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１．１ 将来ビジョン 

（１） 地域の実態 

（地域特性） 

（横浜市の概況） 

◆人口：約 373 万人         ※日本：約 1億 2,670 万人 

◆高齢化率：24.2％         ※日本：27.7％ 

◆生産年齢人口：約 235 万人（63％） ※日本：60.0％ 

◆平均年齢：45.54 歳    ◆面積：約 435km2       ◆行政区：18 区 

◆住宅数：約 158 万戸    ◆世帯数：約 167 万世帯 

◆事業所数：約 12 万事業所 ◆市民就業者数：約 167 万人 

◆市内総生産（GDP)：12 兆 3,418 億円 

 
※「住宅数」は 2013（平成 25）年、「事業所数」は 2014（平成 26）年、「市民就業者数」は 2015（平

成 27）年、「市内総生産」は 2014（平成 26）年度（推計）、その他は 2018（平成 30）年 1月 1日

現在。また、日本の数値は 2017（平成 29）年 10 月１日現在。 

１．全体計画  
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横浜市の2030年の⼈⼝予測（⼈）

2015年の⼈⼝構成→

0〜14歳 15〜64歳
65〜
74歳 75歳以上

41万⼈ 224万⼈ 42万⼈ 60万⼈ 

47万⼈ 238万⼈ 47万⼈ 40万⼈ 2015 年 

2030年 

（今後取り組む課題） 

◆人口減少社会の到来、超高齢社会の進展 

・既に進行している生産年齢人口の減少や、2019（平成31）年をピークとする人口減

少（2015（平成27）年国勢調査ベースの将来人口推計）に加え、2016（平成28）年

には、死亡数が出生数を上回り、戦後初めて自然減に転じた。 

・65歳以上人口が100万人に、75歳以上人口が60万人に、それぞれ迫ると見込まれる

2025（平成37）年が間近となり、健康で自立した生活を続けられ、必要な時に医療

や介護を提供できる体制づくりが今まで以上に必要になる。 

 

※2015（平成27）年国勢調査ベースの将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆都市間競争の加速 

・これまで、人や企業を惹きつける魅力あるまちづくりを進め、みなとみらい２１地

区の開発や企業誘致に取り組んできた結果、昼夜間人口比率は改善傾向にある。  

・2017（平成29）年度に実施した横浜市外転出者意識調査の結果は、横浜への再転入 

意向のある方が約８割を占めるなど、横浜の魅力を裏付けるものとなっている。  

・一方で、市内総生産や法人市民税額など、東京と比較した場合、経済規模で大きな

差があり、また、横浜市から東京都区部への転出だけでなく、川崎市、相模原市、

県央地区、湘南地区に対して、転出超過の状態が続いている。  

・横浜の活力をより一層向上させるために、これまでの取組を加速させ、人口の社会

増の維持や、積極的な企業誘致、観光・ＭＩＣＥ※などにより交流人口を拡大するこ

とが欠かせない。  



4 
 

・世界でも確固たる存在感を発揮する都市であり続けるため、常に新たなチャレンジ

と発信を行うことで、横浜のブランド力を高めることが必要である。 

 

◆グローバル化の進展、産業構造の変化、技術革新 

・社会のデジタル化が進展し、ビッグデータ解析など、より効果的なデータの分析・

活用ができる環境が整い、ＡＩ・ロボット等の先端技術は、福祉・医療、防災、観

光、経済等の幅広い分野において、サービスの高度化への活用が期待されている。 

・経済活動のグローバル化の進展や産業構造の変化、ＩｏＴ、ＡＩなどの技術革新が

加速する中で、国内外からの戦略的な企業誘致、産業・人材の集積をいかしたイノ

ベーション創出などにより、市内企業の事業機会の拡大を促し、横浜経済のさらな

る活性化を推進することが、これまで以上に求められる。  

・多様な働き方へのニーズに対応した取組を積極的に支援するなど、働きやすい環境

づくりを推進し、労働力人口の減少に対応していくことが、今後ますます重要にな

る。 

 

◆文化芸術への関心の高まり 

・横浜トリエンナーレは、2001（平成13）年に第1 回が開催されて以来、定期的に開

催され、 新の現代アートの動向を提示する国際展として定着した。  

・また、2012（平成24）年以降、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA、横浜音祭りの横浜

芸術アクション事業や東アジア文化都市としての取組により、横浜の持つ魅力を国

内外に発信し、文化芸術創造都市としての存在感を発揮してきた。  

・こうした取組に加え、世界の大都市にあるような、質の高い文化芸術に触れること

ができる本格的な劇場を整備することにより、横浜の魅力をさらに高め、プレゼン

スを大きく向上させることが期待できる。 

 

◆花と緑にあふれるまちづくり、地球温暖化対策など環境分野の取組の加速 

国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）においてパリ協定が採択され

「脱炭素化」に向け、世界的に温暖化対策が加速している。このような世界的な流れ

の中、本市では、全国都市緑化フェアやみどりの取組の成果により、市民が花や緑に

親しむ機運が高まっており、「地球温暖化対策実行計画」に基づく取組や本市の誇る

市民力（市民、企業）が加わることで、積極的な貢献を果たしていくことが必要であ

る。 

 

◆交通ネットワークの変化 

・広域的には、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の開通（寒川北IC～海老名JCT 

等）により、東名高速道路から東北自動車道までつながる高速道路が形成されたこ
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とに加え、2020(平成32)年頃の羽田空港の国際便増便や新東名高速道路の開通、

2027（平成39）年の中央新幹線（リニア）の開業が予定されるなど、横浜の交通利

便性の向上が見込まれている。  

・市内では、横浜環状北線が開通したことに加え、北西線・南線等の開通や神奈川東

部方面線の開業が予定されており、横浜を取り巻く人やモノの流れの大きな変化が

見込まれ、さらなる成長・発展の大きなチャンスを迎えている。  

・これらの利便性の向上の機会を 大限に活用し、新たな交通結節点と連動したまち

づくりや産業拠点の形成を進め、都市の活性化につなげることが必要である。 

 

◆郊外部の活性化 

・郊外部の住宅地では自然豊かで良好な住環境や活発な地域活動など、それぞれの地

域の特色を活かしたまちづくりを進め、横浜の魅力を 大限に引き出してきた。 

・一方で、大規模団地等の集合住宅の老朽化や空家の増加、少子高齢化の急速な進展

などが見られ、こうした都市共通の課題に積極的に取り組んでいくことが必要であ

る。  

・そのためにも、市民の生活利便性、活力の維持・向上とともに、将来の本格的な人

口減少社会を見据えて、効率的なまちづくりに取り組んでいくことが重要である。  

・また、買い物や通院といった日常生活を支える地域の交通サービスは、高齢化によ

る人口構成の変化や住民ニーズ等に対応し､将来にわたり確保していく必要がある。 

 

◆地域コミュニティの活力向上 

・市内の各地域では、それぞれの実情に合わせて、自治会町内会、企業、学校、ＮＰ

Ｏ法人などが連携し、魅力と活力あふれる地域がつくられてきた。このような市民

力は、横浜の大きな力となっている。 

・一方、地域課題が複雑化・多様化し、地域の関係が希薄化する中で、地域のつなが

りが果たす役割が注目されている。単身高齢者や子どもを地域で見守る環境づくり

などのために、地域コミュニティの力が不可欠である。 

 

