
◆　企画調整担当 20131218 未定稿

年版 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

元号 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

職員録内容 1968.9.15 1969.11.6 1970.10.1 1972.1.1 1973.1.1 1974.1.1 1975.1.1 1976.12.1 1977.8.1 1978.8.1 1979.7.1 1980.7.8 1981.7.1 1982.7.1

市長 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 飛鳥田一雄 細郷道一 細郷道一 細郷道一 細郷道一 細郷道一

技監 技監 鈴木和夫 技監 （大場正典助役） 技監 （大場正典助役） 技監 （大場正典助役） 技監 田村　明 技監 田村　明 技監 田村　明 技監 田村　明 技監 田村　明 西脇　巌 鶴見俊一

企画調整室・局 企画調整室 企画調整局 企画財政局

室長・局長 室長 鈴木和夫 室長 鈴木和夫 室長 鈴木和夫 室長 田村　明 局長 田村　明 局長 田村　明 局長 田村　明 局長 田村　明 局長 田村　明 局長 寺内　孝 局長 佐藤安平 局長 佐藤安平 局長 佐藤安平 局長 入江昭明

専任主幹 寺内　孝 専任主幹 鳴海正泰 専任主幹 鳴海正泰 専任主幹 鳴海正泰 専任主幹（都心 北村　亘

次長 次長 高橋清太郎 次長 高橋清太郎 次長 高橋清太郎 次長 北村　亘 次長 北村　亘 次長 北村　亘 次長 北村　亘 臨海部整備担当）

主幹 鳴海正泰 主幹 鳴海正泰 主幹 鳴海正泰 主幹 江口昭悟 主幹 江口昭悟 主幹 江口昭悟 主幹 江口昭悟 調整部 企画調整室

主幹 朝倉次郎 主幹 朝倉次郎 主幹 入江昭明 プロジェクト室長 淵上和彦 主幹 淵上和彦 主幹 淵上和彦 主幹 隈本正二 部長 森川裕也 部長 森川裕也 部長 森川裕也 専任主幹 宮腰繁樹
企画調整部・調整部 企画調整部 主幹 松崎忠雄 主幹 清水久雄 主幹 清水久雄 主幹 隈本正二 主幹 渡辺　暁 主幹（国際会議） 岡部重之 副主幹 高橋基雄

部長 部長 田村　明 部長 田村　明 部長 田村　明 主幹 水野正人 主幹（文化行政） 簾田道雄 副主幹 大場浪男

主幹 主幹 鳴海正泰 主幹 鳴海正泰 主幹 鳴海正泰 主幹（技監） 渡辺　暁 副主幹 本多常高
主幹（横浜東口） 鈴木忠治 副主幹 池田武文

調整課 調整課 主査 石原惟好

課長 課長 成田　宏 課長 入江昭明 課長 入江昭明 課長 入江昭明 課長 入江昭明 課長 北村　亘 課長 岡部重之 課長 岡部重之 課長 鈴木康生 課長 鈴木康生 課長 鈴木康生 課長 鈴木康生 課長 森　俊朗 主査 砂川忠雄

庶務係長 庶務係長 伊藤雅章 庶務係長 伊藤雅章 庶務係長 伊藤雅章 庶務係長 皆川達也 庶務係長 皆川達也 庶務係長 皆川達也 庶務係長 皆川達也 庶務係長 田中久勝 庶務係長 田中　修 庶務係長 田中　修 庶務係長 田中　修 庶務係長 田中　修 庶務担当係長 田中　修 主査 川口　昇

皆川達也 皆川達也 皆川達也 大菊和照 大菊和照 大菊和照 大菊和照 大菊和照 大菊和照 大菊和照 長谷川東凞子 長谷川東凞子 長谷川東凞子 主査 古畑正孝

田中昭一 大菊和照 大菊和照 村上光昭 依田治義 依田治義 福島東凞子 福島東凞子 長谷川東凞子 長谷川東凞子 斉藤義弘 斉藤義弘 小林信幸 主査 富永　修

大菊和照 田中昭一 村上光昭 石川美佐緒 福島東凞子 福島東凞子 佐藤京子 雨宮利次 雨宮利次 雨宮利次 小林信幸 小林信幸 浅井正久 主査 橘川和雄

蜷川淑子 蜷川淑子 蜷川淑子 本多芳子 石川美佐緒 佐藤京子 雨宮利次 前島恵美子 前島恵美子 前島恵美子 前島恵美子 前島恵美子 鈴木惠子 主査 森島久哲

間宮百合子 白井静枝 石川美佐緒 浅井正久 浅井正久 浅井正久 浅井正久 浅井正久 浅井正久 浅井正久 浅井正久 花本浩一 鈴木道子

中山正己

調整係長 調整係長 斎藤　栄 調整係長 根本和夫 調整係長 北小路　清 調整係長 北小路　清 調整係長 北小路　清 調整係長 北小路　清 調整係長 北小路　清 調整係長 高橋基雄 調整係長 高橋基雄 調整係長 高橋基雄 主査 伊沢典男 主査 伊沢典男 主査 伊沢典男 高柳　実

