
政策－施策－事業体系図 

※令和４年度当初予算の事業計画書に基づき掲載しています。

※事業は、組織図及び事業計画書の公表されている順序で掲載しています。



政策１
【　事　業　】

①妊娠・出産・子育てに関す
る教室・講座への参加者数

②妊娠・出産に関する相談件
数 事業名 所管局

ワーク・ライフ・バランス推進事業 こども青少年局

母子保健指導事業 こども青少年局

不妊・不育相談等支援事業 こども青少年局

妊娠・出産サポート事業 こども青少年局

子育て世代包括支援センター事業 こども青少年局

①妊娠・出産・子育てに係る
家庭の経済的負担の軽減

②産婦健康診査の受診率
事業名 所管局

育児支援事業 こども青少年局

妊婦・産婦健康診査事業 こども青少年局

妊婦歯科健康診査事業 こども青少年局

こんにちは赤ちゃん訪問事業 こども青少年局

児童手当支給事業 こども青少年局

・乳幼児健診受診率
事業名 所管局

乳幼児健康診査事業 こども青少年局

先天性代謝異常症等検査事業 こども青少年局

視聴覚検診事業 こども青少年局

新生児聴覚検査事業 こども青少年局

乳幼児発達支援事業 こども青少年局

・「地域における子育て支援
の場」の利用者数

事業名 所管局

地域子育て支援拠点事業 こども青少年局

親と子のつどいの広場事業 こども青少年局

保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業 こども青少年局

子育て支援者事業 こども青少年局

子育て家庭応援事業 こども青少年局

2

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

1

切れ目なく力強い子育て支援～妊娠・出産
期・乳幼児期～

【政策指標】

・子育て環境が整っていることを理由
に、横浜に住み続けたいと考える子育て
世帯等の割合

・子どもの育てにくさを感じている保護
者のうち、解決方法を知っている方の割
合

1

【施策指標】

妊娠期からの切れ目のない支援
の充実

妊娠・出産・子育てに関する普
及啓発及び相談支援の充実

3

乳幼児の健やかな育ちのための
支援の充実

【施策指標】

4

地域における子育て支援の場や
機会の充実

【施策指標】

【施策指標】

1



・ 小児医療費助成制度の所得
制限及び一部負担金の撤廃

事業名 所管局

小児医療費助成事業 健康福祉局

事業名 所管局

子どもの事故予防啓発推進事業 こども青少年局

99 (施策外）

5

小児医療費助成の拡充

【施策指標】

2



政策2
【　事　業　】

①「よこはま☆保育・教育
宣言～乳幼児の心もちを大
切に～」に基づく保育・教
育実践の公開事例数

②「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」を理解・
共有するための研修会等を
小学校と合同で行った園の
割合

事業名 所管局

 社会福祉法人設立認可及び法人・施設指導監査事業 こども青少年局

施設型給付費 こども青少年局

地域型保育給付費 こども青少年局

保育・教育施設向上支援費 こども青少年局

地域型保育向上支援費 こども青少年局

保育・幼児教育職員等研修事業 こども青少年局

認可外保育施設助成事業 こども青少年局

保育施設指導・監督事業 こども青少年局

保育資源ネットワーク構築事業 こども青少年局

保育・幼児教育質向上事業 こども青少年局

保育所への臨床心理士派遣事業 こども青少年局

幼保小連携・接続事業 こども青少年局

保育所等における業務効率化推進事業 こども青少年局

私立幼稚園等施設整備費補助事業 こども青少年局

私立幼稚園等補助事業 こども青少年局

私立幼稚園研究・研修補助事業 こども青少年局

私立幼稚園等特別支援教育費補助事業 こども青少年局

・保育・教育施設・事業の
利用者数 事業名 所管局

横浜保育室事業助成金 こども青少年局

待機児童対策事業 こども青少年局

保育所賃借料補助事業 こども青少年局

私立幼稚園２歳児受入れ推進事業 こども青少年局

外国人学校幼稚部保護者負担軽減補助事業 こども青少年局

横浜市幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業 こども青少年局

保育所等整備事業 こども青少年局

・保育所等における保育士
の充足率の改善 事業名 所管局

保育・教育人材確保事業 こども青少年局

幼稚園教諭等住居手当補助事業 こども青少年局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

2

切れ目なく力強い子育て支援～乳幼児
期・学齢期～

【政策指標】

・保育所等待機児童数

・放課後キッズクラブ・放課後児童ク
ラブにおける子どもが過ごす環境や安
全対策に関する満足度

【施策指標】

保育・幼児教育の質の確保・
向上

2

保育・幼児教育の場の確保

【施策指標】

3

保育・幼児教育を担う人材の
確保

1

【施策指標】

3



①一時預かり事業の利用者
数

②医療的ケア児サポート保
育園（仮称）の指定

事業名 所管局

横浜子育てサポートシステム事業 こども青少年局

乳幼児一時預かり事業 こども青少年局

延長保育事業 こども青少年局

一時保育事業 こども青少年局

病児・病後児保育事業 こども青少年局

市立保育所運営費 こども青少年局

市立保育所特別保育事業（一時保育） こども青少年局

市立保育所民間移管事業 こども青少年局

保育・幼児教育給食関連事業 こども青少年局

 補足給付費（給付型施設分） こども青少年局

私立幼稚園等預かり保育補助事業 こども青少年局

私立幼稚園等一時預かり保育補助事業 こども青少年局

・職員向けの研修を実施し
た運営主体の割合

事業名 所管局

放課後キッズクラブ事業 こども青少年局

特別支援学校はまっ子ふれあいスクール事業 こども青少年局

放課後児童クラブ事業 こども青少年局

事業名 所管局

児童福祉審議会運営事業 こども青少年局

横浜市子ども・子育て支援事業計画推進事業 こども青少年局

認可外保育施設等利用料助成事業 こども青少年局

 補足給付費（私学助成幼稚園分） こども青少年局

民間児童福祉施設償還金助成事業 こども青少年局

私学助成幼稚園等に係る施設等利用給付費 こども青少年局

99 (施策外）

4

【施策指標】

多様な保育・教育ニーズへの
対応と充実

【施策指標】

5

放課後の居場所づくり

4



政策3
【　事　業　】

・自然・科学等体験プログラム
の参加者数

事業名 所管局

横浜市子ども・若者支援協議会 こども青少年局

社会環境改善事業 こども青少年局

(公財)よこはまユース青少年事業費補助 こども青少年局

青少年の地域活動拠点づくり事業 こども青少年局

青少年指導員事業 こども青少年局

青少年関係団体活動補助事業 こども青少年局

青少年3施設運営事業 こども青少年局

青少年野外活動施設運営事業 こども青少年局

青少年関係施設改修事業 こども青少年局

道志村自然体験推進事業 こども青少年局

プレイパーク支援事業 こども青少年局

・若者自立支援機関の社会参加
体験先・就労訓練先の箇所数

事業名 所管局

青少年相談センター事業 こども青少年局

地域ユースプラザ事業 こども青少年局

若者サポートステーション事業 こども青少年局

生活困窮状態の若者に対する相談支援事業 こども青少年局

よこはま型若者自立塾 こども青少年局

 就職氷河期世代相談サポート付集中プログラム事業 こども青少年局

・子どもに対する生活支援事業
の登録者数 事業名 所管局

子どもの貧困対策推進事業 こども青少年局

寄り添い型生活支援事業 こども青少年局

・退所後児童に対する継続支援
計画の作成割合 事業名 所管局

施設等退所後児童に対するアフターケア事業 こども青少年局

・就労支援計画策定件数
事業名 所管局

ひとり親家庭等自立支援事業 こども青少年局

ひとり親世帯フードサポート事業 こども青少年局

 特別乗車券交付事業（民営バス、金沢シーサイドライン） こども青少年局

児童扶養手当支給事業 こども青少年局

母子父子福祉資金貸付金 こども青少年局

寡婦福祉資金貸付金 こども青少年局

ひとり親家庭等医療費助成事業 健康福祉局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

3

困難な状況にある子ども・家庭への支
援

【政策指標】

・若者自立支援機関等の支援によ
り、状態の安定・改善が見られた割
合

・子どもに対する生活支援事業の利
用により生活習慣に改善が見られた
割合

・就労支援計画を策定したひとり親
のうち、就職した又は就職に向けて
取り組んでいる者の割合

【施策指標】

2

困難を抱える若者への支援

【施策指標】

1

子ども・青少年の体験活動・居場
所の充実

3

子どもの生活の安定や将来の自立
に向けた基盤づくり

【施策指標】

4

児童養護施設等を退所する子ども
への支援

5

ひとり親家庭の自立支援

【施策指標】

【施策指標】

5



事業名 所管局

母子父子寡婦福祉資金会計繰出金 こども青少年局

自動車事業会計繰出金 こども青少年局

高速鉄道事業会計繰出金 こども青少年局

一般会計繰出金 こども青少年局

小児慢性特定疾病医療給付事業 健康福祉局

医療給付事業 健康福祉局

 水道事業会計繰出金（ひとり親家庭等医療費助成） 健康福祉局

99 (施策外）

6



政策4
【　事　業　】

①個別ケース検討会議の開催回数

②子ども本人からの虐待相談対応件
数

事業名 所管局

児童虐待防止啓発地域連携事業 こども青少年局

一時保護事業 こども青少年局

在宅指導児童健全育成事業 こども青少年局

児童虐待防止対策事業 こども青少年局

ひきこもり不登校児童支援事業費 こども青少年局

電話児童相談事業 こども青少年局

・児童相談所の整備等
事業名 所管局

こども家庭総合支援拠点事業 こども青少年局

こども家庭相談事業 こども青少年局

児童相談所管理運営費 こども青少年局

児童虐待相談進行管理システム事業 こども青少年局

公立児童福祉施設整備事業 こども青少年局

・里親新規登録数
事業名 所管局

児童措置費等 こども青少年局

児童養護向上支援事業 こども青少年局

児童措置費等支弁事務費 こども青少年局

横浜いずみ学園教育棟運営費助成事業 こども青少年局

母子生活支援施設緊急一時保護事業 こども青少年局

横浜型児童家庭支援センター運営費補助・子育て短期支援事業 こども青少年局

里親推進事業 こども青少年局

虐待・思春期問題情報研修センター運営費 こども青少年局

母子生活支援施設運営事業 こども青少年局

児童養護施設運営費 こども青少年局

児童自立支援施設運営事業 こども青少年局

施設児童対策フレンドホーム事業 こども青少年局

民間児童福祉施設整備事業 こども青少年局

児童福祉施設償還金助成 こども青少年局

・DVに関する相談件数
事業名 所管局

女性相談保護事業 こども青少年局

女性緊急一時保護施設等補助事業 こども青少年局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

4

児童虐待・DVの防止と社会的養
護の充実

【政策指標】

・虐待死の根絶

・里親等への委託率

・市民のDVに対する理解度　
①精神的暴力　②性的暴力

【施策指標】

2

区役所、児童相談所の機能強化

【施策指標】

1

児童虐待防止に向けた取組

【施策指標】

4

DVの防止、DV被害者の自立に向けた支
援

【施策指標】

3

社会的養護体制の充実

7



政策5
【　事　業　】

・中学校給食の供給体制

事業名 所管局

市立学校食育推進事業費 教育委員会事務局

学校給食費調整基金積立金（中学校） 教育委員会事務局

中学校給食事業費 教育委員会事務局

給食室改修期間中の中学校給食提供事業費 教育委員会事務局

中学校給食物資購入事業 教育委員会事務局

・自分たちで課題を立て、その
解決に向けて情報を集めたり、
話し合ったりしていると思う児
童生徒の割合

事業名 所管局

教育センター検討費 教育委員会事務局

認知・非認知能力調査研究事業費 教育委員会事務局

副読本配付事業 教育委員会事務局

横浜市学力・学習状況調査事業 教育委員会事務局

高等学校教育費 教育委員会事務局

情報教育運営管理費 教育委員会事務局

情報教育研修・研究事業 教育委員会事務局

教育情報ネットワーク事業 教育委員会事務局

著作物活用事業 教育委員会事務局

特色ある高校教育推進費 教育委員会事務局

理科支援員配置事業 教育委員会事務局

キャリア教育実践プロジェクト事業 教育委員会事務局

よこはまの子どもの学力向上事業 教育委員会事務局

中高一貫教育校推進事業 教育委員会事務局

 ＩＣＴ支援員派遣事業（小学校・中学校） 教育委員会事務局

 ＩＣＴ支援員派遣事業（高等学校） 教育委員会事務局

 ＩＣＴ支援員派遣事業（特別支援学校） 教育委員会事務局

チーム学年経営力強化事業 教育委員会事務局

調査研究事業 教育委員会事務局

教育課程推進事業 教育委員会事務局

小中一貫教育推進事業 教育委員会事務局

小学校教育用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局

小学校   学校運営振興費 教育委員会事務局

中学校夜間学級運営費 教育委員会事務局

中学校教育用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局

中学校   学校運営振興費 教育委員会事務局

高等学校教育用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局

高等学校   学校運営振興費 教育委員会事務局

 特別支援学校教育用コンピューター整備事業 教育委員会事務局

特色ある高校教育のための改修事業費 教育委員会事務局

2

一人ひとりの児童生徒の資質・能
力の育成

【施策指標】

すべての生徒が満足できる中学校
給食の実現

【施策指標】1

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

5

子ども一人ひとりを大切にした教
育の推進

【政策指標】

・横浜市学力・学習状況調査で
示す学力レベルにおいて、小学
校６年の国語・算数、中学校３
年の国語・数学で伸びを示した
児童生徒の割合

8



・英語で進んでコミュニケー
ションを図りたいと思う児童生
徒の割合 事業名 所管局

国際理解教育推進事業 教育委員会事務局

英語教育推進事業 教育委員会事務局

横浜市立高校グローバル人材育成事業 教育委員会事務局

国際学生会館管理運営委託事業 教育委員会事務局

①個別の教育支援計画・個別の
指導計画に基づき、一人ひとり
の教育的ニーズを踏まえた適切
な指導・支援がされ、児童生徒
の成長につながっていると感じ
ている保護者の割合

