
令和３年（２０２１年）４月１日付け

◎ 市長事務部局

○ 部長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

※ 市民部長 鵜飼　進 経営企画部まちづくり政策課長

健康部長 森田　佳重 健康部疾病予防担当部長

※ 経済部長 山口　博之 経営企画部企画調整課長

みなと振興部長 上之段　功 経済部長

監査委員事務局（出向） 小貫　和昭 市民部長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　

○ 課長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

※ 市長室秘書課長 日下　浩一　 経済部創業・新産業支援課主査

市長室国際交流・基地政策課長 中村　哲 市長室秘書課長

※ 市長室横須賀市東京事務所・旧軍港市振興協議会担当課長 小池　豊 財務部ＦＭ推進課主査

経営企画部企画調整課長 中島　健吾　 総務部人材育成担当課長

経営企画部まちづくり政策課長 倉林　孝英　 環境政策部公園活用推進担当課長

総務部人材育成担当課長 坂本　克昭 教育委員会事務局学校教育部学校給食担当課長

財務部財務管理課長 増井　敬 財務部財産管理課長

※ 文化スポーツ観光部企画課長 竹田　浩幸　 文化スポーツ観光部企画課主査

税務部資産税課長 梅澤　徳之 健康部健康対策担当課長

市民部危機管理課長 木村　兼一　 横須賀市消防局指令課長

市民部地域安全課長 鈴木　宏史　 市民部地域生活相談担当課長

市民部窓口サービス課長 高城　由美子 経営企画部情報システム課長

追浜行政センター館長 脇　範泰 横須賀市保健所健康づくり課長

田浦行政センター館長 依田　隆治 市民部窓口サービス課長

久里浜行政センター館長 橋本　義晴　 北下浦行政センター館長

北下浦行政センター館長 田中　宏穗　 市民部地域安全課長

※ 福祉部生活支援課長 櫻木　康貴　 こども家庭支援センター児童相談課係長

福祉部健康長寿課長 青木　則幸　 市長室横須賀市東京事務所・旧軍港市振興協議会担当課長

福祉部介護保険課長 椿　雄一 健康部市立病院課長

健康部健康総務課長 夏目　久也　 教育委員会事務局教育総務部総務課長

※ 健康部市立病院課長 鷺阪　恵美子 健康部市立病院課主査

※ 健康部健康対策担当課長 長谷川　淳　 市民部地域安全課主査
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横須賀市保健所健康づくり課長 山本　修三　 市民部危機管理課長

こども育成部こども育成総務課長 川村　由宇子 市長室国際交流課長

こども家庭支援センターこども家庭支援課長 葛貫　博之　 健康部地域医療推進課長

環境政策部環境企画課長 島田　圭 こども育成部こども育成総務課長

※ 環境政策部公園活用推進担当課長 中村　宏之　 環境政策部公園建設課主査

資源循環部資源循環政策課長 山本　明広　 資源循環久里浜事務所長

資源循環部廃棄物対策課長 関澤　孝弘　 資源循環部資源循環推進課長

広域処理センター所長 大石　貴司　 資源循環部リサイクルプラザ館長

資源循環久里浜事務所長 夏目　真一　 みなと振興部港湾企画課長

経済部企業誘致・工業振興課長 村松　健二　 市長室基地対策課長

都市部まちなみ景観課長 宍戸　孝全　 資源循環部資源循環総務課長

土木部道路管理課長 菅野　智 税務部資産税課長

※ 土木部道路補修課長 桑原　巧 土木部道路建設課係長

みなと振興部港湾企画課長 小林　俊一　 経済部企業誘致・工業振興課長

※ みなと振興部港湾管理課長 高橋　学 みなと振興部水産振興課係長

みなと振興部水産振興課長 板戸　淳 土木部道路補修課長

教育委員会（出向） 山田　智子　 健康部健康総務課長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　

2



令和３年（２０２１年）４月１日付け

◎ 監査委員事務局

○ 部長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

監査委員事務局長 小貫　和昭　 市民部長
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令和３年（２０２１年）４月１日付け

