
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ スポーツで育む地域と暮らし 

「横浜市スポーツ推進計画」に基づき、子どもから高齢者まで市民の誰もが健康で心豊かな生活を送ることがで

きるよう、（公財）横浜市体育協会など関係団体等と連携・協働しながら、する・みる・ささえるの観点から、スポーツ

振興や施設整備を進めます。「世界トライアスロンシリーズ横浜大会」等の大規模なスポーツイベントの誘致・開催

支援やプロスポーツチームとの連携を行うとともに、「横浜マラソン 2018」等の多様な市民参加型スポーツイベント

を開催します。 

また、横浜市スポーツボランティアセンターを活用し、市民がスポーツイベントに関われるようボランティア情報を

提供します。さらに、ラグビーワールドカップ 2019™や東京 2020 オリンピック・パラリンピックの成功に向けて、全庁

的な推進体制の下、機運醸成や開催準備の取組を加速させるとともに、大会後のレガシーの創出に取り組みま

す。 

５ 市内外への効果的な情報発信と市民の声の市政への反映推進 

「広報よこはま」、テレビ・ラジオ、インターネット等の広報媒体を連携させながら活用し、市民の皆様が必要とする

市政情報を分かりやすく、正確・確実にお伝えすることで、より一層の浸透を図ります。そして、横浜の魅力を市内

外へ発信します。 

また、各種広聴事業を通して把握した市民ニーズを、市民サービスの向上や施策反映につなげます。さらに、適

正で円滑な情報公開を進めるとともに、個人情報保護施策を推進します。 

３ 市民利用施設の整備と市民サービスの充実 

市民が安全に安心して利用できる市民利用施設の整備を行うとともに、誰もが気軽に使えるよう、施設の利用環

境を整え、サービスを向上させるなど、それぞれの施設の魅力を高める取組を推進します。 

また、魅力ある窓口づくりによりお客様満足度の向上を図るとともに、マイナンバーカードの普及や住民票の写

しなど各種証明書が取得できるコンビニ交付の普及に向けた広報を進めるなど、市民の視点に立った行政サービ

スの充実に取り組みます。 

１ 協働による地域づくりの推進、安心して暮らせるまち 

地域の絆や支え合いが深まり、いきいきとした地域コミュニティが形成され、地域が主体的に課題解決に取り組

めるよう、市民協働の推進、地域活動への支援を行うとともに、区役所の地域支援機能の強化を図ります。 

また、市民の安全・安心な暮らしが実現できるよう、地域や県警察、区役所などと連携して、地域防犯力の向上

に向けた取組を推進します。 

４ 人権を尊重した市政運営 

「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会」の実現を目指して、人権に関する施策の総

合的な企画・調整を行うとともに、市民・事業者・団体等に向けた啓発、職員研修などを推進し、様々な人権課題

の解決に取り組みます。 

「犯罪被害者相談室」において、犯罪被害者等への相談・支援や市民の皆様への啓発に取り組むとともに関係

機関との連携強化を図ることで、途切れない支援の実現を目指します。 

また、差別や偏見の中で、孤立しがちな性的少数者の困難などを解消するための支援を実施します。 
 

目標達成に向けた施策 

Ⅰ 平成 30年度 市民局運営方針 

基本目標 
“すべては市民の元気のために”  

つなぐ  つくる  まもる 



 

 