上矢千枝子 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 伊藤　優 佐藤信二

北小路清 大熊直人 雨宮利次 雨宮利次 雨宮利次 雨宮利次 北村紘之 大熊直人 大熊直人 大熊直人 大熊直人 大熊直人 大熊直人 坂本　久

佐藤雅亮 馬場双葉 大熊直人 大熊直人 大熊直人 大熊直人 大熊直人 石阪丈一 石阪丈一 石阪丈一 中野輝樹 中山正巳 中山正巳 鈴木惠子

雨宮利次 石川美佐緒 馬場双葉 村上昌子 村上昌子 高梨昌子 高梨昌子 中野輝樹 中野輝樹 中野輝樹 中山正巳 坂本　久 大久保英元

本多芳子 馬場双葉 大井双葉 大井双葉 石川美佐緒 石川美佐緒 石川美佐緒 主査 伊沢典男 副主幹（婦人問題） 田宮敦子 参与（婦人問題） 田宮敦子

主査 水島敏彦 主査 中村　裕 主査 伊沢典男 主査 伊沢典男 主査 五反田哲哉 主査 舟田鵄津子

丸山由利子 主査 五反田哲哉

副主幹 副主幹 入江昭明 副主幹 斎藤　栄 副主幹 斎藤　栄 副主幹 影島鉄郎 副主幹 広瀬良一 副主幹 広瀬良一 主査 伊沢典男 副主幹（国際会議） 小菅寛治 丸山由利子

主査 根本和夫 主査 広瀬良一 主査 広瀬良一 主査 広瀬良一 主査 内藤惇之 主査 内藤惇之 副主幹 三部　茂 主査 佐々木寛志

伊藤　優 北小路清 主査 内藤惇之 主査 内藤惇之 主査 峰　輝久 主査 峰　輝久 副主幹 三浦　弘 前田清隆

水島敏彦 雨宮利次 江成藤吉 江成藤吉 江成藤吉 新保吉治 副主幹 伊勢田　進 副主幹 武内　懋 副主幹 高橋敏美 副主幹（文化行政） 高橋敏美

内藤惇之 新保吉治 新保吉治 蒲谷　茂 副主幹 伊藤雅章 主査 高橋敏美 主査 中野輝樹 主査 石井利夫

蒲谷　茂 蒲谷　茂 梅谷泰久 主査 志村益世 主査 中野輝樹

副主幹 斎藤　栄 副主幹 大畑　稔 副主幹 小松優一 坂口哲耶

副主幹 大畑　稔 副主幹 小泉正和 副主幹 三部　茂 木村康夫

副主幹 小泉正和 副主幹 田中晟五 副主幹 幸田勲武 副主幹 前川　慎 副主幹 前川　慎 副主幹 前川　慎 副主幹 前川　慎 副主幹 前川　慎 副主幹（技監担当） 前川　慎 専任主幹 横山義一

