
 

 

 

 

 

 

平成 31 年度 経済局 予算概要について 
 

経済局では、市内経済をとりまく状況を踏まえ、７つの重点項目に沿って平成 31 年度

の予算案を作成しました。 

施策の推進にあたっては、企業や経済団体、地域等とのパートナーシップに基づき  

取組の効果を最大限に高めていきます。 

《重点項目》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の詳細は別添『平成 31 年度予算概要』をご参照ください。 

お問合せ先 

経済局総務課長  山口 俊宏  Tel 045-671-2572 

平成 31 年１月 31 日 
経 済 局 総 務 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



 

経済局 お問合せ先一覧 

頁 事業名 担当 電話番号 

1 経済局予算案編成概要 総 務 課 長       山口 俊宏 671-2572 
33 横浜経済活性化推進事業 企画調整課長      立石 建 671-2565 

経済総務事務費 総 務 課 長       山口 俊宏 671-2572 
34 企業誘致・立地促進事業 企業誘致・立地課長  桐原 和博 671-4085 

企業立地促進条例による助成事業 企業誘致・立地課     
産業拠点活性化担当課長  竹井 康之 671-3894 

成長産業立地促進助成事業 企業誘致・立地課長  桐原 和博 671-4085 
35 外資系企業誘致事業 国際ビジネス課長    内山 幹子  671-2576 

横浜グローバルビジネス推進事業 国際ビジネス課長    内山 幹子  671-2576 
36 中小製造業成長力強化事業 ものづくり支援課長  中村 隆幸 671-3839 
37 ものづくり経営基盤強化事業  ものづくり支援課長  中村 隆幸 671-3839 
38 小規模事業者への支援強化事業 

（出張相談事業について） 
（設備投資助成事業について） 

 
経営・創業支援課長   手塚 清久 
ものづくり支援課長  中村 隆幸 

 
671-2575 
671-3839 

ＬＩＮＫＡＩ横浜金沢活性化推進事業 ものづくり支援課長  中村 隆幸 671-3839 
39 

 
知的財産戦略推進事業 ものづくり支援課長  中村 隆幸 671-3839 
工業技術支援センター事業 工業技術支援センター長  岡部 伸雄 788-9010 

40 ＩｏＴ推進産業活性化事業 新産業創造課長    髙木 秀昭 671-3913 
次世代産業創出事業 新産業創造課長    髙木 秀昭 671-3913 
「イノベーション都市・横浜」発信事業 新産業創造課長    髙木 秀昭 671-3913 
ＭＩＣＥ関連産業強化事業 新産業創造課長    髙木 秀昭 671-3913 

41 
・ 
42 

横浜ライフイノベーションプラットフォーム推進事業  

（医工連携推進事業、ライフサイエンス関連企業支援、

海外バイオクラスター連携推進事業について）  
（健康経営・ヘルスビジネス推進事業について）  
 
（上記以外について） 

 
ライフイノベーション推進課担当課長  
          中野 浩一郎

ライフイノベーション推進課担当課長 
           森田 伸一 
ライフイノベーション推進課長 
            伊藤 敏孝 

 
671-3591 

 
671-4603 

 
671-2574 

42 
特区推進事業 

ライフイノベーション推進課担当課長          

中野 浩一郎  
671-3591 

減債基金積立金 
（一般社団法人横浜市工業会連合会） 

ものづくり支援課長  中村 隆幸 671-3839 

43 中小企業経営総合支援事業 経営・創業支援課長   手塚 清久 671-2575 
44 中小企業職場環境向上支援事業 経営・創業支援課長  手塚 清久 671-2575 

事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業 経営・創業支援課長  手塚 清久 671-2575 
45 中小企業女性活躍推進事業 経営・創業支援課長  手塚 清久 671-2575 

横浜型地域貢献企業支援事業 経営・創業支援課長  手塚 清久 671-2575 
横浜商工会議所中小企業相談事業 経営・創業支援課長  手塚 清久 671-2575 
創業・発展支援事業 経営・創業支援課長  手塚 清久 671-2575 

46 女性起業家支援事業 経営・創業支援課長  手塚 清久 671-2575 
48 中小企業融資事業 金融課長      長谷川 政男 671-2586 
49 多様な資金調達推進事業 金融課長      長谷川 政男 671-2586 
50 中小企業経営安定事業 金融課長      長谷川 政男 671-2586 

産業活性化資金融資事業 金融課長      長谷川 政男 671-2586 



 

 

頁 事業名 担当 電話番号 

52 商店街販売促進支援事業 商業振興課長      濃野 誠 671-2577 
商業経営支援事業 商業振興課長      濃野 誠 671-2577 

53 商店街ソフト支援事業 商業振興課長      濃野 誠 671-2577 
54 商店街環境整備支援事業 商業振興課長      濃野 誠 671-2577 

地域商業魅力向上支援事業 商業振興課長      濃野 誠 671-2577 
55 プレミアム付商品券事業 企画調整課長      立石 建 

商業振興課長      濃野 誠 
671-2565 
671-2577 

56 消費生活総合センター運営事業 消費経済課長     山口 敏子 671-2573 
横浜市消費者協会補助事業 消費経済課長     山口 敏子 671-2573 
消費生活条例に関する運営事業 消費経済課長     山口 敏子 671-2573 

57 計量検査推進費 消費経済課長     山口 敏子 671-2573 
58 「横浜で働こう！」推進事業 雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 

職業訓練事業 雇用労働課担当課長  石川 裕純 671-9005 
59 

 
技能職振興事業 雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 
技能魅力発信事業 雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 
勤労行政推進事業 雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 
シルバー人材センター助成事業 雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 
技能文化会館管理運営事業 雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 

60 横浜ワークスタイルイノベーション推進事業  雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 
61 

 
青果部活性化事業 

運営調整課市場再編整備担当課長 
         葛西 隆 459-3302 

仲卸業者等経営基盤強化事業 経営支援課長      永井 隆 459-3331 
横浜市場プロモーション事業 経営支援課長      永井 隆 459-3331 
受変電設備整備事業 運営調整課長     鈴木 康幸 459-3321 
製氷設備整備事業 運営調整課長     鈴木 康幸 459-3321 
市場再編・機能強化仲卸業者等支援事業 経営支援課長      永井 隆 459-3331 

62 南部市場跡地活用事業 南部市場活用課長  卯都木 優子 459-3312 
地域等連携推進事業 南部市場活用課長  卯都木 優子 459-3312 

市場管理運営費等  
運営調整課長     鈴木 康幸 
南部市場活用課長  卯都木 優子 

459-3321 
459-3312 

63 
 

食肉安定供給等事業 運営課経営担当課長  押野 治夫 511-0494 

横浜市場プロモーション事業 運営課経営担当課長  押野 治夫 511-0494 
衛生管理強化事業 運営課長      半田 恒太郎 511-0491 
市場管理運営費等  運営課長      半田 恒太郎 511-0491 

64 勤労者福祉共済事業 雇用労働課長     山本 秩朗 671-2303 
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