◆防災・減災意識の向上、あらゆる災害への対応の強化 

・全国的に多発している局地的な大雨等や、近い将来に発生が危惧されている大規模

地震から市民の生命と財産を守るため、災害に強いまちづくり、自助・共助の取組

に力を入れ、防災・減災機能の強化を進めてきた。  

・市民生活や経済活動を将来にわたり支えるため、政府が進める国土強靱化を踏ま

え、これまでの防災・減災の考え方を一歩進め、様々な自然災害に対し、被害を

小限に抑え、迅速に復旧・復興できる「強さ」と「しなやかさ」を持った都市づく

りを進めることが期待されている。 
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◆公共施設の老朽化 

・人口急増期に集中して整備し、これまで市民生活や横浜経済を支えてきた都市イン

フラの老朽化が進行している。そのため、適切な保全・更新を今後も行っていく必

要がある。  

・学校施設や市営住宅等の公共建築物については、目標耐用年数を築70 年とした場

合、平成40 年代以降に集中して大量の建替えの必要が生じるため、現段階から平準

化を考慮して計画的に建て替えていくことが求められる。  

・人口減少社会を見据え、公共建築物の建替えにあたっては、地域のニーズ等を踏ま

えた再編整備を検討するとともに、今後の施設のあり方について検討をしていく必

要がある。 

 

◆戦略的・計画的な土地利用 

・これまで、横浜の将来にわたる持続的発展のため、良好な緑や農地の保全などとの

バランスを図りながら、メリハリある土地利用を進めてきた。  

・横浜を取り巻く環境が大きな転換期を迎える中で、市の資源・ポテンシャルを 大

限発揮させ、都市課題の解決や、地域の活性化を着実に進めていくため、戦略的・

計画的な土地利用誘導の推進、及び都市環境の変化に対応した土地利用規制の見直

しの検討が必要である。 

 

（都市・横浜の持続可能性への大きな３つの課題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市間競争の加速化と 

グローバル化の進展 

○経済のグローバル化や EV 化、IoT、AI などの技術⾰新 
○転出超過が、⾼齢化・労働⼒⼈⼝減少を加速化 
○東京五輪開催、リニア新幹線の整備に向け、 
 住宅を含む商⼯業全般にわたる東京への投資が集中 
○質の⾼い⽂化芸術に触れる場等、更に魅⼒的な「横浜らしさ」の必要性 

⼈⼝減少社会到来、 
超⾼齢社会の進展と 
郊外部の活⼒低下 

○⼈⼝減少局⾯に移⾏(2019（平成 31）年が⼈⼝のピーク)  
⾼齢化率 26.0%（2025（平成 37）年） 

○住宅団地と都市インフラとの同時⽼朽化 

「脱炭素化」へ向けた

都市の役割の⾼まり 

○パリ協定により「低炭素」から「脱炭素」に 

○市の温室効果ガス排出量 約 2,000 万 t-CO2（2015（平成 27）年） 
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（２） 2030 年のあるべき姿 

 

ＳＤＧｓ未来都市として、パリ協定の発効により、「脱炭素化」という高いレベル

での環境への取組が求められていることを踏まえながら、「力強い経済成長と文化芸

術創造都市、観光・ＭＩＣＥ都市の実現」「花と緑にあふれる環境先進都市」の実現

に向け、横浜の 大の強みである市民力を活かした公民連携により、環境に配慮しな

がらも、経済や文化による新たな価値・賑わいを創出し続ける都市の実現を目指す。 

 

◆力強い経済成長と文化芸術創造都市、観光・MICE都市の実現 

１．市内企業の持続的な成長・発展  

２．産業拠点の強化と戦略的な企業誘致  

３．活力ある都市農業の推進  

４．新しい価値を生み出し、魅力を高める文化芸術創造都市  

５．活気あふれる観光・ＭＩＣＥ都市  

６．スポーツ都市横浜の推進  

 

◆花と緑にあふれる環境先進都市 

１．花・緑・農・水をいかした魅力と活力あふれるまちの実現  

２．水・緑環境の保全・創出  

３．グリーンインフラが有する多様な機能の活用検討・実践  

４．ＳＤＧｓ未来都市の実現  

５．地球温暖化対策・エネルギー施策の大都市モデルの実現と発信  

６．持続可能な循環型社会ときれいなまちの実現  

７．環境にやさしいライフスタイルの実践と定着  

８．環境の取組の国内外への発信  

 

◆超高齢社会への挑戦 

１．誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づくり  

２．活力ある横浜を支える一人ひとりの健康の維持  

３．望む場所で自分らしく暮らすための地域包括ケアシステムの構築・推進  

４．適切な医療を受けるための医療提供体制の充実  

５．希望にかなった暮らしと、その後の備えへの支援  

 

◆人が、企業が集い躍動するまちづくり ～成長と活力を生み出す都心部～ 

１． 都心臨海部・新横浜都心と、京浜臨海部の魅力あるまちづくり 

２．公民連携等の手法を活用したまちづくりの推進  
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３．人や企業が集まり、活躍できる環境づくり 

４．人々の交流や回遊性を生み出す賑わいのあるまちづくり 

 

◆人が、企業が集い躍動するまちづくり  

～誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部～ 

１．鉄道駅周辺のまちづくり  

２．住宅地の活性化・魅力向上  

３．市民に身近な交通ネットワーク等の維持・充実  

４．都市インフラ整備等の機会をいかしたまちづくり  

５．米軍施設の跡地利用の推進  

 

◆未来をつくる多様な人づくり 

１．将来にわたり安心して子どもを産み育てられる環境づくり  

２．子どもたちの可能性を広げる教育の推進と魅力ある学校づくり  

３．子どもたちの健やかな育ちを守る取組の推進  

４．女性の活躍支援  

５．シニアパワーの発揮と若者の活躍支援  

６．多様性を認めあい人権を尊重しあう社会の実現  

７．障害児・者等が自己選択・自己決定できる社会の実現  

８．生活に困難を抱える方への支援の推進  

９．多文化共生の推進  

 

◆未来をつくる強靭な都市づくり ～災害に強い安全で安心な都市～ 

１．機能の充実による災害対応力の強化  

２．自助・共助の推進  

３．災害対応の充実  

４．地震や地震火災に強い都市づくり  

５．局地的な大雨等に強い都市づくり  

 

◆未来をつくる強靭な都市づくり ～市民生活と経済活動を支える都市基盤～ 

１．人やモノの往来を支える交通ネットワークの形成  

２．東アジアのハブポート機能の強化  

３．クルーズ客船の受入環境の充実・誘致推進  

４．公共施設の着実な保全・更新の推進  

５．公共建築物の建替えと複合化等による再生  

６．公共事業の品質確保と担い手の確保・育成に向けた取組  ※改ページ 
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（３） 2030 年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

 

（経済） 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

17 

17.17 

ＳＤＧｓデザインセンターによる事業推進 

現在（2018 年）： 

構想検討 

2030 年： 

推進 

 

