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平成31年度予算案
～さらなる発展に向けて躍動する年～



31年度予算案について

1

国際的ビッグイベントを成功させ、
東京2020オリンピック・パラリンピックと

その先へ

人口減少・高齢化等の課題を乗り越え、
横浜の確かな成長と発展へ

将来にわたる、
市民の皆様の安全・安心な暮らしのために
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国際的ビッグイベントを成功させ、
東京2020オリンピック・パラリンピックと

その先へ



国際的ビッグイベントの成功とその先へ
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第７回アフリカ開発会議

ラグビーワールドカップ2019TM

東京2020オリンピック・
パラリンピック

第7回アフリカ開発会議 公式ロゴ発表

ラグビーワールドカップ2019TM

カウントダウンボード除幕式

万全の運営とオール横浜でのおもてなし

9月20日～11月2日
横浜で、決勝戦を含む７試合

８月28日～30日
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Ⓒ新港ふ頭客船ターミナル株式会社最大７隻の客船が受入れ可能に

４月 大黒ふ頭客船ターミナル
オープン

31年秋 新港ふ頭客船ターミナル
オープン

開港160年、ワールドクラスのクルーズポートへ

山下ふ頭でホテルシップ受入準備

新港ふ頭客船ターミナル

国際的ビッグイベントの成功とその先へ

４月 スカイウォークの一部開放

４～５月 クイーンエリザベス寄港

４月27日 横浜発着クルーズ
４隻同時着岸 日本初

クイーンエリザベス号



国際的ビッグイベントの成功とその先へ
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昼も夜も滞在を楽しめる新たな魅力づくり

滞在環境の向上、
近隣都市連携による周遊観光の促進

国内外からの誘客促進

和の観光資源「三溪園」の魅力向上

産業や伝統技能等の魅力発信

インバウンド誘客と横浜プレゼンスの向上

中華街 夜景 ©Hideo MORI

三溪園での日本文化体験
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国際的ビッグイベントの成功とその先へ

©oono ryusuke

横浜ベイサイドバレエ

子どもたちの舞台芸術等
本物体験の充実

まちの活性化につながる
新たな劇場整備の検討
30年度の調査検討を踏まえ、有識者による
検討委員会を設置し、整備のあり方を検討

クラシックバレエの鑑賞機会を新設

横浜音祭り２０１９

©oono ryusuke横浜音祭り

次代につながる活力ある「文化芸術創造都市」
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国際的ビッグイベントの成功とその先へ

ガーデンネックレス横浜2019

マスコットキャラクター

「ガーデンベア」

©ITOON/GN

新たに「横浜ローズウィーク」
開催（31年3月～6月）

国際園芸博覧会の招致推進
誘致推進組織の設立
旧上瀬谷通信施設のまちづくり

旧上瀬谷通信施設日本大通りイメージ

花と緑で彩るまち 国際園芸博覧会の招致
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人口減少・高齢化等の課題を乗り超え、
横浜の確かな成長と発展へ
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横浜の確かな成長と発展へ

「イノベーション都市・横浜」宣言（31年1月）関内地区に起業家等の支援拠点を開設

新たな価値を創造するオープンイノベーション

プラットフォームによる
ビジネスチャンス創出

「イノベーション都市・横浜」

（仮称）京急グループ
本社ビル

資生堂グローバル
イノベーションセンター

戦略的誘致による企業の横浜進出

消費税率引上げに対応した支援策
小規模事業者への支援強化

中小企業・商店街の振興



横浜の確かな成長と発展へ
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公民連携・国際展開

外国人材の受入環境の整備
外国人への総合的な相談体制
日本語指導が必要な児童生徒への支援
外国人留学生等介護人材受入支援

世界に開かれたまち横浜と国際連携

Y－PORT
米州事務所（ニューヨーク）

フィリピン国セブ市
廃プラスチックリサイクル施設

日本語支援拠点施設「ひまわり」
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横浜の確かな成長と発展へ

関内関外地区の活性化
新市庁舎の整備
「エキサイトよこはま２２」の推進

都心臨海部の機能強化

米軍施設の跡地利用の推進

郊外部の活性化

都市活動を支えるまちづくりの推進

・旧上瀬谷通信施設
・旧深谷通信所
・根岸住宅地区

横浜駅西口開発ビル（JR横浜タワー）

横浜文化体育館の再整備（メインアリーナ施設）
※パースは現時点のイメージです
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横浜の確かな成長と発展へ