 共感・協働・共創を大切にした運営 

丁寧・迅速・正確さに加え、市民の皆様に寄り添い、信頼を築き、共感を大切にした対応をします。 

また、地域や区役所、中間支援組織（NPO 等）と連携して身近な課題に取り組む「協働による地域づくり」を進め 

ます。 

そのため、「横浜市人材育成ビジョン」に基づき、地域や市民の視点から考え、協働を理解し、コーディネート力

を発揮しながら行動する職員の育成に取り組みます。さらに、民間と行政の対話の場の充実など、民間の提案やア

イデアを積極的に引き出し、事業に生かします。 

目標達成に向けた組織運営 

チーム力を高める人材育成の推進と職場づくり 

○事務処理ミスを含む不祥事防止 

業務手順やルールを明確にし遵守するとともに、健全な猜疑心をもって事務処理ミスや不祥事防止に取り組み

ます。また、ヒヤリハットの体験事例を共有するなど、職員間でコミュニケーションを図り、互いに声を掛け合い、相

談し合える風通しの良い職場づくりを進めます。 

○長時間労働是正・超過勤務時間縮減 

事業の進捗状況を共有し、仕事量の平準化を図るとともに、ペーパーレスの推進など業務の見直しや会議の効

率化を進めます。また、夕礼で超過勤務の必要性や退庁予定時刻を確認するなど超過勤務の縮減に取り組み、

全ての職員が健康でやりがいをもって働くことができるよう、ワーク・ライフ・バランスを推進します。 

○職員の人材育成 

職員一人ひとりが、お互いを尊重し、高め合うことによって、チーム横浜の一員として意欲・能力を最大限に発揮

できる職場風土を醸成し、部や課の垣根を越えて業務を進めることにより人材育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の声を生かし、つなぐ運営 

市民生活が営まれる「地域」こそが現場であると認識し、地域の声が市政に反映されるよう、現場を見て、声を聞

き、現場の空気を感じながら業務に取り組みます。 

また、区役所の課題の解決や事業の円滑な推進を支援し、地域にもっとも身近な区役所の力が発揮できるよう 

にします。 
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 (1) 元気な地域づくり推進事業        6,634 万円(前年度 7,403 万円) 

   自治会町内会をはじめとする様々な主体が連携し、防災や高齢者の見守りなどの課題解 

決に取り組む地域を全区で広げていくため、区とともに｢人材づくり｣や｢組織づくり｣など 

地域の取組を支援します。 

 

  (2) 協働の「地域づくり大学校」事業     2,271 万円(前年度 2,116 万円) 

地域・区役所・中間支援組織（ＮＰＯ法人 等）が協働により企画・運営する大学校を 

開講し、地域で活動する区民と区職員が、まち歩きや先行事例見学等を通して共に学び合 

うことで、「協働による地域づくり」を推進します。 

また、地域づくり大学校の卒業生がコーディネート力を発揮し、地域の課題解決や魅 

力づくりを進められるよう、必要なスキルなどを学ぶ講座を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 自治会町内会館整備助成事業       １億 4,408 万円(前年度１億 9,309万円） 

自治会町内会館の建替え・改修等の要望に応えるため、地域活動及び共助による減災の 

拠点となる自治会町内会館の整備を支援します。 

 

(4) 市民活動の支援             １億 6,156 万円(前年度１億 4,467万円) 

「絆・支え合い条例」、「市民協働条例」の趣旨を踏まえ、協働事業の市民提案を促進す 

るためのモデル事業や、様々な団体の市民公益活動・連携を支援する中間支援組織の機能 

強化、認定・指定ＮＰＯ法人のネットワーク化に取り組みます。 

また、市民活動支援センターによる相談やコーディネート、「よこはま夢ファンド」に 

よる資金的な支援、ＮＰＯ法人の設立や認定等の取得を支援します。 

  

Ⅱ 主な事業・取組 

１ 協働による地域づくりの推進、安心して暮らせるまち  

171 億 4,940 万円(前年度 172 億 6,397 万円) 

フィールドワークの様子 グループワークの様子 
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 (5) 地域で取り組む防犯活動への支援       5,210 万円(前年度 5,601 万円) 

地域で協力して取り組む防犯活動への支援と、神奈川県警察等の関係団体との連携によ 

る振り込め詐欺の注意喚起や子どもの安全対策、落書き防止に向けた啓発などを推進し 

ます。 

また、自治会町内会等に対し防犯カメラ設置費用の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 防犯灯の整備・維持管理          ６億 2,597 万円(前年度６億 4,092 万円） 

横浜市が所有するＬＥＤ防犯灯及びＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業で整備したＬＥＤ防犯灯 

について、電気料金やＥＳＣＯサービス料などの維持管理費を支出します。 

 

(7)  区役所機能の充実・強化 

ア 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

                        18 億 4,751 万円(前年度 18億 4,748 万円) 

18 区役所で地域の課題やニーズに、迅速かつ、きめ細かく対応しながら、個性ある 

区づくりを進めます。 

 