7 

7.2 

指標：経済活動を支える低炭素・循環型の都市づくり 

現在（2018 年）： 

地球温暖化対策実行計画改

定 

2030 年： 

温室効果ガス▲30％ 

 

8 

8.2、8.3 

指標：産業拠点強化と戦略的な企業誘致 

現在（2018 年）： 

戦略的な企業誘致 

2030 年： 

産業拠点の強化・戦略的企業誘致 

 

9 

9.4 

 

指標：市内企業の持続的な成長・発展 

現在（2018 年）： 

Ｉ・TOP 横浜、ＬＩＰ．横浜による

プロジェクト推進 等 

2030 年： 

市内企業の持続的な成長・発展 

人口減少局面に突入する中でも、経済成長を持続させていくため、ＩｏＴの活用、

オープンイノベーションによる新たなビジネスの創出などにより、生産力を高めるこ

とや、文化芸術創造都市としての新たな魅力が創出され、魅力づくりを進めるととも

に、環境に配慮した企業等の集積による環境と賑わいの両立を図りながら、労働力の

需給バランスを持続し続けていくことが重要である。 

 

（社会） 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

17 

17.17 

ＳＤＧｓデザインセンターによる事業推進 

現在（2018 年）： 

構想検討 

2030 年： 

推進 

 5 

5.5 

指標：女性・シニア・若者の活躍支援 

現在（2018 年）： 

女性の就労、キャリアアップ、

起業等の支援 

2030 年： 

誰もがポテンシャルを発揮できる社

会の実現 

  



10 
 

 3 

3.8 

指標：健康で自立した生活の継続 

現在（2018 年）： 

健康づくり・介護予防の推進 

2030 年： 

健康寿命の延伸に向けた取組推進 

 11 

11.3 

指標：コンパクトな郊外部のまちづくりの推進 

現在（2018 年）： 

持続可能な郊外住宅地推進 

2030 年： 

誰もが「住みたい」「住み続けたい」

と思える郊外部の実現 

高度経済成長期に一斉に開発された郊外部の住宅地では、大規模団地等の集合住宅

の老朽化や空家の増加、少子高齢化の急速な進展などによる、日常生活を支えるサー

ビスや人口構成の変化等に対応するため、あらゆる人が活躍できる社会の実現を目指

していくとともに、地域活動の持続性を高めながら、ＩｏＴ等、新たな技術の導入等

の補完により、地域資源を生かしたまちづくりを進めていくことが重要である。 

 

（環境） 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 17 

17.17 

ＳＤＧｓデザインセンターによる事業推進 

現在（2018 年）： 

構想検討 

2030 年： 

推進 

 15 

15.1、

15.5 

指標：豊かな自然環境と暮らしが共存する都市づくり 

現在（2018 年）： 

ガーデンネックレス横浜の展

開 

2030 年： 

国際園芸博覧会開催（2026 年度） 

花・緑・農・水を活用したガーデン 

シティ横浜の展開 

 12 

12.3、

12.5 

指標：持続可能な循環型社会ときれいなまちの実現 

現在（2018 年）： 

市民・事業者との連携による 

３Ｒ行動の推進 

2030 年： 

ごみと資源の総量▲10％ 

（2025 年度） 

 13 

13.1、

13.3 

指標：地球温暖化対策･エネルギー施策の大都市モデル実現と発信 

現在（2018 年）： 

大都市モデルを実現する先進

的な取組の推進 

2030 年： 

花と緑にあふれる環境先進都市の

実現 

パリ協定採択後、世界の温暖化対策の潮流は大きく変化し、ＥＶシフトに象徴され

るように、各国や大都市の脱炭素化に向けた流れが加速化する中、国だけでなくあら

ゆる主体の取組が求められ、とりわけ大都市への期待が世界的にも高まっている。「今

世紀後半の温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）」に向け、環境未来都市として６年

間にわたり取組を進めてきた本市の蓄積するまちづくりのノウハウや成果、国内外の

都市間ネットワーク等を活用した世界への貢献が求められている。 
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１．２ 自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組 

（１）自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組の概要（2018～2020 年度の取組） 

 

◆力強い経済成長と文化芸術創造都市、観光・MICE 都市の実現に向けた取組 

ゴール、 

ターゲット番号 

KPI 

   

 

 

 

 

 

 

指標： オープンイノベーションによるプロジェクト等創出件数 

現在（2017 年度）： 

42 件／年 

2020 年： 

300 件／（～2021 年度累計） 

指標：海外諸都市等との連携・協力事業数  

現在（2017 年度）： 

166 件／年 

2020 年： 

700 件（～2021 年度累計） 

指標：観光消費額 

現在（2018 年３月）： 

3,557 億円 

2020 年： 

3,821 億円／年(2021 年度) 

 

①中小企業の経営革新と経営基盤の強化 

②イノベーション創出と戦略的な企業誘致 

③国際ビジネスの促進とグローバル人材の育成・確保 

④グローバル都市横浜の実現 

⑤文化芸術創造都市による魅力・賑わいの創出 

⑥観光・ＭＩＣＥの推進 

⑦スポーツで育む地域と暮らし 

⑧大学と連携した地域社会づくり 

 

  

2.3･4.4･8.2､8.3･

9.4､17.17 

2･4･8･9･17 
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◆花と緑にあふれる環境先進都市の実現に向けた取組 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

 

 

 

指標：18 区での地域に根差した花と緑の取組 

現在（2017 年度）： 

－ 

2020 年： 

延べ 72 件（～2021 年度累計） 

指標：市域の温室効果ガス排出量 

現在（2015 年度）： 

1,734 万ｔ-CO2／年 

※2010 年度電力排出係数を使用して算定  

2020 年： 

13 年度比 22％減 

指標：ごみと資源の総量 

現在（2017 年度）： 

120.6 万トン／年 

2020 年： 

117.3 万トン／年（2021 年度） 

 

①花・緑・農・水が街や暮らしとつながるガーデンシティ横浜の推進 

②地球温暖化対策・エネルギー施策の大都市モデルの創造 

③持続可能な資源循環の推進ときれいなまちの推進 

④環境にやさしいライフスタイルの実践と定着 

⑤活力ある都市農業の展開 

 

◆超高齢社会への挑戦に向けた取組 

ゴール、 

ターゲット番号 

KPI 

 

 

 

 

指標：地域ケアプラザ等による地域福祉団体・機関とのネットワーク数 

現在（2017 年度）： 

682 件／年 

2020 年： 

800 件（2021 年度） 

指標：がん検診の精密検査受診率 

  （胃、肺、大腸、子宮、乳がん検診） 

現在（2017 年度）： 

75％ 

2020 年： 

全て 85％（2021 年度） 

指標：地域の介護予防活動グループへの参加者数 

現在（2017 年度）： 

32,042 人 

2020 年： 

34,000 人（2021 年度） 

 

4.7･6.6･7.2･9.4･ 

11.7･12.3､12.5､ 

12.8･13.1､13.3 

･14.2･15.1･17.16､ 

17.17 

3･8･17 

4･6･7･9･11･12･13･ 

14･15･17 

3.8、3.d･8.1・ 

11.3 
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①参加と協働による地域福祉保健の推進 

②健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保 

③地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの充実・地域づくり・人づくり 

④地域で最後まで安心して暮らせる在宅医療・介護連携等の推進 

⑤地域医療提供体制の充実と先進的医療の推進 

 

