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◎予算規模 

平成 31 年度の総務局の予算規模は、796 億 7,169 万円で、前年度と比較すると、 

164 億 1,534 万円、約 26.0％の増となっています。 
 

区 分 31 年度（案） 30 年度 増▲減 

一般会計 796 億 7,169 万円 

（776 億 8,265 万円） 

632 億 5,635 万円 

（615 億 4,537 万円） 

164 億 1,534 万円（26.0％増） 

(161億 3,728万円(26.2％増)) 

＜主な増＞新市庁舎整備事業（約 104 億円）、災害救助基金積立金（約 26 億円） 

    退職手当等（約 11 億円）など 

※1 万円未満は、四捨五入しているため、差引等が一致しない場合があります。 

※下段（ ）内は市債＋一般財源の金額です。 

 

 
 

Ⅰ 新市庁舎整備と新たな働き方の推進  

◆新市庁舎整備事業の推進               417億 8,851万円 

32 年１月末しゅん工、６月末供用開始に向けて、引き続き本体工事や中層部の内

部整備工事等を行います。 

また、32 年４月から実施する移転に向けて、移転事業者の選定を進めるほか、行

政及び議会の什器・備品の購入・設置を進めます。 

そのほか、庁内ＬＡＮや幹線ネットワークの整備、低層部の商業施設やアトリウム

（屋根付き広場）の開業・運営に向けた準備や、市民向け内覧会などを行います。 

 

○工事費 392億 6,228万円  

○移転費 ２億 1,500 万円  

 ※31 年第１回市会定例会で債務負担行為（７億 6,000 万円）の設定 

○什器・備品購入費 ５億 5,400 万円  

 ※31 年第１回市会定例会で債務負担行為（84 億円）の設定   

○ネットワーク整備

委託費等 
17 億 5,723 万円 

 

 

 

 

 

平成３１年度総務局予算案について 

予算案のポイント（主な事業） 
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◆新市庁舎管理事業【新規】               ３億 5,587 万円 

建物の完成に伴い、光熱水費を含む新市庁舎の施設管理費等を計上します。 

なお、新市庁舎では、超高層ビルの特性や経済性・効率性の観点から、建物全体の

管理業務を一括して委託する、いわゆる「ビル管理」を導入します。 

    ※ビル管理について、31 年第１回市会定例会で 35 年度まで債務負担行為（32 億円）の設定 

 

◆業務改善とワークスタイルの見直し           1 億 7,218 万円 

新市庁舎への移転も見据え、引き続き全庁的な業務改善とワークスタイルの見直し

に取り組みます。文書管理の適正化や、庶務、労務、会計経理など内部管理業務の効

率化に向けた取組を進めるとともに、ペーパーレスを推進するため、電子文書を適切

に管理できる基盤として、統合ファイルサーバーの構築を進めます。 

また、在宅型テレワーク及び横浜版フレックスタイム制度を本格導入します。 

 

Ⅱ 行政改革の推進と ICT を活用した業務効率化  

◆情報共有基盤システムの運用              2億 9,321万円 

業務システム間のデータ連携による事務作業の効率化や市民サービスの向上を図

るため、情報共有基盤システムを運用します。また、共有機器へのシステム集約によ

る重複投資の防止など、更なるコスト適正化に取り組んでいきます。 

 

◆社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）への対応【総務局分】 

   1 億 5,388 万円 

他都市等との情報連携を円滑に運用するとともに、法令の改正等に対応したシステ

ム改修を実施します。また、マイナポータル（※）を活用した市民の利便性向上及び

行政事務の効率化の取組についても、引き続き検討を進めていきます。 
 
【参考】マイナンバー制度対応予算額【全局分】 15 億 4,084 万円 

※行政機関等が保有する自身の個人情報や行政機関からのお知らせなどの確認、子育てワンストップ

サービスを利用した行政手続のオンライン申請などができる国が整備した WEB サービス 

 

◆人事給与関連システムの構築【拡充】           2 億 5,112 万円 

 臨時・非常勤職員制度の改正に対応した非常勤職員管理システムの構築や、正規職

員を対象にした人事給与関連システム見直しに向けて課題や機能の検討などを進め、

ICT 化による管理業務の効率化・集約化を図ります。 
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◆外郭団体改革の推進                     828 万円 

横浜市外郭団体等経営向上委員会を活用した協約マネジメントサイクルの着実な

実行により、外郭団体の更なる経営向上に取り組みます。 

 

