４．横浜市中期計画の１９年度進ちょく状況について
○ 横浜市中期計画（平成１８年度～平成２２年度）では、計画の進行管理として、各年度の事業量やスケジ
ュールの進ちょく・目標に対する達成状況を年度ごとにとりまとめ、公表しています。
○ 今回は、２２年度末目標（値）に対する 19 年度の実績等から算出した「進ちょく率（％）
」によって、
初めて全ての事業・取組にわたり進ちょくの度合を数値化しました。
○ なお、この進ちょく率は、基本的に平成 22 年度の目標値を達成するために必要な 5 か年の事業量の 19
年度までの実績を計るために示したもの（アウトプット指標＊）であり、ただちに事業の効果等（アウト
カム指標＊）を示すものではありません。
＊アウトプット指標：行政活動により提供されたモノやサービスの量
＊アウトカム指標：行政活動の結果として、生活や社会経済に及ぶ何らかの変化や影響
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年度進ちょく状況の概要
○ 全目標の平均進ちょく率は４１．９％、重点政策分野では３９．３％、重点行財政分野では４５．４％とな
っており、重点行財政分野の進ちょく率が重点政策分野を上回っています。
（
「表」参照）
○ 中期計画全目標（３５４項目）のうち４０目標が、既に２２年度末目標値を達成しています。
○ なお、重点政策分野では、７分野で比較すると、
「横浜経済元気戦略」が進ちょくしています。
（
「図」参照）
【表：中期計画全分野の進ちょく率一覧】
進ちょく率/分野
重点政策分野
100％以上
80％以上 100％未満
60％以上 80％未満
40％以上 60％未満
20％以上 40％未満
20％未満
0％以下（着手済）
0％以下（未着手）
合

計

進ちょく率平均（％）

２１目標（１０．１ ％）
８目標（ ３．8 ％）
１６目標（ ７．７％）
４３目標（２０．７％）
６１目標（２９．３％）
４４目標（２１．２％）
１３目標（ ６．２％）
２目標（ １．０％）
２０８目標（１００．０ ％）

（

）内は構成比
重点行財政分野

１９目標（１３．０％）
６目標（ ４．１％）
１２目標（ ８．２％）
７２目標（４９．３％）
１５目標（ １０．３％）
４目標（ ２．８％）
１１目標（ ７．５％）
７目標（ ４．８％）
１４６目標（１００．０ ％）

【３９．３％】

【４５．４％】

合
計
４０目標（１１．３％）
１４目標（ ４．０％）
２８目標（ ７．９％）
１１５目標（３２．５％）
７６目標（２１．５％）
４８目標（１３．５％）
２４目標（ ６．８％）
９目標（ ２．５％）
３５４目標（１００．0％）
【４１．９％】

＊各分野の主な事業・取組は「各分野における主な事業・取組」
（１０～２０ページ）に記載しています。
＊全目標に対する１９年度実績及び進ちょく率については、中期計画ホームページ上で公表します。
＊進ちょく率平均値は各目標の進ちょく率が100％を超える又は０％未満の場合、それぞれ「100％」
「0％」として算出しています。

【図：重点政策分野進ちょく状況】
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２ ３各分野における主な事業・取組
各分野における主な事業・取組

●重点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』
1-1-１ 『地域における防犯・防火・防災活動支援』 （決算額 １，１００万円） 進ちょく率１００％
自主パトロールの起点となる地域防犯拠点については、青葉区など新たに８か所設置し、全区の防犯拠点設置
を完了しました。
（17 年度末現状値：13 区→22 年度末目標値：全区）
〔安全管理局地域安全支援課 ℡671-6481〕

