　　　　　安達　友彦

企画部長
　　　　　　　　　杉本　英和 企画課長

　　　　　　　　　氏家　亮一
＜多文化共生推進担当兼＞
＜環境未来都市推進担当兼＞
＜オリンピック・パラリンピック横浜市推進
担当兼＞
＜総務局しごと改革室行政・情報マネジ
メント課マイナンバー制度準備担当兼＞

課長補佐（企画係長）
　　　　　　　　　粟屋　しらべ

担当係長
　　　　　　　　　飯田　学

地域福祉保健部長
　　　　　　　　　中井　邦雄
＜福祉保健人材育成
                 シニアリーダー兼＞

福祉保健課長
　　　　　　　　　菊池　孝

担当課長
（福祉保健ｾﾝﾀｰ担当）
　　　　　　　　　鈴木　宣美
＜総務局しごと改革室行政・情報マネジ

メント課マイナンバー制度準備担当兼＞

担当課長
（人材育成担当）
　　　　　　　　　嘉代　佐知子
＜福祉保健人材育成リーダー兼＞

担当係長
　　　　　　　　　佐藤　治憲

担当係長
　　　　　　　　　高群　敦子

担当係長
　　　　　　　　　江塚　直也

担当係長
　　　　　　　　　齊藤　誓

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　茂垣　朋子

担当係長
　　　　　　　　　貞廣　昌司

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　神山　達哉

担当係長
　　　　　　　　　深野　昭江

課長補佐（施設整備監査担当係
長）
　　　　　　　　　市川　信雄

監査課長
　　　　　　　　　滝本　潔

担当係長
　　　　　　　　　吉田　丈博

担当係長
　　　　　　　　　鈴木　英士
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担当係長
　　　　　　　　　木村　玲子

保険料係長
　　　　　　　　　長澤　勘平

担当係長（収納対策担当）
　　　　　　　　　坂本　義一

担当係長（滞納整理支援担当）
　　　　　　　　　遠藤　伸哉

担当係長（滞納整理支援担当）
　　　　　　　　　川井　幸生

課長補佐（国民年金係長）
　　　　　　　　　長谷川　耕太

担当係長（支援調整担当）
　　　　　　　　　大塚　昌宏

保険年金課長
　　　　　　　　　畑岸　眞哉
＜保険・年金人材育成リーダー兼＞

担当課長
（収納対策担当）
　　　　　　　　　松本　真佐人
＜財政局主税部徴収対策課債権回収促
進担当兼＞

管理係長
　　　　　　　　　服部　敦

担当係長（特定健診等担当）
　　　　　　　　　栗原　明日香

担当係長（保険年金システム担当）
　　　　　　　　　池田　範央

資格給付係長
　　　　　　　　　藤本　弘

担当係長(生活困窮者支援担当)
　　　　　　　　　胡桃　千晶
＜区福祉保健センター生活支援課生活困窮
者支援担当係長兼＞

担当係長（援護対策担当）
　　　　　　　　　深川　愛

担当係長(援護対策担当)
　　　　　　　　　山口　真

担当係長(援護対策担当)
　　　　　　　　　水原　伸浩

課長補佐（寿地区対策担当）
　　　　　　　　　上林　伸好

担当係長（支援調整担当）
　　　　　　　　　川中　洋至

担当課長
（援護対策担当）
　　　　　　　　　小林　秀彦
＜支援調整担当課長兼＞

課長補佐（生活保護指導担当係
長）
　　　　　　　　　岩井　一芳

課長補佐（指導・適正化対策担当）
　　　　　　　　　玉川　信一

担当課長
（寿地区対策担当）
　　　　　　　　　小田切　巧

担当係長(生活困窮者支援担当)
　　　　　　　　　黒田　佳和
＜区福祉保健センター生活支援課生活困窮
者支援担当係長兼＞

担当係長(生活困窮者支援担当)
　　　　　　　　　雨堤　久美
＜区福祉保健センター生活支援課生活困窮
者支援担当係長兼＞

生活福祉部長
　　　　　　　　　本吉　究
＜保険・年金人材育成
                  シニアリーダー兼＞

生活支援課長
　　　　　　　　　霧生　哲央
＜財政局主税部徴収対策課債権回収促
進担当兼＞

事務係長
　　　　　　　　　木野内　正己

担当係長
　　　　　　　　　本田　敦子

担当課長
(指導・適正化対策担当）
　　　　　　　　　大井　一広

課長補佐（生活支援係長）
　　　　　　　　　新井　隆哲
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審査係長
　　　　　　　　　副島　理

担当部長
（こころの健康相談センター長）

　　　　　　　　　白川　教人

相談援助係長
　　　　　　　　　新海　隆生

救急医療係長
　　　　　　　　　駒形　俊文

担当係長
　　　　　　　　　一青　良太

担当係長
　　　　　　　　　櫻井　善啓

担当係長（差別解消法担当）
　　　　　　　　　小川　武広

精神保健福祉係長
　　　　　　　　　山村　太郎

就労支援係長
　　　　　　　　　江原　顕

担当部長
（障害者更生相談所長）

　　　　　　　　　小林　宏高

事務係長
　　　　　　　　　福井　寛

相談係長
　　　　　　　　　時田　美和子

担当係長
　　　　　　　　　豊福　芳乃

障害福祉部長
　　　　　　　　　齋藤　聖

障害企画課長
　　　　　　　　　山田　洋

課長補佐（企画調整係長）
　　　　　　　　　大津　豪

担当係長（施策推進担当）
　　　　　　　　　中村　剛志

担当係長（制度担当）
　　　　　　　　　山田　和子

医療援助課長
　　　　　　　　　加藤　隆生
＜保険・年金人材育成リーダー兼＞
＜財政局主税部徴収対策課債権回収促
進担当兼＞

福祉医療係長
　　　　　　　　　丸山　直樹

高齢者医療係長
　　　　　　　　　村上　和孝

担当係長（後期高齢者医療制度担当）

　　　　　　　　　石井　淳

担当係長（後期高齢者医療制度担当）

　　　　　　　　　小野　恵梨子

担当係長（後期高齢者医療制度担当）

　　　　　　　　　府川　憲太郎
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地域支援係長
　　　　　　　　　大木　桂子