②不登校の支援を受けている児
童生徒のうち、安心できる居場
所があると感じる割合

事業名 所管局

教育職員免許法認定講習会 教育委員会事務局

特別支援教育行事費 教育委員会事務局

特別支援教育人材育成事業 教育委員会事務局

特別支援教育支援員事業 教育委員会事務局

特別支援学校就労支援事業 教育委員会事務局

特別支援学校医療的ケア体制整備事業 教育委員会事務局

臨床指導医等派遣事業 教育委員会事務局

学校支援事業 教育委員会事務局

聴覚障害児支援事業 教育委員会事務局

相談指導費 教育委員会事務局

地域交流活動支援事業 教育委員会事務局

障害児用教育機器整備事業 教育委員会事務局

専門職派遣事業 教育委員会事務局

不登校児童生徒支援事業 教育委員会事務局

新設個別支援学級教材費 教育委員会事務局

新設個別支援学級教材費 教育委員会事務局

スクールバス運行費 教育委員会事務局

特別支援学校   学校運営振興費 教育委員会事務局

７   学校における医療的ケア支援事業 教育委員会事務局

・自尊感情や共感・配慮等の合
計値の学級平均が上昇した割合

事業名 所管局

東部学校教育事務所運営費 教育委員会事務局

西部学校教育事務所運営費 教育委員会事務局

南部学校教育事務所運営費 教育委員会事務局

北部学校教育事務所運営費 教育委員会事務局

児童・生徒指導推進費 教育委員会事務局

人権教育推進事業 教育委員会事務局

豊かな心の育成事業 教育委員会事務局

いじめ防止対策推進事業 教育委員会事務局

教育相談事業 教育委員会事務局

スクールカウンセラー活用事業 教育委員会事務局

スクールソーシャルワーカー活用事業 教育委員会事務局

【施策指標】
5

豊かな心の育成

【施策指標】

3

グローバル教育の充実

【施策指標】

多様な教育的ニーズへの対応

4
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事業名 所管局

学校運営サポート事業 教育委員会事務局

横浜市立学校総合文化祭 教育委員会事務局

教科書採択・無償給与事業 教育委員会事務局

教育大会等補助金 教育委員会事務局

舞台芸術等体験事業 教育委員会事務局

SDGｓ達成の担い手育成推進事業 教育委員会事務局

高等学校奨学費 教育委員会事務局

就学奨励費 教育委員会事務局

私立学校等補助金 教育委員会事務局

学校司書配置事業 教育委員会事務局

企画総務費 教育委員会事務局

特別支援教育総合センター施設管理費 教育委員会事務局

特別支援学校災害備蓄費 教育委員会事務局

特別支援学校におけるスポーツ選手育成強化支援事業 教育委員会事務局

学校医等報酬(小学校） 教育委員会事務局

調理場燃料費 教育委員会事務局

学校飼育動物適正管理事業 教育委員会事務局

学校医等報酬(中学校） 教育委員会事務局

 対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業（中学校） 教育委員会事務局

学校医等報酬（高等学校） 教育委員会事務局

 全・定併設校の定時制課程図書館運営員等配置事業 教育委員会事務局

 対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業（高等学校） 教育委員会事務局

学校医等報酬（特別支援学校） 教育委員会事務局

 対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業（特別支援学校） 教育委員会事務局

特別支援学校保険加入費 教育委員会事務局

特別支援学校肝炎検査等事業 教育委員会事務局

子どもアドベンチャー事業費 教育委員会事務局

１   学校保健振興費(1)   学校保健総務費 教育委員会事務局

１   学校保健振興費(2)   学校保健会補助金 教育委員会事務局

 ２   健康管理事業費(2)   要保・準保援助費 教育委員会事務局

 ３   児童・生徒等健康診断費(1)   定期健康診断費 教育委員会事務局

 ３   児童・生徒等健康診断費(2)   検診器具費 教育委員会事務局

 ３   児童・生徒等健康診断費(3)   結核検診費 教育委員会事務局

 ３   児童・生徒等健康診断費(4)   心臓検診費 教育委員会事務局

 ３   児童・生徒等健康診断費(5)   就学時健康診断事業費 教育委員会事務局

 ４   学校環境整備費(1)   保健室整備費 教育委員会事務局

 ４   学校環境整備費(2)   そ族昆虫駆除費 教育委員会事務局

 ４   学校環境整備費(3)   環境衛生検査費 教育委員会事務局

 ４   学校環境整備費(4)   AED維持管理費 教育委員会事務局

 ５   安全対策費(1)   日本スポーツ振興センター費 教育委員会事務局

 ５   安全対策費(2)   学校事故見舞金 教育委員会事務局

 ６   研修事業費(1)   養護教諭研修事業 教育委員会事務局

８   健康・安全教育推進事業費 教育委員会事務局

健康・体力つくり推進事業 教育委員会事務局

学校体育振興事業 教育委員会事務局

体験学習等援助費支給事業 教育委員会事務局

少年自然の家運営費 教育委員会事務局

武道安全対策事業 教育委員会事務局

学校給食運営費 教育委員会事務局

給食廃棄物等処理費 教育委員会事務局

給食設備保守管理費 教育委員会事務局

定時制高校給食費 教育委員会事務局

給食備品整備費 教育委員会事務局

準要保護児童学校給食費 教育委員会事務局

学校給食物資購入委託事業費 教育委員会事務局

学校給食調理業務民間委託事業費 教育委員会事務局

学校給食費管理事業 教育委員会事務局

学校給食費調整基金積立金（小学校等） 教育委員会事務局

小学校等給食物資購入事業 教育委員会事務局

給食大型備品更新費 教育委員会事務局

99 (施策外）
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政策6
【　事　業　】

・２か月連続で時間外在校等時間が
月80時間超の教職員数

事業名 所管局

教員確保対策事業 教育委員会事務局

教職員の働き方改革推進事業 教育委員会事務局

職員室業務アシスタント配置事業 教育委員会事務局

非常勤講師等人件費 教育委員会事務局

就学事務 教育委員会事務局

教職員教科等研修事業 教育委員会事務局

教職員育成事業 教育委員会事務局

教員養成事業 教育委員会事務局

小学校校務システム運用事業 教育委員会事務局

小学校校務用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局

中学校校務システム運用事業 教育委員会事務局

中学校校務用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局

高等学校校務用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局

 特別支援学校校務用コンピューター整備事業 教育委員会事務局

中学校部活動支援事業 教育委員会事務局

・保護者や地域の人との協働による
取組は、学校の教育水準の向上に効
果があったと答える学校の割合

事業名 所管局

学校運営協議会推進事業 教育委員会事務局

学校安全教育推進事業 教育委員会事務局

ＰＴＡ振興費 教育委員会事務局

家庭教育支援事業費 教育委員会事務局

学校・地域連携推進事業 教育委員会事務局

子どもの学び支援 ボランティア事業費 教育委員会事務局

放課後学び場事業費 教育委員会事務局

学校防犯対策事業費 教育委員会事務局

地域交流室設置推進事業 教育委員会事務局

豊かな学びの環境の実現

【政策指標】

・資質・能力が向上した教職員の割合

2

家庭・地域等の多様な主体との連携・
協働の推進

【施策指標】

【施策指標】
1

教職員の採用・育成・働き方の一体的
な改革

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

6

・図書館における貸出冊数
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・建替工事着手校数
事業名 所管局

災害から子どもを守る学校防災推進事業 教育委員会事務局

施設維持管理(小学校) 教育委員会事務局

学校機械警備委託（小学校） 教育委員会事務局

学校用地借地事業（小学校） 教育委員会事務局

小学校   学校管理費 教育委員会事務局

通級指導教室環境等整備費 教育委員会事務局

小破修繕（小学校） 教育委員会事務局

 校地整備用小破修繕（小学校） 教育委員会事務局

施設維持管理（中学校） 教育委員会事務局

学校機械警備委託（中学校） 教育委員会事務局

 学校用地借地事業（中学校） 教育委員会事務局

中学校   学校管理費 教育委員会事務局

通級指導教室環境等整備費 教育委員会事務局

小破修繕（中学校） 教育委員会事務局

 校地整備用小破修繕（中学校） 教育委員会事務局

施設維持管理（高等学校） 教育委員会事務局

学校機械警備委託（高等学校） 教育委員会事務局

学校用地借地事業（高等学校） 教育委員会事務局

高等学校   学校管理費 教育委員会事務局

小破修繕（高等学校） 教育委員会事務局

 校地整備用小破修繕（高等学校） 教育委員会事務局

施設維持管理（特別支援学校） 教育委員会事務局

学校機械警備委託（特別支援学校） 教育委員会事務局

 学校管理委託負担金（浦舟特別支援学校） 教育委員会事務局

特別支援学校   学校管理費 教育委員会事務局

小破修繕（特別支援学校） 教育委員会事務局

 校地整備用小破修繕（特別支援学校） 教育委員会事務局

用地取得事業 教育委員会事務局

校地整備事業 教育委員会事務局

校地管理事業 教育委員会事務局

市立学校ブロック塀対策事業 教育委員会事務局

 小中学校整備事業（新増改築） 教育委員会事務局

 小中学校整備事業（統合） 教育委員会事務局

学校計画事業費 教育委員会事務局

新設・統合に伴う通学安全対策事業費 教育委員会事務局

基本方針推進事業費 教育委員会事務局

横浜サイエンスフロンティア高校維持管理等事業（前：横浜サイエンスフロンティア高校ＰＦＩ事業） 教育委員会事務局

個別支援学級改修事業費 教育委員会事務局

通級指導教室改修事業費 教育委員会事務局

特別支援学校改修事業費 教育委員会事務局

体育館改修事業 教育委員会事務局

給食室改修事業 教育委員会事務局

トイレ改修事業 教育委員会事務局

安全対策事業 教育委員会事務局

外壁・窓サッシ改修事業 教育委員会事務局

老朽校舎改修事業 教育委員会事務局

学校営繕費（建築） 教育委員会事務局

学校営繕費（電気） 教育委員会事務局

学校営繕費（衛生） 教育委員会事務局

学校営繕費（その他） 教育委員会事務局

屋外倉庫改築事業 教育委員会事務局

学校施設の整備及び保全事業 教育委員会事務局

学校用地問題総合対策費 教育委員会事務局

小工事費等特別配当 教育委員会事務局

設監事務費 教育委員会事務局

プール配管改修事業 教育委員会事務局

シャッター改修事業 教育委員会事務局

エレベーター設置事業 教育委員会事務局

市立学校空調設備整備事業 教育委員会事務局

体育館空調設備設置事業 教育委員会事務局

学校施設整備基金積立金 教育委員会事務局

学校施設解体費 教育委員会事務局

・市立図書館の再整備の在り方検討

事業名 所管局

生涯学習総合支援事業費 教育委員会事務局

社会教育コーナー管理運営費 教育委員会事務局

横浜市民の読書活動推進事業費 教育委員会事務局

中央図書館運営費 教育委員会事務局

地域図書館運営費 教育委員会事務局

調査資料事業費 教育委員会事務局

中央図書館利用者サービス事業費 教育委員会事務局

障害者サービス事業費 教育委員会事務局

地域図書館・図書取次業務委託事業費 教育委員会事務局

市立図書館指定管理事業費 教育委員会事務局

学校連携・地域連携事業費 教育委員会事務局

事業名 所管局

社会教育推進事業費 教育委員会事務局

99 (施策外）

3

安全・安心でより良い教育環境の整備

【施策指標】

4

新たな図書館像の構築と市民の豊かな
学びの環境の充実

【施策指標】
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政策7
【　事　業　】

・生活習慣病による早世の減少（30
～69歳、人口10万対）

事業名 所管局

市民の健康づくり推進事業 健康福祉局

食育推進事業 健康福祉局

 生活保護受給者等の健康支援事業（よこはま健康アクション事業） 健康福祉局

よこはま健康スタイル推進事業 健康福祉局

 疾病の重症化予防～啓発から治療までの医療的アプローチ～（よこはま健康アクション事業） 健康福祉局

受動喫煙防止対策事業 健康福祉局

ヘルスデータ活用事業（健康アクション推進事業） 健康福祉局

保健事業費 健康福祉局

疾病対策推進事業 医療局

健康みちづくり推進事業 道路局

東急東横線廃線跡地整備事業 道路局

・感染症の特性に応じた検査・診療
体制の確保及びワクチン接種体制の
構築 事業名 所管局

結核特別対策事業 健康福祉局

結核医療・健康管理事業 健康福祉局

感染症発生動向調査事業 健康福祉局

感染症・食中毒対策事業 健康福祉局

エイズ・性感染症予防対策事業 健康福祉局

定期予防接種事業 健康福祉局

高齢者インフルエンザ予防接種事業 健康福祉局

予防接種健康被害救済事業 健康福祉局

新型インフルエンザ等対策事業 健康福祉局

健康危機管理機能強化事業 健康福祉局

放射線対策事業 健康福祉局

高齢者予防接種事業（成人用肺炎球菌） 健康福祉局

風しん対策事業 健康福祉局

新型コロナウイルス感染症対策事業 健康福祉局

新型コロナウイルスワクチン接種事業 健康福祉局

食品衛生監視等事業 健康福祉局

食品衛生啓発事業 健康福祉局

食品専門監視班事業 健康福祉局

中央卸売市場本場食品衛生検査所費 健康福祉局

食の安全強化対策事業 健康福祉局

食品の放射性物質検査事業 健康福祉局

食品の適正表示推進事業 健康福祉局

管理費 健康福祉局

試験検査費 健康福祉局

調査研究・研修指導事業 健康福祉局

感染症・疫学情報提供等事業 健康福祉局

衛生研究所試験検査機器維持整備事業費 健康福祉局

食肉衛生検査事業 健康福祉局

管理運営事業 健康福祉局

BSE（牛海綿状脳症）等検査事業 健康福祉局

環境衛生監視指導事業 健康福祉局

居住衛生対策事業 健康福祉局

生活環境対策事業 健康福祉局

災害時生活用水確保事業 健康福祉局

建築物衛生対策事業 健康福祉局

公衆浴場確保対策事業 健康福祉局

新型コロナウイルス感染症外来拠点事業 医療局

感染症対応人材強化事業 医療局

Y-CERT強化事業 医療局

【施策指標】

【施策指標】

1

健康的な生活習慣の定着と健康を守り
支える環境づくり

2

健康危機管理対策の推進

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

7

市民の健康づくりと安心確保

【政策指標】

・健康寿命の延伸

13



①がん検診の精密検査受診率（胃、
肺、大腸、子宮、乳がん検診）

②国民健康保険特定健康診査受診率
事業名 所管局

がん検診事業 健康福祉局

特定健康診査・特定保健指導事業費 健康福祉局

・横浜健康経営認証制度　新規認証
事業所数 事業名 所管局

 健康経営企業応援事業（よこはま健康アクション事業） 健康福祉局

・60歳代でなんでも噛んで食べるこ
とのできる者の割合

事業名 所管局

健康診査事業 健康福祉局

 ２   健康管理事業費(1)   むし歯予防事業費 教育委員会事務局

・支援者向け人材育成研修受講者数
事業名 所管局

医療費公費負担事業 健康福祉局

精神障害者入院医療援護金助成事業 健康福祉局

精神保健福祉対策事業 健康福祉局

こころの健康相談センター事業 健康福祉局

事業名 所管局

市民利用施設等感染症対策事業 市民局

区庁舎換気対策事業 市民局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

保育施設再開等支援事業 こども青少年局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

 障害児施設等における福祉サービス継続支援事業（障害児入所施設分） こども青少年局

 障害児施設等における福祉サービス継続支援事業（障害児通所支援事業所分） こども青少年局

障害児施設等に対する抗原検査事業 こども青少年局

妊産婦等総合対策事業 こども青少年局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業 こども青少年局

健康対策事業 健康福祉局

スポーツ医科学センター運営事業 健康福祉局

難病対策事業 健康福祉局

療養援護対策事業 健康福祉局

C型肝炎等対策事業 健康福祉局

地域保健推進事業 健康福祉局

骨髄移植等普及推進事業 健康福祉局

保健統計調査事業 健康福祉局

公害健康被害補償事業 健康福祉局

公害保健福祉事業 健康福祉局

環境保健事業 健康福祉局

環境保健サーベイランス調査事業 健康福祉局

石綿健康被害対策事業 健康福祉局

国民健康保険事業費会計繰出金 健康福祉局

公害被害者救済事業費会計繰出金 健康福祉局

給付費 健康福祉局

退職被保険者等給付費 健康福祉局

給付事業費 健康福祉局

公害保健センター事業費 健康福祉局

学校施設における感染症対策教育環境向上事業 教育委員会事務局

学校施設における感染症対策事業 教育委員会事務局

学校施設における感染症対策教育環境向上事業 教育委員会事務局

学校施設における感染症対策教育環境向上事業 教育委員会事務局

99 (施策外）

5

歯科口腔保健の推進

【施策指標】

【施策指標】

6

こころの健康づくりの推進

【施策指標】

4

健康経営の普及、取組支援

【施策指標】

3

がん検診・国保特定健診等の受診の促
進
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政策8
【　事　業　】