◆人が、企業が集い躍動するまちづくりに向けた取組 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

 

 

 

 

指標：都心部の駅の１日当たり平均乗降客数  

現在（2016 年度）： 

341 万人／日 

2020 年： 

355 万人／日（2021 年度） 

指標：最寄駅周辺の整備の満足度  

現在（2017 年度）： 

21.3％ 

2020 年： 

25％（2021 年度） 

指標：本市の施策で行う公的住宅等における子育て世帯に配慮され

た住宅供給戸数 

現在（2017 年度）： 

6,368 戸（累計） 

2020 年： 

8,500 戸（～2021 年度累計） 

 

①魅力と活力あふれる都心部の機能強化   

②市民に身近な交通機能等の充実 

③コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり 

④多様な住居ニーズに対応した住まいづくり 

 

◆未来を創る多様な人づくりに向けた取組 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

 

指標：市内事業所の管理職（課長級以上）に占める女性の割合 

現在（2017 年度）： 

15.1％ 

2020 年： 

30％（2021 年度） 

指標：よこはまシニアボランティアポイントの活動者数 

現在（2017 年度）： 

10,003 人／年  

2020 年： 

15,000 人／年（2021 年度） 

指標：若者自立支援機関における自立に向けた改善がみられた人数 

現在（2017 年度）： 

1,166 人／年 

2020 年： 

1,780 人／年（2021 年度） 

8.2､8.3･9.4･ 

11.2､11.3･17.17 

8･9･11･17 

1･3･4･5･8･10･16･17 

1.b･3.8･4.7･5.5 

･8.6･10.2･16.2 

･17.17 
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①全ての子育て家庭及び妊産婦への総合的な支援 

②乳幼児期から学齢期までの子ども・子育て支援 

③未来を創る子どもを育む教育の推進 

④子どもたちの豊かな学びを育むための魅力ある学校づくり 

⑤女性が働きやすく、活躍できるまち 

⑥シニアが活躍するまち 

⑦子ども・若者を社会全体で育むまち 

⑧児童虐待・ＤＶ被害の防止と社会的養護体制の充実 

⑨障害児・者福祉の充実 

⑩暮らしを支えるセーフティネットの確保 

⑪参加と協働による地域自治の支援 

 

◆防災・減災機能を備えた都市、災害に強い人・地域づくりに向けた取組 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

 

指標：沿道建築物の倒壊リスクが解消している緊急交通路の区間数 

現在（2017 年度）： 

64／117 区間 

2020 年： 

72／117 区間（2021 年度） 

指標：コンテナ船用大水深岸壁の整備率 

現在（2017 年度）： 

57％ 

2020 年： 

70％（2021 年度） 

指標：30 年を経過した下水道管きょ内面のノズルカメラを用いた点検

調査 

現在（2017 年度）： 

計画策定 

2020 年： 

4,000km（～2021 年度累計） 

 

①災害に強い都市づくり（地震・風水害対策） 

②災害に強い人づくり・地域づくり（自助・共助の推進） 

③交通ネットワークの充実による都市インフラの強化 

④国際競争力の強化と市民生活を豊かにする総合港湾づくり 

⑤公共施設の計画的かつ効果的な保全・更新 

 

 

  

7･8･9･11･13･14 

･17 

7.3･8.9･9.1･ 

11.2･13.1､13.2 

･14.2･17･17 
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（２） 自治体ＳＤＧｓの情報発信・普及啓発策 

 

（域内向け） 

多様な視点からのプロモーション展開により様々な層へ訴求し、多くの市民・企業

等が環境などのＳＤＧｓへの意識を高め、地域活動や公民連携の取組に携わる機運を

醸成する。 

 

１．市民・市内中小企業等向け講座等の実施 

ＳＤＧｓ未来都市の普及啓発・浸透のため、市内大学、関係機関等や国の「COOL 

CHOICE」と連動・連携しながら、市民・企業のＳＤＧｓを「自分ごと」として受け止

められるよう理解促進を図るとともに、他都市事例等を活用しながら参加型市民講

座やワークショップ等を実施する。 

 

２．環境絵日記展の活用による展開 

学校におけるＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）スクール推進、ＳＤＧｓ普及

啓発と連動し、２万人を超える市内の小学生から応募のある環境絵日記展を市内の

団体「横浜市資源リサイクル事業協同組合」と協働で実施し、子どもたちに向けＳＤ

Ｇｓの取組を発信する。また多様なネットワークの活用による展開として、米国サン

ディエゴ市や国内外の都市とも連携・協働し取組を進める。 

 

３．国際的映像文化イベントとの連携 

国際的な映画祭の関係者と協働した、市民に親しみやすいプロモーション映像の

制作・公表など国際発信性の高い手法を用い、SDGs 未来都市の取組を PR する。 

 

（域外向け（国内）） 

１．ＳＤＧｓ未来都市の普及・浸透を進めるワーキンググループ等の開催 

2017（平成 29）年１月に「環境未来都市」構想推進協議会のもと、他の環境未来都

市と連携し実施した「ＳＤＧＳ検討ＷＧ」のノウハウを生かし、自治体や企業をはじ

め他地域からの多様なステークホルダーの参加を募り、ＳＤＧｓ未来都市の成功事例

等の共有や普及展開により新たな取組等につなげるワークショップ等を開催する。 

 

２．アジア・スマートシティ会議を活用したＳＤＧｓ未来都市の普及促進・発信 

 本市の先進的な事例を共有しアジアの発展に貢献するため、アジア新興国諸都市

の市長や国際機関等の有識者が一堂に会し、持続可能な都市づくりの実現に向けた

知見を共有する国際会議「アジア・スマートシティ会議」で、本市のＳＤＧｓ未来

都市の取組をはじめ各国・各都市のＳＤＧｓに関わる情報共有、今後の展開等につ



16 
 

いて議論を図っていく。また、学生の参加も得るなど、様々な層への発信や交流を

深める場も設定するとともに、会議結果について、他の国際会議等の場で発信を行

う。 

 

（自治体ＳＤＧｓモデル事業の普及展開） 

 

１．ＳＤＧｓデザインフォーラム 

 ＳＤＧｓに取り組む本市の動きと連動し、市内外の企業、大学、ＮＰＯ等の多様

な主体が、ＳＤＧｓ達成に向けて自己の強みをどう活用し、関与できるかを主体的

に考えるフォーラムを開催する。本フォーラムから、企業間コラボレーションを促

し、ＳＤＧｓモデル事業の３側面をつなぐ取組であるＳＤＧｓデザインセンターに

参画する多様なステークホルダーを掘り起こすとともに、モデル事業の普及展開を

図る。 

  

 