 

 

 事務の効率化や働き手不足の補足手段として期待される「RPA」は、定型的なパソ

コン操作等を人の代わりにロボット（ソフトウェア）に行わせる技術です。大量反

復的な業務やヒューマンエラーの抑制に効果を発揮するという特性を踏まえ、既存

の事務作業における活用について民間事業者との共創により検討を進めています。 

 31 年度は関連予算として６００万円を計上しました。 

 ※RPA：Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション） 

 

Ⅲ チーム力を高める人材育成の推進と職場づくり  

◆コンプライアンスの推進                   826 万円 

適正な業務執行を確保し、市民の皆様の要請に応えるため、コンプライアンス委員

会の活用等により、リスクマネジメントの取組を全庁的に進めます。 

また、職員のコンプライアンス意識の浸透を図るため、横浜市職員行動基準に適っ

た取組を表彰（チーム横浜賞）するとともに、コンプライアンス意識を醸成する研修

の実施や、不正防止内部通報制度等の関連制度を運用します。 

 

◆横浜市人材育成ビジョンに基づいた取組の推進        4,686 万円 

「横浜市人材育成ビジョン」に基づき、すべての職員が意欲と能力を十分に発揮で

きるよう、組織的かつ計画的な人材育成を引き続き進めます。 

職員の能力開発やキャリア形成支援に向けた取組として、新採用職員研修や昇任者

研修などの基礎研修、職務能力の向上を目指す選択制の課題別研修、女性活躍推進に

向けた研修などを実施します。 

 

◆職員の健康管理                    3 億 1,586 万円 

職員が健康でいきいきと働き、持てる能力を最大限に発揮できるよう、健康診断や

健康相談、研修等を着実に進めるとともに、「健康ビジョン」に基づき、心身の健康

づくりの実践と働きやすい職場環境づくりを支援します。 

[コラム] RPA 等の先端技術を活用した業務効率化検討の取組について 
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Ⅳ 自助・共助を中心とした防災への取組  

◆自助・共助の推進                   3 億 1,796 万円 

大規模災害時には、地域住民が「自助」、「共助」により被害を最小限にとどめるこ

とが何より大切です。 

そのため、地域の防災を担う人材の育成や、浸水想定区域や避難場所等の情報を掲

載した「洪水ハザードマップ」の配付、家具転倒防止器具の設置補助などを引き続き

実施します。また、逃げ遅れゼロの実現を目指し、避難行動に関する調査を新たに実

施します。 

 

○地域の防災担い手育成事業 1,988 万円 

町の防災組織のメンバーを対象に、防災・減災推進研修を実施し、地域の防災活

動の担い手となる人材を育成します。 

また、広く市民を対象に、横浜市民防災センターを活用して、「地震火災対策」

や「女性の視点をいかした自助・共助」など、テーマごとに防災・減災の知識を深

める「防センアカデミー」を実施します。 

○洪水ハザードマップ改訂事業 606 万円 

水防法改正に伴い、大岡川水系及び境川水系の浸水想定区域が見直されたため、

両水系の「洪水ハザードマップ」を改訂し、配付します。 

 ○家具転倒防止対策助成事業【拡充】 470 万円 

自助の取組に対する公的助成として、自力での取付けが困難な高齢者などの世帯

に対し、家具転倒防止器具の取付けを代行します。 

31 年度は、より多くの市民の皆様に家具転倒防止を実施していただけるよう助

成件数を 500 件（30 年度予算 200 件）に拡充します。 

○逃げ遅れゼロの実現に向けた動向調査【新規】 545 万円 

避難勧告等発令時に適切な避難行動を取っていただくための今後の取組に活か

すため、過去に避難勧告等を発令した区域の市民を対象に、避難行動に関する動向

調査を実施します。 

 

◆地域防災拠点の機能強化                5億 3,297万円 

配備から約 20 年が経過している地域防災拠点の資機材や備蓄している生活用品の

更新を進めます。また、２階以上の空き教室を備蓄庫としている学校については、発

災時に円滑に資機材を活用できるよう備蓄庫を校地に移設するなど、地域防災拠点の

機能強化を図ります。 
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○災害対策備蓄事業【拡充】 3 億 4,142 万円 

