４．横浜市中期計画 18 年度の進ちょく状況について

○ 『横浜市中期計画〜横浜リバイバルプランⅡ 開港 150 周年羅針“版”
』
（計画期間：平成 18〜22 年
度、平成 18 年 12 月策定）の、各分野（政策・運営・財政）の事業・取組について、計画の初年度であ
る平成 18 年度の進ちょく状況をまとめました。
○ 各重点事業（政策）
・重点取組（運営・財政）の目標達成に向けた進ちょく度合を、目標項目ごとに「計
画以上に進んでいる」
「概ね計画どおりに進んでいる」
「計画どおりに進んでいない」
「進ちょく状況確認
の対象外」の４つに区分し、とりまとめました。
○ 平成 19 年度以降、進ちょく状況も踏まえて各項目の取組を進めてまいります。

１ 18 年度進ちょく状況のとりまとめ結果
「概ね計画どおり」
、
「計画以上」に進んでいる事業があわせて９４％
○ 今回、進ちょく状況を確認できた目標項目のうち「計画以上に進んでいる」ものの割合は７．０％、
「概
ね計画どおりに進んでいる」ものの割合は８６．７％で、合計すると９３．７％が「概ね計画どおり」ま
たは「計画以上」に進んでいることになり、計画初年度としては順調な滑り出しといえます。
計画以上に
進んでいる

概ね計画どおり
に進んでいる

１５項目
政策分野
（119 事業） （ ７．３％）
６項目
運営分野
（101 取組） （ ４．８％）
１項目
財政分野
（16 取組） （ ４．８％）

１５４項目
（７４．４％）

合

計

計画どおりに
進んでいない

進ちょく状況確認
の対象外

１２項目
２６項目
（ ５．８％） （１２．５％）

１０４項目

５項目

９項目

合

計

２０７項目
（１００％）
１２４項目

（８３．９％）

（ ４．０％） （ ７．３％）

（１００％）

１５項目
（７１．４％）

３項目
２項目
（１４．３％） （ ９．５％）

２１項目
（１００％）

２２項目
（ ６．２％）

２７３項目
（７７．６％）

２０項目
３７項目
（ ５．７％） （１０．５％）

３５２項目
（１００％）

＜ ７．０％＞

＜８６．７％＞

＜ ６．３％＞

＜ ―％＞

注）合計欄の＜＞内は進ちょく状況を確認した 315 項目に対する割合

※中期計画で 19 年度以降取り組むこととしている項目や、18 年度末実績の把握に時間を要する項目など、現時
点では目標に対する進ちょく状況をはかれないものは、
「進ちょく状況確認の対象外」としています。
※各分野の（ ）内は中期計画の重点事業・重点取組数、項目数は重点事業・重点取組ごとに掲げている目標（指
標）数の合計です。
※政策・運営・財政分野ごとの主な事業・取組は「３ 各分野における主な事業・取組」
（1２〜２０ページ）に記
載しています。
①地域まちづくりを進める組織の数

120

２ 主な進ちょく状況

組織数
H18末実績
83組織

100

（１）
「計画以上に進んでいる」主な事業・取組
①【政策分野・重点事業 4-1-1】
市民発意による地域まちづくりの推進《都市整備局》

H22目標
100組織

80
60
40

「地域まちづくり推進条例」に基づく、地域まちづ
くりを進める組織の数が８３組織になりました。

H17末実績
29組織

20
0
H17末

9

H18末

H22目標

②【政策分野・重点事業 7-3-1】
さらなるごみ減量・リサイクルに挑戦！《資源循環局》

ごみ量（千トン）
1,609

1700

ごみ量の削減率（対 13 年度）は、22 年度目標値を
上回る削減率（▲35.9％）となりましたが、今後も人口

1500

H18実績
▲35.9％

1300

増加が見込まれることから、２２年度の目標を達成する
ためには、さらなるごみ減量・リサイクルを推進する必

1100

要があります。

②ごみ量

目標▲35％

1,032

1,040

H18

H22目標

900
700
5000

H13

③i-マッピーへのアクセス件数

③【運営分野・重点取組 1-1-4】
インターネットによる都市計画情報の提供

アクセス件数
600,000

《まちづくり調整局》
まちづくりに関する地図情報を市民企業等に提供する
ｉ−マッピーへのアクセス件数が 22 年度目標値を上回
る件数（49 万 9,000 件）となりました。