◎ 市議会議会局

○ 部長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

市議会議会局長 渡部　良次　 市議会事務局長

○ 課長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

市議会議会局総務調査課長 島崎　恭光　 市議会事務局議事課長

※ 市議会議会局議事課長 堀越　裕子　 市議会事務局議事課主査

教育委員会（出向） 杉本　道也　 市議会事務局総務課長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　
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令和３年（２０２１年）４月１日付け

◎ 上下水道局

○ 部長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

※ 上下水道局技術部長 河西　勉 上下水道局技術部水道施設課長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　

○ 課長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

上下水道局経営部経営料金課長 片山　強 上下水道局経営部経理課長

上下水道局経営部経理課長 飯島　俊彦　 上下水道局経営部経営料金課長

上下水道局技術部水道施設課長 古谷　俊 上下水道局技術部浄水課長

上下水道局技術部浄水課長 石井　雅夫　 上下水道局技術部水再生課長

※ 上下水道局技術部下水道施設課長 小林　祥二　 上下水道局技術部計画課主査

上下水道局技術部水再生課長 町口　克紀　 上下水道局技術部下水道施設課長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　
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令和３年（２０２１年）４月１日付け

◎ 消防局

○ 部長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

※ 消防正監 横須賀市消防局長 野田　佳孝　 消防監 横須賀市消防局総務課長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　

○ 課長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

消防監 横須賀市消防局総務課長 飯島　和彦　 消防監 横須賀市北消防署長

消防司令長 横須賀市消防局警防課長 鈴木　純也　 消防司令長 横須賀市三浦消防署副署長

消防司令長 横須賀市消防局指令課長 小山　幸男　 消防司令長 横須賀市三浦消防署副署長

消防監 横須賀市中央消防署長 高橋　哲也　 消防監 横須賀市南消防署長

※ 消防司令長 横須賀市中央消防署副署長 反田　拓也　 消防司令 横須賀市中央消防署係長

※ 消防司令長 横須賀市中央消防署副署長 中村　哲 消防司令 横須賀市中央消防署係長

消防監 横須賀市北消防署長 岩崎　力大　 消防司令長 横須賀市中央消防署副署長

※ 消防司令長 横須賀市北消防署副署長 齋藤　英明　 消防司令 横須賀市消防局総務課係長

※ 消防司令長 横須賀市北消防署副署長 山口　学 消防司令 横須賀市北消防署係長

消防監 横須賀市南消防署長 山森　誠 消防司令長 横須賀市消防局警防課長

※ 消防司令長 横須賀市南消防署副署長 福本　亨 消防司令 横須賀市消防局予防課係長

※ 消防司令長 横須賀市南消防署副署長 酒井　治雄　 消防司令 横須賀市北消防署長浦出張所係長

※ 消防司令長 横須賀市南消防署西分署長 加藤　潤一　 消防司令 横須賀市消防局指令課係長

※ 消防司令長 横須賀市三浦消防署副署長 新倉　隆司　 消防司令 横須賀市消防局警防課係長

※ 消防司令長 横須賀市三浦消防署副署長 杉森　明雄　 消防司令 横須賀市北消防署係長

※ 消防司令長 横須賀市三浦消防署副署長 高野　成彦　 消防司令 横須賀市南消防署係長

横須賀市（出向） 木村　兼一　 消防司令長 横須賀市消防局指令課長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　
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令和３年（２０２１年）４月１日付け

◎ 教育委員会

○ 課長級

（新）所属 氏名 （旧）所属

教育総務部総務課長 杉本　道也　 市議会事務局総務課長

教育総務部生涯学習課長 高橋　直人　 自然・人文博物館博物館運営課長

自然・人文博物館博物館運営課長 柳井　栄美　 教育総務部生涯学習課長

学校教育部教育指導課長 川上　誠　 横須賀市立学校長

※ 学校教育部保健体育課長 鈴木　史洋　 横須賀市立学校教頭

学校教育部学校食育課長 山田　智子　 健康部健康総務課長

※ 学校教育部教育情報担当課長 飯田　達也　 市民部窓口サービス課係長

横須賀市立学校長 高橋　直樹 学校教育部教育指導課長

横須賀市立学校長 山崎　亨 学校教育部保健体育課長

横須賀市（出向） 夏目　久也　 教育総務部総務課長

横須賀市（出向） 坂本　克昭　 学校教育部学校給食担当課長

（注）※印は、昇任昇格を示す。　
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