入所支援第一係長
　　　　　　　　　坂田　瑞恵

入所支援第二係長
　　　　　　　　　山口　誠

担当係長
　　　　　　　　　鈴木　治美

在宅支援係長
　　　　　　　　　卯都木　優子

課長補佐（事業支援係長）
　　　　　　　　　髙島　友子

担当係長
　　　　　　　　　池村　明広

知的障害者生活介護型施設 課長補佐（管理係長）
　　　　　　　　　小澤　俊則松風学園長

　　　　　　　　　黒須　正明 担当課長（担当係長）
　　　　　　　　　西川美智子

担当係長（整備推進担当）
　　　　　　　　　川島　とも子

福祉授産所

中福祉授産所長
　　　　　　　　　岩﨑　正裕

課長補佐（南福祉授産所長）
　　　　　　　　　髙橋　啓

課長補佐（港北福祉授産所長）
　　　　　　　　　所　泰弘

戸塚福祉授産所長
　　　　　　　　　阿部　敏彦

障害福祉課長
　　　　　　　　　上條　浩

生活支援係長
　　　　　　　　　今井　智子

課長補佐（事業者育成担当係長）
　　　　　　　　　丹野　久美

移動支援係長
　　　　　　　　　飯野　正夫

地域活動支援係長
　　　　　　　　　松浦　拓郎

障害支援課長
　　　　　　　　　　君和田　健

障害支援係長
　　　　　　　　　名倉　孝典
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養護老人ホーム

恵風ホーム所長
　　　　　　　　　江藤　俊哉

副所長
　　　　　　　　　久田　久幸

名瀬ホーム所長
　　　　　　　　　壷井　達幸

課長補佐（副所長）
　　　　　　　　　安楽岡　信夫

担当係長（認知症等担当）
　　　　　　　　　山本　倫子

高齢施設課長
　　　　　　　　　武井　和弘

担当課長
（高齢施設整備担当）
　　　　　　　　　久保田　彰人
＜介護事業指導課担当課長兼＞

課長補佐（施設運営係長）
　　　　　　　　　藤本　剛

施設整備係長
　　　　　　　　　北條　雅之

担当係長
　　　　　　　　　田島　彰

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　井波　昭彦

担当係長（地域包括ケア推進担当）
　　　　　　　　　福岡　智央
＜医療局疾病対策部がん・疾病対策課地域
包括ケア推進担当係長兼＞

高齢在宅支援課長
　　　　　　　　　賀谷　まゆみ

在宅支援係長
　　　　　　　　　古角　朋彦

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　大島　範子

担当係長
　　　　　　　　　山尾　敏弘

介護予防担当係長
　　　　　　　　　見村　めぐみ

高齢健康福祉部長
　　　　　　　　　細川　哲志
＜保険・年金人材育成
                  シニアリーダー兼＞

高齢健康福祉課長
　　　　　　　　　松浦　淳

課長補佐（計画調整係長）
　　　　　　　　　喜多　麻子

地域包括ケア推進担当課長
　　　　　　　　　佐藤　亜希子
＜医療局疾病対策部がん・疾病対策課
地域包括ケア推進担当課長兼＞

生きがい係長
　　　　　　　　　大渕　拓也

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　塗師　浩美
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担当係長（新型インフルエンザ等対
策担当）
　　　　　　　　　梅澤　伸宏

担当部長（兼）（健康安全担当）
　　　　　　　　　里見　正宏
＜瀬谷区福祉保健センター長＞

課長補佐（新型インフルエンザ等対
策担当係長）
　　　　　　　　　岩松　美樹
担当係長（兼）
　　　　　　　　　東　健一
＜西区福祉保健センター医務担当係長＞

担当係長
　　　　　　　　　市川　美貴

担当部長（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対
策担当）
　　　　　　　　　岩田　眞美
＜健康安全医務監兼＞

担当係長
　　　　　　　　　近藤　雪栄

担当課長（兼）（健康安全担当）
　　　　　　　　　青木　匡司
＜鶴見区福祉保健センター医務担当課
長＞ 担当係長（健康危機管理担当）

　　　　　　　　　中条　圭伺担当部長（医務担当）
　　　　　　　　　木村　博和
＜健康安全課長兼＞ 課長補佐（健康危機管理担当係

長）
　　　　　　　　　牛頭　文雄担当部長（兼）（健康安全担当）

　　　　　　　　　高野　つる代
＜旭区福祉保健センター長＞

担当係長（健康危機管理担当）
　　　　　　　　　内木　文
＜放射線対策担当兼＞

担当部長（兼）（健康安全担当）
　　　　　　　　　富田　千秋
＜金沢区福祉保健センター長＞

担当係長
　　　　　　　　　山口　良一郎

課長補佐（運営支援係長）
　　　　　　　　　小賀野　健一

担当係長
　　　　　　　　　平社　晃一

担当係長
　　　　　　　　　鴨野　寿美夫

健康安全部長
　　　　　　　　　田中　靖

担当部長（健康安全課長）（兼）

　　　　　　　　　木村　博和
＜総務局危機管理室危機管理部危機管
理課担当課長兼＞

担当係長
　　　　　　　　　曽我　直樹

担当係長
　　　　　　　　　菅野　美穂担当部長（監視等担当）

　　　　　　　　　横溝　力男
＜放射線対策担当兼＞

担当課長
（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当）
　　　　　　　　　平木　浩司
＜放射線対策担当兼＞

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　佐藤　修一

担当係長
　　　　　　　　　菊池　潤

担当係長
　　　　　　　　　川崎　和則

担当係長
　　　　　　　　　廣原　英樹

介護事業指導課長
　　　　　　　　　赤澤　俊之

指導監査係長
　　　　　　　　　浜田　美徳

介護保険課長
　　　　　　　　　佐藤　泰輔
＜保険・年金人材育成リーダー兼＞
＜財政局主税部徴収対策課債権回収促
進担当兼＞

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　水野　直樹

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　相原　秀彦
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課長補佐（医療監視等担当係長）
　　　　　　　　　石井　賢雄

