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計 画 期 間 中 の 取 組 事 業 費と財 政 見 通しについて

　�　計画期間中の主な取組（事業）の計画上の見込額の全36施策の総額は下表のとおりです。なお、計画上の見込

額は現時点での試算であり、各年度の財政状況等を踏まえ、毎年度の予算編成において事業費を決定していきます。

●歳入見込みの考え方

イ　公債費
　過年度の市債発行実績や試算に用いた発行額、今後の経済動向を見込んだ金利に基づき試算しました。

ウ　扶助費・義務的な繰出金
　26年度当初予算をベースに、これまでの実績や取組、物価上昇等を踏まえて試算しました。

エ　施設等整備費
　15か月予算として編成した26年度予算と同額で試算しました。

ア　人件費
　26年度当初予算をベースに、定年退職予定者数等を積み上げて試算しました。
※27年度以降の給与等の改定分は見込んでいません。

●歳出見込みの考え方

オ　特定財源
　扶助費などの増加に連動した国費の増などを反映しました。

エ　市債
　施策の推進と財政の健全性の維持を両立するため、債務返済指数などをもとに、中期的な視点から４

か年の市債発行額を6,000億円の範囲で活用することとして試算しました。
※�各年度の具体的な市債発行額は、市税をはじめとした歳入の状況や金利の見込み、施策推進の必要性、横浜方式のプライマリーバランスの状況などを総合
的に勘案し、毎年度の予算編成の中で決定します。

イ　地方交付税
　26年度見込額から過年度精算分を控除した額をもとに、市税収入等を踏まえて試算しました。

ウ　その他（ 県税交付金等）
　地方消費税交付金は、８%への引上げ分のみ見込み、10%への引上げは見込んでいません。

ア　市税
　26年度収入見込額をもとに、過去の実績や今後の経済動向などを踏まえることとし、国の経済成長を

勘案して試算しました。各税目で考慮した主な要因は次のとおりです。
※27年度以降については、年間補正財源は留保していません。

・�個人市民税�：�雇用環境・雇用者報酬の改善傾向等
・�法人市民税�：�企業収益の回復傾向、26年度税制改正による税率の引下げ
・�固定資産税�：�27年度における評価替え

※施策間の重複を除いた事業費

　「新たな中期計画の基本的方向」に沿って編成した計画の初年度となる平成26年度予算では、「施策の

推進」と「財政の健全性の維持」をしっかりと両立することとしました。この考え方により、本計画の取組事

業費を含め、計画期間中の財政見通しを試算しました。

1　計画期間中の取組事業費について

2　計画期間中の財政見通し（ 一般会計）

一般会計 特別会計・企業会計
取組事業の概算見込額※ 約 1 兆 1,700 億円 約 1,800 億円
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※�本試算は、「中長期の経済財政に関する試算」（内閣府、26年１月）における、より緩やかな成長経路となる場合の経済成長（「参考ケース」：今後10年の平均成
長率が実質1%程度、名目2%程度）を見込んで試算しています。

※�「社会保障と税の一体改革」（子ども・子育て支援新制度等）については、27年度以降の「社会保障の充実・安定化」の内容や地方交付税への影響が不透明で
あるため、27年度以降の内容は歳出には反映せず、歳入においては、地方消費税交付金の増収分は広義の地方交付税を減額する整理としています。

※29年度を目処として実施される県費負担教職員の給与費等の負担・県からの税源移譲等は反映していません。

オ　行政運営費・任意的な繰出金
　26年度当初予算と同額で試算しました。

26 年度
当初予算

27 年度
推計

28 年度
推計

29 年度
推計

26 〜 29 年度
4 か年累計

歳入 14,180 14,470 14,660 14,700 58,010

一般財源 8,410 8,370 8,420 8,480 33,680

市税※ 7,180 7,140 7,200 7,290 28,810

うち個人市民税 2,900 2,960 3,000 3,050 11,910

うち法人市民税 660 610 600 630 2,500

うち固定資産税 2,630 2,590 2,610 2,630 10,460

地方交付税 230 130 130 90 580

その他（県税交付金等） 1,000 1,100 1,090 1,100 4,290

市債
6,000 億円程度 —

〈1,480〉
1,400 （1,560） （1,560） （1,400） 〈6,000〉

5,920
特定財源 4,370 4,540 4,680 4,820 18,410

歳出 14,180 14,580 14,880 15,130 58,770

人件費 2,040 2,050 2,040 2,030 8,160

公債費 1,880 1,840 1,890 1,900 7,510

扶助費 4,160 4,340 4,530 4,700 17,730

義務的な繰出金 1,520 1,600 1,670 1,750 6,540

施設等整備費 〈2,000〉
1,830 2,000 2,000 2,000

〈8,000〉
7,830

行政運営費・任意的な繰出金 2,750 2,750 2,750 2,750 11,000

差引：歳入 - 歳出 0 ▲ 110 ▲ 220 ▲ 430 ▲ 760

●計画期間中の財政見通し（ 一般会計）
　財政見通しは、税制改正や「社会保障と税の一体改革」など国制度の影響、社会経済の情勢、給与等の改

定、事業の進捗状況などにより、今後変動していきますが、各年度の予算編成全体の中で対応していきます。

●計画期間中の収支不足への対応
ア　徹底した事業見直し等
　・事業見直し　・民営化や委託化の推進　・受益者負担の適正化　・外郭団体への財政支援の見直し

イ　新たな整備手法の検討
　・大規模な施設整備や基盤整備等における民間資金の活用等

ウ　施策の「 選択と集中」や事業の平準化

上記取組を推進するほか、毎年度の予算編成における議論等を通じて、収支不足額を確実に解消していきます。

※26年度当初予算の市税収入においては、10億円を年度途中の補正予算のための財源として留保
※市債・施設等整備費の〈　〉は、25年度経済対策補正を含めた額

（単位：億円）
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　中期的な財政見通しで試算した29年度の試算値を起点に、35年度までの見通しを試算しました。