1-1-2 『子どもの安全安心総合対策』 （決算額 ２，９００万円） 進ちょく率８７％
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」活動を、19 年度は
３０４小学校（１８年度は１９６校）で行い、２２年度末目標値（全小学校での「よこはま学援隊」の組織化）
の達成に向け大きく進ちょくしました。引き続き、全市立小学校への展開に向けて、取組を進めます。
（17 年度末現状値：23 校→22 年度末目標値：全校（20 年 4 月現在の小学校数 346 校）
）
〔教育委員会事務局学校防犯・防災担当 ℡671-4178〕

1-2-3 『まちの防災性向上』 （決算額 ５，５００万円） 進ちょく率０％（着手）
１５年度から、防災上課題のある密集住宅市街地において、住民やＮＰＯとの協働により地域の組織化や防災
まちづくり計画作成などの取組を継続して行ってきました。この結果、新たな事業実施地区として１９年度末に
３地区について国から事業採択され、本格的な事業実施の準備が整い、２０年４月から事業実施しています。こ
れまでの事業実施地区と合わせ合計６地区で事業実施となります。
（17 年度末現状値：3 地区→22 年度末目標値：12 地区）
〔都市整備局地域まちづくり課 ℡671-3595〕

1-3-2 『危機管理に対応するための情報基盤整備』
（決算額 １億６，７００万円） 進ちょく率１００％
市民や国内外からの来街者が安心して訪れることができるよう、都心部の主要繁華街に繁華街安心カメラ
を１９年度は６５台（18 年度は１８５台）設置し、計２５０台の繁華街安心カメラを災害現場の確認や大
規模イベント等での警戒活動などに活用しました（２２年度末目標値達成）
。
（17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：250 台）
〔安全管理局情報技術課 ℡671-3453〕
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1-4-2 『がん対策の推進』（決算額 １６億４，７００万円） 進ちょく率▲８．１％
がんの予防・早期発見に向けて、各種検診を実施しましたが、国の検診制度の変更（子宮がん･乳がん検診の受
診間隔：1 年 1 回→2 年 1 回）に伴い、がん検診の受診者数（年間値）は 258,758 人と、17 年度末現状値を
下回っています。
（17 年度末現状値：269,466 人→22 年度末目標値：402,400 人）
〔健康福祉局保健事業課 ℡671-4139〕

1-5-2 『介護予防事業の推進』（決算額 １億４，９００万円） 進ちょく率２１．４％
通所型介護予防事業の対象者が、国基準により虚弱高齢者（特定高齢者）に限定され、利用手続きも厳格であ
ることから、対象者が制約されました。その結果、１９年度は、当初の計画を下回る９５コース（年間）となり
ました。
（17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：年間 444 コース）
〔健康福祉局高齢在宅支援課 ℡671-2368〕

1-5-4 「特別養護老人ホームの整備」（決算額 ２９億３，５００万円） 進ちょく率２５％
19 年度は新たに４か所（うち１か所増築）を整備した結果、３２０床増加し、合計で９，９３７床
（18 年度は９，６１７床）となりました。
引き続き 22 年度末目標値（整備数１３，３０７床）の達成に向け、継続整備及び新規着工分への建設助
成を行い、整備促進を図ります。
（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 ℡671-3620〕

1-5-5 「小規模多機能型居宅介護事業所の整備」
（決算額 ３，０００万円） 進ちょく率１２．２％
小規模多機能型居宅介護事業所を新たに２０か所整備し、２７か所となりました。
なお、整備は 18 年度から進めていますが、人材確保や収支見通しについての事業者側の不安などにより、計画
どおりに進んでいない状況にあります。
（17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：222 か所）
〔健康福祉局高齢施設課 ℡671-3661〕
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☆重点政策２：『子ども未来戦略』
2-1-4 『保育所整備』 （決算額 ２３億５００万円） 進ちょく率５１．７％
増加する入所申込に対応し、待機児童の解消に向けて、19 年度は保育所の新設（１９園）などにより
１，６３８人（１８年度は９５０人）の定員増を図り、定員の合計が３５，５８２人となりました。
引き続き、２２年度末目標値（保育所定員数 約３８，０００人）の達成に向け、整備を進めます。
なお、定員増を進める一方で、保育所待機児童数は増加を続けており、この解消に向けさらなる対応に
取り組む必要があります。
（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 ℡671-2376〕