H18実績
49万9,000件
H22目標
40万件

500,000
400,000

H17実績
34万6,000件

300,000
200,0000
H17

④【運営分野・重点取組 2-2-1】

H18

H22目標

④市民活動支援センター利用件数

市民支援活動の充実《市民活力推進局》
市民活動支援センター利用件数が目標を上回る伸び率

利用件数（左：実績、右：目標）
120,000
106,046

（10 万 6,046 件・前年度比約 30％アップ）となりま
した。

100,000

H17→H18
約30％アップ

81,291
80,000
目標：毎年度5％アップ
60,000
40,0000
H17

H18

H22目標

⑤救急出場件数

⑤【運営分野・重点取組 5-1-3】
救急業務のあり方検討《安全管理局》
市内交通機関へのポスター掲出などの市民広報を実施
した結果、救急車の出場件数が減少（15 万 5,317 件、
前年度比 4.4％減）しました。

出場件数
180,000
162,536
155,317

160,000
140,000

H18実績
▲4.4％

120,000

目標：H17比
9.5％増に抑制

100,0000
H17
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H18

H22目標

（２）
「計画どおりに進んでいない」主な事業・取組
①【政策分野・重点事業 1-5-5】小規模多機能型居宅介護事業所の整備《健康福祉局》
小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進めるため、
民間事業者の施設整備に対する支援や説明会などを行い
ましたが、18 年度は 7 か所の整備にとどまりました。この原因としては、この事業が 18 年度の介護制度見
直しにより新設されたサービスであり、採算性や人材確保の不安などから事業者が慎重になっていること、利
用する市民に十分サービス内容が知られていないことなどが考えられます。今後、市民・民間事業者への PR
や情報提供などをすすめ、整備を促進していきます。
☆ 目標 小規模多機能型居宅介護事業所整備数
17 年度末現状値：― →22 年度末目標値：222 か所＜18 年度末実績：７か所＞
②【政策分野・重点事業 5-2-2】上場 150 社プロジェクト《経済観光局》
平成 21（2009）年までに市内上場企業数を 150 社以上とすることを目指して、市内中小・中堅企業の
上場支援を行いましたが、18 年度は 2 社の増にとどまりました。この原因としては、Ｍ＆Ａ（企業の合併・
買収）が経営の一手段として定着しつつあるなか、企業の経営戦略として上場という道をあえて選択しないケ
ースや、上場企業の市外への転出などが影響していると考えられます。上場企業１５０社達成に向けては、今
後も、今まで支援してきた企業の中で上場実現へ向けて具体的な準備を進めている企業への継続支援のほか、
上場を目指している企業の誘致などを積極的にすすめます。
☆ 目標 市内に本社・本店を持つ株式公開企業の数
17 年度末現状値：121 社→22 年度末目標値：150 社＜18 年度末実績：123 社＞
③【運営分野・重点取組 6-4-２】出産・育児の支援など仕事と生活の両立支援の充実《行政運営調整局》
『仕事・子育て両立のための職員参加プログラム〜やります！４つの「Do！プラン〜」
』に基づき、男女と
もに仕事と生活の両立がしやすい職場の風土づくりを推進してきましたが、子どもの出生時に 3 日間以上の休
暇を取得する男性職員は 3 人に 1 人程度にとどまっています。今後、男性の育児参加を積極的に推進するた
めに、取得率向上に向けて職場の理解や職員の意識の向上に向けた取組をすすめます。
☆ 目標 子どもの出生時における、父親の 3 日間以上の休暇取得率
17 年度末実績値：２８.８％→22 年度末目標値：１００％＜18 年度実績値：３５.５％＞
④【財政分野・重点取組 9-2-3】PFI の活用等による公共事業コストの縮減
《都市整備局 公共事業を実施する局》
施設整備に民間のノウハウを活かす PFI 事業については、18 年度に新たに 1 件の事業契約を予定していま
したが、契約に至りませんでした。この事業については、19 年度中に事業者の再公募を行うほか、瀬谷区総
合庁舎についても、PFI の事業契約に向け取り組んでいきます。
☆ 目標 ＰＦＩ導入（契約）事業数
17 年度末実績値：3 事業（H15〜17）
→22 年度末目標値：8 事業（H18〜22）＜18 年度実績値：0 事業＞
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３ 各分野における主な事業・取組