　30年度以降の見通しは、「中長期の経済財政に関する試算」（内閣府、26年１月）における、より緩やか

な成長経路となる場合の経済成長（今後10年の平均成長率が実質1%程度、名目２%程度）を踏まえた市

税収入の傾向や、本市の人口構造の変化に伴う扶助費や義務的な繰出金（医療・介護）の傾向などを中心

に試算したものです。

　・�市税収入：29年度の市税全体の収入見込額をもとに、今後の経済動向などを踏まえて試算しました。

　・�市債収入：29年度同額（1,400億円）で試算しました。

　・�扶助費・義務的な繰出金：中期的な財政見通しで試算した29年度の試算値を起点に、これまでの実績

や取組、横浜市将来人口推計、物価上昇等を踏まえて試算しました。

（資料：財政局）

（資料：財政局）

参考：財政見通し（26 ～ 35 年度 ）（ 一般会計）

（1） 市税収入の見通し

（2）　歳入歳出総額の見通し

（ 参考） 各種財政指標の見込み

項  目 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 〜 35 年度
一般会計が対応
する借入金残高 29年度末：3兆2千億円以下 35年度末：

３兆円程度

債務返済指数 概ね10年台で推移 概ね10年台で
推移

実質公債費比率 概ね15 〜 17％程度で推移 概ね15 〜 20％
程度で推移

横浜方式の
プライマリーバランス ０億円 ▲200億円

程度
▲150億円

程度 概ね均衡 50億円程度で
推移
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　市民生活に必要なサービスのうち、水道事業、交通事業、病院事業については、企業としての経済性を発

揮しながら、公共の福祉を増進するため、地方公営企業法の全てを適用し、市長から任命された管理者を

トップとする公営企業が独立採算制のもと、経営を行っています。

　それぞれの公営企業では、管理者が事業環境を踏まえた経営目標を定め、その目標を達成するために、

中期的な経営計画を策定し、自主的・自立的な経営を推進しています。

（各公営企業の中期的な経営計画の詳細については、Webサイト等をご覧ください。）

〜自主 的・自立 的な公 営 企 業の取 組〜

１ 水道事業 所管 水道局

　「快適な市民生活を支える安心の水道」を基本理念とする「横浜市水道事業中期経営計画（平成24 〜
27年度）」のもと、水道施設の更新・耐震化や環境保全対策に取り組むとともに、お客さまに信頼される
サービスの提供を目指して、自主的・自立的な経営を推進しています。
　今後も、市民に安全で良質な水を安定してお届けするため、経営基盤の強化に取り組み、市民生活を支
えるライフラインとしての役割を果たしてまいります。

主な
目標

◯水道施設の更新・耐震化、水質管理の徹底などによる「安全・安心な水」の供給
◯省エネルギー対策の推進、再生可能エネルギーの活用などによる「環境への貢献」
◯経営基盤の強化、公民連携の推進などによる「信頼のサービス」の提供

２ 交通事業 所管 交通局

　「改善型公営企業」として取り組んできたこれまでの成果を持続しながら、経営力の向上によって生み出
した利益をお客さまや地域社会に還元し共有する「信頼と共益」の市営交通を目指し、「市営交通　中期
経営計画（平成24 〜 26年度）」のもと、自主自立の経営を推進しています。
　将来にわたって「市民のみなさまの足」として安全を最優先に安定的な交通サービスを提供し、真に必
要とされる「市営交通」となれるよう、さらなる経営改善に取り組んでいきます。

主な
目標

◯「地域貢献」「環境対策」「福祉対策」の推進による「地方公営企業としての役割の発揮」
◯安全性の向上・サービスの充実などによる「安全・確実・快適な交通サービスの提供」
◯増収対策・コスト削減などによる「経営力の向上」

３ 病院事業 所管 医療局病院経営本部

　将来の目標となる経営の姿を明らかにするとともに市立病院の課題について方向性を示した「第２次横
浜市立病院中期経営プラン（平成24 〜 26年度）」のもと、患者や市民の視点に立った良質な医療の提供
と健全な経営に努めます。「横浜市立市民病院」では再整備に向けた医療サービスの質向上、「横浜市立
脳血管医療センター」※では拡大・拡充した医療機能を発揮した経営改善に取り組むなど、自主的・自立的
な経営を確立していきます。また、「横浜市立みなと赤十字病院」では、政策的医療の一層の充実に取り組
みます。
　今後も、市施策との連携、市立３病院の相互連携、横浜市立大学との連携などを通じて医療政策上の
諸課題に対応します。
※平成27年１月１日より、病院名が「横浜市立脳卒中・神経脊椎センター」に変わる予定です。

主な
目標

◯政策的医療の充実、高度急性期医療への取組を通じた「安全・安心の提供」
◯地域連携の促進、人材の育成を通じた「地域医療全体の質向上」
◯経営の健全化を通じた「持続的・安定的な経営基盤の確立」