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　小林　宏司

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　宮下　公一
＜放射線対策担当兼＞

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　毛利　一也
＜放射線対策担当兼＞
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

担当係長
　　　　　　　　　本間　士朗

医療安全課長
　　　　　　　　　濱　哲夫
＜放射線対策担当兼＞

担当係長
　　　　　　　　　冨岡　幸世

担当課長
　　　　　　　　　北川　寛直

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　古家　浩一

動物愛護センター長
　　　　　　　　　森田　昌弘

運営企画係長
　　　　　　　　　稲垣　崇之

担当係長
　　　　　　　　　岡部　智明

課長補佐（愛護推進係長）
　　　　　　　　　梅田　宏子

食品衛生課長
　　　　　　　　　泉　俊明
＜総務局危機管理室危機管理部
　　　　危機管理課担当課長兼＞
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

食品衛生係長
　　　　　　　　　有竹　義男
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

食品監視係長
　　　　　　　　　仙田　隆一
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

生活衛生課長
　　　　　　　　　本間　豊
＜総務局危機管理室危機管理部
　　　　危機管理課担当課長兼＞
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

課長補佐（環境指導係長）
　　　　　　　　　池田　進
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

生活衛生係長
　　　　　　　　　坂井　暁子
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞
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課長補佐（墓地整備計画担当係
長）
　　　　　　　　　半田　恒太郎

斎場

久保山斎場長
　　　　　　　　　志村　雅二
担当係長（久保山斎場担当）

　　　　　　　　　吉塲　和夫

南部斎場長
　　　　　　　　　渡辺　洋一
担当係長（南部斎場担当）
　　　　　　　　　保科　博史

北部斎場長
　　　　　　　　　野村　泰弘
担当係長（北部斎場担当）
　　　　　　　　　千葉　廣通

戸塚斎場長
　　　　　　　　　木村　顯
担当係長（戸塚斎場担当）
　　　　　　　　　内山　隆

担当課長（兼）
　　　　　　　　　五十嵐　吉光
＜保土ケ谷区福祉保健センター医務担
当課長＞

担当係長（健康づくり担当）
　　　　　　　　　井上　健正

担当係長（兼）
　　　　　　　　　近藤　修治
＜緑区福祉保健センター医務担当係長＞

担当課長（兼）
　　　　　　　　　小野　範子
＜泉区福祉保健センター医務担当課長
＞

環境施設課長
　　　　　　　　　松永　正彦

課長補佐（施設係長）
　　　　　　　　　高岡　昭人

担当部長（保健事業課担当課
長）
　　　　　　　　　田中　園治
＜医療局疾病対策部がん・疾病対策課
歯科医療担当課長兼＞

担当係長
　　　　　　　　　小松　順

担当係長
　　　　　　　　　稲垣　純子

担当課長
　　　　　　　　　前中　ゆかり 担当係長

　　　　　　　　　長尾　眞佐枝

担当課長（健康づくり担当）
　　　　　　　　　横森　喜久美

担当係長
　　　　　　　　　青柳　孝行
＜放射線対策担当兼＞担当課長（兼）

　　　　　　　　　飯野　真理
＜南区福祉保健センター医務担当課長
＞

担当係長（健康づくり担当）
　　　　　　　　　平林　桂

保健事業課長
　　　　　　　　　茂木　潤一

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　森田　英樹

担当部長（事業推進担当課長）
　　　　　　　　　秋元　政博
＜特定健診等担当兼＞

担当係長
　　　　　　　　　前原　幹弘
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担当部長（兼）（健康安全担当）
　　　　　　　　　里見　正宏
＜瀬谷区福祉保健センター長＞

課長補佐（新型インフルエンザ等対
策担当係長）
　　　　　　　　　岩松　美樹
担当係長（兼）
　　　　　　　　　東　健一
＜西区福祉保健センター医務担当係長＞

担当部長（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対
策担当）
　　　　　　　　　岩田　眞美
＜健康安全医務監兼＞

担当係長
　　　　　　　　　近藤　雪栄

担当課長（兼）（健康安全担当）
　　　　　　　　　青木　匡司
＜鶴見区福祉保健センター医務担当課
長＞ 担当係長（健康危機管理担当）

　　　　　　　　　中条　圭伺担当部長（医務担当）
　　　　　　　　　木村　博和
＜健康安全課長兼＞ 課長補佐（健康危機管理担当係

長）
　　　　　　　　　牛頭　文雄担当部長（兼）（健康安全担当）

　　　　　　　　　高野　つる代
＜旭区福祉保健センター長＞

担当係長（健康危機管理担当）
　　　　　　　　　内木　文
＜放射線対策担当兼＞

担当部長（兼）（健康安全担当）
　　　　　　　　　富田　千秋
＜金沢区福祉保健センター長＞

担当係長（新型インフルエンザ等対
策担当）
　　　　　　　　　梅澤　伸宏

担当係長
　　　　　　　　　伊澤　三彩

担当係長
　　　　　　　　　原　みゆき

保健所長
　　　　　　　　　豊澤　隆弘

担当理事（保健医療医務監）
　　　　　　　　　水野　哲宏

健康安全部長
　　　　　　　　　田中　靖

担当部長（健康安全課長）（兼）

　　　　　　　　　木村　博和
＜総務局危機管理室危機管理部危機管
理課担当課長兼＞

担当係長
　　　　　　　　　曽我　直樹

担当係長
　　　　　　　　　菅野　美穂担当部長（監視等担当）

　　　　　　　　　横溝　力男
＜放射線対策担当兼＞

担当課長
（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当）
　　　　　　　　　平木　浩司
＜放射線対策担当兼＞

担当係長
　　　　　　　　　市川　美貴

中央卸売市場本場食品衛生検
査所長
　　　　　　　　　市川　英毅

担当係長
　　　　　　　　　西岡　進

担当係長
　　　　　　　　　池田　和規

担当部長（食肉衛生検査所長）
　　　　　　　　　鳥海　正次

副所長
　　　　　　　　　小須田　久

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　半澤　浩幸

担当係長
　　　　　　　　　楠　哲也

＜保健所職員は、下記の健康安全部及び１８区福祉保健センターが兼務＞ 
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課長補佐（医療監視等担当係長）
　　　　　　　　　石井　賢雄