地域からの要望が多く、故障頻度が高い移動式炊飯器 168 台を更新します。これ

により、全拠点（459 拠点）で更新が完了します。 

さらに、避難生活に欠かすことのできない発電機及び投光器についても、31 年

度から 3 か年を目途に更新を進めます。31 年度は、まず、全拠点（459 拠点）で、

発電機、投光器各１台を、取扱いやメンテナンスが容易なものに更新します。 

また、高齢者、乳幼児、女性など災害弱者の皆様が、より快適な避難生活を送る

ことができるよう、各拠点に備蓄している生活用品（おむつ・紙パンツ、生理用品、

ほ乳瓶）を、31 年度にすべて更新します。 

 ○地域防災拠点機能強化事業 1 億 8,771 万円 

備蓄庫を校地に移設するため、設計(10 か所)及び工事（10 か所）を実施します。 

 

◆市民の安全・安心を支える危機対応力の強化      17 億 4,981 万円 

市民や来街者等に対して災害情報を迅速かつ正確に伝えるため、災害情報の伝達手

段を拡充します。また、より迅速で的確な発災対応ができるよう、危機管理システムを

更新します。 

さらに、大規模イベントや国際会議開催に備え、関係機関との合同訓練を実施しま

す。 

 

○情報伝達手段強化等事業【新規】1 億 8,500 万円 

地震や風水害等に関する緊急情報を発報する防災スピーカーを、防災行政用デジ

タル移動無線網を活用して整備します。 

（31 年度：区役所、消防署、地域防災拠点等で合計 42 か所） 

○危機管理システム等更新事業【新規】5 億 5,832 万円 

被災状況や避難所情報等を効率的に収集・集約し、全区局が一体となった応急対

策と情報発信を展開するため、危機管理システムを更新します。 

○危機対処・防災訓練事業 2,124 万円 

横浜市総合防災訓練のほか、第７回アフリカ開発会議、ラグビーワールドカップ

2019™及び東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける危機管理体制の構築に

向け、関係機関との合同訓練等を実施します。 

 

◆災害救助法改正に伴う対応【新規】           25 億 8,227 万円 

30 年６月に改正災害救助法（31 年 4 月 1 日施行）が成立し、避難所の運営や仮設

住宅の供与等の救助事務について、内閣総理大臣から指定を受けた救助実施市が自

らの事務として被災者を救助することが可能となりました。 

そのため、災害救助法に基づいて、災害救助に要する費用の財源に充てる災害救

助基金への積立金を計上し、4 月 1 日の指定を目指します。 
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（単位：千円）

31年度 30年度 増△減 前年比
％

79,671,690 63,256,349 16,415,341 26.0
(77,682,649) (61,545,365) (16,137,284) (26.2)

79,671,031 63,254,077 16,416,954 26.0
(77,681,990) (61,543,093) (16,138,897) (26.2)

51,226,744 38,383,960 12,842,784 33.5
(50,733,038) (37,894,596) (12,838,442) (33.9)

17,273,141 15,811,415 1,461,726 9.2
(17,248,957) (15,799,228) (1,449,729) (9.2)

5,908,814 6,916,230 △ 1,007,416 △ 14.6
(4,630,514) (5,763,880) ( △ 1,133,366) (△ 19.7)

5,262,332 2,142,472 3,119,860 145.6
(5,069,481) (2,085,389) (2,984,092) (143.1)

659 2,272 △ 1,613 △ 71.0
(659) (2,272) ( △ 1,613) (△ 71.0)

659 2,272 △ 1,613 △ 71.0
(659) (2,272) ( △ 1,613) (△ 71.0)

※　下段（　　）内は市債＋一般財源の金額です。

　

平成31年度　総務局予算案総括表

一 般 会 計

区　　　　　分

行 政 運 営 費

人 事 管 理 費

危 機 管 理 費

総 務 費

情 報 化 推 進 費

水道事業会計繰出金

諸 支 出 金
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国・県

その他

市債

一般財源

（単位：千円）

前 年 度 増 △ 減

職員人件費（総務局職員給与等） 4,304,043 105,226
総務局職員等に対する給料、各種手当及び共済費 (4,028,326) (105,226)

庁舎管理事業 2,451,633 24,945
市庁舎及び賃借ビルの維持・管理に係る経費 (2,295,011) (22,294)

新市庁舎整備事業 30,853,596 10,375,929
新市庁舎整備に係る経費 (30,813,596) (10,386,429)