2-2-5 『教師力の向上』 （決算額 ３，９００万円） 進ちょく率３１．３％
教員志望者を対象とした実践的な教師養成の場である「よこはま教師塾」
（18 年度開塾）の第一期生が、
即戦力教員となるための養成を受けましたが、その結果 19 年度は９４名が採用試験に合格し、開塾後初
の卒塾生となりました。
引き続き、塾生の募集・選考を行い、第一期生のフォローや現役塾生との連携にも取り組みながら、22
年度末目標値（よこはま教師塾の修了者数 ３００名）の達成を目指します。
（17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：300 名）
〔教育委員会事務局研究研修指導課 ℡671-3206〕

2-3-2 『青少年の自立支援』 （決算額 ４，５００万円） 進ちょく率９１．４％
よこはま若者サポートステーションでは、職業的自立に向けた総合相談や体験プログラムを実施し、9,503 人
の利用がありました。
（17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：10,400 人/年）
〔こども青少年局青少年育成課 ℡671-2297〕
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☆重点政策３：『いきいき自立戦略』
3-2-3 『被保護者の就労支援』 （決算額 １億１，８００万円） 進ちょく率６６．３％
就労支援専門員等による就労支援の充実と促進を図った結果、19 年度は１，４０１人（１８年度は
１，４１５人、累計２，８１６人）が就職することができました。
今後は、早期に就労可能な者の割合が減少の可能性もありますが、就労支援プログラムの定着等によ
り就労支援の水準が維持されることにより、２２年度末目標値（就職者数 ４，２５０人）の達成は可
能と考えています。
（17 年度末現状値：1,015 人→22 年度末目標値：4,250 人）
〔健康福祉局保護課 ℡671-2403〕

☆重点政策４：『駅力・地域力戦略』
4-3-2 『鉄道ネットワーク形成』
＜高速鉄道４号線（グリーンライン）の整備＞
（決算額 ３８０億９，５００万円） 進ちょく率８９％
駅舎建築工事や電気設備工事など、コスト縮減を図りつつ着実な工事
の執行管理の結果、平成２０年 3 月 30 日に中山～日吉間を結ぶグリ
ーンラインが開業しました。
（17 年度末現状値：事業中→22 年度末目標値：完成）
〔交通局経営計画課 ℡671-3207〕

☆重点政策５：『横浜経済元気戦略』
5-3-1 『身近な商業地の活性化』（決算額 １，８００万円） 進ちょく率５０％
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１８年度（保土ケ谷区和
田地域、磯子区滝頭地域の 2 か所）に続いて 19 年度新たに 2 か所（中区伊勢佐木地域、旭区希望が丘地
域）に開設して、市民生活を支える商店街の活性化を支援しました。
引き続き、
「元気づくりの支援拠点」を開設し、22 年度末目標値（元気づくりの支援拠点 8 か所）を
達成できるよう取り組みます。
（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 ℡671-2569〕

5-4-2 『市内産農産物の生産振興』 （決算額 １，２００万円） 進ちょく率７２．７％
都市と調和した持続可能な農業を推進するうえで必要な、環境保全型農業に積極的に取り組む意欲のある
農業者を１９年度は２０８人認定しました。
（17 年度末現状値：96 人→22 年度末目標値：250 人）
〔環境創造局農業振興課 ℡671-2606〕
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5-4-4 『環境行動と連携した農体験の場の充実』
（決算額 １，２００万円） 進ちょく率１０２％
農体験の場である市民利用型農園については、その面積を１９年度新
たに４．１９ha 拡大しました。
この結果、総面積が２８．４５ha（累計）となり、22 年度末目標値
（２８．３ha）を達成することができました。
（17 年度末現状値：20.7ha→22 年度末目標値：28.3 ha）
〔環境創造局農地保全課 ℡671-2605〕

