
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 都市整備局 予算概要について 
 

 

令和３年度 都市整備局予算概要は、次のとおりです。 

 

都市整備局主要事業 

 

○【取組１】都市づくりにおける総合調整等 [P5] 

 

○ 【取組２】力強い経済成長と都市の魅力・活力を高める都心部のまちづくり [P9] 

 

○【取組３】快適で利便性が高く、活気のある郊外部のまちづくり[P19] 

 

○【取組４】災害に強い安全で安心な都市づくり [P32] 

 

○【取組５】市民生活と経済活動を支える交通基盤整備 [P33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

都市整備局総務課長    鈴木 康介  Tel 045-671-2662 

 

令 和 ３ 年 ２ 月 ４ 日 
都 市 整 備 局 総 務 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



都市整備局　お問い合わせ一覧

頁 電話番号

【取組１】都市づくりにおける総合調整等

都市づくり総合調整費 企画課長 松井　恵太 671-2005

　うち、④京浜臨海部におけるまちづくり 企画課担当課長 光田　麻乃 671-3871

（２） 都市デザイン行政推進費 6

（３） 歴史的景観保全事業 7

（４） 景観形成推進事業 8

（５） 屋外広告物管理・適正化事業 8

【取組２】力強い経済成長と都市の魅力・活力を高める都心部のまちづくり

エキサイトよこはま２２推進事業 都心再生課横浜駅周辺等担当課長 浦山  大介 671-3679

　うち西口関係 都心再生課横浜駅周辺等担当課長 後藤　隆志 671-2672

　うち東口関係 都心再生課担当課長 石井　高幸 671-3961

（２） 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業 10 都心再生課横浜駅周辺等担当課長 後藤　隆志 671-2672

（３） 東高島駅北地区開発事業 10 都心再生課横浜駅周辺等担当課長 浦山  大介 671-3679

（４） みなとみらい２１地区開発促進事業 11 みなとみらい２１推進課長 遠藤　拓也 671-3501

関内・関外地区活性化推進事業 14 都心再生課長 高井　雄也 671-3972

　うち、①旧市庁舎街区等活用事業 14 都心再生課都心再生担当課長 中尾　光夫 671-3952

　うち、②関内・関外地区の連携強化の取組 14 都心再生課長 高井　雄也 671-3972

（６） 地域再生まちづくり事業 15

（７） 地下鉄高島町駅歩行者環境改善方策検討事業 15

（８） ＩＲ（統合型リゾート）推進事業 16 ＩＲ推進課担当課長 山﨑　達哉 671-4731

（９） 横浜都心部コミュニティサイクル事業 17 都市交通課都市交通経営担当課長 入江　佳久 671-3122

（10） 新横浜都心部都心機能検討業務 18

（11） 新横浜駅南部地区（拠点整備促進事業） 18

【取組３】快適で利便性が高く、活気のある郊外部のまちづくり

（１） 二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第１期地区土地区画整理事業 19 二ツ橋北部土地区画整理事務所長 佐藤　正治 363-3110

（２） 新綱島駅周辺地区整備事業 20 綱島駅東口周辺開発事務所長 中村　俊輔 531-9604

（３） 大船駅北第二地区市街地再開発事業 22
市街地整備推進課
市街地整備推進担当課長

佐久間信嘉 671-2668

（４） 泉ゆめが丘地区土地区画整理事業 22

（５） 瀬谷駅南口第１地区市街地再開発事業 23

（６） 中山駅南口地区市街地再開発事業 23

市街地整備調整課長 中里浩一郎 671-2710

市街地整備推進課長 飯島　徹 671-3849

市街地整備推進課
市街地整備推進担当課長

佐久間信嘉 671-2668

都心再生課長 高井  雄也 671-3972

   うち、①鶴ヶ峰駅北口周辺地区 24

   うち、②川和町駅周辺西地区土地区画整理事業 25

   うち、③川向町南耕地地区土地区画整理事業 25

地域まちづくり課長 磐村　信哉 671-2694

地域まちづくり課担当課長 萩原　慶一 671-2665

旧上瀬谷通信施設地区整備事業 上瀬谷整備推進課長 西岡  毅 671-4008

　うち、①土地区画整理検討事業 上瀬谷整備推進課長 西岡　毅 671-4008

　うち、②新たな交通検討事業・周辺道路整備費 上瀬谷交通整備課 岡  哲郎 671-4606

（10） 国際園芸博覧会推進事業 29 国際園芸博覧会推進課長 池上　省吾 225-8713

地域まちづくりの推進 30 地域まちづくり課長 磐村　信哉 671-2694

地域まちづくり課長 磐村　信哉 671-2694

地域まちづくり課担当課長 萩原　慶一 671-2665

都心再生課地域再生まちづくり担当課長 遠藤　信義 671-4246

市街地整備調整課長 中里浩一郎 671-2710

地域まちづくり課長 磐村　信哉 671-2694

地域まちづくり課担当課長 萩原　慶一 671-2665

　うち、③まちづくり顕彰事業 31 地域まちづくり課担当課長 萩原　慶一 671-2665

（12） ヨコハマ市民まち普請事業 31 地域まちづくり課担当課長 萩原　慶一 671-2665

【取組４】災害に強い安全で安心な都市づくり

（１） まちの不燃化推進事業 32 防災まちづくり推進課長 白井　一彦 671-3663

【取組５】市民生活と経済活動を支える交通基盤整備

（１） 神奈川東部方面線整備事業 33 都市交通課鉄道事業推進担当課長 六渡　淳一 671-2716

都市交通課長 村田　　功 671-3515

都市交通課鉄道事業推進担当課長 六渡　淳一 671-2716

（３） 公共交通利用促進調査費 34

（４） 総合交通調査調整費 34

（５） 鉄道駅可動式ホーム柵整備事業 35 都市交通課鉄道事業推進担当課長 六渡　淳一 671-2716

主要事業名 担　当

都市デザイン室長 梶山　祐実 671-2009

（１） 5

24

9

（７）

市街地整備推進課
市街地整備推進担当課長

都心再生課地域再生まちづくり担当課長

（５）

拠点整備促進事業

都心再生課長

（１）

佐久間信嘉 671-2668

𠮷𠮷田　和重 671-2006

市街地整備推進課長 飯島　徹 671-3849

高井  雄也 671-3972

景観調整課長

遠藤　信義 671-4246

671-3515

（11）

（２） 鉄道計画検討調査費

都市交通課長 村田　　功

33

　うち、①地域まちづくり活動に対する支援 30

　うち、②区と連携したまちづくりの推進 30

（８） まちづくり誘導調整事業

（９）

26

28
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