２．各種媒体を活用した普及 

  様々な普及啓発媒体を通じ、計画内容を分かりやすく、特にモデル事業を中心にＰ

Ｒを図る。また、活用の場等に応じて使い分けながら、市民をはじめとする、より幅

広い層への普及展開する。 

① 計画内容ＰＲ冊子（全体版・概要版） 

② 国内外会議等での SDGs 未来都市の取組報告用プレゼンテーション資料 

③ ＳＤＧｓ未来都市のイメージ映像 

④ その他効果的な手法による広報 
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-１．３ 推進体制 

（１） 各種計画への反映状況 

本市の総合計画である「中期４か年計画（2018～2021）」と温暖化対策、エネルギー

施策等に関する「地球温暖化対策実行計画」の両計画とＳＤＧｓ未来都市計画を同時

期に策定、連動させ、計画の実行性を強化する。 

※３つの計画の関係については、次ページ（P18）参照 

 

（総合計画） 

１．中期４か年計画（2018～2021） ※2018（平成 30）年秋策定予定 

  本市総合計画であり、2030 年の横浜を展望し、本市の将来像の実現に向けて描く

６つの戦略をＳＤＧｓの目標と関連付け、本市施策をＳＤＧｓを意識して推進して

いくこととしている。 

 

（主な分野別計画） 

２．横浜市地球温暖化対策実行計画 ※2018(平成 30)年秋策定予定 

地球温暖化対策の推進に関する法律及び「横浜市環境の保全及び創造に関する基本

条例」に基づき、パリ協定・ＳＤＧｓ等世界情勢、本市の地域特性や強み等を考慮し、

中期的目標年次を SDGs と同じ 2030 年に、長期的年次をパリ協定の目指す 2050 年と

位置付け策定する。 

 

３．横浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

本市の現在の総合計画である「横浜市中期４か年計画 2014～2017」をベースに、横

浜の地方創生を進めるため、2015（平成 27）年度から 2019（平成 31）年度の５年間

を計画期間として策定した。今後策定予定の「中期４か年計画（2018～2021）」の内

容も踏まえ、取り扱い等を検討する予定である。 

 

４．横浜市環境管理計画 ※2018（平成 30）年策定予定 

環境基本計画及び「横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例」に基づく環境の

総合計画として、「新たな中期計画」と連動するとともに、ＳＤＧｓの考え方を取り

込み、環境行政を推進することを位置づけ策定する。 

 

５．その他主な計画 

本市の教育の方向性等を描く「横浜教育ビジョン 2030」で、ＳＤＧｓに言及してい

るほか、緑に関する計画である「これからの緑の取組（仮称：現行「横浜みどりアッ

プ計画」）などの改定等に、ＳＤＧｓの考え方を反映させる予定である。 
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[３つの計画の関係図]  

※改ページ  



19 
 

（２） 行政体内部の執行体制 

 

・専任組織の設置 

 環境未来都市の取組を推進するために、「環境未来都市推進課」を機構として設置す

るとともに、各区局の連携体制を強化するため、部長級をはじめ、課長級の職員を兼

務として横断的な取組を推進してきた。経済・社会・環境の三側面の統合的取組を進

める、ＳＤＧｓ未来都市の推進に向け、こうした体制の活用を検討・整理する。 

 

・横浜市環境未来都市推進本部 

市長をトップとする「横浜市環境未来都市推進本部」を設置し、市役所内部の多くの

部局にまたがる環境未来都市の取組について、政策調整・情報共有を図るとともに、計

画の進捗状況の確認及び、ＰＤＣＡサイクルの運営管理や、新規事業等に関する協議な

どを適時行い、機動的に「環境未来都市計画」を推進してきた。 

この組織を「ＳＤＧｓ未来都市推進本部（仮称）」へと発展させるなどし、ＳＤＧｓ

未来都市で掲げる将来ビジョン実現に必要な自治体ＳＤＧｓモデル事業をはじめ、自治

体ＳＤＧｓ推進事業全体の取組を横断的に進め、具体的な目標や取組内容、工程を明確

化し、ＰＤＣＡサイクルの管理運営を行うことを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※改ページ  

横浜市ＳＤＧｓ未来都市推進本部（仮称） 

【体 制】 本部長：市長 副本部長：副市長 本部員：各区局長 

【役 割】①政策調整・情報共有 

  ②設定したＫＰＩによるモデル事業のＰＤＣＡサイクルの管理運営 

 

政策局 

 

温暖化対策統括本部 

 環境未来都市推進課 

【体制(現状)】 

局長級：統括本部長 

部長級：３名と兼務２名 

課長級：専任３名、 

兼務(各局企画担当課長等)16 名 

 

 

 

自治体ＳＤＧｓモデル事業の推進 自治体ＳＤＧｓ推進事業の推進 

・「ＳＤＧｓ未来都市」の推進 
・モデル事業・推進事業の着実な実行 

自治体ＳＤＧｓモデル事業の進捗管理 

総合計画の策定・施策の進捗管理 

ＳＤＧｓ未来都市の推進 

事業所管区局 

 

自治体ＳＤＧｓモデル事業の実行 

自治体ＳＤＧｓ推進事業の実行 

連携 

指標（ＫＰＩ）設定・管理 

全区局：本市のＳＤＧｓの取組推進／普及啓発 

自治体ＳＤＧｓ推進事業の進捗管理 

整合 
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（３） ステークホルダーとの連携 

 

（域内の連携） 

 

市内の数多くのコンソーシアム等、企業等や市民と連携した事業展開につなげる。 

 

（主なコンソーシアム等と取組概要） 

１．ＹＳＢＡ（横浜スマートビジネス協議会）（2015（平成 27）年４月設立） 

  ＹＳＣＰ（横浜スマートシティプロジェクト）の実証実験の成果を生かし、本市

の低炭素化、安全・安心都市づくりの推進、市民認知度向上に向けての活動及び地

域としてのスマート関連ビジネスが自律的に活性化できるような支援を企業と連携

して行ってきており、エネルギーの取組について、多様なエリアで実証から実装へ

の展開を図っていく。 

 

２．Ｙ－ＰＯＲＴ事業（2011（平成 23）年１月開始） 

  環境汚染や都市インフラの不足など、新興国諸都市が直面する課題に関し、本市

の都市づくりのノウハウと市内企業の有する環境技術などを活用した公民連携によ

る国際技術協力を実施し、新興国の都市課題解決と市内企業の海外展開の支援につ

なげていく。 

 

３．横浜水ビジネス協議会（2011（平成 23）年 11 月設立） 

市内企業・団体等と横浜市が連携し、新興国などにおける上下水道分野を中心と

した水環境に関する問題解決や、市内企業等のビジネスチャンスの拡大を通じた市

内経済の活性化、及び市内企業等の海外水ビジネス展開の支援を進める。 

 

４．ＹＵＳＡ（Yokohama Urban Solution Alliance）（2017（平成 29）年７月設立） 

Ｙ－ＰＯＲＴTセンターの機能強化の動きに呼応し、海外インフラビジネスの機

会の拡大と、新興国の都市課題解決に貢献するため、市内中小企業が中心となって

設立した法人として、新興国諸都市等から寄せられる多様な要請に対し、参画する

各企業の連携による 適なソリューション提供等を実施していく。 

 

５．ＩｏＴｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（I・TOP 横浜）（2017（平成 29）年４月設立） 