●政策分野の主な事業（一般会計以外の特別会計・公営企業会計分を含めて記載してあります。）
☆重点政策１：『セーフティ都市戦略』
『子どもの安全安心総合対策』

（決算額 1 億 8，200 万円）

学校の安全管理のサポートや通学路での安全見守りなどを行う「よこはま学援隊」への活動助成や、
「横
浜市子どもの安全の日」の設置にあわせスタートイベントなどを行いました。
○よこはま学援隊が組織された小学校数 累計１９６校＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：23 校→22 年度末目標値：全校（平成 19 年 4 月現在の小学校数 347 校）
）
〔教育委員会事務局学校防犯・防災担当 ℡671-4178〕
〔安全管理局地域安全支援課 ℡334-6491〕

『指導・監視強化による安全安心の確保』

（決算額 7，600 万円）

建築確認・検査に関する指定機関への指導や、違法な開発・宅地造成、建物に対する是正指導を行い
ました。また、消費生活相談の充実や事業者への指導強化など消費生活の安全安心を推進しました。
○５年間の違反是正命令件数 累計５０件＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：45 件→22 年度末目標値：60 件）
○消費生活総合センター仲介によるトラブル解決年間件数 １，５９９件/年＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：1,553 件/年→22 年度末目標値：1,600 件/年
〔まちづくり調整局違反対策課 ℡671-３８５５〕
〔経済観光局消費経済課 ℡671-2568〕

「特別養護老人ホームの整備」 （決算額 35 億 6，700 万円）
新たに７か所を整備した結果、入所定員が 805 人増加し、合計で 9,617 人となりました。
○特別養護老人ホーム整備数（床） ９，６１７床＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：8,812 床→22 年度末目標値：13,307 床）
〔健康福祉局高齢施設課

TEL671-4117〕

特別養護老人ホーム整備床数の推移（竣工ベース）
整備床数（単位：床）

12,000
10,000
8,000

8,812

9,617

10,171

7,708
6,366

6,000
4,000
2,000
0
H16.4

H17.4

H18.4
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H19.4

H20.4(予定）

☆重点政策２：『子ども未来戦略』
『保育所整備』

（決算額 39 億 1，600 万円）

増加する入所申し込みに対応し、待機児童の解消に向けて、保育所の新設（15 園）や認定こども園
（3 園）の整備及び民間保育所の老朽改築（３園）などを進めました。その結果、950 人の定員増と
なりました。
○保育所定員数 累計３３，９４４人＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：32,994 人→22 年度末目標値：約 38,000 人）
〔こども青少年局保育計画課 ℡671-2398〕

保育所定員と待機児童の推移
保育所定員数（左軸：人）

40,000
35,000
30,000

待機児童数（右軸：人）

1,190

33,944

32,994

35,338

1,400
1,200

29,888

26,689

1,000

25,000

800

20,000

643

600

576

15,000

400

353

10,000

200

5,000

0

0
H16.4

『放課後児童育成推進』

H17.4

H18.4

H19.4

H20.4(予定）

（決算額 18 億 200 万円）

すべての子どもたちにとって安全で快適な放課後の居場所として「放課後キッズクラブ」
、
「はまっ
子ふれあいスクール」
、
「放課後児童クラブ」事業を推進しました。
○放課後の居場所を利用している児童の割合 ５２．１％＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：49.9％→22 年度末目標値：60.0％）
〔こども青少年局放課後児童育成課 ℡671-4068〕

☆重点政策３：『いきいき自立戦略』
『児童相談所の増設』

（決算額 １２億５，６００万円）

市内４か所目となる児童相談所の整備を進め、併設の一時保護所（定員 56 人）とあわせて 19 年 6
月に南区に開所しました。
○児童相談所数 ３か所（４か所目を整備中）＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：3 か所→22 年度末目標値：4 か所）
〔こども青少年局中央児童相談所 ℡260-6510〕
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『総合型地域スポーツクラブの育成』

（決算額 500 万円）

幅広い年齢層を対象とし、複数の参加種目が用意された総合型地域スポーツクラブを地域住民が自
主的に設立・運営するための支援を行いました。
○クラブの普及 累計市内１１クラブ＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：市内 4 クラブ→22 年度末目標値：市内 23 クラブ）
〔市民活力推進局スポーツ振興課 ℡671-3237〕