・成人の週１回以上のスポーツ実施率

事業名 所管局

スポーツ関係団体支援事業 市民局

スポーツ推進委員支援事業 市民局

地域スポーツ支援事業 市民局

ジュニア競技力向上事業 市民局

スポーツ推進審議会費 市民局

学校施設への夜間照明設置事業 市民局

市民参加型スポーツイベント等開催事業 市民局

横浜マラソン開催事業 市民局

市民利用施設予約システム事業 市民局

子安小学校プール市民利用事業費 教育委員会事務局

学校開放事業費 教育委員会事務局

・障害者の週１回以上のスポーツ実施率
事業名 所管局

インクルーシブスポーツ推進事業 市民局

①大規模スポーツイベントの観戦者数

②スポーツボランティア参加率
事業名 所管局

スポーツ国際交流事業 市民局

観戦型スポーツイベント等開催事業 市民局

トップスポーツチーム連携事業 市民局

横浜市スポーツボランティアセンター運営事業 市民局

・施設利用者数
事業名 所管局

屋外プール再整備事業 市民局

横浜文化体育館再整備事業 市民局

3

4

スポーツを通じた共生社会の実現

大規模スポーツイベントの誘致・開催等
による地域経済活性化

【施策指標】

横浜文化体育館の再整備等スポーツによ
る地域活性化

【施策指標】

【施策指標】

2

【施策指標】
1

スポーツに親しむ環境づくり

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

8

スポーツ環境の充実

【政策指標】

・スポーツが好きな人の割合

15



政策9
【　事　業　】

・自治会町内会におけるアプリ等の
活用支援

事業名 所管局

地域活動推進費 市民局

自治会町内会館整備費補助事業 市民局

・各種地域人材育成講座の受講者数
事業名 所管局

元気な地域づくり推進事業 市民局

市民活動保険事業 市民局

・横浜市市民協働推進センター及び
各区市民活動支援センターの相談件
数

事業名 所管局

各区市民活動支援センター事業 市民局

市民協働推進センター事業 市民局

・横浜市市民協働条例に基づく協働
事業数

事業名 所管局

市民協働等推進事業 市民局

よこはま夢ファンド事業 市民局

地域防犯活動支援事業 市民局

横浜市防犯協会連合会補助金 市民局

ＬＥＤ防犯灯設置維持管理事業 市民局

緊急防犯パトロール事業 市民局

ハマロード・サポーター事業 道路局

水政事業 道路局

事業名 所管局

特定非営利活動法人認証等事務 市民局

コミュニティハウス整備事業 市民局

2

99 (施策外）

3

地域活動の主体と主体をつなぐ環境づ
くり

【施策指標】

4

協働による持続可能な市民活動への支
援

【施策指標】

地域活動に参加しやすい風土づくり

【施策指標】

【施策指標】1

自治会町内会等の運営支援の強化

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

9

地域コミュニティの活性化

【政策指標】

・自治会町内会加入率

16



政策10
【　事　業　】

・地域ケアプラザの相談件数

事業名 所管局

横浜市地域福祉活動補助金 健康福祉局

地域福祉保健推進事業 健康福祉局

福祉保健システム運用事業 健康福祉局

地域福祉保健計画推進事業 健康福祉局

地域福祉保健関係職員人材育成事業 健康福祉局

福祉保健研修交流ｾﾝﾀｰ 「ウィリング横浜」運営事業 健康福祉局

社会福祉センター運営事業 健康福祉局

福祉保健活動拠点運営事業 健康福祉局

地域ケアプラザ運営事業 健康福祉局

地域ケアプラザ整備事業 健康福祉局

社会福祉施設等償還金助成事業（地域ケアプラザ） 健康福祉局

地域包括支援センター運営費 健康福祉局

・ひとり暮らし高齢者等の把
握数

事業名 所管局

社会福祉・保健医療功労表彰費 健康福祉局

横浜いのちの電話運営費等補助金 健康福祉局

ごみ問題を抱えている人への支援事業 健康福祉局

民生委員・児童委員事業 健康福祉局

ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業 健康福祉局

・福祉のまちづくりに関する
研修受講者数

事業名 所管局

福祉のまちづくり推進事業 健康福祉局

再犯防止推進計画推進事業 健康福祉局

・区社協あんしんセンター契
約終了者数のうち成年後見制
度利用移行者数

事業名 所管局

後見推進機関「横浜生活あんしんセンター」運営事業 健康福祉局

成年後見制度利用促進事業 健康福祉局

成年後見制度利用支援事業 健康福祉局

2

身近な地域で支援が届く仕組み
づくり

3

誰もがお互いを受け入れ、共に
支えあう意識の啓発と醸成

【施策指標】

4

身近な地域における権利擁護の
推進

【施策指標】

【施策指標】

【施策指標】
1

地域福祉保健推進のための基盤
づくり

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

10

地域の支えあいの推進

【政策指標】

・地域ケアプラザ等による地域福祉
団体・機関とのネットワーク数
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政策11
【　事　業　】

・国際交流ラウンジ等利用者の満
足度

事業名 所管局

外国人材受入・共生推進事業 国際局

外国人相談対応強化事業 国際局

医療の国際化推進事業 医療局

・日本語指導が必要な児童生徒の
うち、自尊感情や共感・配慮等の
合計値が上昇した割合

事業名 所管局

日本語支援推進事業 教育委員会事務局

・YOKEや国際交流ラウンジと連携
して活動した市民団体の数 事業名 所管局

横浜市国際交流協会補助金 国際局

3

多様性と包摂性による多文化共生の
基盤づくり

【施策指標】

【施策指標】

2

日本語指導が必要な児童生徒へのき
め細かな支援

【施策指標】

1

在住外国人に対する情報提供・相談
対応の充実

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

11

多文化共生の推進

【政策指標】

・現在の生活に満足している外
国人の割合
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政策12
【　事　業　】

・よこはまグッドバランス賞認定企業数

事業名 所管局

男女共同参画推進事業（よこはまグッドバランス賞） 政策局

①管理職に占める女性の割合

②女性割合40％未満の附属機関数（３人
以下の附属機関を除く）

事業名 所管局

男女共同参画センター運営事業（公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会補助） 政策局

・多様な性の在り方を理解している市民
の割合 事業名 所管局

性的少数者等支援事業 市民局

事業名 所管局

男女共同参画推進事業 政策局

男女共同参画センター運営事業 政策局

99 (施策外）

1

2

3

多様な性の在り方への支援と理解の促進

【施策指標】

【施策指標】

働きたい・働き続けたい女性の活躍推進

【施策指標】

誰もが働きやすい職場づくりや社会環境
づくり

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

12

ジェンダー平等の推進

【政策指標】

・職場や家庭生活において男女の地
位が平等になっていると思う市民の
割合

・家族から性的少数者であることを
告白された場合、理解者になれると
思う市民の割合
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政策13
【　事　業　】

・地域生活への移行や定着に関する支援の利用
者数

事業名 所管局

障害者情報支援事業 健康福祉局

障害者総合支援等事務費 健康福祉局

障害者施策推進事業 健康福祉局

後見的支援推進事業 健康福祉局

後見的支援を要する障害者に関する支援事業 健康福祉局

発達障害者支援体制整備事業 健康福祉局

新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援等事業 健康福祉局

障害者ケアマネジメント推進事業 健康福祉局

障害者相談支援事業 健康福祉局

計画相談・地域相談支援事業 健康福祉局

精神障害者の家族支援事業 健康福祉局

機能強化型障害者地域活動ホーム助成事業 健康福祉局

地域活動支援センター運営事業（身体・知的障害者地域作業所型） 健康福祉局

地域活動支援センター運営事業（精神障害者地域作業所型） 健康福祉局

法定事業移行支援事業 健康福祉局

機能強化型地域活動ホーム日中活動事業 健康福祉局

社会福祉法人型障害者地域活動ホーム運営事業 健康福祉局

障害者自立生活アシスタント等事業 健康福祉局

精神障害者生活支援センター運営事業 健康福祉局

障害者施設で働く看護師のための巡回相談事業 健康福祉局

在宅障害児・者短期入所事業 健康福祉局

障害者虐待防止対策支援事業 健康福祉局

障害者プラン推進事業 健康福祉局

障害者差別解消推進事業 健康福祉局

障害者施設等抗原検査事業 健康福祉局

横浜市総合リハビリ テーションセンター及び福祉機器支援セン ター管理運営費 健康福祉局

社会福祉施設等償還金助成事業（障害者施設） 健康福祉局

障害者施設安全対策事業 健康福祉局

・横浜型医療的ケア児・者等支援者数（養成研
修修了者数） 事業名 所管局

障害児医療連携支援事業 こども青少年局

障害児者の医療環境整備事業 健康福祉局

多機能型拠点運営事業 健康福祉局

障害者施設整備事業 健康福祉局

医療的ケア児・者等支援促進事業（４局連携事業） 教育委員会事務局

①地域療育センターが実施する初期支援「ひろ
ば事業」の利用児童数 事業名 所管局

②地域療育センターが実施する保育所等への巡
回訪問回数 障害児通所支援事業 こども青少年局

障害児制度運営事業 こども青少年局

障害児地域訓練会運営費助成事業 こども青少年局

学齢後期障害児支援事業 こども青少年局

身体障害者奨学金支給事業 こども青少年局

地域療育センター運営事業 こども青少年局

在宅障害児短期入所事業事務費 こども青少年局

障害児支援の拡充

【施策指標】3

【施策指標】

2

医療的ケア児・者、重症心身障害児・者への支援
の充実

【施策指標】

1

障害のある人を地域で支える基盤の整備

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

13

障害児・者の支援

【政策指標】

・情報・制度・サービスの満足度
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・グループホームの定員数
事業名 所管局

居宅介護事業 健康福祉局

生活援護事業 健康福祉局

重度障害者入浴サービス事業 健康福祉局

重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業 健康福祉局

肺炎球菌ワクチン接種助成事業 健康福祉局

高額障害福祉サービス費等償還事業 健康福祉局

心身障害者扶養共済事業 健康福祉局

障害者グループホームA型設置運営費補助事業 健康福祉局

在宅障害者援護事業 健康福祉局

障害者支援施設等自立支援給付費 健康福祉局

障害者グループホームＢ型設置運営費補助事業 健康福祉局

自立生活移行支援助成事業 健康福祉局

重度障害者対応専門医療機関運営費助成事業 健康福祉局

特別障害者手当等給付事業 健康福祉局

松風学園運営事業 健康福祉局

公立障害福祉施設修繕工事費 健康福祉局

公立施設等運営関連費 健康福祉局

松風学園改築・改修事業 健康福祉局

新入所施設整備事業 健康福祉局

・障害者就労支援センターの登録者数（定着支
援） 事業名 所管局

福祉特別乗車券交付事業 健康福祉局

金沢シーサイドライン乗車券交付事業 健康福祉局

障害者就労支援事業 健康福祉局

障害者自動車燃料費助成事業 健康福祉局

障害者移動支援事業 健康福祉局

移動情報センター運営等事業 健康福祉局

重度障害者タクシー料金助成事業 健康福祉局

障害者施設等通所者交通費助成事業 健康福祉局

障害者自動車運転訓練費・改造費助成事業 健康福祉局

障害者社会参加促進事業 健康福祉局

障害者団体補助金 健康福祉局

緑園地域交流センター運営費補助金 健康福祉局

障害者社会参加推進センター運営事業 健康福祉局

つたのは学園運営事業 健康福祉局

中山みどり園運営事業 健康福祉局

障害者研修保養センター横浜あゆみ荘管理運営事業 健康福祉局

障害者スポーツ文化センター管理運営事業 健康福祉局

中途障害者支援事業 健康福祉局

事業名 所管局

障害児施設措置費 こども青少年局

障害児入所支援事業 こども青少年局

障害児施設利用者負担助成 こども青少年局

民間障害児施設運営費助成 こども青少年局

重度障害児・者対応専門医療機関運営費補助事業 こども青少年局

障害児福祉施設医療費手数料 こども青少年局

訓練・介助器具助成事業 こども青少年局

横浜医療福祉センター港南擁壁改修事業 こども青少年局

児童福祉施設償還金助成事業（民間障害児施設分） こども青少年局

水道事業会計繰出金 こども青少年局

障害者更生相談所運営事業 健康福祉局

重度障害者医療費助成事業 健康福祉局

更生医療給付事業 健康福祉局

水道事業繰出金（身体・知的・重複障害） 健康福祉局

水道料金会計繰出金（精神・重複障害） 健康福祉局

99 (施策外）

5

就労や日中活動の支援

【施策指標】

4

住まい ・暮らし の支援

【施策指標】
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政策14
【　事　業　】

・生活困窮者自立支援制度
利用者・生活保護受給者の
就労支援者数

事業名 所管局

生活保護費 健康福祉局

被保護者自立支援プログラム 健康福祉局

・生活困窮者自立支援制度
による支援者数（就労支援
除く）

事業名 所管局

生活困窮者自立支援事業 健康福祉局

横浜市自立生活安定化支援事業 健康福祉局

寿生活館運営費 健康福祉局

寿地区対策事業 健康福祉局

横浜市寿町健康福祉交流センター事業 健康福祉局

寿福祉プラザ事業 健康福祉局

ホームレス等自立支援事業 健康福祉局

・ひきこもり地域支援セン
ターの新規相談件数

事業名 所管局

「8050問題」対策事業 健康福祉局

・ゲートキーパー養成数
事業名 所管局

自殺対策事業 健康福祉局

・支援者向け研修受講者数
事業名 所管局

依存症対策事業 健康福祉局

９  ゲーム障害・ネット依存啓発事業費 教育委員会事務局

2

生活に困窮している人への
自立支援

【施策指標】

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

14

暮らしと自立の支援

【政策指標】

・生活困窮者自立支援制度利用者・生
活保護受給者の就労者数

・自殺死亡率（人口 10万人当たり）

【施策指標】1

生活困窮者自立支援制度利
用者・ 生活保護受給者への
就労支援

3

ひきこもり状態にある人へ
の支援

【施策指標】

4

自殺対策の拡充

5

依存症対策の充実

【施策指標】

【施策指標】
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事業名 所管局

医療機関研修費補助金 健康福祉局

生活保護者法外援護費 健康福祉局

要介護認定調査委託費 健康福祉局

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資助成事業 健康福祉局

無料低額宿泊所運営支援事業 健康福祉局

救護施設等管理運営事業 健康福祉局

中国残留邦人等援護対策事業 健康福祉局

社会福祉施設等償還金助成事業（救護施設） 健康福祉局

 水道事業会計繰出金（生活保護ひとり親世帯） 健康福祉局

99 (施策外）
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政策15
【　事　業　】

・通いの場への参加率

事業名 所管局

老人福祉センター管理運営事業 健康福祉局

高齢者保養研修施設管理運営事業 健康福祉局

地域づくり型介護予防事業 健康福祉局

・ボランティア等への参加者数
（シニアボランティアポイント
及びプロボノ参加者数）

事業名 所管局

全国健康福祉祭参加事業 健康福祉局

敬老月間事業 健康福祉局

老人クラブ助成事業 健康福祉局

高齢者生きがいづくり事業 健康福祉局

生きがい就労支援スポット運営等事業 健康福祉局

よこはまシニアボランティアポイント事業(よこはま健康スタイル推進事業） 健康福祉局

・住民主体による地域の活動把
握数 事業名 所管局

高齢者生きがい活動促進支援事業 健康福祉局

介護予防交流拠点整備事業 健康福祉局

生活支援体制整備事業 健康福祉局

・特別養護老人ホームに要介護
３以上で入所した人の平均待ち
月数

事業名 所管局

横浜市福祉調整委員会事業 健康福祉局

社会福祉法人設立認可及び法人施設指導監査事業 健康福祉局

福祉サービスの第三者評価事業 健康福祉局

医療対応促進助成事業 健康福祉局

高齢者施設等に対する抗原検査事業 健康福祉局

高齢者施設への退院支援事業 健康福祉局

高齢者施設新規入所者PCR検査費等助成事業 健康福祉局

地域密着型サービス事業所運営推進事業 健康福祉局

緊急ショートステイ事業 健康福祉局

社会福祉法人による利用者負担軽減事業 健康福祉局

生活支援ショートステイ事業 健康福祉局

地域密着型サービス事業所開設準備補助事業 健康福祉局

高齢者施設・住まいの相談センター運営事業 健康福祉局

特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業 健康福祉局

高齢者施設維持補修事業 健康福祉局

高齢者施設運営事業 健康福祉局

特別養護老人ホーム整備等事業 健康福祉局

介護老人保健施設償還金助成事業 健康福祉局

社会福祉施設等償還金助成事業（特別養護老人ホーム等） 健康福祉局

地域密着型サービス事業所整備等事業 健康福祉局

有料老人ホーム消防用設備設置等事業 健康福祉局

高齢者施設等の非常用自家発電設備・給水設備整備及び水害対策強化事業 健康福祉局

介護施設等の感染拡大防止のための改修等支援事業 健康福祉局

介護予防・生活支援サービス事業 健康福祉局

高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業 健康福祉局

サービス付き高齢者向け住宅登録事業 建築局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

15

高齢者を支える地域包括ケアの推
進

【政策指標】

・現在受けている介護サービス
の質に満足している人の割合

【施策指標】

2

社会参加の推進

【施策指標】

【施策指標】

1

介護予防の推進

3

住民主体による活動の支援・多様
な主体間の連携体制の構築

4

地域生活を支えるサービスの充実
とニーズに応じた施設・住まいの
確保

【施策指標】
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・資格取得・就労等の支援を活
用した就職者数
（資格取得・就労支援、住居確
保、介護ロボット等導入支援）