☆重点政策６：『ヨコハマ国際戦略』
6-1-1 『都市間交流推進』 （決算額 ６００万円） 進ちょく率５０％
18 年度の３都市に加え、19 年度は新たに２都市（ハノイ・ホーチミン）との提携を行いました。
（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室 ℡671-2079〕

6-2-1 『横浜開港 150 周年記念式典及び記念コアイベント』
（決算額 １０億５，９００万円） 進ちょく率１２．６％
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。１９年度は、記念式典の実施計画の作成など、イ
ベント開催に向けた準備を進め、スケジュールどおりに進ちょくしています。
（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 ℡671-4349〕

6-2-3 『象の鼻地区の再整備』 （決算額 １６億４，２００万円） 進ちょく率４４．５％
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っています。19 年度は、引き続き護岸改修工事を実施するとともに、緑地や防波
堤の整備に着手しました。
（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 ℡671-2738〕
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6-2-6 『新横浜都心の整備』 （決算額 ２６億３００万円） 進ちょく率６４．５％
首都圏南西部の玄関口である新横浜駅の駅舎改良・駅ビル建設にあわせて、交通広場、連絡通路、歩行者デ
ッキ等の整備を行っておりますが、19 年度は、交通広場・連絡通路が完成しました。
（17 年度末現状値：整備中→22 年度末目標値：完成）
〔都市整備局鉄道事業課 ℡671-3515〕
〔道路局建設課 ℡671-2747〕

6-3-5 『創造の担い手育成』 （決算額 ６，２００万円） 進ちょく率１８０％
みなとみらいホールでのオペラ公演や創造的芸術文化活動への助成、横浜音楽空間の開催などを実施しました。
この結果、音楽・舞踊等の新進芸術家を発掘・育成する事業等の件数が１９年度は１１７件となりました。
（17 年度末現状値：81 件/年→22 年度末目標値：101 件/年）
〔開港 150 周年・創造都市事業本部創造都市推進課 ℡671-3864〕

☆重点政策７：『環境行動都市戦略』
7-3-1 『さらなるごみ減量・リサイクルに挑戦！』
（決算額 ２４億３，７００万円） 進ちょく率１０９．３％
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）を推進し、18 年度に 22 年度末目標値のごみ削減率（対 13 年度▲35％）
を上回る削減率（▲35.9％）を達成しましたが、19 年度はさらにそれを上回る削減率（▲38.7％）を達
成しています。
※１９年度末実績：９８万７千トン、１３年度ごみ量：１６０万９千トン
（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〕
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7-3-2 『最終処分場の安定的な確保』（決算額 ２億５，９００万円） 進ちょく率１００％
最終処分場を確保するため、周辺環境に配慮しつつ、神明台処分地第７次Ⅲ期埋立地（埋立容量３６万㎥）
の整備を進めてきましたが、19 年度に完了し、20 年度から埋立を開始しています。
（17 年度末現状値：工事中→22 年度末目標値：供用）
〔資源循環局施設課 ℡671-2518〕

7-4-2 『地球温暖化対策の推進』 進ちょく率６７．５％
＜学校への太陽光発電システムの導入＞
（決算額 １億１，１００万円）
温室効果ガス排出量の削減に向け、さまざまな取組を行っていますが、特
に学校への太陽光発電システムについては、19 年度に新たに９校（18 年
度までの累計１８校）に導入しました。
これによって、22 年度末目標値（２７校）を達成することができました。
（17 年度末現状値：11 件→22 年度末目標値：27 件）
〔地球温暖化対策事業推進本部地球温暖化対策課 ℡671-4107〕
※進ちょく率は、学校への太陽光発電システムの導入以外の事業（風力発電や住宅用太
陽光発電システム補助等）の進ちょく率を含めた数値です。