☆重点政策４：『駅力・地域力戦略』

『高齢社会に対応した住まいづくり』 （決算額 6 億 3，900 万円）
高齢者の住替え支援や、高齢者が快適に暮らすための様々な機能やサービスを伴う高齢者向け賃貸住
宅の供給、住まいに関する情報提供を進め、高齢者の多様な居住ニーズに対応した住まいづくりの支援
を実施しました。
○高齢者向け優良賃貸住宅認定戸数 累計１，０３５戸＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：844 戸→22 年度末目標値：2,044 戸）
〔まちづくり調整局住宅整備課 ℡671-3665〕

『神奈川東部方面線の整備』 （決算額 １億 8，900 万円）
相鉄線「西谷駅」と東急東横線「日吉駅」を結ぶとともに「羽沢駅」付近で JR と接続する路線とし
て事業化に取り組み、
「西谷駅〜羽沢駅」の区間について事業に着手しました。
○神奈川東部方面線 一部事業着手＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：計画検討→22 年度末目標値：事業中）
〔都市整備局鉄道事業課 ℡671-2716〕

『まちのバリアフリー推進』 （決算額 3 億４，７00 万円）
主要な駅周辺などを対象にバリアフリー基本構想を定め、誰もが安全・快適に移動できるよう重点的
なバリアフリー化を進めました。
○特定経路（バリアフリー化道路）整備延長 累計７．８km＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：4.9km→22 年度末目標値：24.5km）
〔道路局施設課 ℡671-3557〕
〔道路局企画課 ℡671-2746〕
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☆重点政策５：『横浜経済元気戦略』
『横浜型企業誘致・産業立地戦略の展開』

（決算額 6 億 2，800 万円）

「企業立地促進条例」に基づく助成金の交付等の企業誘致・立地支援策を実施することにより、産業
集積地域の業務機能や生産・研究開発機能の集積及び強化を進めました。
○誘致・新規立地企業数 ５１件＜18 年度実績＞
（17 年度実績：49 件→22 年度末目標値：250 件）
○工場新増設等促進件数 ４０件＜18 年度実績＞
（17 年度実績：12 件→22 年度末目標値：200 件）
〔経済観光局誘致・国際経済課 ℡671-3837、ものづくり支援課 ℡671-3599〕

『アジア経済戦略の推進』 （決算額 300 万円）
「アジアにおける横浜」戦略を策定するとともに、アジア各国の企業にとってビジネスや生活がしや
すい魅力ある環境の整備として、インド系インターナショナルスクールの誘致に向けた準備などを実施
しました。
○アジア企業の誘致件数 ５件＜18 年度実績＞
（17 年度末現状値：− →22 年度末目標値：25 件）
〔経済観光局誘致・国際経済課 ℡671-3837〕

『身近な商業地の活性化』（決算額 900 万円）
地域経済の活性化に向けたコーディネートを行う「元気づくりの支援拠
点」を地域の中に設置するなど、市民生活を支える商店街の活性化を支援
しました。
○元気づくりの支援拠点 ２か所＜18 年度末実績＞
保土ケ谷区和田地域、磯子区滝頭地域
（17 年度末現状値：− →22 年度末目標値：8 か所）
〔経済観光局商業・コミュニティビジネス振興課 ℡671-2577〕

☆重点政策６：『ヨコハマ国際戦略』

『都市間交流推進』 （決算額 800 万円）
アジアを中心とする海外諸都市と、交流の目的と期限を定めた新たな都市間提携を推進し、相互にメ
リットのある交流を行います。18 年度は北京市、釜山広域市、台北市と新たな都市間提携を行いまし
た。
○新たな都市間提携都市数 ３都市＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：− →22 年度末目標値：10 都市）
〔都市経営局国際政策課 ℡671-2068〕
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『横浜開港 150 周年記念式典及び記念コアイベント』 （決算額２億 3，900 万円）
平成 21（2009）年に迎える開港 150 周年を、横浜の歴史や先人の業績を知る
機会にするとともに、
「チャンスあふれるまち」の創造に向けて動き出している横浜
を発信していきます。18 年度は、記念式典や「ベイサイドステージ」
・
「ヒルサイ
ドステージ」でのイベント開催に向けた準備を進めました。
○式典・イベントの実施 実施計画作成＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：基本計画策定→22 年度末目標値：平成 21 年実施）
〔開港 150 周年・創造都市事業本部 150 周年記念事業推進課 ℡671-4248〕