事業名 所管局

ユニットケア研修事業 健康福祉局

感染症対策研修事業 健康福祉局

介護人材支援事業 健康福祉局

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 健康福祉局

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業 健康福祉局

特別養護老人ホーム等介護職員の宿舎整備事業 健康福祉局

地域ケア会議推進事業 健康福祉局

介護相談員派遣事業 健康福祉局

・認知症サポーター養成講座受
講者数

事業名 所管局

認知症支援事業 健康福祉局

総合保健医療センター運営事業 健康福祉局

認知症初期集中支援推進事業 健康福祉局

認知症地域支援推進事業 健康福祉局

地域で支える介護者支援事業 健康福祉局

事業名 所管局

養護老人ホーム等措置費 健康福祉局

軽費老人ホーム事務費補助事業 健康福祉局

老人ホーム法外扶助費 健康福祉局

新型コロナウイルス等感染症・災害時相互応援助成事業 健康福祉局

在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業 健康福祉局

在宅要介護者訪問歯科健診事業 健康福祉局

訪問理美容サービス事業 健康福祉局

高齢者ホームヘルプ事業 健康福祉局

水道料金減免事業（要介護４又は５） 健康福祉局

ねたきり高齢者等日常生活用具（あんしん電話）貸与事業 健康福祉局

高齢者等住環境整備事業 健康福祉局

外出支援サービス事業 健康福祉局

在宅高齢者虐待防止事業 健康福祉局

介護保険事業費会計繰出金 健康福祉局

後期高齢者医療 事業費会計繰出金 健康福祉局

水道事業会計繰出金（要介護４又は５） 健康福祉局

保険運営費 健康福祉局

計画策定・管理費 健康福祉局

介護事業所指導事業費 健康福祉局

介護サービス等指定・更新事業費 健康福祉局

有料老人ホーム指導事業費 健康福祉局

要介護認定等事務費 健康福祉局

保険給付費 健康福祉局

訪問支援事業 健康福祉局

地域包括ケア推進事業 健康福祉局

介護給付費適正化事業 健康福祉局

ねたきり高齢者等日常生活用具(紙おむつ)給付事業 健康福祉局

高齢者配食・見守り事業 健康福祉局

介護サービス自己負担助成事業費 健康福祉局

介護保険給付費準備基金積立金 健康福祉局

広域連合負担金 健康福祉局

99 (施策外）

5

介護人材の確保・定着支援・専門
性の向上

【施策指標】

6 【施策指標】

認知症施策の推進
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政策16
【　事　業　】

・本人の意思決定支援に関する講座
等の開催数

事業名 所管局

市民の意思決定支援事業（エンディングノート等普及啓発） 健康福祉局

・在宅医療連携拠点での新規相談者
数 事業名 所管局

ケアマネジメント推進事業 健康福祉局

在宅医療・介護連携推進事業 医療局

・在宅医療・介護を担う人材の育成
等に関する研修の参加者数 事業名 所管局

訪問介護・訪問看護事業者支援事業 健康福祉局

在宅医療推進事業 医療局

・東部方面斎場（仮称）の整備
事業名 所管局

東部方面斎場（仮称）整備事業 健康福祉局

墓地・霊堂事業 健康福祉局

斎場運営事業 健康福祉局

民営斎場使用料補助事業 健康福祉局

市営墓地危険箇所対策事業 健康福祉局

大規模施設跡地墓地整備事業 健康福祉局

メモリアルグリーン事業 健康福祉局

日野こもれび納骨堂事業 健康福祉局

舞岡地区新墓園事業 健康福祉局

事業名 所管局

災害時用資機材確保事業 健康福祉局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

16

在宅医療や介護の推進

【政策指標】

・在宅看取り率

・人生の 終段階に向けた希望
について、意思表示している人
の割合

【施策指標】

2

在宅医療支援の充実

【施策指標】

1

期まで自分らしく生きるための支援

【施策指標】

4

市営斎場・市営墓地の整備

【施策指標】

3

在宅医療と介護をつなぐ人材の育成

99 (施策外）
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政策17
【　事　業　】

・データの活用による医療政策の推進

事業名 所管局

医療ビッグデータ活用事業 医療局

①地域中核病院の再整備
事業名 所管局

②横浜市立大学附属病院再整備基本計画
策定の進捗 横浜市立大学関係施設整備事業（医学部・附属２病院等再整備） 政策局

医療政策推進事業 医療局

医療に関する総合的な市民啓発推進事業 医療局

看護人材確保事業 医療局

地域中核病院支援事業 医療局

医療機関整備資金貸付事業 医療局

2025年に向けた医療機能確保事業 医療局

南部病院再整備支援事業 医療局

横浜市病院協会看護専門学校設備改修費補助事業 医療局

歯科保健医療推進事業 医療局

市民病院事業 医療局

脳卒中・神経脊椎センター事業 医療局

みなと赤十字病院事業 医療局

・産科拠点病院及び小児救急拠点病院数
の維持 事業名 所管局

こどもホスピス（在宅療養児等生活支援施設）支援事業 医療局

小児救急医療対策事業 医療局

周産期救急医療対策事業 医療局

産科医療対策事業 医療局

・がんの 75 歳未満年齢調整死亡率（人
口 10 万人対）の減少 事業名 所管局

総合的ながん対策推進事業 医療局

・緊急度が高い傷病者に対する救急車等
の現場到着時間 事業名 所管局

精神科救急医療対策事業 健康福祉局

初期救急医療対策事業 医療局

救急医療センター運営事業 医療局

二次救急医療対策事業 医療局

精神疾患を合併する身体救急医療体制事業 医療局

疾患別救急医療体制事業 医療局

外国籍市民救急医療対策補助事業 医療局

横浜救急医療チーム（YMAT）運営事業 医療局

災害時医療体制整備事業 医療局

救急・災害医療企画推進事業 医療局

超高齢社会におけるドクターカーシステム整備事業 医療局

救急運営費 消防局

救急指導費 消防局

救急需要対策費 消防局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

17

医療提供体制の充実

【政策指標】

・入院医療の市内完結率
①急性期・一般病棟
②回復期リハビリテーション病棟
③療養病棟

1

【施策指標】

2025年問題に対応できる地域医療構想の実
現

2

3

妊娠・出産から一貫した子どものための医
療体制の充実

4

がんをはじめとする５疾病対策の推進

【施策指標】

【施策指標】

デジタル時代にふさわしい医療政策の推進

【施策指標】

5

救急救命体制及び災害時医療の充実による
危機管理体制の強化

【施策指標】
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事業名 所管局

薬務事業 健康福祉局

医療安全支援センター事業 健康福祉局

医療指導事業 健康福祉局

横浜臨床研究ネットワーク支援事業 医療局

横浜市保健医療協議会 医療局

病院事業会計繰出金 医療局

99 (施策外）
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政策18
【　事　業　】

・脱炭素化への取組を実施した事業
者の割合

事業名 所管局

水素エネルギー利活用推進事業 温暖化対策統括本部

グリーンリカバリー設備投資助成事業 経済局

事業者温暖化対策促進事業 環境創造局

・本市が実施する取組による再エネ
切替者数（世帯・事業所） 事業名 所管局

再生可能エネルギー導入・拡大推進事業 温暖化対策統括本部

下水道研究事業 環境創造局

・新築住宅における省エネ性能の高
い住宅の普及戸数（省エネ性能届出
義務化以降の累計）

事業名 所管局

CASBEE横浜・長期優良住宅等普及促進事業 建築局

省エネ住宅普及促進事業 建築局

・次世代自動車（EV、PHV、FCV）の
普及台数 事業名 所管局

次世代自動車先進都市推進事業 温暖化対策統括本部

次世代自動車普及促進事業 環境創造局

①市民の意識変化（脱炭素に向けて
行動する市民の割合）

事業名 所管局

②新たな試行的取組数 国内外地域連携推進事業 温暖化対策統括本部

地球温暖化対策の連鎖づくり推進事業 温暖化対策統括本部

横浜ブルーカーボン推進事業 温暖化対策統括本部

SDGｓ未来都市推進プロジェクト事業 温暖化対策統括本部

都市の暑さ対策調査研究事業 環境創造局

（風力発電事業費会計）運営費 環境創造局

（風力発電事業費会計）予備費 環境創造局

3

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

18

脱炭素社会の推進

【政策指標】

・市域の温室効果ガス排出量

【施策指標】

2

再生可能エネルギー導入の促進

【施策指標】

1

脱炭素化と市内経済の持続的な成長の
促進

5

脱炭素化への行動変容を伴う普及啓発
と国内外への展開

【施策指標】

【施策指標】

次世代自動車の普及促進

【施策指標】

住宅・建築物の省エネ化の推進

4
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①PPA事例件数

②ESCO事業導入による二酸化炭素削
減量 事業名 所管局

市役所RE100推進事業 温暖化対策統括本部

横浜スマートシティプロジェクト 温暖化対策統括本部

エネルギーマネジメント事業 環境創造局

使用済食用油のバイオディーゼル燃料活用事業 環境創造局

低公害バス集中導入事業（自動車事業会計繰出金） 環境創造局

建築物省エネルギー化推進事業 建築局

脱炭素社会の実現に向けた公共建築物推進事業 建築局

道路照明費 道路局

事業名 所管局

地球温暖化対策実行計画推進事業 温暖化対策統括本部

99 (施策外）

【施策指標】
6

市役所における脱炭素化に向けた率先
行動
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政策19
【　事　業　】

・焼却工場で焼却されるプラス
チックの量

事業名 所管局

分別・リサイクル推進事業 資源循環局

３Ｒ広報啓発事業 資源循環局

市役所ごみゼロ推進事業 資源循環局

許可業者等指導事業 資源循環局

事業系ごみ適正搬入推進事業 資源循環局

焼却工場3R夢プラン推進事業 資源循環局

・環境にやさしい行動の実施状
況（食べ残しや食品のムダ（食
品ロス）を減らす）

事業名 所管局

発生抑制等推進事業 資源循環局

事業系ごみ適正処理・減量化推進事業 資源循環局

・保土ケ谷工場再整備事業の進
捗状況 事業名 所管局

工場運営費 資源循環局

施設計画管理費 資源循環局

鶴見工場長寿命化対策事業 資源循環局

保土ケ谷工場再整備事業 資源循環局

3

環境にやさしいエネルギーの創出
と脱炭素化の推進

【施策指標】

【施策指標】

2

食品ロス削減の推進

【施策指標】

1

プラスチック対策の推進

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

19

持続可能な資源循環の推進

【政策指標】

・ごみ処理に伴い発生する温室
効果ガス排出量
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事業名 所管局

一般廃棄物処理手数料徴収事業 資源循環局

他都市共同事業 資源循環局

減量・リサイクル施策推進事業 資源循環局

資源選別施設管理運営事業 資源循環局

環境事業推進委員等事業 資源循環局

資源集団回収促進事業 資源循環局

資源化施設基幹改修事業 資源循環局

事務所等運営費 資源循環局

事務所等整備補修費 資源循環局

港南事務所再整備事業 資源循環局

車両等維持管理費 資源循環局

車両保全費 資源循環局

車両燃料費 資源循環局

整備工場補修費 資源循環局

車両調達費 資源循環局

粗大ごみ処理事業 資源循環局

適正処理総務管理費 資源循環局

家庭ごみ収集運搬業務委託事業 資源循環局

中継輸送業務委託事業 資源循環局

輸送事務所補修費 資源循環局

クリーンタウン横浜事業 資源循環局

不法投棄等対策事業 資源循環局

施設管理費 資源循環局

工場補修費 資源循環局

焼却灰資源化事業 資源循環局

焼却工場排ガス処理設備等整備事業 資源循環局

港南工場跡地活用事業 資源循環局

廃棄物検査費 資源循環局

工場環境保全調査費 資源循環局

処分地管理費 資源循環局

処分地環境保全調査費 資源循環局

排水処理施設維持管理費 資源循環局

南本牧最終処分場運営管理事業 資源循環局

処分地施設補修費 資源循環局

南本牧最終処分場一般廃棄物関係事業 資源循環局

南本牧最終処分場排水処理施設整備事業 資源循環局

南本牧ふ頭第５ブロック処分場整備事業 資源循環局

産廃管理費 資源循環局

排出事業者指導費 資源循環局

PCB適正処理推進費 資源循環局

不適正処理監視・指導強化事業 資源循環局

南本牧廃棄物最終処分場埋立事業 資源循環局

南本牧最終処分場産業廃棄物関係事業 資源循環局

戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等事業 資源循環局

し尿処理総務管理費 資源循環局

公衆トイレ維持管理費 資源循環局

浄化槽指導事業 資源循環局

磯子検認所費 資源循環局

磯子検認所補修費 資源循環局

公衆トイレ整備事業 資源循環局

99 (施策外）
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政策20
【　事　業　】

・支援が業績向上や業務改善など
につながった事業者の割合

事業名 所管局

横浜経済活性化推進事業 経済局

中小企業経営総合支援事業 経済局

事業継続支援事業 経済局

横浜型地域貢献企業支援事業 経済局

横浜商工会議所中小企業相談事業補助金 経済局

小規模事業者への支援強化事業 経済局

ものづくり経営基盤強化事業 経済局

工業技術支援センター事業 経済局

中小企業融資事業 経済局

資本性借入金促進事業 経済局

中小企業経営安定事業 経済局

産業活性化資金融資事業 経済局

・デジタル化の取組を実施した事
業者の割合 事業名 所管局

ものづくり成長力強化事業 経済局

・支援により就職に結びついた人
数 事業名 所管局

多様で柔軟な働き方・健康経営推進事業 経済局

就職支援事業 経済局

職業訓練事業 経済局

職能開発総合センター管理運営事業 経済局

技能職振興事業 経済局

シルバー人材センター助成事業 経済局

技能文化会館管理運営事業 経済局

緊急雇用創出事業 経済局

・商店街の集客につながるイベン
ト開催件数 事業名 所管局

商店街魅力ＵＰサポート事業 経済局

つながりによる商店街活性化事業 経済局

人・環境に優しい買い物の場支援事業 経済局

横浜市商店街プレミアム付商品券支援事業 経済局

3

事業活動を支える柔軟な働き方の実
現とシニア等の人材の活躍支援

【施策指標】

4

商店街の活性化

【施策指標】

【施策指標】

2

デジタル化・脱炭素化への対応促進

【施策指標】

1

中小・小規模事業者への基礎的支援

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

20

中小・小規模事業者の経営基盤強化

【政策指標】

・中小・小規模事業者の経常利益
ＢＳＩ

・中小・小規模事業者が雇用人員
を適正と回答した割合
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・市場の取扱金額
事業名 所管局