主査 飯野　守 主査 佐藤三郎 副主幹 伊勢田　進 主査 椎谷南郎 長沢　毅 主査 椎谷南郎 主査 椎谷南郎 主査 榎本武之 主査 榎本武之 主幹 渡辺　暁

主査 石井健吾 主査 飯野　守 主査 森　誠一郎 椎谷南郎 主査 長沢　毅 主査 小島徹夫 主査 小島徹夫 主査 金田孝之 副主幹（技監付） 井上　敦

小川志津江 水島かな子 関かな子 関　かな子 主査 萩谷健一

主査 森　行雄

関　かな子

総合土地調整課 総合土地調整課 都市計画局

課長 広瀬良一 課長 広瀬良一 課長 広瀬良一 課長 広瀬良一 課長 広瀬良一 課長 秦野章男 課長 秦野章男 土地調整課長 渡辺浩志

主査 内藤惇之 主査 歳弘敦隆 主査 歳弘敦隆 主査 歳弘敦隆 主査 小島賢治 主査 小島賢治 主査 小島徹夫 副主幹（土地調整） 反町良雄

峰　輝久 主査 高見沢祐介 主査 高見沢祐介 主査 高見沢祐介 主査 岸田比呂志 主査 岸田比呂志 主査 岸田比呂志 主査 小島徹夫

岸田比呂志 主査 岸田比呂志 主査 岸田比呂志 主査 岸田比呂志 佐藤京子 佐藤京子 佐藤京子 佐藤京子

蒲谷　茂 主査 蒲谷　茂 佐藤京子 佐藤京子 高橋和也 住吉国男 住吉国男 住吉国男

新保吉治 佐藤京子 梅谷泰久 梅谷泰久 高橋和也 高橋和也 高橋和也

梅谷泰久 梅谷泰久 牧野和敏 牧野和敏

企画部 牧野和敏 企画部 都市計画局

部長 江口昭悟 部長 江口昭悟 専任主幹 江口昭悟 局長 佐藤安平

主幹 小沢恵一 主幹 小沢恵一 計画部長 小椋　進

企画課

課長 宮腰繁樹 課長 宮腰繁樹 課長 宮腰繁樹 課長 武田篤夫 課長 小沢恵一 課長 小沢恵一 課長 小沢恵一 課長 小沢恵一 課長 小沢恵一 課長 小沢恵一 課長 小沢恵一 課長 小椋　進 課長 小椋　進 企画課長 杉浦治雄
企画第一係長 中村賢二 企画第一係長 中村賢二 企画第一係長 田代善雄 企画第一係長 田代善雄 企画第一係長 田代善雄 企画第一係長 三木　馨 企画第一係長 高橋正宏 企画第一係長 高橋正宏 副主幹 岩崎駿介 副主幹 岩崎駿介 主査 内藤惇之 主査 杉浦治雄 主査 高木泰宏 主査 金近忠彦

村上光昭 村上光昭 水島敏彦 水島敏彦 水島敏彦 遠藤包嗣 遠藤包嗣 比留川良次 主査 長谷川尚男 主査 内藤惇之 主査 杉浦治雄 主査 高木泰宏 主査 金近忠彦 主査 岸　達男

水島敏彦 佐藤弘一郎 遠藤包嗣 遠藤包嗣 牧野和敏 仁科幸子 主査 西脇敏夫 主査 杉浦治雄 主査 森誠一郎 主査 木下真男 主査 木下真男 主査 木下真男

池田武文 佐藤弘一郎 主査 内藤惇之 主査 西脇敏夫 森　行雄 森　行雄 森　行雄 石黒　徹
企画第二係長 田代善雄 企画第二係長 田代善雄 企画第二係長 三木　馨 企画第二係長 三木　馨 企画第二係長 三木　馨 企画第二係長 長谷川尚男 企画第二係長 長谷川尚男 企画第二係長 長谷川尚男 主査 高橋正宏 主査 池田武文 石黒　徹 石黒　徹 石黒　徹 三好誠人

清水利光 清水利光 長谷川雅彦 池田武文 池田武文 池田武文 長谷川雅彦 地曳良夫 主査 池田武文 主査 森誠一郎 立花　誠 三好誠人 三好誠人 土井一成

主査 三木　馨 主査 三木　馨 池田武文 地曳良夫 長谷川雅彦 長谷川雅彦 地曳良夫 森　行雄 主査 森誠一郎 森　行雄 三好誠人 土井一成 土井一成 谷垣弘行

長谷川雅彦 長谷川雅彦 主査 清水利光 主査 清水利光 地曳良夫 地曳良夫 森　行雄 石黒　徹 森　行雄 国吉直行 浜野四朗 谷垣弘行 小林正幸

主査 清水利光 主査 岩崎駿介 柴田長信 宮浦修司 比留川良次 比留川良次 副主幹（UD） 岩崎駿介 副主幹（UD） 内藤惇之 副主幹（UD） 内藤惇之 都市デザイン室長 内藤惇之

主査 岩崎駿介 主査 高見沢祐介 副主幹 岩崎駿介 副主幹 岩崎駿介 石黒　徹 石黒　徹 主査 西脇敏夫 主査 西脇敏夫 主査 西脇敏夫 主査 西脇敏夫

主査 高見沢祐介 主査 内藤惇之 仁科幸子 立花　誠 国吉直行 国吉直行 国吉直行 国吉直行

主査 池田武文 主査 西脇敏夫 宮浦修司 田口俊夫 田口俊夫 北沢　猛 北沢　猛 北沢　猛

主査 斉藤正勝 主査 斉藤正勝 三好誠人 三好誠人 北沢　猛 田口俊夫 田口俊夫 田口俊夫

主査 池田武文 北沢　猛 北沢　猛 副主幹（都心臨海） 高橋正宏 副主幹（都心臨海） 高橋正宏

主査 森誠一郎 主査 園部正一

浜野四朗 主査 森誠一郎

斉藤　卓

鈴木　徹

浜野四朗

下村　直
プロジェクト室・総合計画課 プロジェクト室 総合計画課

室長 高橋清太郎 室長 高橋清太郎 室長 入江昭明 室長 淵上和彦 室長 淵上和彦 室長 淵上和彦 室長 江口昭悟 課長 佐藤孝昭 課長 佐藤孝昭 課長 佐藤孝昭