新市庁舎管理事業 0 355,871
新市庁舎の維持・管理に係る経費 (0) (343,571)

事務処理センター等管理運営事業 0 1,565,120
事務処理センター等の管理運営に係る経費 (0) (1,565,120)

しごと改革プロジェクト推進事業 61,583 110,596

業務改善とワークスタイルの見直しに係る経費 (61,583) (110,516)

社会保障・税番号制度推進事業 6,700 △ 2,651
他都市等との情報連携の円滑な運用、マイナポータルを活
用した市民の利便性向上推進等に係る経費 (6,700) (△ 2,651)

外郭団体指導調整事業 8,324 △ 48
外郭団体改革の取組に係る経費 (8,324) (△ 48)

文書管理システム運用事業 161,120 △ 16,994
文書管理システムの運用・管理に係る経費 (152,554) (△ 16,608)

文書事務運営費 40,854 196,012
市報発行、文書集配、印刷・複写、書庫等に係る経
費 (40,854) (196,012)

市史資料等保存活用事業 66,936 △ 175
横浜市史資料室（横浜市中央図書館内）の運用・管
理に係る経費 (66,429) (0)

コンプライアンス推進事業 7,321 940
適正な業務執行の確保、職員のコンプライアンス意識の浸
透、コンプライアンス関連制度の運用等に係る経費 (7,321) (940)

その他行政運営費 421,850 128,013
嘱託職員の人件費、局内の事務用品費等 (413,898) (127,641)

※下段（　　）は市債＋一般財源の金額

10
236,866
(236,866)

1,565,120
(1,565,120)

8,261
(8,261)

(541,539)

549,863

(135,946)

本年度

前年度

増△減

本年度
財源内訳

(4,133,552)

2,476,578

493,706千円

12,842,784千円

15,261,038千円

本　年　度

4,049

(2,317,305)

41,229,525
(41,200,025)

172,179

(172,099)

1

2

1 行 政 運 営 費

職員人件費及び庁舎管理等の行政運営に要する主な経費

51,226,744千円
38,383,960千円

35,472,000千円

4,409,269

3

13

7

11

6

8

9

12

4

5

355,871
(343,571)

(4,049)

(8,276)

66,761
(66,429)

8,276

144,126
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国・県

その他

市債

一般財源

（単位：千円）

前 年 度 増 △ 減

職員人件費（退職手当等） 15,128,821 1,124,154
退職手当、児童手当等 (15,128,821) (1,124,154)

人事管理費（労務課） 40,044 237,764
非常勤職員管理システムの構築に係る経費 (39,568) (238,240)

職員安全衛生管理事業 332,254 △ 16,397
職員の健康管理及び職場の安全衛生管理に係る経費 (327,838) (△ 16,845)

職員被服貸与事業 48,647 569
職務上必要な被服の貸与に係る経費 (45,647) (569)

職員研修事業 83,607 2,935
各種職員研修及び研修センターの維持管理に係る経
費 (80,497) (2,548)

その他人事管理費 178,042 112,701
職員ＩＤカード更新対応経費等 (176,857) (101,063)

※下段（　　）は市債＋一般財源の金額

4
49,216
(46,216)

17,248,957千円

退職手当等の人件費及び職員の安全衛生等の人事管理に要する主な経費

2 人 事 管 理 費

本年度 17,273,141千円
前年度 15,811,415千円

315,857
(310,993)

増△減 1,461,726千円

本　年　度

1
16,252,975

24,184千円本年度
財源内訳

(16,252,975)

6
290,743
(277,920)

277,808
(277,808)

2

5
86,542
(83,045)

3
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国・県

その他

市債

一般財源

（単位：千円）

前 年 度 増 △ 減

情報システム運営管理事業 3,266,007 333,850
住民情報系システムの運用・管理に係る経費 (2,126,308) (212,320)

行政情報通信基盤（庁内ＬＡＮ）運用事業 2,825,429 △ 1,481,878

庁内ＬＡＮの運用・管理に係る経費 (2,813,970) (△ 1,481,934)

職員認証システム運用事業 117,259 127,507
情報セキュリティ確保のための職員認証システムの
運用・管理に係る経費 (116,287) (127,819)

情報化推進事業 34,013 30,201
情報システム調達適正化の支援、ＩＣＴ人材育成等に
係る経費、先端技術等の活用推進 (33,973) (30,181)