集荷・取引等運営費 経済局

仲卸業者等経営相談・支援事業 経済局

横浜市場プロモーション事業 経済局

マルシェ等賑わい創出事業 経済局

観光・ＭＩＣＥ食材受注拡大事業 経済局

市場輸出力強化支援事業 経済局

地域等連携推進事業 経済局

青果部活性化事業 経済局

横浜市場プロモーション事業費 経済局

食肉安定供給事業費(1)と畜業務助成 経済局

食肉安定供給事業費(2)集荷対策費補助金 経済局

食肉安定供給事業費(3)卸売業者運転資金貸付金 経済局

食肉安定供給事業費(4)安定供給事業運営費 経済局

食肉流通強化事業費 経済局

食肉出荷促進事業費 経済局

事業名 所管局

勤労行政推進事業 経済局

勤労者生活資金預託金 経済局

中央卸売市場費会計繰出金 経済局

中央と畜場費会計繰出金 経済局

勤労者福祉共済事業費会計繰出金 経済局

市場開設運営協議会費 経済局

施設修繕費 経済局

施設修繕費(南部市場) 経済局

施設営繕費 経済局

衛生管理強化事業 経済局

市場施設改修工事費 経済局

本館棟屋上防水等改修工事費 経済局

冷凍設備改修工事費 経済局

空調設備改修工事費 経済局

小動物解体ライン改修事業費 経済局

守衛所改修工事費 経済局

仲卸棟高架水槽等改修工事費 経済局

仲卸棟エレベーター改修工事費 経済局

本館棟外壁等改修工事費 経済局

総合市場ビルボイラー等改修工事費 経済局

勤労者福祉共済事業　総務費 経済局

勤労者福祉共済事業　給付費 経済局

勤労者福祉共済事業　福祉事業費 経済局

勤労者福祉共済事業　基金積立金 経済局

勤労者福祉共済事業　予備費 経済局

【施策指標】

99 (施策外）

5

市場の活性化
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政策21
【　事　業　】

・スタートアップの創出件数

事業名 所管局

創業・スタートアップ成長推進事業 経済局

「グローバル拠点都市」推進事業 経済局

・新製品・新技術開発に向け
た新規プロジェクト件数 事業名 所管局

オープンイノベーション推進事業 経済局

・企業立地支援制度や情報提
供等により立地を実現した企
業数

事業名 所管局

企業誘致・立地促進事業 経済局

企業立地促進条例による助成事業 経済局

成長産業立地促進助成事業 経済局

研究開発機能拡充・集積促進事業 経済局

郊外部における働く場の創出事業 経済局

・産学官の連携による取組を
実施した企業・団体数 事業名 所管局

海洋施策推進費 政策局

3

戦略的な企業誘致・立地の推進

【施策指標】

4

海洋都市横浜の取組による産業
の振興

【施策指標】

【施策指標】

2

オープンイノベーションの推進

【施策指標】

1

スタートアップの創出・成長支
援

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

21

スタートアップの創出・イノベーション
の推進

【政策指標】

・支援したスタートアップが受ける投
資額

・企業誘致・立地による雇用者創出数
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政策22
【　事　業　】

・国費を活用して本市とDMOで実
施した事業の数

事業名 所管局

ヨコハマ・グッズ「横濱００１」育成支援事業 文化観光局

観光振興事業 文化観光局

市内観光復興支援事業 文化観光局

・観光入込客数（実人数）
事業名 所管局

受入環境整備事業 文化観光局

観光資源魅力アップ事業 文化観光局

三溪園施設整備等支援事業 文化観光局

観光施設維持管理事業 文化観光局

・観光公式ウェブサイトのペー
ジビュー（PV）数

事業名 所管局

国内外からの誘客事業 文化観光局

観光・ＭＩＣＥ情報発信事業 文化観光局

・国際会議参加者総数（JNTO基
準）

事業名 所管局

ＭＩＣＥ誘致・開催支援事業 文化観光局

20街区MICE施設整備運営事業 文化観光局

減債基金積立金 文化観光局

2

魅力あふれる観光コンテンツの創
出

3

戦略的な誘客プロモーション

【施策指標】

4

グローバルMICE都市としての競争
力強化と魅力向上

【施策指標】

【施策指標】

【施策指標】
1

持続可能な観光・ＭＩＣＥ推進体
制の構築と観光・ＭＩＣＥ産業の
活性化

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

22

観光・MICEの振興

【政策指標】

・観光消費額
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政策23
【　事　業　】

・大学と連携して進めている
まちづくりの事例数

事業名 所管局

学術都市推進事業（大学と地域がつながるまち関連） 政策局

・市内大学と市内企業が連携
した、インターンシップや
マッチングセミナー等、大学
生の市内就職支援の取組

事業名 所管局

学術都市推進事業（市内就職促進関連） 政策局

・本市施策立案等に関わる横
浜市立大学との連携取組件数 事業名 所管局

横浜市立大学運営交付金（施策連携） 政策局

・横浜市立大学が実施するリ
カレント教育講座数 事業名 所管局

横浜市立大学運営交付金（リカレント教育） 政策局

事業名 所管局

公立大学法人評価委員会運営費 政策局

横浜市立大学関係施設整備事業 政策局

横浜市立大学運営交付金 政策局

横浜市立大学貸付金 政策局

横浜市立大学修学支援補助金 政策局

99 (施策外）

3

横浜市立大学の知的資源・研究
成果を生かした更なる地域貢献

【施策指標】

4

横浜市立大学によるリカレント
教育の推進

【施策指標】

【施策指標】

2

市内大学と連携した人材育成・
確保

【施策指標】

1

大学・地域・行政の連携による
地域の課題解決やまちづくり

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

23

市内大学と連携した地域づくり

【政策指標】

・大学と地域・企業・行政との
連携事例数
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政策24
【　事　業　】

・国際技術協力や海外インフラ
ビジネスをテーマにしたセミ
ナー等の開催数

事業名 所管局

公民連携による国際技術協力事業（Y-PORT事業） 国際局

海外水ビジネス展開支援事業 環境創造局

水道事業費用　営業費用　総係費 水道局

①市内中小企業の海外展開支援
により新たな事業展開につな
がった件数

②市内企業・関係機関と外資系
企業の連携事業数 事業名 所管局

グローバルビジネス推進事業 経済局

【施策指標】

2

市内企業の海外展開支援と外国
企業の進出・定着支援

【施策指標】

1

本市の強みを生かした海外イン
フラビジネスの推進

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

24

国際ビジネス支援と地球規模課題解
決への貢献

【政策指標】

・海外インフラ分野の事業化件数

・国際ビジネスに取り組んでいる
事業者の割合
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政策25
【　事　業　】

・ネットワーク構築を図る海外
都市や大使館をはじめとするス
タートアップ支援機関の数

事業名 所管局

海外プロジェクト推進事業 国際局

・海外諸都市・国際機関等との
連携・協力事業数 事業名 所管局

アフリカ開発会議関連事業 国際局

シティネット事業 国際局

国際協力推進事業 国際局

国際環境保全事業 環境創造局

国際協力事業 資源循環局

政策調整費 港湾局

・市が支援する国際人材ネット
ワークを活用した情報発信件数

事業名 所管局

海外事務所運営費 国際局

・基金を活用した留学生助成
事業名 所管局

国際平和・SDGs推進事業 国際局

世界を目指す若者応援事業 国際局

庁内国際人材育成事業 国際局

3

「世界から人材が集う街」に向け
た環境づくり

4

世界で活躍できる人材を生み出す
次世代育成の推進

【施策指標】

【施策指標】

【施策指標】

2

国際連携・協力の推進

【施策指標】

1

海外活力の取り込みによるオープ
ンイノベーション・SDGsの推進

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

世界から集いつながる国際都市の実現

【政策指標】25

・横浜の魅力として「国際的な雰囲
気がある」と考える市民の割合

・海外都市・国際機関等からの国際
会議等への招待・連携依頼件数
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政策26
【　事　業　】

・鉄道駅周辺の生活拠点の整備・
誘導

事業名 所管局

地域まちづくり推進事業（街づくり推進団体助成等） 都市整備局

拠点整備促進費（その他地区） 都市整備局

拠点整備促進費（戸塚駅西口第３地区） 都市整備局

拠点整備促進費（鶴ヶ峰駅北口周辺地区） 都市整備局

新綱島駅周辺地区土地区画整理事業 都市整備局

新綱島駅前地区市街地再開発事業 都市整備局

新綱島駅周辺地区関連事業 都市整備局

綱島駅東口駅前地区市街地再開発事業 都市整備局

大船駅北第二地区市街地再開発事業 都市整備局

泉ゆめが丘地区土地区画整理事業 都市整備局

瀬谷駅南口第１地区市街地再開発事業 都市整備局

中山駅南口地区市街地再開発事業 都市整備局

・持続可能な郊外住宅地の取組数
事業名 所管局

郊外住宅地再生支援事業（持続可能な住宅地推進プロジェクト） 建築局

まちづくり誘導調整事業 都市整備局

・用途地域等の見直し地区数
事業名 所管局

用途地域等見直し検討業務 建築局

第8回線引き全市見直し 建築局

・戦略的な土地利用にむけた検討
事業名 所管局

跡地利用推進事業 政策局

企画調査費 建築局

都市づくり総合調整費（都市計画マスタープラン等の改定検討） 都市整備局

旧深谷通信所跡地利用関連道路計画検討調査費 道路局

・旧上瀬谷通信施設地区土地区画
整理事業の事業進捗

事業名 所管局

旧上瀬谷通信施設地区新たな交通検討事業 都市整備局

拠点整備促進費（二ツ橋北部第２期地区） 都市整備局

旧上瀬谷通信施設地区周辺道路整備事業 都市整備局

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 都市整備局

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 都市整備局

・国際園芸博覧会開催の市民認知
度 事業名 所管局

国際園芸博覧会推進事業 都市整備局

国際園芸博覧会の開催に向けた取組
の推進

【施策指標】

5

郊外部における新たな活性化拠点の
形成

【施策指標】

6

3

郊外部における多様な機能の誘導

【施策指標】

4

戦略的な土地利用の誘導・推進

【施策指標】

【施策指標】

2

多様な主体と連携した持続可能な郊
外住宅地再生の推進

【施策指標】

1

鉄道駅周辺のまちづくりの推進

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

26

人を惹きつける郊外部のまちづくり

【政策指標】

①最寄り駅周辺の整備の満足度
②買い物、医療などの生活環境が整っている
③余暇や休日を楽しく過ごせる場所がある
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事業名 所管局

土地取引監視対策費 都市整備局

地域施設管理費（上大岡駅周辺、戸塚駅周辺、金沢八景駅周辺等） 都市整備局

地域施設管理費（長津田駅周辺、舞岡地区） 都市整備局

市街地開発事業費会計繰出金 都市整備局

99 (施策外）
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政策27
【　事　業　】

・大規模団地等の再生支援
の件数

事業名 所管局

郊外住宅地再生支援事業（団地総合再生支援事業） 建築局

①工事着手済の市営住宅数

②家賃補助付きセーフティ
ネット住宅の供給戸数

事業名 所管局

よこはま多世代・地域交流型住宅事業 健康福祉局

法制事務費 建築局

市営住宅指定管理者経費 建築局

市営住宅直接管理費 建築局

借上型市営住宅費 建築局

市営住宅整備事業 建築局

住宅セーフティネット構築事業 建築局

民間住宅関連支援事業 建築局

①マンション管理組合支援
の件数

②マンション管理計画認定
制度認定件数 事業名 所管局

マンション関連支援事業 建築局

住まいに関する相談・情報提供事業 建築局

①空家活用の件数

②管理不全な空家の改善件
数 事業名 所管局

既存建築物安全推進事業 建築局

住宅施策推進事業（総合的な空家等対策の推進） 建築局

・地域まちづくり支援の件
数 事業名 所管局

地域まちづくり推進事業 都市整備局

3

マンションの適正管理・再生
や良質な住宅の供給・流通の
促進

【施策指標】

4

地域活性化や子育て支援等に
資する総合的な空家等対策の
推進

【施策指標】

5

地域の様々な主体と連携した
地域まちづくりの推進

【施策指標】

【施策指標】

2

重層的な住宅セーフティネッ
トの充実

【施策指標】

1

多様な住まい方や働き方・学
び方が可能となるゆとりある
住まいや住環境の創出

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

27

豊かで暮らしやすい住まい・環境
づくり

【政策指標】

・「市内での定住意向」のある
市⺠の割合
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事業名 所管局

中高層相談調整事業 建築局

建築指導行政運営費 建築局

建築確認関連システム運用事業 建築局

高架下等有効活用事業 道路局

保土ケ谷宿を未来につなげるみちづくり事業 道路局

99 (施策外）
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政策28
【　事　業　】

・地域交通の利用促進に関
する取組件数

事業名 所管局

公共交通利用促進費（モビリティマネジメントの推進等） 都市整備局

バス活性化対策事業 道路局

修繕費 交通局

経費 交通局

修繕費 交通局

経費 交通局

修繕費 交通局

経費 交通局

建設改良費 交通局

建設改良費 交通局

・敬老パス制度を含む地域
の総合的な移動サービスの
検討

事業名 所管局

政策調査費（地域の総合的な移動サービスのあり方検討調査） 政策局

福祉有償運送事業 健康福祉局

敬老特別乗車証交付事業 健康福祉局

自動車事業会計繰出金 健康福祉局

高速鉄道事業会計繰出金 健康福祉局

公共交通利用促進費（新たな交通施策等の検討） 都市整備局

横浜市生活交通バス路線維持支援事業 道路局

横浜市地域交通サポート事業 道路局

交通結節点整備及び土地利用誘導手法の検討 道路局

バス路線の維持・充実に向けた走行環境整備事業 道路局

地域と連携した駅周辺交通対策推進事業 道路局

横浜市生活交通バス路線維持支援事業（自動車事業会計繰出金） 道路局

・ビッグデータや事故デー
タ等を活用・分析した交通
安全対策の取組地区数

事業名 所管局

ノンステップバス導入促進補助事業 健康福祉局

鉄道駅可動式ホーム柵整備事業 都市整備局

エレベーター等管理費 道路局

交通安全施設等補修費 道路局

交通安全推進事業費 道路局

交通安全施設等整備費 道路局

戸塚駅周辺地区住み続けたいまち・みちづくり推進事業 道路局

まちのバリアフリー化推進事業 道路局

よこはま学援隊事業費 教育委員会事務局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

日常生活を支える地域交通の実現

【政策指標】

3

子どもから高齢者まで人にや
さしい移動環境の確保

【施策指標】

2

地域の総合的な移動サービス
の確保

【施策指標】

・通学路における子どもの交通
事故死ゼロ

28

【施策指標】
1

市民・企業・交通事業者・行
政等みんなで支える地域交通
の実現

・地域交通サポート事業などの
本格運行地区数

・バス・地下鉄などの便に対す
る満足度
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・自転車通行空間の整備延
長