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　小林　宏司

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　宮下　公一
＜放射線対策担当兼＞

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　毛利　一也
＜放射線対策担当兼＞
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

担当係長
　　　　　　　　　本間　士朗

医療安全課長
　　　　　　　　　濱　哲夫
＜放射線対策担当兼＞

担当係長
　　　　　　　　　冨岡　幸世

担当課長
　　　　　　　　　北川　寛直

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　古家　浩一

動物愛護センター長
　　　　　　　　　森田　昌弘

運営企画係長
　　　　　　　　　稲垣　崇之

担当係長
　　　　　　　　　岡部　智明

課長補佐（愛護推進係長）
　　　　　　　　　梅田　宏子

食品衛生課長
　　　　　　　　　泉　俊明
＜総務局危機管理室危機管理部
　　　　危機管理課担当課長兼＞
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

食品衛生係長
　　　　　　　　　有竹　義男
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

食品監視係長
　　　　　　　　　仙田　隆一
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

生活衛生課長
　　　　　　　　　本間　豊
＜総務局危機管理室危機管理部
　　　　危機管理課担当課長兼＞
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

課長補佐（環境指導係長）
　　　　　　　　　池田　進
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞

生活衛生係長
　　　　　　　　　坂井　暁子
＜健康安全課健康危機管理担当兼＞
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理化学検査研究課長
　　　　　　　　　松野　桂

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　刈込　髙子

担当係長
　　　　　　　　　加藤　元規

担当係長
　　　　　　　　　髙橋　直矢

担当係長
　　　　　　　　　青野　実

担当係長
　　　　　　　　　畔上　栄治

微生物検査研究課長
　　　　　　　　　笹尾　忠由

担当係長
　　　　　　　　　太田　嘉

担当係長
　　　　　　　　　宇宿　秀三

担当係長
　　　　　　　　　山口　正

福祉保健センターは標準型で表示
※１　栄区・泉区・瀬谷区は１係制、青葉区は２担当係長制

担当理事（衛生研究所長）（兼）

　　　　　　　　　水野　哲宏

担当部長（兼）
（感染症・疫学担当）
　　　　　　　　　高橋　秀明
<磯子区福祉保健センター医務担当部長
>

管理課長
　　　　　　　　　山口　敦彦

課長補佐（管理係長）
　　　　　　　　　岩澤　健司

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　岩波　康人

感染症・疫学情報課長
　　　　　　　　　船山　和志

担当係長
　　　　　　　　　上原　早苗

生活衛生課長　※１ 食品衛生係長
環境衛生係長

高齢・障害支援課長 高齢・障害係長
担当係長

こども家庭支援課長 こども家庭係長
担当係長

福祉保健センター長
センター担当部長

福祉保健課長 運営企画係長
担当係長（事業企画担当）
健康づくり係長
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健康福祉局事務分掌 

 

総 務 部 

総務課 

(1) 局内の文書に関すること。 

(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

(3) 社会福祉、保健及び衛生に係る褒章及び表彰に関すること。 

(4) 局の危機管理に関すること。 

(5) 局内の予算及び決算に関すること。 

(6) 局内の財産管理に関すること。 

(7) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。 

 

職員課 

(1) 局所属職員等の研修に関すること。 

(2) 局所属職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 

(3) 局所属職員等の人事に関すること。 

(4) 局所属職員の給与その他の勤務条件その他労務に関すること。 

(5) 局内の組織に関すること。 

 

相談調整課 

(1) 横浜市福祉調整委員会が受けた苦情申立て等に関すること。 

(2) その他横浜市福祉調整委員会に関すること。 

(3) 墓地等の設置等に係る紛争解決のためのあっせん及び紛争の調整に関するこ

と。 

(4) 横浜市墓地等設置紛争調停委員会に関すること。 

 

監査課 

(1) 社会福祉に係る事業等の監査に係る企画及び連絡調整に関すること(こども青

少年局総務部監査課の主管に属するものを除く。以下この部中同じ｡)｡ 

(2) 社会福祉法人の設立、定款変更、解散、合併の認可等に関すること。 

(3) 社会福祉法人の監査その他の指導及び監督に関すること。 

(4) 社会福祉法人の改善命令、業務停止命令、役員解職の勧告及び解散命令に関す

ること。 

(5) 社会福祉施設、介護老人保健施設等の施設に係る事業その他の社会福祉事業の

監査に関すること。 

(6) 社会福祉施設その他の施設の建設に対する助成についての検査等に関するこ

と。 

(7) 特に命ぜられた監査その他の指導及び監督に関すること。 

 

企画部 

 企画課 

(1) 社会福祉、保健及び衛生に係る総合的な企画、調整及び調査研究に関すること。 

(2) 社会福祉、保健及び衛生に係る統計及び情報の収集等に関すること(他の室及
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び部の主管に属するものを除く｡)｡ 

(3) 横浜市社会福祉審議会に関すること。 

 

地域福祉保健部 

福祉保健課 

(1) 地域福祉保健推進施策の調整に関すること。 

(2) 地域福祉保健計画の推進に関すること。 

(3) 福祉のまちづくりの推進に関すること。 

(4) 横浜市福祉のまちづくり推進会議に関すること。 

(5) 福祉保健センターにおける福祉保健施策の推進に係る連絡調整に関すること。 

(6) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に関すること（障害福祉部の主管に属する

ものを除く。）。 

(7) 社会福祉法人区社会福祉協議会等に関すること。 

(8) 地域福祉保健に係る人材育成に関すること(他の部の主管に属するものを除

く｡)｡ 

(9) 成年後見制度及び地域福祉に係る権利の擁護に関すること(他の部の主管に属

するものを除く｡)｡ 

(10) 日本赤十字社及び赤十字奉仕団に関すること。 

(11) 災害救助に関すること。 

(12) 災害時要援護者支援事業に関すること。 

(13) その他地域福祉保健に関すること。 

(14) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

地域支援課 

(1) 民生委員及び横浜市民生委員推薦会に関すること。 

(2) 地域包括支援センターの設置及び運営管理の総合調整に関すること。 

(3) 地域ケアプラザの整備及び運営管理の総合調整に関すること。 

(4) 福祉保健活動拠点の整備及び運営管理の総合調整に関すること。 

(5) 横浜市社会福祉センター及び福祉保健研修交流センターウィリング横浜の運

営管理に関すること。 

 