電子申請・届出システム運用事業 38,266 △ 5,575
電子申請・届出システムの運用・管理に係る経費 (38,266) (△ 5,575)

その他情報化推進費 635,256 △ 11,521
庶務事務集中センターの管理運営、人事給与システ
ムの運用経費等 (635,076) (△ 16,177)

※下段（　　）は市債＋一般財源の金額

32,691
(32,691)

244,766
(244,106)

6

64,214

623,735
(618,899)

4

5

(1,332,036)

本　年　度

3

(64,154)

2
1,343,551

本年度

前年度

増△減

(2,338,628)

5,908,814千円

情 報 化 推 進 費3

情報システムの運用等の情報化推進に要する主な経費

1

6,916,230千円
△ 1,007,416千円

18,226千円
1,260,074千円

3,599,857

本年度
財源内訳

4,630,514千円
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国・県

その他

市債

一般財源

（単位：千円）

前 年 度 増 △ 減

災害対策備蓄事業 137,129 204,290
地域防災拠点等の食料及び水缶詰等の備蓄品の購入
経費 (132,129) (195,290)

地域防災拠点機能強化事業 145,362 42,347
防災備蓄庫の整備等経費 (94,277) (14,507)

危機対処・防災訓練事業 17,256 9,432
各種防災訓練の実施や避難者動向調査に係る経費 (17,256) (9,432)

家具転倒防止対策助成事業 2,823 1,877
家具転倒防止器具の設置補助に係る経費 (2,823) (1,877)

地域の防災担い手育成事業 21,947 △ 2,065
地域防災を担う人材の育成等、地域の自助・共助の
取組の支援に係る経費 (21,947) (△ 2,065)

洪水ハザードマップ改訂事業 14,088 △ 8,027
帷子川水系、大岡川水系及び境川水系の洪水ハザー
ドマップの印刷・配付に係る経費 (14,088) (△ 8,027)

危機管理システム等更新事業 0 558,320
危機管理システムの更新に係る経費 (0) (460,860)

情報伝達手段強化等事業 0 185,000
災害情報の伝達手段の強化や多様化の検討に係る経
費 (0) (185,000)

災害救助基金積立金 0 2,582,267
大規模災害時の救助費用とするための災害救助基金
の積立に係る経費 (0) (2,580,719)

その他危機管理費 1,803,867 △ 453,581
防災行政用無線の更新工事、防災・減災普及啓発事
業等 (1,802,869) (△ 453,501)

※下段（　　）は市債＋一般財源の金額

(1,349,368)

1,350,286
10

7
558,320
(460,860)

9
2,582,267
(2,580,719)

4
4,700
(4,700)

8
185,000
(185,000)

(19,882)

6
6,061
(6,061)

5
19,882

(327,419)

2
187,709
(108,784)

3
26,688
(26,688)

危機管理に要する主な経費

本　年　度

4 危 機 管 理 費

1

本年度 5,262,332千円
前年度 2,142,472千円

341,419

増△減

93,834千円
3,119,860千円

本年度
財源内訳

99,017千円

1,117,000千円
3,952,481千円
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国・県

その他

市債

一般財源

（単位：千円）

前 年 度 増 △ 減

水災被害世帯支援繰出金 2,272 △ 1,613
水災被害等の被災者に対する支援 (2,272) (△ 1,613)

※下段（　　）は市債＋一般財源の金額

水道事業に対する繰出金

本　年　度

1
659

(659)