イ 区の実情に応じた区役所支援 <取組> 

       「横浜市区役所事務分掌条例」を踏まえ創設した「区提案反映制度」の運用等、 

区だけでは解決が困難な課題に、区局が連携して取り組めるよう支援します。 

また、区役所が「地域の総合行政機関」「地域協働の総合支援拠点」としての 

役割を十分に発揮できるよう、区を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの安全啓発イベント 
バス車内の啓発ポスター 

「振り込め詐欺防止五箇条」 
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(1) 地域スポーツ活動の支援         3,872 万円(前年度 3,802 万円) 

スポーツを通じて、子どもから高齢者まで全ての市民がいきいきとした生活を送るととも 

に、地域住民の交流や心豊かな暮らしができるよう、スポーツ推進委員など地域スポーツ関 

係者と協力しながら、地域スポーツ活動の支援を行います。 

 

 (2) 市民参加型スポーツイベントの充実     1,336 万円(前年度 1,386 万円) 

「横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル」等の多様な市民参加型イベント 

を充実させることにより、スポーツに親しむ機会を提供します。                

 

(3) 横浜市スポーツボランティアセンター運営事業 

     1,200 万円(前年度 700万円) 

市民がボランティアを通じてスポーツイベントに関われるよう、スポーツボランティアの 
登録を行い、市内で開催されるスポーツイベントのボランティア情報を提供します。これに 
より主催者とボランティアのつながりを支援します。 
 

(4) 横浜文化体育館再整備事業         1,800 万円(前年度 2,300 万円) 

新市庁舎整備を契機とした関内駅周辺地区のまちづくりのリーディングプロジェクトで 

ある横浜文化体育館再整備事業を進め、サブアリーナ施設（横浜武道館）の 32年の供用 

開始を目指します。 

 

(5) 屋外プール再整備事業           5,700 万円(前年度 4,500 万円) 

老朽化の著しい本牧市民プールについて再整備を進めるため、事業者公募に向けた準備 
を進めます。 
 

(6) 横浜マラソン開催事業              １億円(前年度１億円) 

第４回大会（平成 30年 10月 28日）の開催及び第５回大会の開催準備のため、必要経費 

の一部を負担します。 

 
(7) 観戦型スポーツイベント等開催事業     7,591 万円(前年度 1億 1,961 万円）  

30 年度で９回目となる「世界トライアスロンシリーズ 

横浜大会」の開催のほか、大規模スポーツイベントを誘   

致・開催支援することで、市民が一流選手のプレーを身近 

で観戦できる機会を増やし、横浜の魅力を発信して、スポ 

ーツ振興やシティセールスを図ります。 

 

 

 

 

 

２ スポーツで育む地域と暮らし   24 億 5,003 万円（前年度 34 億 281 万円） 

2017 ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会 

(C) Satoshi TAKASAKI/JTU 
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(8) ラグビーワールドカップ 2019TM開催準備事業 

４億 2,508 万円(前年度 5億 9,150万円) 

大会開催の前年度にあたる 30年度は、会場整備をはじめ、交通輸送、警備等の各種実施 

計画策定やボランティア募集・採用など大会運営に関する業務に加え、ファンゾーン※の運営 

計画策定など、大会に向けた準備を着実に進めます。 

また、様々な機会や広報媒体を活用して大会のＰＲを行うとともに、ラグビー選手等による 

小学校訪問を実施するなど、市民の機運醸成の取組を加速させていきます。 

このほか、引き続き、ラグビーワールドカップ 2019組織委員会に大会協賛宝くじ収益負担 

金を拠出します。 

※大型スクリーンでの試合放映（パブリックビューイング）、飲食物販売、ラグビーの普及啓発等が行われ、 

観戦チケットがなくても誰でも気軽に集い、楽しみ、交流できるイベントスペースで、開催都市が設置・運営 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催準備事業 

１億 3,710 万円(前年度 4,030万円) 

東京 2020大会の成功に向け、競技の円滑な実施に向けた検討やボランティア募集などの 

準備に取り組むとともに、「大会２年前イベント」等のカウントダウンイベントによる機運醸 

成や事前キャンプ実施に向けた取組、英国ホストタウン関連事業などを行います。 

また、オリンピアン・パラリンピアンと連携した学校訪問事業やイベント等を実施し、 

より一層のスポーツ振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビー選手等による小学校訪問  大会２年前イベント  