生活福祉部 

生活支援課 

(1) 生活保護等に係る事務の企画、運営、指導その他生活保護法(昭和 25 年法律

第 144 号) の施行に関すること。 

(2) 保護施設の設置の認可並びに当該施設の休止及び廃止の認可に関すること。 

(3) 保護施設の改善命令、事業停止命令、認可の取消しその他の指導及び監督に関

すること。 

(4) 生活困難者に対する事業及び隣保事業に係る社会福祉施設(保護施設を除く。) 

及び社会福祉事業( 以下この部中「施設等」という。) の開始、変更及び廃止の

許可等に関すること。 

(5) 施設等の改善命令、事業停止命令、許可の取消しその他の指導及び監督に関す

ること。 

(6) 私立の保護施設の助成に関すること。 
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(7) 市立の保護施設( 授産所を除く。) の企画、設置及び運営管理に関すること。 

(8) 保護施設の法外扶助に関すること。 

(9) 生活保護世帯の法外援護に関すること。 

(10) 保護統計調査に関すること。 

(11) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 

(12) 医療券等の審査に関すること。 

(13) 生活保護法に基づく指定介護機関、指定医療機関等に関すること。 

(14) 被保護者の就労支援に関すること。 

(15) 原子爆弾被爆者の福祉に関すること。 

(16) 戦傷病者、戦没者遺族、中国帰国者等の援護に関すること。 

(17) 公益財団法人寿町勤労者福祉協会に関すること。 

(18) 寿地区対策に関すること。 

(19) 寿福祉プラザの管理に関すること。 

(20) 障害者のいる世帯等に係る水道料金減免事務の調整に関すること。 

(21) 生活困窮者の支援に係る事務の企画、調整その他生活困窮者自立支援法（平成

25年法律第 105号）の施行に関すること（他の局の主管に属するものを除く。）。 

(22) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

保険年金課 

(1) 国民健康保険及び国民年金( 特定障害者に係る特別障害給付金を含む。以下こ

の部中同じ。) の事務の企画及び運営に関すること。 

(2) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び賦課徴収に係る総合調整に関するこ

と。 

(3) 国民健康保険給付に関すること。 

(4) 国民健康保険及び国民年金の統計調査、事業報告等に関すること。 

(5) 国民健康保険制度及び国民年金制度の広報に関すること。 

(6) 区役所における国民健康保険及び国民年金の事務の指導及び連絡に関するこ

と。 

(7) 国民健康保険関係職員の研修に関すること。 

(8) 横浜市国民健康保険運営協議会及び横浜市国民健康保険障害児育児手当金障

害程度審査委員会に関すること。 

(9) 国民健康保険団体連合会に関すること。 

(10) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 

 

医療援助課 

(1) ひとり親家庭等の医療費助成事業に関すること。 

(2) 小児の医療費助成事業に関すること。 

(3) 重度心身障害者の医療費援助事業に関すること。 

(4) 身体障害者の更生医療給付に関すること。 

(5) 児童の医療給付等に関すること。 

(6) 後期高齢者医療事業及び老人保健医療事業に関すること。 

(7) 神奈川県後期高齢者医療広域連合に関すること。 

(8) その他医療費助成に関すること(他の課の主管に属するものを除く｡)｡ 
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障害福祉部 

障害企画課 

   (1) 障害者及び障害児に係る一貫した施策の企画及び調整に関すること。 

   (2) 障害者及び障害児の福祉の推進に関すること（こども青少年局こども福祉保健

部の主管に属するものを除く。）。 

   (3) 障害者福祉サービスに関する広報及び福祉サービスの情報提供に関すること

（こども青少年局こども福祉保健部の主管に属するものを除く。）。 

   (4)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」

という。）に係る事務の企画及び運用に関すること。 

   (5) 発達障害者支援法に関すること（こども青少年局こども福祉保健部の主管に属

するものを除く。）。 

   (6) 後見的支援を要する障害者の支援に関すること。 

   (7) 精神科病院の実地指導に関すること。 

   (8) 医療社会事業に関すること。 

   (9) その他精神保健及び精神障害者福祉に関すること（他の局、部及び課の主管に

属するものを除く。）。 

   (10) 障害者更生相談所及びこころの健康相談センターとの連絡調整に関すること。 

   (11) 横浜市総合リハビリテーションセンターの運営管理に関すること。 

   (12) 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団に関すること。 

   (13) 自殺対策に関すること（他の局、部及び課の主管に属するものを除く。）。 

   (14) 法に基づく自立支援医療費（ 精神障害者の通院医療に係るものに限る。） そ

の他の精神障害者に係る医療費の公費負担に関すること（ 他の部及びこころの

健康相談センターの主管に属するものを除く。）。 

   (15) 障害者の就業支援に関すること。 

   (16) 福祉授産所等における受注、契約、工賃請求及び領収並びに当該授産所等への

支払いに関すること。 

   (17) 地域作業所等に対する作業のあっせんに関すること。 

   (18) 横浜市障害者施策推進協議会に関すること。 

   (19) 横浜市精神保健福祉審議会に関すること。 

   (20) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

障害福祉課 

(1) 特別障害者手当等に関すること。 

(2) 心身障害者扶養共済事業に関すること。 

(3) 障害者及び障害児の移動支援に関すること。 

(4) 手話通訳の派遣に関すること。 

(5) 横浜市障害者研修保養センターの運営管理に関すること。 

(6) 横浜市障害者スポーツ文化センターの運営管理に関すること。 

(7) 障害者のスポーツ及び文化活動の推進に関すること。 

(8) 法に基づく介護給付費のうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

及び重度障害者等包括支援に係る事務に関すること。 

(9) 法に基づく補装具費の支給に係る事務に関すること。 

(10) 法に基づく地域生活支援事業のうち、移動支援サービス、日常生活用具給付等、

障害者入浴サービス、コミュニケーション支援及び相談支援に係る事務に関する
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こと。 