「象の鼻地区の再整備」 （決算額 3 億 3，900 万円）
横浜港発祥の地である「象の鼻地区」において、開港 150 周年に向け、
横浜の歴史と未来をつなぐ象徴的な空間としての再整備を行ないます。18
年度は、整備に向けて、基本計画の策定や護岸工事に着手しました。
○象の鼻地区の再整備 基本計画策定・護岸工事着手＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：整備計画検討→22 年度末目標値：第一段階整備完了）
〔港湾局建設課 ℡671-2879〕

☆重点政策７：『環境行動都市戦略』

『身近な水・緑環境の整備』

（決算額 124 億 7，300 万円）

身近な公園や身近な水辺環境の整備など、居住地からゆっくり歩いていける身近な範囲において、水・
緑環境にふれあう場の充実を図りました。
○身近な公園が整備されている小学校区数 157 校(近隣公園)/286 校(街区公園)＜18 年度末実績＞
【公開公園数 近隣 4 公園、街区 10 公園】
（17 年度末現状値：154 校（近隣公園）/285 校（街区公園）→22 年度末目標値：349 校（全小学校）
）
○身近な水辺環境整備延長 ６６．５km ＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：63.6km→22 年度末目標値：73.8km）
○水辺拠点の数 ３０か所＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：29 か所→22 年度末目標値：35 か所）
〔環境創造局事業調整課 ℡671-2613〕
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『さらなるごみ減量・リサイクルに挑戦！』

（決算額 26 億円）

市民・事業者の自主的な取組の推進、普及啓発・環境学習等の強化、資源化の徹底などにより、３Ｒ
（リデュース、リユース、リサイクル）をこれまで以上に推進しました。
○ごみ量（対平成 13 年度削減率） 103 万 2 千トン（▲35.9%）
（17 年度末現状値：106 万 3 千トン（▲33.9％）→22 年度末目標値：104 万トン（▲35％）
）
〔資源循環局資源政策課 ℡671-2502〕

ごみ排出量の推移（全市分）
（単位：千トン）
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「地球温暖化対策の推進』 （決算額 2８億６，０００万円）
温室効果ガス排出量の削減に向け、学校７校への太陽光発電システムの率先導入や水道施設内に太陽
光発電設備を整備するなど新エネルギーの導入や、中央図書館など５施設でＥＳＣＯ事業による公共建
− 築物の省エネルギー化を進めたほか、低公害車の普及促進などの取組を推進しました。
また、神奈川区瑞穂ふ頭に建設をすすめていた風力発電施設が 19 年３月に竣工し、運転を開始しま
した。＜風力発電事業費会計事業＞
○風力発電施設の整備（2,000kw 級 1 基） 完成＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：事業中→22 年度末目標値：完成）
○学校への太陽光発電システム導入件数 累計１８件＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：11 件→22 年度末目標値：27 件）
〔環境創造局温暖化対策課 ℡671-4108〕

○省エネ改修施設数 累計１１施設＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：6 施設→22 年度末目標値：455 施設）
〔まちづくり調整局保全推進課 ℡671-29３８〕

○太陽光発電設備の整備 累計 870kW＜18 年度末実績＞
（17 年度末現状値：累計 700kW→22 年度末目標値：1,600kW）
〔水道局経営企画課 ℡671-3066〕
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●運営分野の主な取組
☆重点行財政改革１：『市民ニーズを基準とする運営』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「協働による広報事業 《主な実施内容》民間と協働で編集する新広報誌「ハマジン」の創刊準備号（18 年 12 月）
、創刊
の推進」
号（19 年 3 月）を発刊しました。
《18 年度実績》協働型フリーペーパー発行部数：１６万部
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：120 万部）
《連絡先》
〔市民活力推進局広報課 ℡671-2332〕

☆重点行財政改革２：『協働を基本姿勢とする運営』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「協働による取組の展 《主な実施内容》
身近な地域課題について市民と行政がともに考え協働によるまちづくりを進めるコ
開」
ラボレーションフォーラムについては、従来の全市フォーラムのほかに、地域展開を図り１０区で１
３事業を実施しました。
《18 年度実績》コラボレーションフォーラムの参加団体数：延べ３４２団体
（17 年度末現状値：62 団体→22 年度目標：150 団体以上）
《連絡先》
〔市民活力推進局協働推進課 ℡671-3624〕
「協働を進める庁内の 《主な実施内容》新採用職員研修・中堅職員研修で講演等により協働についての普及を図り、職員が
環境づくり」
市民活動を体験する研修を実施しました。
《18 年度実績》職員仕事満足度調査で、協働が進んでいると実感している職員の割合：３１％
（17 年度末現状値：34％→22 年度目標：60％）
《連絡先》
〔市民活力推進局協働推進課 ℡671-3624〕