フラッグ歓迎イベント 1000日前イベント（福島県との野球交流） オリンピアンによる中学校訪問 

日豪少年少⼥ラグビー交流フェスティバル  
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(1) 区庁舎等の再整備・耐震性強化    63 億 7,477 万円（前年度 41億 9,751万円） 

 

ア 区庁舎再整備 

区庁舎の建て替え再整備・維持管理を行います。 

南区（旧庁舎解体）・金沢区（公会堂・駐車場棟工事、公園工事） 

港南区（旧庁舎解体、公会堂・土木事務所工事） 

戸塚区・瀬谷区(維持管理・運営） 

 

イ 特定天井脱落対策 

大規模空間を有する既存建築物の天井の脱落対策を行います。 

スポーツセンター【基本設計】保土ケ谷 

【実施設計】西・港南・旭・戸塚・神奈川 

地区センター    【工事】市沢・希望が丘・根岸・能見台・中山・藤が丘・踊場・ 

上矢部・舞岡 

【実施設計】末吉・藤棚・ほどがや・磯子・中川西・阿久和 

     プール     【調査・設計】旭 

             【実施設計】横浜国際（サブアリーナ） 

区庁舎       【調査・基本設計】青葉 

公会堂       【調査・基本設計】磯子 【実施設計】泉 

  

  ウ スポーツセンター、地区センター体育室空調機設置 

       体育室に空調機を設置していないスポーツセンター及び地区センターに空調機を順次 

設置します。 

         スポーツセンター【基本設計】保土ケ谷 

             【実施設計】西・港南・旭・戸塚 

地区センター  【工事】生麦・白根・瀬谷 

【実施設計】末吉・ほどがや・中川西 

     

(2) 地区センター等の整備          ２億 633 万円(前年度 742万円)  

   未整備又は再整備が必要な地区センター、コミュニティハウスの整備を進めます。 

地区センター   【基本設計】都田地区センター（仮称）（都筑区） 

【区分所有権設定のための不動産鑑定】本郷地区センター（栄区） 

コミュニティハウス【工事】荏田コミュニティハウス（青葉区） 

【調査】岸谷コミュニティハウス（仮称）（鶴見区） 

西柴コミュニティハウス（仮称）（金沢区） 

 

  

３ 市民利用施設の整備と市民サービスの充実 

                  95 億 4,570 万円（前年度 59 億 7,097 万円） 



 8 
 

 

(3) 上郷・森の家改修運営事業        ２億 4,310 万円(前年度１億 3,564 万円) 

市民に身近な研修・宿泊施設としてサービス向 
上を図り、快適にくつろげる空間の創出を目指し 
て、民間のノウハウを活用したＰＦＩ（ＲＯ方式） 
で施設改修及び運営改善を行います。 
30 年度は、土地購入とＰＦＩ事業者との契約締 

結を行い、設計、改修工事に着手します。  

 

 

 

(4) 社会保障・税番号制度対応事業       ７億 4,508 万円(前年度４億 8,062万円) 

区役所戸籍課で通知カード及びマイナンバーカードを円滑に交付するための支援を行い 

ます。 

また、マイナンバーカードの普及促進に向けた市民への広報を行います。 

 

(5) コンビニエンスストアにおける証明書交付事業 

8,597 万円(前年度 8,241万円) 

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチ 

コピー機で、住民票の写しなど各種証明書が取得できる「コンビニ交付」を実施します。 

 
 (6) 魅力ある窓口づくり推進事業          454 万円(前年度 454万円) 

区役所窓口のお客様満足度の向上に向けて、区と連携した窓口サービス向上研修や窓口 

サービス満足度調査などに取り組みます。 

 

(7) 住居表示整備等事業               3,680 万円(前年度 2,421万円)  

住所を分かりやすくするため、緑区中山町地区で住居表示整備事業に取り組みます。 

また、障害者施設と連携して、街区表示板の点検・補修等事業を行います。 

 

  

作業の様子 街区表示板作業前 街区表示板作業後 

街区表示板点検・補修等作業 

 

上郷・森の家 
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(1) 人権施策推進事業           2,786 万円(前年度 3,543万円) 