事業名 所管局

放置自転車等移動・保管事業費 道路局

有料自転車駐車場運営事業費 道路局

自転車活用推進計画事業費 道路局

民営施設整備助成費 道路局

自転車駐車場等整備費 道路局

道路特別整備費（本体） 道路局

4

多様な移動ニーズに応じた自
転車利用環境の整備

【施策指標】
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政策29
【　事　業　】

①横浜駅周辺における開発事業

②東神奈川臨海部周辺における
開発事業

③みなとみらい２１地区におけ
る開発事業

事業名 所管局

横浜駅通路等管理費 都市整備局

エキサイトよこはま２２推進事業 都市整備局

ヨコハマポートサイド地区整備事業 都市整備局

みなとみらい２１関連公共施設整備事業 都市整備局

みなとみらい２１エリアマネジメント推進事業 都市整備局

みなとみらい２１企画調整事業 都市整備局

みなとみらい２１地区施設管理事業 都市整備局

横浜駅・みなとみらい２１事業推進費 都市整備局

東高島駅北地区土地区画整理事業 都市整備局

東高島駅北地区埋立事業 都市整備局

横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業 都市整備局

①関内駅周辺における開発事業

②北仲通地区における開発事業
事業名 所管局

都市再生管理費 都市整備局

関内・関外地区活性化推進事業 都市整備局

関内・関外地区等まちづくり事業 都市整備局

地域再生まちづくり事業 都市整備局

・新横浜駅南部地区のまちづく
り 事業名 所管局

新横浜駅都市施設管理費 都市整備局

新横浜都心部都心機能検討業務 都市整備局

拠点整備促進費（新横浜駅南部地区） 都市整備局

・まちづくりの具体化へ向けた
検討 事業名 所管局

都市づくり総合調整費（まちづくりの推進） 都市整備局

・都心部の駅の１日当たりの平
均乗降客数

・みなとみらい２１地区におけ
る就業者数

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

29

活力ある都心部・臨海部のまちづ
くり

【施策指標】

2

横浜駅・みなとみらい・東神奈川
臨海部周辺のまちづくりの推進

1

関内・関外地区の活性化推進

【施策指標】

【施策指標】

3

【政策指標】

新横浜都心のまちづくりの推進

【施策指標】

4

京浜臨海部のまちづくりの推進
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・再開発に向けた検討
事業名 所管局

山下ふ頭暫定利用事業 港湾局

山下ふ頭再開発事業 港湾局

ふ頭用地保証金返還金 港湾局

山下ふ頭用地造成等事業 港湾局

・既存の交通モードと新たな移
動サービスや観光施設等との連
携 事業名 所管局

横浜都心部コミュニティサイクル事業 都市整備局

東急東横線廃線跡地整備事業 都市整備局

地下鉄高島町駅周辺歩行者環境改善方策検討事業 都市整備局

・市内の景観に関する満足度
事業名 所管局

都市デザイン行政推進費 都市整備局

景観形成推進事業 都市整備局

屋外広告物管理・適正化事業 都市整備局

事業名 所管局

自動車駐車場事業費会計繰出金 道路局

自動車駐車場運営費 道路局

港湾整備事業費会計繰出金 港湾局

7

魅力あふれる都市空間の形成

【施策指標】

99 (施策外）

5

山下ふ頭再開発の推進

【施策指標】

6

回遊性の向上と多様な主体の連携
によるにぎわいづくりの推進

【施策指標】
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政策30
【　事　業　】

・芸術文化教育プログラム
への子どもたちの参加者数

事業名 所管局

芸術文化教育プログラム推進事業 文化観光局

クラシック・ヨコハマ推進事業 文化観光局

ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン推進事業 文化観光局

・アートイベントの来場者
数

事業名 所管局

フランス映画祭支援事業 文化観光局

横浜トリエンナーレ事業 文化観光局

横浜芸術アクション事業 文化観光局

日中韓都市間文化交流事業 文化観光局

文化プログラム推進事業 文化観光局

・港の夜景の演出参加施設
数 事業名 所管局

創造界隈形成事業 文化観光局

アーツコミッション事業 文化観光局

創造的イルミネーション事業 文化観光局

映像文化都市づくり推進事業 文化観光局

創造都市市民連携事業 文化観光局

創造都市推進事業費 文化観光局

歴史的景観保全事業 都市整備局

文化財保護育成修理事業費 教育委員会事務局

文化財調査啓発事業費 教育委員会事務局

文化財保護審議会その他事務費 教育委員会事務局

埋蔵文化財センター・史跡等管理事業費 教育委員会事務局

埋蔵文化財保護事業費 教育委員会事務局

博物館等指定管理施設事業費 教育委員会事務局

文化財保存活用地域計画等策定事業 教育委員会事務局

・文化施設の稼働率
事業名 所管局

芸術文化支援事業 文化観光局

文化施設運営事業 文化観光局

横浜美術館大規模改修事業 文化観光局

文化施設整備事業 文化観光局

美術資料収集事業（文化基金） 文化観光局

地域創造助成事業費 文化観光局

指定管理者制度運営費 文化観光局

文化振興企画調査費 文化観光局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

30

市民に身近な文化芸術創造都市の
推進

【政策指標】

・「身近な地域において、気軽
に文化芸術活動に参加できる機
会・場が充実している」と感じ
ている市民の割合

【施策指標】

2

文化芸術による街のにぎわい
の創出と国内外への発信

【施策指標】

1

文化芸術を通じた次世代育成
と 共生社会実現に向けた取組

3

歴史と創造性を生かしたまち
づくり

【施策指標】

4

市民の文化芸術活動への支援
と環境整備

【施策指標】
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事業名 所管局

調査分析事業 文化観光局

開港記念式典開催事業 文化観光局

地域文化サポート事業 文化観光局

横浜文化賞事業 文化観光局

99 (施策外）
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政策31
【　事　業　】

・18区での地域に根差した
花と緑の取組

事業名 所管局

ガーデンシティ事業 環境創造局

市民や企業と連携した緑のまちづくり事業 環境創造局

①緑地保全制度の新規指定
面積

②指定した樹林地における
維持管理の支援 事業名 所管局

自然観察の森事業 環境創造局

よこはま協働の森基金事業 環境創造局

環境活動支援センター管理運営費 環境創造局

緑地整備事業 環境創造局

緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業 環境創造局

良好な森の育成事業 環境創造局

森を育む人材の育成事業 環境創造局

市民が森に関わるきっかけづくり事業 環境創造局

緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業 環境創造局

良好な森の育成事業 環境創造局

森を育む人材の育成事業 環境創造局

市民が森に関わるきっかけづくり事業 環境創造局

市民の理解を広げる広報の展開事業 環境創造局

・市民協働による花や緑の
まちづくりに新たに着手す
る地区数

事業名 所管局

協働緑化推進事業 環境創造局

まちなかでの緑の創出・育成事業 環境創造局

市民や企業と連携した緑のまちづくり事業 環境創造局

子どもを育む空間での緑の創出・育成事業 環境創造局

緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業 環境創造局

まちなかでの緑の創出事業 環境創造局

子どもを育む空間での緑の創出・育成事業 環境創造局

緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業 環境創造局

街路樹管理事業費 道路局

・身近な場所で水や緑などの自
然を感じられる人の割合

・環境行動を選択して実践して
いる人の割合

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

31

自然豊かな都市環境の充実

【政策指標】

【施策指標】

2

ガーデンシティ横浜の更なる
推進

1

まとまりのある樹林地の保
全・活用

【施策指標】

3

市民が実感できる花や緑の創
出・育成

【施策指標】
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①新設・再整備の公園

②Park-PFIなどの公民連携
事業の推進 事業名 所管局

公園維持管理事業 環境創造局

公園・施設別管理運営事業 環境創造局

市民利用施設予約システム運営事業 環境創造局

公園愛護会活動等支援事業 環境創造局

公園整備事業 環境創造局

・生き物や自然に触れ合う
子ども向けプログラムへの
参加者数

事業名 所管局

横浜市立動物園管理運営事業 環境創造局

動物収集事業 環境創造局

繁殖センター管理運営費 環境創造局

希少動物海外交流事業 環境創造局

野生鳥獣対策事業 環境創造局

動物園基金事業 環境創造局

・東京湾流域における高度
処理施設の導入率

事業名 所管局

建設発生土対策費 環境創造局

豊かな海づくり事業 環境創造局

漁港関連事業 環境創造局

排水設備運営事業 環境創造局

工場排水対策事業 環境創造局

下水道整備費 環境創造局

①環境管理計画の環境目標
の達成率

②環境教育出前講座の実施
回数 事業名 所管局

環境にやさしいライフスタイル推進事業 環境創造局

生物多様性保全推進事業 環境創造局

生物多様性保全推進事業（調査） 環境創造局

試験検査・環境危機管理対策事業 環境創造局

機器保守管理運営費 環境創造局

環境保全管理費 環境創造局

大気水質常時監視 環境創造局

環境測定事業 環境創造局

都市生活型環境対策事業 環境創造局

大気規制指導事業 環境創造局

大気・音環境管理費 環境創造局

水質規制指導事業 環境創造局

土壌対策規制指導事業 環境創造局

水・土壌環境管理費 環境創造局

【施策指標】

6

4

魅力ある公園の新設・再整備
及び管理運営

【施策指標】

5

都市ブランド力の向上に向け
た動物園の充実

【施策指標】

良好な水環境の創出、多様な
生き物を育む場づくり

【施策指標】

7

安全・安心で快適な生活環境
の実現、生物多様性保全に向
けた環境にやさしいライフス
タイルの実践と定着
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事業名 所管局

企画事業 環境創造局

広域環境政策推進事業 環境創造局

環境影響評価審査事務 環境創造局

みどり保全創造費会計繰出金 環境創造局

99 (施策外）
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政策32
【　事　業　】

①スマート農業技術導入支援

②生産環境の整備地区

事業名 所管局

生産環境の整備と支援事業 環境創造局

旧上瀬谷通信施設農業関連事業 環境創造局

市内産農畜産物の生産振興事業 環境創造局

・担い手の経営改善支援
事業名 所管局

農業の担い手支援事業 環境創造局

・農地の利用促進面積
事業名 所管局

農業委員会関連運営 環境創造局

農政推進事業 環境創造局

良好な農景観の保全事業 環境創造局

良好な農景観の保全事業 環境創造局

・市民が農を楽しみ支援する
取組の推進 事業名 所管局

農とふれあう場づくり事業 環境創造局

農とふれあう場づくり事業 環境創造局

・企業等と連携した地産地消
の推進 事業名 所管局

身近に農を感じる地産地消の推進事業 環境創造局

市民や企業と連携した地産地消の展開事業 環境創造局

【施策指標】

2

横浜の農業を支える多様な担
い手に対する支援

【施策指標】

1

農業経営の安定化・効率化に
向けた農業振興

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

32

活力ある都市農業の展開

【政策指標】

・農業の担い手（新規等）の確
保

・身のまわりで農に親しむ機会
があると感じる人の割合

3

農業生産の基盤となる農地の
利用促進

【施策指標】

4

農に親しむ取組の推進

【施策指標】

5

「横浜農場」の展開による地
産地消の推進

【施策指標】
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政策33
【　事　業　】

・地震火災対策方針に基づ
く対象地域内における建築
物の除却件数
（老朽建築物除却補助及び
延焼遮断帯形成）

事業名 所管局

感震ブレーカー等設置推進事業 総務局

家具転倒防止対策助成事業 総務局

まちの不燃化推進事業 都市整備局

街路整備費（※横浜環状北西線、道路建設事業団を除く） 道路局

IFCAA総会・全国消防長会総会費 消防局

警防対策費 消防局

救助隊運営費 消防局

指令運営費 消防局

消防水利整備費 消防局

航空隊運営費 消防局

消防訓練センター維持管理費 消防局

消防科学・研究開発費 消防局

消防車両購入費 消防局

防火水槽整備費 消防局

消防本部庁舎等整備費 消防局

①ブロック塀等の改善件数
（除却及び軽量フェンス・
植栽等への改善件数）

②既存公共建築物の特定天
井の耐震化率 事業名 所管局

スポーツ施設管理運営事業 市民局

区庁舎等耐震性強化事業 市民局

地区センター再整備等事業 市民局

横浜みなとみらいホール大規模改修事業 文化観光局

ブロック塀等改善事業 建築局

木造住宅耐震事業 建築局

マンション耐震事業 建築局

建築防災行政費 建築局

違反是正指導事業 建築局

狭あい道路拡幅整備事業 建築局

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

33

地震に強い都市づくり

【政策指標】

・地震時の被害の最小化
①耐火性の高い建築物の建築件数（不
燃化推進地域内）
②住宅の耐震化率
③耐震強化岸壁の整備率
④緊急輸送路の環状形成３路線の無電
柱化済延長

【施策指標】

2

建築物の耐震化等による安全
の確保

【施策指標】

1

地震火災対策の推進
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・ライフライン施設の耐震
化
①送配水管の耐震管率
②下水道管の耐震化率（地
域防災拠点流末枝線） 事業名 所管局

下水道整備費 環境創造局

水道事業費用　営業費用　配水費 水道局

水道事業資本的支出　建設改良費 水道局

①重要橋りょうの耐震化

②沿道建築物の耐震化によ
る通行障害解消率 事業名 所管局

特定建築物耐震事業 建築局

橋梁整備費 道路局

無電柱化事業 道路局

歩道橋耐震対策推進事業費 道路局

事業名 所管局

津波避難対策事業 総務局

広域避難場所事業 総務局

危機対処・防災訓練事業 総務局

繁華街安心カメラ運用事業 総務局

危機対処計画等修正検討事業 総務局

水道事業会計繰出金 総務局

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業 建築局

情報管理等業務企画費 消防局

車両管理整備費 消防局

有線通信維持費 消防局

司令センター 庁舎維持管理費 消防局

警防活動諸費 消防局

警防計画費 消防局

災害原因調査費 消防局

 旧上瀬谷通信施設地区防災機能検討調査費 消防局

空港管理費 消防局

教育費 消防局

水道事業会計繰出金 消防局

【施策指標】

4

緊急輸送路等の確保

【施策指標】

3

都市インフラ耐震化の推進

99 (施策外）
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政策34
【　事　業　】

①河道の浚渫等による安全
確保延長

②横浜駅周辺の浸水対策工
事の推進（エキサイトよこ
はま龍宮橋雨水幹線）

事業名 所管局

下水道整備費 環境創造局

河道等安全確保対策事業 道路局

河川整備費 道路局

・グリーンインフラの導入
件数 事業名 所管局

グリーンインフラ活用促進事業 環境創造局

・適切に避難行動するため
の周知活動の件数 事業名 所管局

高潮・洪水ハザードマップ作成事業 総務局

防災行政用無線運用事業 総務局

防災関連システム運用事業 総務局

情報伝達手段強化等事業 総務局

鶴見川橋りょう新設事業費 道路局

水防事業 道路局

・崖地対策工事助成金制度
を活用した崖地対策工事の
実施件数

事業名 所管局

大都市制度・地方分権推進費 政策局

急傾斜地崩壊対策事業 建築局

崖地防災対策事業 建築局

宅地造成状況調査費 建築局

宅地指導行政運営費 建築局

道路がけ防災対策事業費 道路局

文化財保全整備事業費 教育委員会事務局

事業名 所管局

下水道事業会計繰出金 環境創造局

3

適切な避難行動につなげる
ための対策の推進

99 (施策外）

【施策指標】

4

崖地等の対策

【施策指標】

【施策指標】

2

浸水被害を減少させるまち
づくりの推進

【施策指標】

1

氾濫をできるだけ防ぐため
の対策の推進

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

34

風水害に強い都市づくり

【政策指標】

・大雨に対する流域の安全度の向
上
【河川】河川護岸整備率、【下水
道】整備対象地区の対策完了率
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政策35
【　事　業　】