(11) 障害者の生活環境の整備に関すること。 

(12) 特別乗車券に関すること。 

(13) その他障害者個人に対する給付に関すること(他の局、部及び課の主管に属す 

るものを除く｡)｡ 

(14) その他障害者団体に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除 

く｡)｡ 

 

障害支援課 

(1) 市立の障害者施設に関すること（他の課の主管に属するものを除く。）。 

(2) 市立の障害者施設の整備に関すること。 

(3) 私立の障害者施設及び障害者地域活動ホームの建設に対する助成に関するこ

と。 

(4) 障害者施設の設置の認可等並びに当該施設の休止及び廃止の承認等に関する

こと。 

(5) 障害者施設への措置、措置費及び法外扶助に関すること。 

(6) 障害者施設の調査、指導及び調整に関すること。  

(7) 法に基づく介護給付費のうち、生活介護、短期入所、施設入所支援及び療養介

護に係る事務に関すること。 

(8) 法に基づく訓練等給付費に係る事務に関すること。 

(9) 法に基づく地域生活支援事業のうち、地域活動支援センター及び日中一時支援

に係る事務に関すること。 

(10) 自立生活アシスタントに関すること。 

(11) 障害者地域活動ホーム及び小規模通所施設に関すること。 

(12) 精神障害者の退院促進支援に関すること。 

(13) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会障害者支援センターの事業に関すること。 

(14) 障害者及び障害児の在宅生活の支援に関すること（他の局、部及び課の主管に

属するものを除く。）。 

 

高齢健康福祉部 

高齢健康福祉課 

(1) 高齢者福祉に係る企画及び調整に関すること。 

(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること。 

(3) 地域包括ケアの推進に関すること。 

(4) 介護福祉業務に従事する人材の確保に係る事業に関すること。 

(5) 老人クラブに関すること。 

(6) 老人福祉センター等に関すること。 

(7) 横浜市高齢者保養研修施設の運営管理に関すること。 

(8) その他高齢者の福祉に関すること( 他の課の主管に属するものを除く｡)｡ 

(9) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

高齢在宅支援課 

(1) 在宅の要援護高齢者等の福祉に関すること( 他の課の主管に属するものを除

く｡)｡ 
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(2) 在宅の要援護高齢者等の保健事業その他地域看護業務に関すること(他の課の

主管に属するものを除く｡)｡ 

(3) 高齢者の介護予防事業に関すること。 

(4) 高齢者等の包括的支援事業に関すること（ 他の課の主管に属するものを除

く。）。 

(5) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事

業者及び指定介護予防支援事業者への支援に関すること（他の課の主管に属する

ものを除く。）。 

(6) 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会に関すること。 

 

高齢施設課 

(1) 介護保険施設の指定又は許可、指導、調整、改善勧告、改善命令等に関するこ

と。 

(2)  短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護を実施する

事業者（ いずれも予防給付に係るものを含む。） の指定、指導、調整、改善勧告、

改善命令等に関すること。 

(3) 地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護を実施する事業者の指定、指導、調整、改善勧告、改善命令等に関する

こと。 

(4) 生活支援短期入所生活介護に関すること。 

(5) 老人福祉法( 昭和 38 年法律第 133 号) に基づく事業及び施設に係る許可等

に関すること( 他の課の主管に属するものを除く｡)。 

(6) 老人福祉施設への措置及び措置費並びに法外扶助に関すること。 

(7) 市立の老人福祉施設に関すること( 他の課の主管に属するものを除く。）。 

(8) 老人福祉施設及び介護保険施設の建設に対する助成に関すること。 

(9) 地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着介護老人福祉施設入所者介

護の拠点の整備に対する助成等に関すること。 

(10) サービス付き高齢者向け住宅の報告、検査、指示等に関すること（ 他の局の

主管に属するものを除く。）。 

(11) よこはま多世代・地域交流型住宅等の高齢者の住居に関すること（建築局の主

管に属するものを除く。）。 

 

介護保険課 

(1) 介護保険の事務の企画及び運営に関すること( 他の課の主管に属するものを

除く｡)｡ 

(2) 介護保険料の算定に関すること。 

(3) 介護保険被保険者の資格の得喪、賦課徴収及び要介護認定等に係る総合調整に

関すること。 

(4) 介護保険の給付等に関すること( 区役所の主管に属するものを除く｡)｡ 

(5) 介護保険料に係る特別徴収義務者への還付に関すること。 

(6) 介護保険制度における住宅改修及び福祉用具購入に係る事業者の調整に関す

ること。 

(7) 介護保険に係る統計調査、事業報告等に関すること。 

(8) 介護保険制度の広報に関すること。 
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(9) 区役所における介護保険の事務の指導及び連絡に関すること。 

(10) 介護保険関係職員の研修に関すること。 

(11) 横浜市介護認定審査会及び横浜市介護保険運営協議会に関すること。 

(12) 国民健康保険団体連合会に関すること( 他の部、課の主管に属するものを除

く｡)｡ 

 

介護事業指導課 

(1) 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援

事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

及び指定介護予防支援事業者の指定、指導、調整、改善勧告、改善命令等に関す

ること（ 他の課の主管に属するものを除く。）。 

(2) 地域密着型サービスの拠点の整備に対する助成等に関すること（ 他の課の主

管に属するものを除く。）。 

 

健康安全部 

健康安全課 

(1) 健康安全に係る施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 感染症の予防、医療、発生動向の調査等に関すること（保健所事務分掌規則第

３条健康安全課の項第１号から第４号まで並びに第４条福祉保健課の項第３号及

び第４号に掲げる事務を除く。）。 

(3) 予防接種に関すること。 

(4) 横浜市予防接種事故対策調査会に関すること。 

 

生活衛生課 

(1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23年法律第 48号）に基づく経営の許可等に

関すること。 

(2) 横浜市墓地等設置財務状況審査会に関すること。 

(3) 環境衛生関係団体に関すること。 

(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号）に基

づく事業者の登録に関すること。 

(5) 昆虫等の防除に関すること（保健所事務分掌規則第４条生活衛生課の項第５号

に掲げる事務を除く。）。 

(6) その他生活衛生に関すること（保健所事務分掌規則第３条生活衛生課の項及び

第４条生活衛生課の項第１号から第８号までに掲げる事務を除く。）。 

(7) 動物愛護センターに関すること。 

 