副主幹 小松原一男 副主幹 白木昭男 副主幹 白木昭男 副主幹 田口　隆 副主幹 上村信義 副主幹 佐藤孝昭 副主幹 佐藤孝昭 主査 小菅寛治 主査 小菅寛治 主査 加藤　智

副主幹 渕上和彦 副主幹 渕上和彦 副主幹 田口　隆 副主幹 上村信義 副主幹 佐藤孝昭 副主幹 武内　懋 副主幹 武内　懋 主査 加藤　智 主査 加藤　智 主査 古畑正孝

主査 佐藤三郎 主査 石井直昭 副主幹 淵上和彦 副主幹 三木　馨 副主幹 田中祥夫 副主幹 長久保美昌 副主幹 長久保美昌 主査 古畑正孝 主査 古畑正孝 主査 新井静男

主査 石井直昭 主査 松井重利 主査 石井直昭 主査 小泉賢司 主査 佐野秀哉 主査 高橋敏美 主査 高橋敏美 新井静男 主査 新井静男 主査 石阪丈一

主査 松井重利 高橋敏美 主査 小泉賢司 主査 佐野秀哉 主査 高橋敏美 主査 小菅寛治 主査 小菅寛治 小沢多恵子 鈴木道子 鈴木道子

新井静男 中村和雄 高橋敏美 高橋敏美 主査 小菅寛治 主査 前田　寿 主査 前田　寿 佐藤信二 守屋　直 高柳　実

川股　隆 新井静男 江成藤吉 水島敏彦 主査 大場浪男 主査 大場浪男 主査 大場浪男 五島哲男 佐藤信二 佐藤信二

国吉直行 川股　隆 中村和雄 長岡英昭 主査 杉山　誼 主査 小島徹夫 主査 小島徹夫 五島哲男 五島哲男

小沢多恵子 国吉直行 横山　悠 横山　悠 主査 鳥居盛男 主査 金田孝之 主査 金田孝之 副主幹（策定担当） 長久保美昌 副主幹（策定担当） 高井　労 副主幹（策定担当） 高井　労

前島恵美子 森島久哲 新井静男 新井静男 横山　悠 横山　悠 横山　悠 主査 深井楯男 主査 深井楯男 主査 深井楯男

前島恵美子 川股　隆 国吉直行 新保吉治 新保吉治 新保吉治 主査 高見沢祐介 主査 橘川和夫 主査 橘川和夫

小沢多恵子 高橋純忠 石阪丈一 新井静男 新井静男 新井静男 主査 金田孝之 主査 金田孝之 主査 守屋　直

国吉直行 森島久哲 斉藤淳一 佐藤信二 佐藤信二 新保吉治 新保吉治 新保吉治

森島久哲 前島恵美子 小沢多恵子 小沢多恵子 小沢多恵子 森島久哲 森島久哲 森島久哲

前島恵美子 斉藤淳一 佐藤信二 斉藤淳一 森島久哲 鈴木伸哉 鈴木伸哉 鈴木伸哉

小沢多恵子 小沢多恵子 国吉直行 国吉直行 鈴木伸哉

森島久哲 森島久哲

企画財政局

都市科学研究室 都市科学研究室

室長 松本得三 室長 松本得三 室長 松本得三 室長 松本得三 室長 船橋成幸 室長 船橋成幸 室長 田村　明 室長 田村　明 室長 田村　明 室長 佐藤安平 室長 高井　労

主査 春田圀典 主査 春田圀典 主査 杉浦　孝 主査 杉浦　孝 副主幹 青木虹二 副主幹 青木虹二 副主幹 青木虹二 副主幹 北小路　清 副主幹 北小路　清 副主幹 北小路　清 副主幹 北小路　清