①「自らの命は自らで守
る」の意識を持った人の数

②マイ・タイムラインの周
知活動の実施数

事業名 所管局

地域の防災担い手育成事業 総務局

防災・減災普及啓発事業 総務局

音楽隊運営費 消防局

市民防災センター庁舎維持管理費 消防局

防火・防災啓発活動費 消防局

家庭防災員指導費 消防局

・よこはま防災力向上マン
ション認定件数

事業名 所管局

地域防災力向上事業 総務局

横浜防災ライセンス事業 総務局

 住宅施策推進事業（よこはま防災力向上マンション認定制度） 建築局

防火管理講習費 消防局

危険物許認可業務費 消防局

保安許認可業務費 消防局

消防設備指導事務費 消防局

査察業務費 消防局

・個別避難計画の取組推進

事業名 所管局

災害時要援護者支援事業 健康福祉局

災害時障害者支援事業 健康福祉局

・消防団員の充足率
事業名 所管局

消防団費 消防局

3

災害時に向けた要援護者等の
支援の推進

【施策指標】

4

消防団の充実強化

【施策指標】

【施策指標】

地域防災の担い手育成、防災
組織体制の充実（共助の推
進）

【施策指標】

1

防災意識の浸透（自助意識の
向上）

2

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

35

地域で支える防災まちづくり

【政策指標】

・「自助」…災害に備えて３日
分以上の防災備蓄を行っている
市民の割合

・「共助」…地域の防災訓練や
研修に参加している市民の割合
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①地域防災拠点の環境整備 
下水直結式仮設トイレ（ハ
マッコトイレ）の整備箇所
数

②一斉帰宅抑制賛同事業者
数及び一時滞在施設数 事業名 所管局

地域防災拠点機能強化事業 総務局

災害対策備蓄事業 総務局

飲料水確保対策事業 総務局

帰宅困難者抑制事業 総務局

動物愛護普及啓発事業 健康福祉局

下水道整備費 環境創造局

災害対策用トイレ整備事業 資源循環局

水道事業費用　営業費用　給水費 水道局

5

避難者等対策の充実強化

【施策指標】
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政策36
【　事　業　】

・横浜環状南線・横浜湘南
道路の事業進捗

事業名 所管局

道路特別整備費（本体） 道路局

街路整備費（※横浜環状北西線、道路建設事業団を除く） 道路局

横浜環状北西線整備事業 道路局

横浜環状南線関連街路整備事業 道路局

高速道路調査事務費 道路局

道路予定地管理 道路局

道路費負担金（国直轄事業負担金） 道路局

・都市計画道路の整備済延
長

事業名 所管局

道路特別整備費（道路改良事業） 道路局

道路特別整備費（一般改良事業） 道路局

街路整備費（※横浜環状北西線、道路建設事業団を除く） 道路局

一般財団法人横浜市道路建設事業団への補助 道路局

 （一財）横浜市道路建設事業団保有道路資産購入事業 道路局

・鶴ヶ峰駅付近連続立体交
差事業の事業進捗（令和15
年度完成予定）

事業名 所管局

街路整備費（※横浜環状北西線、道路建設事業団を除く） 道路局

【施策指標】
2

都市計画道路の整備

3

連続立体交差事業の推進

【施策指標】

1

横浜環状道路等の整備推進

【施策指標】

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

36

交通ネットワークの充実

【政策指標】

・道路：市内の主要渋滞箇所数

・鉄道：鉄道整備による効果
（相鉄・東急直通線開業による
二俣川駅-目黒駅の所要時間）
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①神奈川東部方面線の整備

②高速鉄道３号線の延伸の
事業進捗（令和12年開業目
標（交通政策審議会答申の
目標年次))

事業名 所管局

横浜高速鉄道株式会社助成費 都市整備局

都市交通基盤整備基金積立金 都市整備局

都市交通事業事務費 都市整備局

総合交通調査調整費 都市整備局

鉄道計画検討調査費 都市整備局

神奈川東部方面線整備事業 都市整備局

神奈川東部方面線関連事業 都市整備局

経費 交通局

建設改良費 交通局

事業名 所管局

駐車場対策費 都市整備局

公共事業用地費会計繰出金 道路局

99 (施策外）

4

鉄道ネットワークの整備推進
等

【施策指標】
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政策37
【　事　業　】

・本牧ふ頭及び南本牧ふ頭コ
ンテナターミナルにおける
「CONPAS」利用可能ゲート数
率

事業名 所管局

港湾情報システム運用管理事業 港湾局

港湾情報システム運用管理事業 港湾局

・本牧ふ頭D5コンテナターミ
ナル整備 事業名 所管局

横浜港港湾計画事業化等検討事業 港湾局

国際コンテナ戦略港湾推進事業 港湾局

船舶・貨物誘致推進事業 港湾局

船舶運航調整関連事業 港湾局

大黒ふ頭嵩上げ事業 港湾局

南本牧ふ頭改修事業費 港湾局

本牧ふ頭再整備事業 港湾局

横浜港ロジスティクス拠点基盤整備事業 港湾局

南本牧ふ頭建設費（既設外周護岸負担金） 港湾局

港湾整備費負担金 港湾局

本牧ふ頭上屋経費 港湾局

ふ頭再編に伴う上屋再整備事業 港湾局

新本牧ふ頭第１期地区整備事業 港湾局

新本牧ふ頭整備費負担金 港湾局

建設発生土受入事業 港湾局

 港湾施設整備費貸付金（港湾運営会社、横浜港埠頭（株）） 港湾局

物流施設整備費貸付金（横浜港ロジスティクス機能強化事業） 港湾局

新山下町貯木場埋立事業 港湾局

・クルーズ船の受入に向けた
デッキ、緑地などの整備 事業名 所管局

大さん橋国際客船ターミナル指定管理費 港湾局

客船受入事業 港湾局

客船受け入れ施設等の維持管理運営費 港湾局

市民利用施設管理事業（指定管理経費） 港湾局

市民利用施設管理事業（指定管理外経費） 港湾局

客船寄港促進事業 港湾局

市民と港を結ぶ事業 港湾局

臨海部における賑わい創出事業 港湾局

横浜ベイサイドマリーナ地区施設管理費 港湾局

八景島マリーナ管理運営事業費 港湾局

赤レンガ倉庫活用事業 港湾局

SOLAS対策事業（大さん橋ふ頭） 港湾局

賑わい振興事務費 港湾局

客船事業推進事務費 港湾局

横浜港港湾計画事業化等検討事業 港湾局

15街区活用事業 港湾局

賑わい・客船施設改修等事業 港湾局

新港歩行者デッキ整備事業 港湾局

港湾関連用地購入費（埋立事業会計所管用地） 港湾局

みなとみらい２１臨海部土地造成事業 港湾局

南本牧埋立事業・建設発生土受入事業 港湾局

3

クルーズ船の受入と環境整備

【施策指標】

【施策指標】

2

ふ頭機能の再編・強化の推進

【施策指標】

1

デジタル技術の活用等による港
湾機能の向上

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

37

国際競争力のある総合港湾づくり

【政策指標】

・100,000 トン以上の超大型コ
ンテナ船着岸数

・クルーズ船の乗降人員数
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・臨海部におけるCO2排出量
事業名 所管局

カーボンニュートラルポート形成推進事業 港湾局

・海岸保全施設の整備
事業名 所管局

海岸保全施設整備事業 港湾局

事業名 所管局

横浜市グリーン経営認証取得促進事業（「ゆっくり走ろう！横浜港」の推進事業費） 港湾局

横浜港放射線対策事業 港湾局

港湾労働者等福利厚生対策費 港湾局

港湾統計事業 港湾局

全国クルーズ活性化会議事務局運営業務 港湾局

横浜港振興協会補助事業 港湾局

港湾施設賃借費 港湾局

埋立事業会計繰出金 港湾局

自動車事業会計繰出金 港湾局

金沢木材港埋立事業 港湾局

4

カーボンニュートラルポートの
形成

【施策指標】

99 (施策外）

海岸保全施設の整備

【施策指標】

5
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政策38
【　事　業　】

・都市インフラの保全更新（４
か年）の進捗度

事業名 所管局

公共施設・事業調整推進事業費 財政局

公園維持管理事業 環境創造局

公園整備事業 環境創造局

良好な森の育成事業 環境創造局

良好な森の育成事業 環境創造局

管きょ等維持管理事業 環境創造局

下水道台帳等管理事業 環境創造局

ポンプ場事業 環境創造局

水再生センター事業 環境創造局

下水道整備費 環境創造局

水再生センター・ポンプ場改良事業 環境創造局

工場補修費 資源循環局

鶴見工場長寿命化対策事業 資源循環局

保土ケ谷工場再整備事業 資源循環局

焼却工場排ガス処理設備等整備事業 資源循環局

横浜駅通路等管理費 都市整備局

新横浜駅都市施設管理費 都市整備局

関内・関外地区活性化推進事業 都市整備局

エキサイトよこはま２２推進事業 都市整備局

みなとみらい２１関連公共施設整備事業 都市整備局

みなとみらい２１地区施設管理事業 都市整備局

横浜駅・みなとみらい２１事業推進費 都市整備局

地域施設管理費（上大岡駅周辺、戸塚駅周辺、金沢八景駅周辺等） 都市整備局

地域施設管理費（長津田駅周辺、舞岡地区） 都市整備局

道路管理事業 道路局

道路等維持費（道路修繕事業） 道路局

橋梁整備費 道路局

トンネル補修費 道路局

歩道橋長寿命化推進事業費 道路局

河川・水路等維持管理事業 道路局

河川整備費 道路局

港湾厚生関連施設指定管理経費 港湾局

物流施設等管理運営事業（指定管理） 港湾局

物流施設等管理運営事業（関連業務委託経費） 港湾局

臨港幹線道路等維持管理事業 港湾局

港湾施設管理事業 港湾局

緑地管理事業 港湾局

大黒ふ頭緑地管理事業 港湾局

大さん橋ふ頭ビル管理事業 港湾局

会計年度任用職員雇用経費（大黒ふ頭中央緑地） 港湾局

機械関係修繕費 港湾局

船舶関係修繕費 港湾局

電気関係修繕費 港湾局

建物関係修繕費 港湾局

土木関係修繕費 港湾局

ストックマネジメント事業 港湾局

会計年度任用職員雇用経費（電気担当業務） 港湾局

横浜航空貨物ターミナル関係経費 港湾局

物流施設等管理運営事業（指定管理） 港湾局

物流施設等管理運営事業（関連業務委託経費） 港湾局

上屋修繕事業費 港湾局

電気関係修繕費 港湾局

機械関係修繕費 港湾局

水道事業費用　営業費用　配水費 水道局

水道事業資本的支出　建設改良費 水道局

工業用水道施設の建設改良（施設の更新・耐震化） 水道局

修繕費 交通局

修繕費 交通局

建設改良費 交通局

【施策指標】
1

都市インフラの着実な保全更新の
推進

【　政　策　】 【　主　な　施　策　】

38

公共施設の計画的・効果的な保全更
新

【政策指標】

・公共施設の適正化に向けた「個
別施設計画」の改定

・本市発注工事における平準化率
（4～6月期の工事平均稼働件数/
年度の工事平均稼働件数）
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・公共建築物の再編整備検討件
数 事業名 所管局

市庁舎管理運営事業 総務局

事務処理センター等管理運営事業 総務局

公共施設・事業調整推進事業費 財政局

スポーツ施設管理運営事業 市民局

区庁舎等耐震性強化事業 市民局

地区センター再整備等事業 市民局

営繕積算システム運用事業 建築局

設備管理費 建築局

公共建築物長寿命化対策事業 建築局

建築基準法第12条点検業務 建築局

市営住宅計画修繕・入退去業務等委託費 建築局

市営住宅整備事業 建築局

 小中学校整備事業（新増改築） 教育委員会事務局

・週休２日制確保適用工事の発
注率　（週休２日対象工事・公
告件数/週休２日対象件数）

事業名 所管局

公共施設・事業調整推進事業費 財政局

土木積算システム運用事業費 財政局

建設関連産業活性化支援事業 建築局

工事監理費 建築局

・本市工事発注における総合評
価落札方式の適用率

事業名 所管局

公共施設・事業調整推進事業費 財政局

2

公共建築物の将来を見通した計画
的な保全更新の推進

【施策指標】

3

働き方改革の推進と生産性向上へ
の取組

【施策指標】

4

時代に即した公共事業等の適正な
発注と担い手の育成

【施策指標】
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【　事　業　】

99

事業名 所管局
デジタル化支援事業 デジタル統括本部
デジタル・ガバメントプロモーション事業 デジタル統括本部
デジタル・ガバメント実証事業 デジタル統括本部
社会保障・税番号制度推進事業 デジタル統括本部
行政手続オンライン化推進事業 デジタル統括本部
住民情報系システム標準化・共通化推進事業 デジタル統括本部
電子市役所システム運用事業 デジタル統括本部
広域行政運営費 政策局
次期中期計画策定費 政策局
政策調査費 政策局
政策支援・データ活用推進事業 政策局
報道機関調整費 政策局
外国報道推進費 政策局
共創推進運営費 政策局
東京プロモーション本部運営事業 政策局
統計情報事業 政策局
市町村統計事務推進事業 政策局
統計調査員確保対策事業 政策局
学校基本調査事業 政策局
就業構造基本調査事業 政策局
住宅・土地統計調査単位区設定事業 政策局
「広報よこはま」発行事業 政策局
テレビ・ラジオ広報事業 政策局
インターネット広報事業 政策局
季刊誌「横濱」協働編集事業 政策局
「暮らしのガイド」協働編集事業 政策局
市政広報動画制作事業 政策局
「県のたより」配布事務 政策局
戦略的広報・プロモーション推進事業 政策局
シティプロモーション事業 政策局
フィルムコミッション事業 政策局
例規データベースシステム運用事業 総務局
外郭団体指導調整事業 総務局
市史資料等保存活用事業 総務局
財政広報費 財政局
固定資産評価審査委員会委員報酬 財政局
納税通知書作成発送等定期課税事務費 財政局
納税管理センター運営事業 財政局
固定資産評価事業 財政局
電子申告システム等運用事業 財政局
市税証明発行関連事業 財政局
税務広報事業 財政局
上水道安全対策事業出資金 財政局
出資金（建設改良分） 財政局
地下高速鉄道整備事業費補助金 財政局
資産活用推進基金費 財政局
都市開発資金事業費 財政局
公共用地先行取得事業費 財政局
パスポートセンター運営事業 国際局
情報公開推進等事業 市民局
市民情報センター運営事業 市民局
個人情報保護推進事業 市民局
行政文書検索システム運用事業 市民局
人権施策推進事業 市民局
犯罪被害者等支援事業 市民局
横浜市人権施策基本指針改訂事業 市民局
広聴事業 市民局
市民相談事業 市民局
横浜市コールセンター事業 市民局
個性ある区づくり推進費 市民局
戸籍住民登録事務費 市民局
証明発行窓口運営事業 市民局
行政サービスコーナー運営事業 市民局
住居表示整備等事業 市民局
戸籍システム運用事業 市民局
戸籍システム関連業務支援拠点運営事業 市民局
社会保障・税番号制度対応事業 市民局
魅力ある窓口づくり推進事業費 市民局
証明発行システム運用事業 市民局
郵送請求事務センター運営事業 市民局
コンビニエンスストアにおける証明書交付事業 市民局
戸籍課業務オンライン手続推進事業 市民局
瀬谷区総合庁舎整備事業 市民局
戸塚区総合庁舎整備事業 市民局
区庁舎設備改修等事業 市民局
上郷・森の家改修運営事業 市民局
子どもの遊び場等遊具保全事業 市民局
地区センター・公会堂等指定管理者選定事業 市民局
消費生活総合センター運営事業 経済局
横浜市消費者協会補助事業 経済局
消費生活審議会運営事業 経済局
消費者行政推進事業 経済局
計量検査業務費 経済局
社会福祉統計調査費 健康福祉局
遺族援護事業 健康福祉局
被爆者援護事業 健康福祉局
墓地等設置紛争調停事業 健康福祉局
被災者支援事業 健康福祉局
行旅病人・死亡人取扱事業 健康福祉局
動物愛護センター運営事業 健康福祉局
動物保護管理事業 健康福祉局
狂犬病予防事業 健康福祉局