食品衛生課 

(1) 食品衛生関係団体に関すること。 

(2) 食鳥処理の事業の許可、確認規程の認定等に関すること。 

(3) と畜場の設置の許可等に関すること。 

(4) その他食品衛生に関すること（保健所事務分掌規則第３条食品衛生課の項及び

第４条生活衛生課の項第９号から第 11号までに掲げる事務を除く。）。 

(5) 食肉衛生検査所及び中央卸売市場食品衛生検査所に関すること。 

(6) 衛生研究所に関すること。 
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医療安全課 

(1) 医療に係る相談等に関すること。 

(2) 医療安全情報の提供に関すること。 

(3) 医療安全研修に関すること。 

(4) その他医療安全の確保に関すること。 

(5) 医療法(昭和 23年法律第 205号)に基づく許可及び認可に関すること。 

 

保健事業課 

(1) 保健施策の企画、調整及び推進に関すること。 

(2) 健康増進に関すること(他の部、課の主管に属するものを除く｡)｡ 

(3) 栄養改善に関すること。 

(4) 歯科保健に関すること（母子保健に係るものを除く。）。 

(5) 献血の推進等に関すること。 

(6) 保健活動推進員に関すること。 

(7) 原子爆弾被爆者の援護に関すること（生活福祉部の主管に属するものを除く。）。 

(8) 難病対策に関すること。 

(9) その他疾病対策に関すること（他の室、部及び課の主管に属するものを除く。）。 

(10) 公害健康被害の調査、補償及び救済に関すること。 

(11) 横浜市公害健康被害認定審査会及び横浜市公害健康被害診療報酬審査会に関

すること。 

(12) その他公害保健福祉に関すること。 

(13) 衛生に係る統計及び人口動態統計に関すること。 

(14) 公益財団法人横浜市総合保健医療財団に関すること。 

(15) 横浜市スポーツ医科学センター及び横浜市総合保健医療センターに関するこ

と。 

(16) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

環境施設課 

(1) 市営墓地、斎場及び霊堂の運営管理に関すること。 

(2) 市営墓地、斎場及び霊堂の整備に関すること。 
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保健所事務分掌 

 

健康安全部 

健康安全課 

(1) 横浜市感染症診査協議会に関すること。 

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 

114号）に基づく他の行政機関との協議に関すること。 

(3) 検疫法(昭和 26年法律第 201 号)に基づく検疫感染症の患者に係る通報の受理

及び検疫の免除の許可に関すること。 

(4) 福祉保健センター福祉保健課の（3）及び（4）並びに福祉保健センター生活衛

生課の（11）及び（16）に掲げる事務の総括に関すること。 

(5) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

生活衛生課 

(1) 温泉法(昭和 23年法律第 125号)に基づく温泉の利用の許可及びその取消し、

温泉の利用の許可を受けた者の合併及び分割並びに相続に関する承認、温泉の成

分等の掲示内容等の届出及びその変更命令、管理者に対する措置命令並びに土地

の掘削許可等に関して神奈川県知事に提出する書類の経由事務に関すること。 

(2) 温泉法施行細則（昭和 59年３月横浜市規則第 11号）に基づく温泉利用事項の

変更並びに温泉利用施設の廃止及び休止の届出に関すること。 

(3) 化製場等に関する法律(昭和 23年法律第 140号)に基づく化製場及び死亡獣畜

取扱場の設置の許可、変更の届出及び許可の取消しに関すること。 

(4) 化製場等に関する法律施行細則（昭和 59年９月横浜市規則第 93号）に基づく

化製場等の設置事項の変更並びに経営の停止及び廃止の届出に関すること。 

(5) えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例(昭和25年神奈川県条例第52号)

に基づく焼却場の施設の検査、事情の聴取、立入検査及び特別の施設の措置命令

並びに神奈川知事に提出する書類の経由事務に関すること。 

(6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23年法律第 48号)に基づく報告の徴収及び立

入検査に関すること。 

(7) 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成 23年 2月横浜市条例第 5号)

に基づく立入調査に関すること。 

(8) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和 48年法律第 112号)に

基づく措置命令、報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。 

(9) 横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の

確保に関する条例（平成３年 12月横浜市条例第 56号）に基づく公表に関するこ

と。 

(10) 福祉保健センター生活衛生課の（1）から（8）までに掲げる事務の総括に関す

ること。 

 

 動物愛護センター 

   (1) 横浜市動物愛護センター条例（平成 22年 12月横浜市条例第 44号）第２条第

１号から第 11号までの規定に基づく事務に関すること。 

   (2) 狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）に基づく犬の登録並びに鑑札及び注
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射済票の交付に関すること(横浜市動物愛護センター条例第２条第３号から第５

号までの規定により保管した犬を所有者に返還し、又は第三者に譲渡する場合に、

その所有者又は譲受人の依頼によって行うものに限る｡)｡ 

   (3) 福祉保健センター生活衛生課の（12）から（14）までに掲げる事務の統括に関

すること。 

 

食品衛生課 

(1) 食品衛生関係営業の監視及び指導に関すること。 

(2) 食品等の検査に関すること。 

(3) 福祉保健センター生活衛生課の（9）及び（10）に掲げる事務の総括に関する

こと。 

 

医療安全課 

(1) 医事及び薬事に関すること(医療法（昭和 23年法律第 205号）に基づく許可及

び認可並びに福祉保健センター生活衛生課の（15）に掲げる事務を除く｡)｡ 

(2) 医療施設調査規則（昭和 28年厚生省令第 25号）に基づく調査票等の受理及び

送付に関すること。 

(3)  福祉保健センター生活衛生課の（15）に掲げる事務の総括に関すること。 

 