7-4-３ 『ヒートアイランド対策の推進』 ＜すず風舗装面積＞
（決算額 １億９，０００万円） 進ちょく率６４％
ヒートアイランド現象の緩和に資するため、都心部において、道路の保水性舗装（すず風舗装）を推進し
ています。１９年度は、保水性舗装による整備を 9,841 ㎡、遮熱性舗装による整備 16,404 ㎡（累計
111,025 ㎡）を実施しました。
（17 年度末現状値：63,000 ㎡→22 年度末目標値：138,000 ㎡）
〔道路局維持課 ℡671-2750〕
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●重点行財政分野の主な取組
☆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

１９年度の主な実施内容等

1-2-3
「広聴と施策の好循
環の仕組みづくり」
進ちょく率１００％

《主な実施内容》
「市民の声」が施策に反映された事例をまとめたリーフレット「かけはし」を１９年
度から年２回発行しました。これにより２２年度末目標値を達成しましたが、さらに、20 年度からは、
市民の声が施策や事業にどう反映されたのか、その対応状況の追跡・公表を行います。
《目標：市民の声を施策に反映した事例などの広報の回数》
17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：年２回
《連絡先》
〔市民活力推進局広聴相談課 ℡671-2335〕

☆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

１９年度の主な実施内容等

2-1-2
「協働を進める庁
内の環境づくり」
進ちょく率７６．９％

《主な実施内容》職員が市民活動を体験する研修を実施するとともに、新採用職員研修・中堅職員研修
で講演等を実施するなど、庁内において協働の浸透を図りました。その結果、職員仕事満足度調査にお
いて協働が進んでいると実感している職員の割合が大きく伸びました。
（１８年度：３１％→１９年度：５４％）
《目標：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》
17 年度末現状値：34％→22 年度目末目標値：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

１９年度の主な実施内容等

3-1-6
「区役所休日開
庁の全区展開」
進ちょく率９０％

《主な実施内容》平日区役所を利用できない市民へのサービス向上のため、１９年５月から全区役所で
第２・第４土曜日（午前）の開庁を開始しました。その結果、平日を１００％とした休日の利用者数は
３６％（戸籍課の届出・申請業務）となりましたので、今後利用度のデータ収集や広報の方法を検討し
ながら、２２年度末目標値（４０％）の達成を目指します。
《目標：平日を１００％とした休日の利用者数の割合》
17 年度末現状値：－ →22 年度目標：４０％
《連絡先》
〔市民活力推進局窓口サービス課 ℡671-2176〕

☆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

１９年度の主な実施内容等

4-4-1
「経営責任職をは
じめとする「横浜
市役所の行動基
準」の策定」
進ちょく率４０％

《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、１８年度の経
営責任職職員行動基準に続き、市長をはじめ全職員を対象とする行動基準を１９年１２月２８日に策定
しました。なお、職員行動基準はスケジュールどおりに策定できましたが、２２年度末には職員一人一
人がコンプライアンスを意識して行動し、市民・社会の要請に応えられるよう取り組みます。
《目標：横浜市役所行動基準の職員認知度》
17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：100％
《連絡先》
〔行政運営調整局コンプライアンス推進課 ℡671-430２〕

☆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

１９年度の主な実施内容等

5-1-4
「市立図書館のあ
り方検討」
進ちょく率２０％

《主な実施内容》外部有識者等による「横浜市立図書館のあり方懇談会」を開催し、提言を受けました。
19 年度中に目標（指標）の設定を行うこととなっていましたが、提言を踏まえ、最適な主体・手法に
ついて検討を進めました。
《連絡先》
〔教育委員会事務局中央図書館企画運営課 ℡262-7334〕
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重点取組名