公民連携や、国や国内外の機関等と連携を図りながら、オープンイノベーション

により、付加価値の高い製品・サービス開発など新たなビジネスを創出し、生産性

の向上や販路開拓等の課題にチャレンジする中小企業のサポートを行うとともに、

新たな技術の活用やサービス開発による社会課題の解決にも取り組む。 
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６．横浜ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(LIP.横浜)（2016（平成 28）年 12 月設立） 

  横浜から健康・医療分野のイノベーションを持続的に創出していくため、公民連

携して取り組むプラットフォームとして、企業・大学・研究機関で構成するネット

ワークから革新的なプロジェクトを生み出すとともに中小・ベンチャー企業等に対

する製品化に向けた支援を行い、新技術・新製品の開発を促進する。 

 

７．海洋都市横浜うみ協議会（2015（平成 27）年９月設立） 

  海に関連する様々な企業・大学・研究機関等が立地する特徴を生かし、公民連携

による海洋に関する教育・研究・産業等の活動活性化を図っていく。 

 

（市民との協働推進） 

１．横浜市市民活動支援センター(2000（平成 12）年設立) 

市民と行政の協働により市民公益活動が活発に行われる環境を整備し、市民の相

互連携の促進、 様々な主体が公共を担う社会の形成に寄与するため、市中心部に中

央センターを設置するとともに、市内 18 区全区にも区版のセンターを設置、区ごと

の活動も促進し、市域・区域など、様々な範囲で、自律的なまちづくり活動を広げ

ていく。 

 

（郊外部の住宅地再生等のまちづくりにおける企業・大学等との連携） 

 

１．青葉区たまプラーザ駅北側地区（東京急行電鉄、東京大学） 

  東京大学まちづくり研究室のアドバイスをいただきながら、横浜市と東急電鉄が

協働で「次世代郊外まちづくり」の取組を進めている。2016（平成 28）年度に整備

した地域の情報発信及び地域活動の拠点となる施設を活用しながら、地域住民も含

めた取組を推進する。 

 

２．緑区十日市場町周辺地域 

（東京急行電鉄、東急不動産、エヌ・ティ・ティ都市開発、神奈川大学） 

  開発事業者と街区の開発（2017（平成 29 年）度着工）を進めながら、十日市場駅

を利用する市民が居住する広域エリアも含めた魅力発信のために、神奈川大学と連

携し、コミュニティ活動を活性化する取組を実施する。 

 

３．相鉄いずみ野線沿線地域 

（相鉄ホールディングス、横浜国立大学、フェリス女学院大学） 

  横浜市と相鉄ホールディングス、横浜国立大学、フェリス女学院大学で「次代の

まちづくり」の推進にかかる連携覚書を締結し、地元の野菜等を活用したメニュー
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開発といった地産地消の取組など、地域資源を活かした地域活性化や地域課題の解

決に向け連携した取組を実施する。 

 

４．磯子区洋光台周辺地区（UR 都市機構、首都大学東京、横浜国立大学） 

  横浜市とＵＲ都市機構が連携して進めるまちづくりに、首都大学東京や横浜国立

大学も参画し、まちの活性化や地区内の団地の空き部屋を活用した省エネ改修実験

の取組の成果の普及などを実施する。 

 

（自治体間の連携(国内)） 

１．北海道下川町 

温暖化対策を始めとする環境活動に積極的に取り組む本市戸塚区川上地区連合町

内会と北海道下川町との間で、本市イベント時の CO２排出量の下川町の森林整備に

よるカーボンオフセット、双方の小学生の訪問交流や市内企業の森林バイオマス活

用の検討等、環境・コミュニティ・経済・防災等の多岐にわたる分野の友好交流協

定を締結、子どもたちをはじめ、市民の環境意識の向上等につながっている。 

 

２．静岡県富士市 

本市との間でスマートシティ推進のための連携協定を締結し(2015（平成 27）年３

月)、富士市は、豊富な地下水を活かした製紙工場等の集積という地域の強みを活か

し、工場の排熱の有効活用に取り組む。 

 

３．その他の連携 

  福島県会津若松市、宮城県石巻市・山元町に対し、ＹＳＣＰで得た本市の知見・技

術を提供し、再生可能エネルギーの導入や、地域におけるエネルギーの可視化、BEMS

等、各都市の地域特性に応じ、エネルギーの 適化につながる支援を行う。 

  また、本市水源林のある山梨県道志村では、企業や団体との協働による水源涵養林

整備をはじめ環境教育プログラムや「横浜市水のふるさと道志の森基金」運用による

水源林保全活動等を行い、本市の水源確保の持続性を高める。 

 

（国際的な連携） 

１．Ｃ40(The C40 Cities Climate Leadership Group)(世界大都市気候先導グループ) 

2005（平成 17）年に創設された、気候変動対策に取り組む大都市で構成する都市

ネットワークで、17 のテーマ別分科会に分かれ、参加都市における温室効果ガスの

排出削減、気候変動対策の推進等に取り組む。 

また、Ｃ40 の取組の中から港湾の温暖化防止などへの取組をリードするＷＰＣＩ

（世界港湾機構イニシアティブ）が設立され、2018（平成 30）年にはＳＤＧｓにも
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貢献するためＷＰＳＰ（World Port Sustainability Program）が発足、港湾の効率

性・継続性の向上に寄与する活動にも取り組む。 

 

２．ＣＮＣＡ（Carbon Neutral Cities Alliance） 

 2050 年までに 80%以上の温室効果ガスを削減する目標を掲げた世界的都市ネット

ワークに加盟、他の加盟都市と連携して先進的温暖化対策に取り組む。 

 

３．温暖化対策分野における海外都市との主な連携 

・フランクフルト市との連携： 

EU－日本国際都市間協力プロジェクト（IUC-Japan）でのスマートシティ分野連携 

・バルセロナ市との連携： 

環境技術とアートのコラボレーションをテーマとした交流などの連携、スマート

シティエキスポ世界会議への出席 

 

４．シティネット（アジア太平洋都市間協力ネットワーク） 

国際ネットワークとして、アジア太平洋地域を中心とする都市問題改善・解決の

ため、会員（都市・団体）が相互に協力しパートナーシップを構築、技術移転や人

材育成を進める。 

 

５．アフリカ諸国・諸都市等との連携 

  環境省やＪＩＣＡとの共同で、廃棄物に関するＳＤＧｓを達成する「アフリカの

きれいな街プラットフォーム」を設立し、研修等を通じて、アフリカとの連携・協

力を深めている。また、2019（平成 31）年には、本市では３度目の開催になる「第

７回アフリカ開発会議(ＴＩＣＡＤ７）」が開催､アフリカとの一層の連携を進める。 

 

６．本市海外事務所を起点とした海外連携の展開 

  2018（平成 30）年にニューヨークに開設予定の米州事務所やフランクフルト事務

所などを起点に、パリ協定後の世界の脱炭素化に向け、先進諸国との間で、環境技

術などについての共有化、連携を強化し、更なる発信を行っていく。 

 

７．その他の都市間連携 

・姉妹・友好都市(サンディエゴ市（アメリカ）など８都市) 

・パートナー都市(北京市（中国）など７都市) 