福祉保健センター 

福祉保健課 

(1) 国民生活基礎調査規則(昭和61年厚生省令第39号)等に基づく調査票等の審査

整理及び提出に関すること。 

(2) 人口動態調査令(昭和 21年勅令第 447 号)に基づく調査票の審査及び提出に関

すること。 

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく事務(同法

に基づく医療費の負担、医療機関の指定、厚生労働大臣への報告、感染症発生時

の調査協力依頼及び感染症に係る情報の公表に関する事務並びに健康安全部健康

安全課の（1）及び（2）並びに福祉保健センター生活衛生課の（5）に掲げる事務

を除く。)に関すること。 

(4) 検疫法に基づく検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置に関すること。 

(5) 健康増進法(平成 14年法律第 103 号)に基づく栄養指導その他の保健指導、特

定給食施設及び特別用途食品等に関すること。 

(6) 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例(平成 12年 2月横浜市条例第 6

号)に基づく事務に関すること。 

(7) センター内他の課の主管に属しないこと。 

 

生活衛生課 

(1) 環境衛生関係営業に関すること。 

(2) 墓地、火葬場等の管理者の届出等に関すること。 

(3) 専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、飲用井戸等の衛生に関すること。 

(4) 建築物における衛生的環境の確保に関すること(事業者の登録に関する事務を

除く｡)｡ 

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくねずみ族、
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昆虫等の駆除並びに消毒(患者がいる場所及びいた場所並びに感染症により死亡

した者の死体がある場所及びあった場所に係るものを除く。)に関すること。 

(6) 居住衛生に関すること。 

(7) 有害物質を含有する家庭用品の衛生に関すること。 

(8) 前各号に掲げる事務に係る苦情受付及び調査に関すること。 

(9) 食品衛生関係営業に関すること。 

(10) 食中毒の予防に関すること。 

(11) 食中毒の発生措置に関すること。 

(12) 狂犬病予防に関すること。 

(13) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48年法律第 105 号)に基づく動物取扱

業者の動物の管理方法等の改善勧告、措置命令、報告の徴収及び立入検査、生活

環境の損失を生じさせる事態の除去に必要な勧告及び措置命令、特定動物飼養者

に対する措置命令、報告の徴収及び立入検査、犬及びねこの引取り並びに動物の

収容に関すること。 

(14) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成 18 年 3 月横浜市条例第 17 号)

に基づく事務に関すること。 

(15) 患者調査規則(昭和28年厚生省令第26号)及び医療法施行令(昭和23年政令第

326号)に基づく調査票等の受理及び送付、医師等の免許の経由事務、施術所、歯

科技工所、薬局、薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、医薬品の販売業、

医療機器の販売業及び賃貸業並びに毒物劇物販売業に関すること。 

(16) 健康危機管理に関すること。 

 

高齢・障害支援課 

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25年法律第 123 号)に基づく

書類の経由事務に関すること(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療に関す

る事務を除く｡)。 

(2) 児童福祉法(昭和 22年法律第 164 号)に基づく身体障害児の療育の指導等に関

すること(神奈川福祉保健センター、西福祉保健センター、中福祉保健センター、

保土ケ谷福祉保健センター及び都筑福祉保健センター(以下「神奈川福祉保健セン

ター等」という。)に限る｡)。 

(3) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)に基づく診査を受けるべき旨

の通知の受理、障害程度の変化に関する通知及び身体障害者手帳の交付を受けた

者に係る通知の受理に関すること(神奈川福祉保健センター等に限る｡)。 

 

こども家庭支援課 

(1) 児童福祉法に基づく身体障害児の療育の指導等に関すること(神奈川福祉保健

センター等を除く｡)。 

(2) 身体障害者福祉法施行令に基づく診査を受けるべき旨の通知の受理、障害程度

の変化に関する通知及び身体障害者手帳の交付を受けた者に係る通知の受理に関

すること(神奈川福祉保健センター等を除く｡)。 

(3) 母子保健法(昭和 40年法律第 141 号)に基づく妊娠の届出の経由事務に関する

こと。 
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事業内容

　高齢者や障害者等が、判断能力が低下しても安心して

日常生活を送れるよう、権利擁護を推進します。

１　横浜生活あんしんセンター運営事業
【中期】〈拡充〉 ２億5,357万円
権利擁護に関わる相談や契約に基づく定期訪問・金

銭管理サービス、財産関係書類等預かりサービス、法

定後見受任等にかかる事業費を助成します。
また、権利擁護事業・成年後見制度の利用促進のた

めの広報啓発を行い、関係機関等と連携し権利擁護を

推進します。

相談件数や契約件数の増加に伴い、体制を強化する

とともに、市内の社会福祉法人等による法人後見実施

に向けた支援を行います。

２　成年後見制度利用支援事業 7,820万円

　 制度利用のための申立て費用や後見人等への報酬の

負担が困難な場合に、その費用を助成します。

申立て費用については、区長が申立てを行った人の

みを対象としています。

３　成年後見制度利用促進事業 1,154万円

（１）成年後見サポートネット

成年後見制度をはじめ権利擁護に関して、各区で専門職団体と地域包括支援センタ

ー等専門機関による事例検討や情報交換を行い適切な制度活用と連携を促進します。
また、市民後見人の活動支援の一つとして、市内全域において新たに市民後見人

の支援を行う機能を追加するとともに、ネットワークを強化し、重層的な権利擁護

体制を構築します。

（２）権利擁護関係職員の資質向上と業務の円滑実施

区福祉保健センター、区社協あんしんセンター、地域包括支援センター等職員向け

の研修等を通じ、権利擁護が必要な高齢者・障害者への適切な支援と迅速な制度利用

を促進します。

４　市民後見人養成・活動支援事業【中期】〈拡充〉 5,999万円
（１）第２期市民後見人養成課程の実施

全区を対象として、平成26年12月より開始した実務実習を平成27年６月まで実施し

ます。また、７月以降は市内全域での市民後見人候補者の活動支援及び受任者支援を
行います。

（２）市民後見人活動支援の体制の構築
地域における権利擁護を市民参画で進めるため、後見推進機関「横浜生活あんしん

センター」による市民後見人の活動支援の実施と安定的な支援体制を全市で構築しま

す。

差 引 2,379万円

２ 権 利 擁 護 事 業

本 年 度 ４億330万円

前 年 度 ３億7,951万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 １億9,274万円

県 1,738万円

その他 2,111万円

市　費 １億7,207万円
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