１９年度の主な実施内容等

《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、多様な保育ニー
5-2-4
「市立保育所の ズに柔軟かつ効率的に対応するため、１９年度も市立保育所４園（累計１６園）を民間移管しました。
民間移管の推
《目標：民間に移管した保育園数》
進」
17 年度末現状値：8 園→22 年度末目標値：28 園程度
進ちょく率４０％
《連絡先》
〔こども青少年局保育運営課 ℡671-2400〕
5-2-13
「公園管理運営
主体の見直し」
進ちょく率
４４．４％

《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進
めます。１９年度は直営で管理していた長浜公園（金沢区）
、長坂谷公園（緑区）
、小雀公園（戸塚区）
の３園（累計１２公園）の管理を指定管理者へ移行しました。
《目標：指定管理者による公園管理への移行》
17 年度末現状値：8 公園→22 年度末目標値：17 公園
《連絡先》
〔環境創造局水・緑管理課 ℡671-3810〕

5-2-15
「家庭系ごみ収集
業務の委託化拡
大」
進ちょく率４０％

《主な実施内容》これまで民間事業者に委託した２区（西区・中区）に加え、19 年 5 月から新たに栄
区（累計３区）の委託を実施しました。これにより、３区で約５億３千万円の削減効果がありました。
なお、20 年度以降は、引き続き委託業務の検証を行うとともに、本市の退職者の動向等を考慮しな
がら、条件整備を進め、順次拡大を図ります。
《目標：順次委託化》
17 年度末現状値：２区→22 年度末目標値：実施
《連絡先》
〔資源循環局業務課 ℡671-2535〕

《主な実施内容》学校用務員業務の見直しについて、職務標準の見直しを実施し、運用を開始しました。
5-2-25
「学校用務員業
また、１８年度に続きあり方検討会を開催し、職員の相互連携や効率的・効果的な業務執行を目的と
務の見直し」
した「エリア活動」案を策定しました。
進ちょく率２０％
《連絡先》
〔教育委員会事務局職員課 ℡671-4168〕

☆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

１９年度の主な実施内容等

6-1-1
「効率的・効果的
な執行体制の構
築」
進ちょく率６８．４％

《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 751 人を減員するとともに、266
人の増員を行い、その結果、485 人の定数削減（累計１，２９９人）を実施しました。
《目標：職員定数の見直し》
17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：1,900 人以上の減（17 年度比）
《連絡先》
〔行政運営調整局人事組織課 ℡671-2071〕

《主な実施内容》次世代育成支援に関する取組を全庁的に推進しました。
6-4-2
「出産・育児の支援
目標と実績は次のとおりです。
など仕事と生活の 《目標及び１９年度実績》
両立支援の充実」
①男性職員の育児休業取得率：４．６％
進ちょく率
（17 年度末現状値：２．６％→22 年度末目標値：10％）
①２７．０％
②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：４１．１％
②１７．３％
（17 年度末現状値：２８．８％→22 年度末目標値：1０0％）
③▲５．０％
③１０日以上の年次休暇取得率：６０．０％
（17 年度末現状値：６１．９％→22 年度末目標値：10０％）
《連絡先》
〔行政運営調整局人事組織課 ℡671-2１52〕
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☆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

１９年度の主な実施内容等

《主な実施内容》外郭団体から民間の社会福祉法人へ移行するとともに、財務体制の強化を図りました。
特に、中期計画の目標でもある借入金は、自立化支援補助金及び自己資金を用いて、２２年度末目標値
（１７億円）を大きく上回る、３億８，２００万円に縮減することができました。
《目標：借入金》
17 年度末現状値：２１億１，９００万円→22 年度末目標値：１７億円
《連絡先》
〔健康福祉局高齢在宅支援課 ℡671－2368〕
《主な実施内容》１９年度から、本市で初めて「外郭団体白書」を発行しました。
（３２０部）
7-3-2
「団体の経営状
２０年度以降は毎年度発行していく予定ですが、社会情勢に合わせて掲載事項や内容について見直す
況等の情報公開 必要があります。
の徹底」
《目標：外郭団体白書（仮称）の発行》
進ちょく率４０％
17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：19 年度から年１回発行
《連絡先》
〔行政運営調整局行政システム改革課 ℡671－3846〕
7-2-2
「（福）横浜市福
祉サービス協会」
進ちょく率
４１４．６％