☆重点行財政改革３：『地域支援とサービスの充実』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「申請・届出手続の電 《主な実施内容》電子市役所推進の一環として、
「横浜市職員採用試験受験申込」や「電気式生ごみ
子化の拡充」
処理機購入助成申請」など、電子化の拡大を図りました。
《18 年度実績》電子申請手続稼動数：累計８７手続
（17 年度末現状値：64 手続→22 年度目標：124 手続（60 手続増）
）
《連絡先》
〔行政運営調整局情報システム課 ℡827-2953〕

☆重点行財政改革４：『ビジョンを明確にした経営改革』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「トップマネジメント改 《主な実施内容》市政の方向性や新規政策立案に外部の視点を導入するため、
「経営諮問委員会」を
革」
設置・開催するとともに、収入役を廃止し、副市長を４人体制とする特別職執行体制の再構築を実施
しました。
《18 年度実績》トップマネジメント改革の実施：実施
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：実施）
《連絡先》
〔都市経営局都市経営推進課 ℡671-4013〕
「経営責任職をはじめ 《主な実施内容》市民に信頼される誠実な行政運営を進めるための具体的な指針として、経営責任職
とする「横浜市役所の が率先垂範して、自らを対象に、法令遵守や倫理、社会規範をはじめとする統一的な行動基準を定め
行動基準」の策定」
ました。
《18 年度実績》横浜市役所行動基準の職員認知度：２９．３％（経営責任職行動基準）
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：100％）
《連絡先》
〔行政運営調整局コンプライアンス推進課 ℡671-4304〕
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☆重点行財政改革５：『最適な主体・手法によるサービスの提供』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「市立保育所の民間 《主な実施内容》保育時間の延長、３歳児以上の園児への主食の提供、一時保育など、多様な保育ニ
移管の推進」
ーズに柔軟かつ効率的に対応するため、市立保育所４園を民間移管しました。
《18 年度実績》民間に移管した保育園数：累計１２園
（17 年度末現状値：8 園→22 年度目標：28 園程度）
《連絡先》
〔こども青少年局保育運営課 ℡671-2400〕
「水再生センター及び 《主な実施内容》水再生センターの場内清掃点検業務の委託化を拡大したほか、南部汚泥資源化セン
汚泥資源化センター ターの包括管理委託の導入準備を進めました。
の効率的運営」
《18 年度実績》水再生センター業務の委託の拡大：累計５か所
（17 年度末現状値：4 か所→22 年度目標：10 か所）
《連絡先》
〔環境創造局水再生施設管理課 ℡671-3965〕
「公園管理運営主体 《主な実施内容》より効率的・効果的な施設の管理運営を目指し、指定管理者による管理への移行を
の見直し」
進めます。18 年度は直営で管理していた清水ヶ丘公園の管理を指定管理者へ移行しました。
《18 年度実績》指定管理者による公園管理への移行：累計９公園
（17 年度末現状値：8 公園→22 年度目標：17 公園）
《連絡先》
〔環境創造局水・緑管理課 ℡671-3847〕
「学校給食調理業務 《主な実施内容》給食を食べる充分な時間の確保、アレルギー対応食の拡充や多様な献立への対応な
の民間委託化拡大」 ど委託化のメリットを踏まえ、学校給食の充実及び効率的・効果的な運営を図るため、新たに 22
校で給食調理業務を民間委託しました。
《18 年度実績》学校給食調理業務の民間委託校：累計４５校
（17 年度末現状値：23 校→22 年度目標：125 校）
《連絡先》
〔教育委員会事務局健康教育課 ℡671-4138〕

☆重点行財政改革６：『職員と組織の力が最大限に発揮される市役所』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「効率的・効果的な執 《主な実施内容》全庁的に徹底した職員配置の見直しを行うことで 1,035 人を減員するとともに、
行体制の構築」
221 人の増員を行い、その結果、814 人の定数削減を実施しました。
《18 年度実績》職員定数の見直し：８１４人の削減
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：平成 17 年度比で 1,900 人以上の削減）
《連絡先》
〔行政運営調整局人事組織課 ℡671-2071〕