・共同声明都市(テルアビブ-ヤッフォ市（イスラエル）など４都市) 

・姉妹・友好・貿易協力港（オークランド港（姉妹港・アメリカ）など６港） 
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（１） 課題・目標設定と取組の概要 

 

自治体ＳＤＧｓモデル事業名： “連携”による横浜型『大都市モデル』創出事業 

             「ＳＤＧｓデザインセンター」創設 

 

１．厳しさを増す本市を取り巻く環境 

・本市は、2019（平成 31）年をピークに人口減少に転じ、生産年齢人口の減少や少子

高齢化の進展による、労働力や社会の担い手の減少、東京一極集中、都市施設の老

朽化など、直面する課題は一層深刻化してきている。 

・一方、1960 年代の高度成長期における他に例を見ない急速な都市化によって生じ

た様々な課題を、市民・企業の力を結集し解決に向け公民連携で取り組んできた。 

 

２．横浜型「大都市モデル」の創出 

・「ＳＤＧｓ」「パリ協定」で取り上げる人々の暮らしに起因する世界共通の課題解決

のためには、国だけでなく世界の都市や多様な主体の率先した取組が求められてい

る。 

・ＳＤＧｓの 17 目標達成を自治体として意識し、同時策定することとした市の総合

計画「新たな中期計画」と「地球温暖化対策実行計画」の各施策の中から、373 万

人が暮らし、12 万の事業所を持つ大都市に相応しい、環境を軸とした経済・社会課

題の同時解決性が高い象徴的な取組を厳選し「自治体ＳＤＧｓモデル事業」とする。 

・さらに、各取組を相互に連携させ、課題解決に向けて様々な取組を進める「住民・

企業」などのステークホルダーを「つなぎ」、得られた知見・技術などの情報を ICT

等の技術を駆使して「見える化」を図り、「共有化」することで相乗効果を高め、

“新たな価値”を生み出すことで、都市のプレゼンス向上を目指す仕組みを構築し、

横浜型「大都市モデル」を創出する。 

・また、これまで築き上げてきた幅広いネットワーク、海外事務所等を通じたグロー

バル・パートナーシップを活用し、都市間連携による課題解決、アフリカ諸国など

途上国への技術支援の展開等、あらゆる機会を通じて国内外へ広く発信する。 

・これに向け同時策定を予定している「新たな中期計画」「地球温暖化対策実行計

画」が掲げる、「力強い経済成長と文化芸術創造都市の実現」「花と緑にあふれ

る環境先進都市」「脱炭素化に向けた CO230％削減」をＳＤＧｓ未来都市の 2030

ビジョンとして位置づけ、両計画の施策から、環境を軸とした経済・社会課題の

同時解決性が高い象徴的な次の取組を厳選した。 

２．自治体 SDGs モデル事業 
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（２） 三側面の取組 

 

① 経済面の取組 

 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指標：観光消費額 

現在（18 年３月）： 

3,557 億円／年 

2020 年： 

3,821 億円／年(2021 年度) 

指標：横浜らしい特色のある芸術フェスティバルの開催 

現在（2018 年３月）： 

毎年開催中 

2020 年： 

毎年開催 

指標：客船ターミナル・受入施設整備 

現在（2018 年３月）： 

事業中 

2020 年： 

供用 

 

① －１ 成長と活力を生み出す都心部 

・みなとみらい２１地区 

音楽ホールや研究開発拠点等の集積が進むみなとみらい２１地区を中心に、まち

の成長と活力を支える「みなとみらい 2050 プロジェクト」を、地元企業とともに進

め、 新技術を活用し未来を見据えた搭乗型移動支援ロボット（パーソナルモビリ

ティ）の実証実験などを進める。 

開発当初、当時 先端の地域冷暖房システムを整備し、1989（平成元）年４月か

ら熱供給開始、地区内で必要となる温・冷熱を集中的に製造し、エネルギーの効率

的な運用、省エネルギー化を進めてきた。供給から約 30 年が経過し、開発から成熟

へとステージが移行するとともにエネルギーを取り巻く環境が変化する中、ＢＬＣ

Ｐの視点などから、まちの活力を支えるエネルギー供給のため、自律分散型エネル

ギーインフラ(ＣＧＳなど)の導入を促進するなど、時代の要請に応じその役割を適

応させ、企業誘致や質の高い文化芸術に触れることのできる劇場の整備など、都市

ブランドの価値をさらに高めることにもつなげていく。 

また、文化芸術創造都市を目指して、質の高い文化芸術に触れられる、芸術フェ

スティバルの開催などを進め、魅力・賑わいを創出する。 

 

 

7.2･8.2､8.3･9.4･ 

11.2･14.2･17.17 

7・8・9・11･14･17 
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①－２ 国際競争力の強化と市民生活を豊かにする総合港湾 

・東アジアのハブポート機能の強化 

国際コンテナ戦略港湾としての取組が実り、好調に推移しているコンテナ取扱量

を更に増加させるため、コンテナターミナル整備や、我が国初となるＬＮＧバンカ

リングによる港のスマート化を通じ、環境に配慮した総合物流拠点の形成を目指

し、国際競争力を一層強化し、選ばれるハブ港を形成する。 

・クルーズ客船の受入機能の強化 

世界的な活況が続くクルーズ需要を確実に取り込むため、ふ頭護岸改修、客船タ

ーミナル整備、暫定ＣＩＱ施設整備を進め、多様化する客船の受入機能を強化する

とともに、浅場・藻場等の形成や生物共生型護岸の整備、横浜ブルーカーボンの展

開による脱温暖化と海辺環境の魅力向上を推進し、都心臨海部の賑わいを創出す

る。 

 

【期待できる効果の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

横浜ブルーカーボンの展開 

■参考：環境配慮船舶に対するインセンティブ制度(Ｅ

ＳＩ)と国際組織（Ｃ40･ＩＡＰＨ･ＷＰＣＩ･ＷＰＳ

Ｐ）の関係図 

コンテナ船へのLNGバンカリング（イメージ） 

経済 

社会 環境 
・観光客増による消費拡大 

・国際競争力の強化 
・市民が愛着を感じるみなとづくり ・環境に配慮した総合物流拠点の形成 

同時に生じる効果 
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② 社会面の取組 

 

ゴール、 

ターゲット番号 

ＫＰＩ 

 

 

 

 

 指標：新たな試行的取組＊ 

現在（2018 年 3 月）： 

0 件（新規） 

2020 年： 

20 件(延べ)（2021 年度） 

指標：横浜市の 25-44 歳の女性有業率（2012（平成 24）年） 

現在（2012 年）： 

①25-29 歳：73％ 

②30-34 歳：59％ 

③35-39 歳：63％ 

④40-44 歳：65％ 

2020 年： 

① ～④：73％ 

＊ ＩｏＴを活用した団地等住宅地での実証実験等 

 