「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会」の実現を目指して、 

人権に関する施策の総合的な企画・調整を行うとともに、人権キャンペーンや講演会、広 

報よこはま人権特集ページの作成といった市民、事業者、団体等に向けた啓発・研修を推進 

し、様々な人権課題の解決に取り組みます。 

 

(2)  犯罪被害者等相談支援事業         373 万円(前年度 213万円) 

「犯罪被害者相談室」において、犯罪被害者等の相談に応じ、相談者が再び平穏な生活 

  を営めるよう支援するとともに、市民の皆様の理解を促進するための普及啓発活動や関係 

機関との連携を一層強化することで、途切れない支援の実現を目指します。 

また、横浜市犯罪被害者等支援条例（仮称）の提案等に向けた検討を行います。 

 

 (3) 性的少数者支援事業           595 万円(前年度 650万円)  

差別や偏見の中で、孤立しがちな性的少数者の困難などを解消するため、支援を実施 

します。特に、誰にも相談できずに孤立し、引きこもりや自殺という深刻な状況に陥り 

がちな青少年層を中心に、個別専門相談を行うほか、交流の場を提供します。 

 

 

 

 

 
(1) インターネット広報事業        ４億 9,635 万円 (前年度 １億 4,793万円)  

市ウェブサイト等を活用して適時・的確な情報発信を行います。 

また、ウェブアクセシビリティＪＩＳ規格等の課題に対応するために、30 年度末の主要 

部分公開を目指して、市ウェブサイトの再構築を進めます。 

 
(2) 「広報よこはま」発行事業       ３億 2,194 万円 (前年度 ３億 1,504万円) 

市の基幹的な広報媒体として、毎月１日、 

「広報よこはま」市版を発行し、市の施策や 

事業について、市民の皆様にお知らせします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 人権を尊重した市政運営       3,753 万円（前年度 4,551 万円） 

５ 市内外への効果的な情報発信と市民の声の市政への反映推進 

                  14 億 7,117 万円（前年度 11 億 1,934 万円） 

広報よこはま市版４月号 
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 (3) 広聴事業                     257 万円(前年度 259万円) 

市民の皆様から郵送やインターネットなどで 

市政に関する御意見・御提案をいただく「市民 

からの提案」や、市長が市民の皆様と直接お会 

いしてお話を伺う「ティー・ミーティング」、 

「ぬくもりトーク」、登録していただいたメン 

バーにインターネットを通じて市政に関するア 

ンケートにお答えいただく「ヨコハマ eアンケ 

ート」などの各種広聴事業を通して市民の皆様 

の声を幅広く受け止め、市政に反映します。        ぬくもりトーク 

  
(4) 市民相談事業                  4,755 万円(前年度 4,737 万円) 

市政相談をはじめ、専門相談員による法律相談、司法書士相談、交通事故相談、公証 

相談、宅地建物相談等を実施します。また、市民向けに法律知識の普及を図るため、市 

民法律講座を実施します。 

 
(5) 横浜市コールセンター事業          ２億 849 万円(前年度２億 525万円) 

市役所や区役所の各種手続、イベント、施設等の市政情報や生活情報など様々な問合せ 

に、８時から 21時まで年中無休で対応するとともに、区役所代表電話の交換業務を行い 

ます。受付時間外には、災害情報が市内に出されている場合に自動音声でお知らせします。 

  

 (6) 情報公開制度の適正・円滑な運用          743 万円(前年度 720万円) 

適正かつ円滑な情報公開制度の運用を図るため、職員の情報公開に対する理解がさらに 

深まるよう、研修や開示請求案件に係る協議を通じて所管課を積極的に支援していきます。 

また、情報公開・個人情報保護審査会において、不服申立案件の適正・迅速な処理を進め 

ます。 

    
(7) 個人情報保護施策の推進              430 万円(前年度 495万円) 

市民・事業者等が個人情報保護に関する制度を正しく理解し、保護と利用のバランス 

に留意した個人情報の取扱いができるよう、情報提供等を行います。 

また、研修や自主点検等を通じて条例に基づく個人情報の適正な取扱いを図るととも 

に、個人情報の漏えい防止に向けた全所属における取組を推進します。 