☆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

１９年度の主な実施内容等

《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、引き続き市税や国民健康
8-1-1
「市税等の収納率の 保険料、市営住宅使用料の収納率の向上を図りました。目標と実績は次のとおりです。
向上」
《目標及び１９年度実績》
進ちょく率
①市税収納率（滞納繰越分を含む）
：９６．９％
①５０％
（17 年度末現状値：96．2％→22 年度末目標値：97．6％）
②５０％
②国民健康保険料収納率（現年度分）
：８９．４％
③４０％
（17 年度末現状値：88．8％→22 年度末目標値：90％）
③市営住宅使用料収納率（滞納繰越分を含む）
：９１．９％
（17 年度末現状値：91．5％→22 年度末目標値：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〕
8-1-2
「受益者負担の適正
化」
進ちょく率
０％（着手）

《主な実施内容》受益者負担の適正化に関する仕組みづくりに向けて、基本的な内容の整理や今後の
進め方等の検討を行いました。
《目標》適正な使用料等の設定
（17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：－）
《連絡先》
〔都市経営局政策課 ℡671－3914〕

8-1-3
「広告事業の推進・拡充」
進ちょく率
１００％

《主な実施内容》
「ニッパツ三ツ沢球技場」及び「はまぎん こども宇宙科学館」などを実施しました。
《目標》ネーミングライツの売却
（17 年度末現状値：１か所→22 年度末目標値：３か所以上）
《連絡先》
〔共創推進事業本部共創推進課 ℡671－３９５９〕

19

☆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

１９年度の主な実施内容等

9-1-2
「経常的経費の縮減」
進ちょく率
①５０％
②５０％

《主な実施内容》事務事業の見直しなどをすすめ、２０年度予算編成においても、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。目標と実績は次のとおりです。
《目標及び１９年度実績》
既存事業の２０年度予算計上額：①行政推進経費１．0%減、②経常的内部経費３．１%減
（17 年度末現状値：－ →22 年度末目標値：毎年度①行政推進経費1％減、②経常的内部経費3％減）
《連絡先》
〔行政運営調整局財政課 ℡671－2230〕

9-2-3
「ＰＦＩの活用等による公
共事業コストの縮減」
進ちょく率
０％（着手）

《主な実施内容》３事業においてＰＦＩ導入に向けた取組を進めました。しかし、現在まで契約には
至っていない状況にあります。
《目標》ＰＦＩ導入（契約）事業数
（17 年度末現状値：３事業→22 年度末目標値：８事業）
《連絡先》
〔共創推進事業本部共創推進課 ℡671－4395〕

☆重点行財政改革１０：『新たな財政運営の取組』
重点取組名

１９年度の主な実施内容等

10-1-1
「予算編成の新たな
工夫」
進ちょく率４０％

《主な実施内容》２０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
盛り込んだ、２２年度までの中期財政見通しを合わせて公表しました。
《目標及び１９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 年度目標値：－）
《連絡先》
〔行政運営調整局財政課 ℡671－2230〕

目標が数値化されていない場合の進ちょく率の考え方について
中期計画の重点行財政分野は、重点政策分野と比較し数値化されていない目標が多くありますが、そのよ
うな場合では、中期計画に記載されているそれぞれの年度別のスケジュールや事業内容により、進ちょく率
を判断しています。
（スケジュールの例）
18 年度 基本設計

19 年度の取組がスケジュールどおり「基本設計」

19 年度 詳細設計

及び「詳細設計」を行っている場合は、5 か年スケ

20 年度 開発着手

ジュールの 2 か年分の進ちょく率を「40％」として

21 年度 開発

います。

22 年度 取組推進
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