岡村　駿 岡村　駿 岡村　駿 仲田五郎 主査 北小路　清 主査 北小路　清 主査 北小路　清 加藤勝彦 富永　修 主査 富永　修 主査 下嶋　邦明

泉　久美子 泉　久美子 岡村　駿 仲田五郎 仲田五郎 小林信幸 多根雄一 加藤勝彦 加藤勝彦 加藤勝彦

中川久美子 岡村　駿 多根雄一 多根雄一 中川久美子 小熊　勇 小熊　勇 小熊　勇

中川久美子 中川久美子 中川久美子 中川久美子 中川久美子 中川久美子

技術部 技術部

専任主幹 島本為三 専任主幹 竹島卯三郎 専任主幹 竹島卯三郎

主幹 朝倉次郎 主幹 朝倉次郎 主幹 朝倉次郎

主幹 水野正人 主幹 水野正人

主幹 高橋清太郎

参事 馬場猛雄

副主幹 松川　諭 副主幹 野口幸蔵 副主幹 谷上富男

副主幹 伊藤功雄 副主幹 谷上富男 副主幹 大畑　稔

副主幹 谷上富男 副主幹 大畑　稔 副主幹 小泉正和

副主幹 大畑　稔 副主幹 小泉正和 副主幹 大賀健造

副主幹 小泉正和 副主幹 大賀健造 副主幹 中村賢二

主査 水野和昌 主査 杉本光司 主査 杉本光司

主査 宮井良志 主査 宮井良志 主査 宮井良志

主査 飯野　守 主査 飯野　守 主査 飯野　守

大久保隆夫 小川志津江 主査 宮脇克己 休職者

小川志津江 清水武司 主査 加藤　智 主査 加藤　智 主査 加藤　智 主査 石阪丈一 副主幹 岩崎駿介 副主幹 岩崎駿介

小川志津江 主査 石阪丈一 主査 宮崎　景

S43.7首都高横羽線開通 S47.5宅地開発要綱改訂 S49第2回アジア卓球選手権大会開催

S43.7金沢臨海都市建設埋立て事業市会で承認 S47.5風致地区内開発行為規制要綱制定 S52.8ベイブリッジ都市計画決定 S54YCAT開業 S55ベイブリッジ着手

S43.8宅地開発要綱制定 S47.8「村雨橋事件」 S53.3横浜スタジアム竣工

S43.8宅地問題調整協議会を設置 S47.11山手景観風致保全要綱制定 S52金沢地先埋立完成

S44.4港北NT基本構想を市会全協に説明 S47.12工業等制限法の改正に伴う市長の許可基準制定 S53.9大通り公園完成

S45.6市街化区域、調整区域を決定 S47.12新用途地域・地区の指定の基準方針発表

S45.6風致地区条例制定 S47.12横浜市日照等指導要綱制定 S51.7日照等指導要綱改正

S45根岸線（磯子・洋光台間が開通） S47.12地下鉄開業（伊勢佐木長者町～上大岡間） S51.9地下鉄延伸（横浜～上永谷間） 

S48.1マンション等の集合住宅計画に対する取扱方針決定 S51.9日照相談室長らが贈収賄事件で検挙

S45.1人口224万人 S48.2住居容積率制限の許可基準制定 S50.1人口262万人 S53人口全国第2位にS55.1人口277万人

S46.8緑地対策基本要項発表 S48.6緑の環境をつくり育てる条例制定

S46.11農業専用地区設定要綱制定 S48.12市街地環境設計制度制定

局の機構再編 S43.4企画調整室設置 S48.1企画調整局（名称変更） S57.6企画財政局

S43.4市民局設置

S46.6公害対策局設置（衛生局から分割）

清掃局→ S48.1?環境事業局（名称変更）

農政局→ S46.6緑政局設置（名称変更）

計画局→ S46.6計画局設置（分割） 計画局＋都市開発局→ S52.6都市整備局設置（合併） S57.6都市計画局

〃　→ S46,6都市開発局設置（分割）

S43.4道路局設置（土木局が分割）

S43.4下水道局設置（土木局が分割）

区の機能強化 S44.10 行政区再編（港南、旭、緑、瀬谷を設置。14区へ） S51区活動費創設（区主要行事実行団体負担金。1区100万円）

S45事務連絡調整費の創設（1区50万円） S49区民会議の設置（市政への市民参加、広聴の場） S52区要望反映システムの導入

S44区長室及び調整係の設置（区長権限の拡大、区が立案実施する事業の拡大及び局の事務所事業所との連絡調整強化のため、調整機能と企画機能を整備） S52区活動費（1区180万円）

S44市民課の再編強化（社会福祉係、地域振興係、社会教育係の設置） S52総務課の設置

S44総合庁舎の計画的建設（福祉事務所、保健所、消防署等を1か所に集めた総合庁舎を計画的に建設） S52出先機関の統合（建築事務所と福祉事務所の編入）
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