659千円
前年度 2,272千円
増△減 △ 1,613千円

本年度
財源内訳

659千円

5
水 道 事 業 会 計
繰 出 金

本年度



（３） しごと改革の推進～不断の行政改革の推進～

限られた経営資源の中で必要な施策を推進するため、引き続き、徹底した市役所内部

経費の削減や事務事業の効率化・適正化、外郭団体への財政支援等の見直しに取り組み

ました。 

■事業見直しによる効果額の推移   （市債＋一般財源） 

見直し分類 31年度 30年度 29年度 28年度 

市役所内部経費の見直し 13億円 23億円 17億円 19億円 

民営化・委託化の取組 3億円 1億円 2億円 3億円 

使用料等の見直し ― 9億円 ― ※ 0億円

その他事業の見直し 93億円 83億円 86億円 82億円 

合

計 

見直し効果額 110億円 116億円 105億円 104億円 

見直し件数 1,094 件 1,176 件 1,100 件 1,101 件 

※１件 ２百万円

＜徹底した事務事業の見直し＞ 

時代の変化を踏まえながら、事業の必要性や有効性等について検証し、民営化・委託

化の推進や事業手法の見直し、経費の縮減など、効率的・効果的な行政運営の実現に向

け、例外を設けず事業の見直しを実施しました。 

■主な見直し内容

取組項目 主な見直し内容 効果額 
（百万円） 

① 市役所内部経費の見直し《 414 件、13 億円 》

文書管理システム運用

事業、指令運営費 

システム機器（文書管理システム、指令システム）を

一定期間再リースすることで経費を削減 
100 

② 民営化・委託化の取組《 4 件、3 億円 》

市立保育所の民間移管 新たに市立保育所４園（累計 51園）を民間移管 68 

市立保育所給食調理 

業務民間委託 

新たに市立保育所２園（累計 15園）で民間委託を 

実施 
15 

公立養護老人ホーム 

運営事業 

公立養護老人ホーム（恵風ホーム）を民営に転換する 

ことで運営費を削減 
239

【参考】「平成３１年度予算案について」からの抜粋 

12



磯子検認所費 
し尿の検認及び前処理施設の運営管理について委託を

実施 
8 

③ その他事業の見直し《 676 件、93 億円 》

行政サービスコーナー

運営事業等 

証明発行数の減少を踏まえた証明発行拠点の見直し

（平成 31年３月に、長津田駅行政サービスコーナーを廃止）
31 

外郭団体の民間主体 

への移行 

本市が保有する外郭団体（（株）横浜インポートマート）

の株式を売却し、民間主体への運営に移行 
2,840 

がん検診事業 

国の指針に基づく対象年齢及び検診間隔の変更を行う

とともに、胃がん集団検診を個別検診に一本化 

個別勧奨通知送付方法の見直し 

134 

地域ケアプラザ整備 

事業 

地域ケアプラザの整備にあたり、未利用地の売却益を 

充当するとともに、助成金を活用 
168 

水政事業 
雨水調整池を民間貸付（上部利用）することで歳入を 

確保 
16 

（参考） 

外郭団体に対する 

財政支援等の見直し 

事務費等の見直しによる補助金・委託料の見直し等 
（一部再掲） 
（補助金・委託料の削減：236 百万円、本市保有の株式売却： 

2,840 百万円） 

3,076 

13



14 効率的・効果的な執行体制づくり  

 
 
 
 
 
 

 

《31年度の主な組織機構改革》 

 

 主な取組 

政策局 
国際園芸博覧会の招致活動について、迅速な意思決定を図りながら対応していくため、 

「国際園芸博覧会招致推進室」を設置します。 

総務局 

災害対応力を強化するため、危機管理室について、「危機管理課」「緊急対策課」 

「危機対処計画課」「情報技術課」を、「危機管理課」「緊急対策課」「防災企画課」 

「地域防災課」へ再編します。 

道路局 

豪雨災害に対する防災・減災対策や河川施設の維持管理体制等を強化するため、河川部に 

ついて、「河川管理課」「河川計画課」「河川事業課」を、「河川企画課」「河川管理課」

「河川事業課」へ再編します。 

港湾局 
新港ふ頭や大黒ふ頭などの客船受入施設のほか、賑わい施設の整備に向けて、「整備推進課」  

を設置します。 

温暖化対策 

統括本部 

国が施策として進める「ＳＤＧｓ未来都市」「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に横浜市が 

選定され、今後の取組を着実に推進していくため、課の名称を「環境未来都市推進課」から

「ＳＤＧｓ未来都市推進課」に変更します。 

消防局 

消防署の警防体制やマネジメント体制を強化するため、これまで係長に相当する階級を配置 

していた予防課長、警防第一課長、警防第二課長等の職位・職責を見直し、課長に相当する 

階級を配置する「総務・予防課長」「警防課長」「警防第一担当課長」「警防第二担当課長」

に再編します。 

※平成31年度は６署実施し、平成33年度までに全署実施予定。 

教育委員会 

事務局 

第３期横浜市教育振興基本計画に基づく取組強化のため、「指導部」を「学校教育企画部」に  

名称変更するとともに、「指導企画課」「国際教育課」「教育課程推進室」を「小中学校企画課」

「教育課程推進室」へ再編します 。 

あわせて、多様なニーズに対応した特別支援教育の推進を図るため、学校教育企画部に 

「インクルーシブ教育担当部長」を配置します。 

 