交通ネットワークの整備
横浜環状道路
・北西線東京2020オリンピック・
パラリンピック開催までの
開通を目指す

神奈川東部方面線
・相鉄・JR直通線

31年度下期開業予定
・相鉄・東急直通線

34年度下期開業予定

高速鉄道３号線延伸
・あざみ野駅～新百合ヶ丘駅

都市活動を支えるまちづくりの推進



横浜の確かな成長と発展へ
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女性の活躍支援

他都市をリードする課題解決

女性トップマネジメント養成セミナー
第７回アフリカ開発会議にあわせ
女性活躍に関するシンポジウムを開催

ＳＤＧｓ未来都市への新たな挑戦
ヨコハマＳＤＧｓデザインセンター
食品ロス削減、プラスチック対策

ユーラシア女性フォーラム（30年9月）

ＳＤＧｓデザインフォーラム（30年3月）
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将来にわたる、
市民の皆様の安全・安心な暮らしのために
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安全・安心な暮らし

新市民病院イメージ

地域包括ケアシステムの構築・推進
特別養護老人ホーム整備 600人分公募
介護人材の確保 外国人留学生等受入支援
地域医療の充実・強化
医療ビッグデータを活用した

総合的ながん対策の推進
市民病院の再整備 32年開院予定

大腸がん検診 ３年間無料化
受動喫煙対策

横浜の介護施設でのインターンシップを希望する
ベトナム・ドンア大学の学生

健康づくりの推進
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安全・安心な暮らし

放課後キッズクラブ

保育所等待機児童ゼロの取組
小児医療費助成（通院助成）

31年4月から 中３まで拡大
放課後キッズクラブ全小学校完了
児童虐待防止の取組強化
横浜型児童家庭支援センター全区設置完了

寄り添い型学習支援

子育て支援

子どもの貧困対策
寄り添い型生活支援・学習支援の充実
月２回以上の子ども食堂等への助成
全区展開



安全・安心な暮らし
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ＩＣＴ支援員 全小学校への派遣
特別教室の空調設置 全小中学校完了
中学校昼食の充実
「ハマ弁」当日注文 全校展開

新たな教育センターの基本構想策定

職員室業務アシスタント

教職員の働き方改革
職員室業務アシスタント

小中学校全校配置
部活動指導員の配置拡充

ICT支援員 小学校派遣

学校教育の充実
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安全・安心な暮らし

施行前
災害対応力の強化
「救助実施市」の指定
消防団の充実強化
民間ブロック塀等の改善
防災スピーカーの増設
河川・下水道整備等浸水対策

地域交通サポート事業
戸塚区小雀地区（こすずめ号）

地域交通サポートの拡充
総合的な空家等対策の強化
公共施設の老朽化対策

施行後

ブロック塀等の改善

生活環境の改善
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31年度予算規模

会計名称 31年度 30年度 増▲減 増減率

一般会計 1兆7,615億円 1兆7,264億円 351億円 2.0%

特別会計 1兆3,282億円 1兆3,019億円 262億円 2.0%

公営企業会計 6,152億円 5,656億円 495億円 8.8%

総計 3兆7,048億円 3兆5,940億円 1,108億円 3.1%

一般会計の伸び率 +2.0% ５年連続のプラス予算

31年度予算より市街地開発事業は全て特別会計で経理（前年度比較のため、30年度予算も同様の会計区分で計数整理）
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市税収入と市債活用額

市税収入の見込み 8,395億円 （対前年度269億円の増（+3.3%））※

個人市民税：4,038億円（171億円の増）
給与所得納税者数の増、県費負担教職員本市移管に伴う税源移譲の平年度化による増

法人市民税： 591億円（52億円の増）
企業収益の改善による増

固定資産税：2,764億円（39億円の増）
家屋の新増築などによる増

31年度予算での市債活用額

※県費負担教職員本市移管に伴う税源移譲分を除いた場合：138億円の増（＋1.9%）

市債活用額：1,720億円（横浜方式のプライマリーバランス▲242億円（※1））

※１ 中期4か年計画の計画期間（30～33年度）通期での均衡確保

一般会計が対応する借入金残高【31年度末見込み】 ３兆1,852億円（※2）

※２ 33年度末に、29年度末残高（約3兆1,549億円）以下
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不断の行政改革の推進

徹底した事業見直し

平成31年度 事業見直し 1,094件 効果額 110億円

主な見直し内容

市役所内部経費の見直し

民営化・委託化の取組

事業手法等の見直し

件数 効果額

平成30年度 1,176件 116億円

平成29年度 1,100件 105億円

平成28年度 1,101件 104億円

平成27年度 1,092件 102億円

効果額の推移



横浜市トップページ

定例記者会見トップページ

財政局財政課トップページ

http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/mayor/interview/

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/zaisei/

http://www.city.yokohama.lg.jp/
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