☆重点行財政改革７：『外郭団体の自主的・自立的経営の促進』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「特定協約団体マネ 《主な実施内容》外部有識者による「横浜市特定協約団体経営評価委員会」を設置し、専門的・客観
ジメントサイクルによる 的視点から特定協約団体全 35 団体の協約達成状況の評価を実施し、結果を公表しました。
見直しの継続」
《18 年度実績》外部の専門家による特定協約団体の経営評価実施：実施
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：全団体）
《連絡先》
〔行政運営調整局行政運営課 ℡671−3846〕
「市の外郭団体への 《主な実施内容》引き続き、市からの補助金、派遣職員など市の外郭団体への関与を点検し、市ホー
関与の見直し」
ムページで各団体の主要な事業実績や財務状況等についてグラフ等を用い、
できる限り分かりやすい
ものとなるよう工夫して、公開しました。
《18 年度実績》毎年度、市の外郭団体への関与を点検、見直し、その結果を公表：実施
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：19 年度から実施）
《連絡先》
〔行政運営調整局行政運営課 ℡671−3846〕
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●財政分野の主な取組
☆重点行財政改革８：『横浜の活性化に向けた財政基盤の強化』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「市税等の収納率の 《主な実施内容》安定的な納期内納税や、負担の公平性と財源確保のため、市税や国民健康保険料、
向上」
市営住宅使用料の収納率の向上を図りました。
《18 年度実績》①市税収納率（滞納繰越分を含む）
：９６．７％
（17 年度末現状値：96.2％→22 年度目標：97.6％）
②国民健康保険料収納率（現年度分）
：８９．１％
（17 年度末現状値：88.8％→22 年度目標：90.0％）
③市営住宅使用料収納率（滞納繰越分を含む）
：９１．７％
（17 年度末現状値：91.5％→22 年度目標：92.5％）
《連絡先》①〔行政運営調整局収納対策推進室・税務課 ℡671−2256〕
②〔健康福祉局保険年金課 ℡671−4218〕
③〔まちづくり調整局住宅管理課 ℡671−2926〕
「用途廃止された公 《主な実施内容》小・中学校の再編などにより廃止する公共施設の後利用について、全市的な考え方
共施設の活用・処分」 に基づき、民間活力の導入や売却・有償貸付なども視野に入れ、地域の意向も踏まえながら、施設の
最適な活用・処分を進め、3 施設の後利用計画が決定しました。
・霧が丘第三小学校→インド系インターナショナルスクール、地域ケアプラザなど
・中根岸寮→自転車駐車場
・根岸集会所→特別養護老人ホームなど
《18 年度実績》活用・処分等の方針を決定した施設数：３施設
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：14 施設）
《連絡先》
〔行政運営調整局財産調整課 ℡671−2269〕

☆重点行財政改革９：『行政コストの適正化と財政健全化の取組』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「経常的経費の縮減」

《主な実施内容》事務事業の見直しなどをすすめ、19 年度予算編成において、行政推進経費（施設
運営、市民助成などの経費）
、経常的内部経費（庁舎管理、管理事務など内部経費や特別会計などへ
の任意的繰出金）の予算額を縮減しました。
《18 年度実績》既存事業の 19 年度予算計上額：行政推進経費 1.1%減、経常的内部経費 7.8%減
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：毎年度 行政推進経費 1％減・経常的内部経費 3％減）
《連絡先》
〔行政運営調整局財政課 ℡671−2230〕

☆重点行財政改革１０：『新たな財政運営の取組』
重点取組名

１８年度の主な実施内容等

「予算編成の新たな 《主な実施内容》19 年度予算案発表時に、中期計画重点事業費や中期計画における経費縮減目標を
工夫」
盛り込んだ、21 年度までの中期財政見通しを合わせて公表しました。
《18 年度実績》複数年度的な視点に立った予算管理システムの実施：一部実施
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：−）
《連絡先》
〔行政運営調整局財政課 ℡671−2230〕
「依頼による市債格付 《主な実施内容》本市が積極的に取り組んできた行財政改革や高い財政規律が評価され、18 年 10
けの取得・活用」
月時点でスタンダード＆プアーズ社から｢AA−｣という国債と同等の高い格付けを取得しました。
《18 年度実績》格付け会社の依頼による格付けの取得・活用：取得
（17 年度末現状値：−→22 年度目標：−）
《連絡先》
〔行政運営調整局財源課 ℡671−2185〕
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