《31年度の職員定数の見直し》 

 

 増員 減員 差引増減 

職員定数の変更数 

（再任用職員を除く変更数） 

41１人 

（38１人） 

▲253 人 

（▲194 人） 

158 人 

（187 人） 

 

厳しい財政状況のもと、市民の信頼に応えながら必要な施策を推進するため、スクラップ・アンド・ビルドを

基本とした見直しにより効率的・効果的な執行体制を構築します。 

国の法制度改正への対応や重点施策を推進する体制を強化する一方、民営化・委託化の取組や業務の

効率化による減員を実施します。また、事業を着実に推進するため、一部組織の機構改革を行います。 

14



（１）主な増要素 （単位：人） 

■国の法制度改正への対応

市立保育所の機能強化 

児童相談所の執行体制強化 

幼児教育・保育無償化対応 

災害救助法に関する業務の権限移譲に向けた対応 

パスポートセンターの設置・運営に向けた対応 

24 

22 

15 

4 

4 

■重点施策への対応

児童支援専任教諭の定数配置（常勤化）の拡充等への対応 

上瀬谷通信施設跡地対応／国際園芸博覧会招致推進対応 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催準備 

新市庁舎移転への対応 

横浜環状道路南線整備への対応／道路の無電柱化推進への対応 

文化観光施策の推進 

区役所における危機管理・地域防災推進への対応 

ラグビーワールドカップ 2019™の開催

区役所における児童虐待対応等の機能強化 

新綱島駅周辺地区の市街地開発事業への対応 

大規模イベント実施に向けた市危機管理体制の強化 

50 

40 

13 

13 

9 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

(２)主な減要素  （単位：人） 

■民営化・委託化等の推進

市立保育所の民間移管（４園） 

養護老人ホーム「恵風ホーム」の廃止 

磯子検認所の委託化 

学校給食調理業務の民間委託拡大（２校） 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

48 

34 

9 

6 

■事務事業の廃止・縮小・効率化等

家庭系ごみ収集体制の見直し 

横浜環状北西線の事業収束 

金沢八景駅東口開発事務所の閉所 

▲ 

▲ 

▲ 

13 

14 

6 

■公営企業の経営効率化

水道事業における経営効率化の取組 ▲ 23

15



《市全体の職員定数 ※１の推移》 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 職員定数は、横浜市職員定数条例第２条第１項各号に規定する定数の合計です。ただし、31年度に 

  ついては、第１回市会定例会に提出予定の同条例改正案に基づく数値です。 

 

※２ 公的年金制度の改正に伴い、26 年度から、再任用職員（消防職員を除く）は原則フルタイム勤務での 

運用に変更となったため、職員定数に含めています。 

 県費負担教職員の本市移管に伴い、29年度から、教職員を職員定数に含めています。 

 

※３、４ 26年度以降は、消防職員のみを計上しています。消防職員については、フルタイム勤務での運用

が 32 年度から導入されるため、現段階では職員定数の外数としています。 

(単位：人)

Ｈ22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｈ31
H22～H31
の増減比較

職員定数※2 26,584 26,512 26,477 26,427 28,410 28,413 28,483 44,704 44,800 44,958

（うち再任用職員） (2,054) (1,978) (1,873) (2,476) (2,495) (2,466)

再任用職員※3 1,487 1,869 1,881 1,836 181 167 157 185 190 213

再雇用嘱託員※4 804 550 687 699 46 66 83 56 54 30

一般嘱託員 3,510 3,645 3,632 3,678 3,805 3,841 3,785 3,766 3,800 3,891 381

合計 32,385 32,576 32,677 32,640 32,442 32,487 32,508 48,711 48,844 49,092 16,707

16,326

16



《一般会計人件費の推移》 

一般会計における31年度の人件費は、共済料率の減などの影響により、対前年度比0.4%の減を計上

しており、一般会計歳出予算に占める人件費の割合は、0.5ポイントの減となっております。 

（参考） 

横浜市は、これまで特殊勤務手当や住居手当などの諸手当の引下げを行ってきたため、職員に支給

される諸手当を含めた平均給与月額は、総務省公表の平成29年度地方公務員給与実態調査結果による

と、20政令指定都市中14位（29年実績・一般行政職）となっています。 

17
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