【　政　策　外　】

(政策外）

99 基盤的な市民サービス等
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事業名 所管局
地籍調査事業 環境創造局
地籍調査成果管理システム化事業 環境創造局
水道事業会計繰出金 環境創造局
下水道広報事業 環境創造局
下水道事業経営研究事業 環境創造局
水洗便所改造資金貸付金 環境創造局
共同溝管理事業 資源循環局
建築技能訓練校補助金 建築局
民間建築物吹付け アスベスト対策事業 建築局
都市計画広報連絡調整費 建築局
都市計画審議会関連費 建築局
都市計画調査事業 建築局
都市計画情報システム運営費 建築局
都市計画縦覧図書の データベース化事業費 建築局
都市計画情報等提供事業費 建築局
都市計画課会計年度任用職員経費 建築局
道水路等境界調査事業 道路局
道路台帳整備事業 道路局
道路管理システム運用事業 道路局
道路清掃費 道路局
共同溝管理費 道路局
自由通路管理費 道路局
道路等維持費（私道対策事業） 道路局
認定路線管理費 道路局
公道移管測量助成費 道路局
路面下空洞調査事業 道路局
船舶給水関連事業 港湾局
清掃業務 港湾局
保安対策事業 港湾局
海上等清掃事業 港湾局
水域管理事業 港湾局
会計年度任用職員経費（水域管理） 港湾局
水道事業費用　営業費用　原水費 水道局
水道事業費用　営業費用　浄水費 水道局
水道事業費用　営業費用　受託工事費 水道局
水道事業費用　営業費用　業務費 水道局
水道事業費用　営業費用　減価償却費・資産減耗費 水道局
水道事業費用　営業外費用、特別損失、予備費 水道局
水道事業資本的支出　企業債償還金 水道局
水道事業資本的支出　投資、国庫補助金返還金、予備費 水道局
工業用水道事業費用　営業費用　原水費 水道局
工業用水道事業費用　営業費用　浄水費 水道局
工業用水道事業費用　営業費用　送配水費 水道局
工業用水道事業費用　営業費用　総係費 水道局

 工業用水道事業費用　営業費用　減価償却費工業用水道事業費用　営業費用　資産減耗費 水道局
  工業用水道事業費用　 営業外費用工業用水道事業費用 特別損失工業用水道事業費用　　 予備費 水道局

工業用水道事業資本的支出　企業債償還金 水道局
国庫補助金返還金　予備費 水道局
修繕費 交通局
修繕費 交通局
修繕費 交通局
修繕費 交通局
修繕費 交通局
営業外費用 交通局
建設改良費 交通局
「成人の日」を祝うつどい開催費 教育委員会事務局
人権教育費 教育委員会事務局
委員報酬等 選挙管理委員会事務局
選管運営費 選挙管理委員会事務局
常時啓発事業費 選挙管理委員会事務局
選挙人名簿管理システム標準化推進事業 選挙管理委員会事務局
統一地方選挙費 選挙管理委員会事務局
参議院議員選挙費 選挙管理委員会事務局
監査事務費 監査事務局
会計年度任用職員経費 監査事務局
監査委員費 監査事務局
外部監査費 監査事務局
議員報酬・共済費 議会局
政務活動費 議会局
議会広報費 議会局
議会総務費 議会局
会議・委員会等運営費 議会局
議会調査費 議会局

事業名 所管局
人件費 温暖化対策統括本部
職員人件費 デジタル統括本部
企画調整事務費 デジタル統括本部
AI・RPA等活用推進事業 デジタル統括本部
デジタル化による ワークスタイル変革事業 デジタル統括本部
区役所デジタル化推進事業 デジタル統括本部
情報システム運営管理事業 デジタル統括本部

 行政情報通信基盤（庁内ＬＡＮ）運用事業 デジタル統括本部
情報セキュリティ対策推進事業 デジタル統括本部
インターネット利用環境再整備事業 デジタル統括本部
人件費 政策局
政策運営費 政策局
秘書課運営費 政策局
市長公舎維持管理費 政策局
基地対策事業 政策局
「庁内報」制作事業 政策局
広報企画調整事務 政策局
職員人件費 総務局
行政運営費（総務課） 総務局
市庁舎整備基金積立金 総務局
自動車管理事業 総務局
訴訟費 総務局
行政不服審査費 総務局
コンプライアンス推進事業 総務局
しごと改革プロジェクト推進事業 総務局

99 執行を支える経常的経費等

99 基盤的な市民サービス等（続き）
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事業名 所管局
文書管理システム運用事業 総務局
文書事務運営費 総務局
庶務デスク費 総務局
職員人件費（退職手当） 総務局
人事管理費（人事課） 総務局
職員採用関連事業 総務局
人事管理費（労務課） 総務局
人事給与システム運用事業 総務局
人事給与事務等改革推進事業 総務局
総務事務センター管理運営事業 総務局
職員安全衛生管理事業 総務局
職員福利厚生事業 総務局
職員被服貸与事業 総務局
共済組合事務費負担金 総務局
次世代育成支援事業 総務局
職員研修事業 総務局
危機管理対策経常費 総務局
災害救助基金積立金 総務局
財政総務費 財政局
財源事務費 財政局
宝くじ事務費 財政局
財政調整基金積立金 財政局
減債基金積立金 財政局
財政事務等改革推進事業 財政局
契約事務費 財政局
電子入札システム運用管理費 財政局
職員人件費 財政局
公有財産管理費 財政局
財産損害保険料 財政局
資産活用推進基金積立金 財政局
保有土地等活用検討費 財政局
保有土地売却事業 財政局
税務事務人件費 財政局
償還金・還付加算金 財政局
税務一般管理費 財政局
市税収納率向上対策費 財政局
納付しやすい環境整備促進事業 財政局
税務人材育成事業 財政局
歳入確保強化事業 財政局
特別徴収センター・償却資産センター運営事業 財政局
税務システム改修事業 財政局
税務事務改革推進事業 財政局
一般会計公債費 財政局
児童手当補助金 財政局
児童手当補助金 財政局
児童手当補助金 財政局
地共済追加費用負担補助金 財政局
基礎年金公的負担補助金 財政局
児童手当補助金 財政局
基礎年金公的負担補助金 財政局
特例債元金補助金 財政局
特例債利子補助金 財政局
特別分企業債元利補助金 財政局
特別減収対策企業債利子補助金 財政局
予備費 財政局
市債金会計 財政局
人件費 国際局
国際総務費 国際局
事務管理費 市民局
職員人件費 市民局
総務費 文化観光局
人件費 経済局
経済総務事務費 経済局
減債基金積立金（市工連） 経済局
人件費 経済局
清掃その他委託料 経済局
光熱水費その他管理費 経済局
年・月報作成事業 経済局
会計年度任用職員人件費 経済局
一般管理事務費 経済局
一般管理費(南部市場) 経済局
公債費(本場) 経済局
公債費(南部) 経済局
予備費 経済局
人件費 経済局
汚水処理・清掃その他委託料 経済局
光熱水費その他管理費 経済局
管理事務費(一般管理費) 経済局
管理事務費(会計年度任用職員人件費) 経済局
公債費 経済局
予備費 経済局
こども青少年局人件費 こども青少年局
総務諸費 こども青少年局
社会福祉従事職員健康対策事業 こども青少年局
こども青少年局企画事務費 こども青少年局
地域子育て支援事務諸費 こども青少年局
保育料納付促進事業 こども青少年局
運営・指導事務経費 こども青少年局
保育・教育認定事務費 こども青少年局
保育・教育給付事務費 こども青少年局
事務経費 こども青少年局
障害児福祉費負担金納付促進事業 こども青少年局
こども福祉諸費 こども青少年局
児童福祉事業諸費 こども青少年局
児童扶養手当支給事務費 こども青少年局
特別児童扶養手当支給事務費 こども青少年局
児童手当支給事務費 こども青少年局
母子父子寡婦福祉資金事務費 こども青少年局
公債費元金（国への償還） こども青少年局
健康福祉局人件費 健康福祉局
社会福祉審議会費 健康福祉局
人材育成事業 健康福祉局

99 執行を支える経常的経費等（続き）
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事業名 所管局
健康福祉企画事務費 健康福祉局
総務諸費 健康福祉局
社会福祉基金積立金 健康福祉局
国民年金事業 健康福祉局
統合事務費 健康福祉局
高齢福祉推進諸費 健康福祉局
高齢者住宅整備資金貸付金償還事務 健康福祉局
扶助事務費 健康福祉局
総務管理費 健康福祉局
収納率向上特別対策事業費 健康福祉局
諸費 健康福祉局
審査費 健康福祉局
国民健康保険事業費納付金等 健康福祉局
国民健康保険財政調整基金積立金 健康福祉局
予備費 健康福祉局
職員人件費 健康福祉局
システム運用事業費 健康福祉局
審査費 健康福祉局
予備費 健康福祉局
総務管理費 健康福祉局
予備費 健康福祉局
総務費 健康福祉局
予備費 健康福祉局
予備費 健康福祉局
職員人件費 医療局
医療総務諸費 医療局
医療政策人材育成事業 医療局
環境総務費 環境創造局
みどり基金積立金 環境創造局
管理運営費 環境創造局
みどり基金積立金 環境創造局
元金 環境創造局
利子 環境創造局
公債諸費 環境創造局
予備費 環境創造局
下水道使用料徴収経費 環境創造局
下水道総務費 環境創造局
下水道総務費（日本下水道協会会費等） 環境創造局
下水道財務費 環境創造局
減価償却費 環境創造局
資産減耗費 環境創造局
給与費（下水道管理費） 環境創造局
支払利息及び企業債取扱諸費 環境創造局
消費税及び地方消費税 環境創造局
雑支出 環境創造局
災害による損失（放射線対策経費） 環境創造局
その他特別損失（工事一時中止等伴う費用） 環境創造局
予備費（下水道管理費） 環境創造局
企業備品購入費 環境創造局
リース債務支払額 環境創造局
給与費（下水道事業資本的支出） 環境創造局
企業債償還金 環境創造局
予備費（下水道事業資本的支出） 環境創造局
職員人件費 資源循環局
総務管理費 資源循環局
労務関係経常費 資源循環局
自動車事故対策費 資源循環局
南本牧埋立事業負担金 資源循環局
建築局研修費 建築局
建築諸費 建築局
建築審査会・開発審査会事業 建築局
建築開発法務支援事業 建築局
横浜市住宅供給公社共済組合負担金 建築局
公共建築物諸費 建築局
職員人件費 建築局
総合調整費 都市整備局
企画事務費 都市整備局
職員人件費 都市整備局
市街地整備調整管理費 都市整備局
職員人件費 都市整備局
市街地整備調整管理費 都市整備局
市街地整備推進管理費 都市整備局
都市整備基金費 都市整備局
公債費 都市整備局
予備費 都市整備局
道路局人件費 道路局
総務管理費 道路局
技術監理事業 道路局
公債費・予備費 道路局
公用車経費 港湾局
諸会費等 港湾局
総務事務費 港湾局
経理事務費 港湾局
公共料金（一般会計） 港湾局
再任用欠員代替会計年度任用職員雇用経費 港湾局
（人件費） 港湾局
物流運営事務費 港湾局
物流企画事業費 港湾局
整備推進事務費 港湾局
港湾財産活用事業 港湾局
港湾環境整備負担金 港湾局
施設管理事務費 港湾局
会計年度任用職員経費（自動車運転手） 港湾局
施設維持事務費 港湾局
建設事務費（南本牧） 港湾局
積算業務電算化事業 港湾局
建設事務費（南本牧以外） 港湾局
港湾局被服貸与経費 港湾局
公共料金（港湾整備事業費会計） 港湾局
本牧ターミナルオフィスセンター償還金 港湾局
施設管理等事務費（港湾整備事業費会計） 港湾局
消費税納入金 港湾局
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事業名 所管局
再任用欠員代替会計年度任用職員雇用経費 港湾局
（人件費） 港湾局
施設補修事務費 港湾局
元金償還金（公債費） 港湾局
利子（公債費） 港湾局
公債諸費（公債費） 港湾局
予備費 港湾局
共通経費整理勘定 港湾局
減価償却費等（非現金支出費用） 港湾局
営業外費用・予備費 港湾局
企業債償還金・予備費 港湾局
一般事務費 消防局
人事管理費 消防局
厚生活動費 消防局
庁舎維持管理費 消防局
人件費 消防局
経費 交通局
経費 交通局
経費 交通局
経費 交通局
経費 交通局
経費 交通局
経費 交通局
経費 交通局
経費 交通局
公金取扱経費 会計室
収納データ作成経費 会計室
共通物品購入費 会計室
その他会計事務費 会計室
財務会計システム運用事業 会計室
職員人件費 会計室
教育委員会費 教育委員会事務局
事務局人件費 教育委員会事務局
一般事務費 教育委員会事務局
事務連絡業務費 教育委員会事務局
教育政策推進費 教育委員会事務局
法規等事務費 教育委員会事務局
人材育成関係事業 教育委員会事務局
人事管理費（教職員） 教育委員会事務局
教職員等健康診断費 教育委員会事務局
教職員健康管理事業 教育委員会事務局
教職員健康審査会 教育委員会事務局
教育委員会事務局執務室借上費 教育委員会事務局
政策調整調査費 教育委員会事務局
教職員給与等管理事務費 教育委員会事務局
教職員人件費 教育委員会事務局
高校等教職員人件費 教育委員会事務局
教職員旅費 教育委員会事務局
校長会・副校長会負担金補助金 教育委員会事務局
指導事務費 教育委員会事務局
教育委員会事務用ネットワーク運用事業 教育委員会事務局
高等学校授業料徴収 教育委員会事務局
センター総務費 教育委員会事務局
学校職員被服等貸与事業（小学校） 教育委員会事務局

 学校用務員(会計年度任用職員等)人件費（小学校） 教育委員会事務局
学校職員被服等貸与事業（中学校） 教育委員会事務局
学校用務員（会計年度任用職員）人件費（中学校） 教育委員会事務局
学校職員被服等貸与事業（高等学校） 教育委員会事務局

 学校用務員(会計年度任用職員)人件費（高等学校） 教育委員会事務局
学校職員被服等貸与事業（特別支援学校） 教育委員会事務局

 学校用務員(会計年度任用職員等)人件費（特別支援学校） 教育委員会事務局
区学校連携・こども担当事務費 教育委員会事務局
人件費 選挙管理委員会事務局
職員人件費 人事委員会事務局
人事委員会費 人事委員会事務局
一般事務 人事委員会事務局
給与関係事務 人事委員会事務局
公平審査事務 人事委員会事務局
昇任関係事務 人事委員会事務局
採用関係事務 人事委員会事務局
職員採用の企画・広報 人事委員会事務局
職員人件費 監査事務局
職員人件費 議会局
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