②－１ 「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部 

・住宅地の活性化・魅力向上 

既存の大規模団地等（旭区若葉台団地など）では、公民連携でオープンイノベー

ションを促進し、ＩｏＴ・ロボット等 新技術を活用した買い物支援などを通じ、

移動等の負担軽減とともに、新たな地域ビジネスとして、地域の特色に合わせた店

舗誘致や雇用創出につなげ、住民の日常生活の利便性などを向上させていく。ま

た、健康の保持・増進のため､様々な場の活用など健康づくりのムーブメントを起こ

し､日常生活機能が充実し､住民の活動が活性化している活力ある住宅地づくりを進

める。 

新規に開発する住宅地等（緑区十日市場町など）では、ネガワットビジネスなど

への参入を視野に入れ、エリアマネジメントを通じ、住民の省エネ行動も進め、脱

炭素化に向けハードとソフト両面からの省エネ住宅づくりを進める。 

・健康と環境を両立した住宅地再生 

高断熱・高気密化の普及・促進や、エネルギーマネジメントを実現する住宅への

建替・改修により、ヒートショック防止等の健康対策、省エネ等の環境対策の両立

を目指し、快適で多世代から選ばれる住宅地を目指す。 

 

【期待できる効果の例】 

 

 

 

社会 

経済 環境 
・ﾋｰﾄｼｮｯｸ防止等、市民の健康保持・増進 

・生活利便性の向上 
・高断熱化による省エネ化 ・地域経済の活性化 

同時に生じる効果 

3･5･7・8・9・10･ 

11･17

3.8･5.5･7.3･8.2､ 

8.3･9.4･10.2･ 

11.3･17.17 
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 ［展開イメージ］ 

・ＩｏＴ・ロボット等を活用した住宅地の活性化・魅力向上や脱炭素化への取組 

 

 

・健康と環境を両立した住宅地再生 

 

 

②－２ 未来を創る多様な人づくり 

 

２．未来を創る多様な人づくり 

・女性・シニア・若者の活躍支援 

市内企業等と連携した就職及びキャリアアップ・起業支援、地域の担い手として

様々な場面で活躍できる環境など、多様で柔軟な働き方・活動に対する支援を推進

し、性別に関わらず自分らしいライフスタイルや仕事の選択が可能で、あらゆる世

代がそれぞれの強みを存分に発揮し活躍できる社会づくりを推進する。 
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・健康経営、ワーク・ライフ・バランスの推進 

働き方改革や、職場での健康サポートなど企業の健康経営の取組を支援し、従業

員が健康でやりがいや充実感を持ちながら働ける職場環境の整備とともに、「COOL 

CHOICE」などの取組により、エネルギーの効率的な使用について普及することで、

企業の省エネを促進する。 

 

【期待できる効果の例】 

 

 

 

 

[健康経営、ワーク・ライフ・バランス推進に関する制度] 

  

社会 

経済 環境 

同時に生じる効果 

・あらゆる世代が活躍できる社会 
・省エネの推進 ・自分らしいﾗｲﾌｽﾀｲﾙや仕事の選択 



30 
 

③ 環境面の取組 

 

ゴール、 

ターゲット番号 

KPI 

  指標：温室効果ガス排出量 

現在（2015 年確報値）： 

1,934.2 万ｔ-CO2 

2020 年： 

1,684 万ｔ-CO2 

指標：市内 18 区での地域に根差した花と緑の取組 

現在（2018 年 3 月）： 

－ 

2020 年： 

延べ 72 件（2021 年度） 

 

③－１ 豊かな自然環境と暮らしが共存する都市 

・ガーデンシティ横浜の推進 

600 万人を超える方々が楽しんだ「第 33 回全国都市緑化横浜フェア（2017(平成

29)年開催」の成果を活かし、花・緑・農・水のある豊かな自然環境を作り上げてき

た取組をさらに加速し、魅力ある空間づくりとなるガーデンシティ横浜を、市民・

事業者の協働により展開し、国際園芸博覧会の招致等、イベントの充実や街中に市

民が実感できる花・緑を創出することにより、観光・ＭＩＣＥにも貢献する魅力と

活力にあふれるまちを実現する。 

・気候変動に適応したグリーンインフラの活用 

局地的な大雨等の水害対策のため、適応の観点も含め自然環境が有する多様な機

能を用いた雨水貯留浸透を活用し、雨水をゆっくり流す貯留・浸透効果による防災

性向上及び CO2の削減を進め、生物多様性の保全・再生や暑熱対策とともに、まちの

潤いを生み出し、市民の心身の健康増進にもつなげていく。 

・公園における公民連携の取組 

民間企業の技術やノウハウを活用した公募設置管理制度（Park-ＰＦＩ）の活用、

「公園愛護会」活動の支援などにより、公園を活用した賑わいの創出、地域コミュ

ニティ活動の活性化につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1･11･12･13･15･17 

1.b ･11.3 ･12.5･13.1､

13.3･15.1､15.4･17.17 

「雨水貯留浸透機能」のイメージ 「ガーデンシティ横浜」のイメージ 「ガーデンシティ横浜」のイメージ 
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③－２ 低炭素・循環型社会 

 ・都市施設のエネルギー拠点化 

焼却工場等の市民生活を支える施設を活用しエネルギー供給拠点化を図り、CO2を

削減する。 

・食を通じた豊かな社会の実現 

生ごみの４割を占める食品ロス削減に向け、「食」について考えるイベントや家庭

での実践に役立つ講演の開催など、市民の皆様の「食」に対する関心、意識、価値

観に訴えかける広報、取組を推進し、食品廃棄物の発生抑制等につなげる。また、

福祉部門と連携してフードバンク・フードドライブ活動を推進することで、「食」を

通じた社会貢献につなげる。 

・トリジェネレーション（CO2の有効利用）による新産業創出 

下水処理施設などでのバイオマス活用で発生する CO2の有効利用や、再生可能エネ

ルギーの創出により、新たな産業・雇用を生み出すことを目指す。 

 

【期待できる効果の例】 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

環境 

経済 社会 

同時に生じる効果 

・市民が実感できる花・緑の創出 

・都市施設のエネルギー拠点化 
・貯留・浸透効果（防災性向上） 

・「食」を通じた社会貢献 

・魅力と活力あふれるまちの実現 

・バイオマス活用による新産業・雇用の創出 
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 ・新横浜都心、日吉・綱島地区を中心とした環境モデルゾーンの形成 

  「Zero Carbon Yokohama」の実現の具体策の一つとして、地球温暖化対策実行計

画において、「環境モデルゾーン」として位置付けた、新横浜周辺地域において、

世界的なＲＥ100 の潮流を受け、今年3 月に、横浜市とＲＥ100 を標榜する企業に

よる「スマートゾーンアライアンス」を設立し、環境モデルゾーンにおけるＲＥ100 

エリアの早期実現に向けた先進的な取組を進める。 
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（３） 三側面をつなぐ統合的取組の概要 

 

統合的取組の事業名：ＳＤＧＳデザインセンター（仮称） 

 

環境・社会・経済面での各課題解決に向けたモデル事業に、取組成果や関係する人々

の交流など事業間の連携を深めることにより各取組をＳＤＧｓデザインセンターがつ

なぎ合わせ、相乗効果を高める統合的な取組を進め、横浜市の 大の強みである住民・

事業所などの「市民力」を 大限発揮し、都市の新たな価値を生み出す仕組みを構築し、

横浜型「大都市モデル」を創出する。 

 

【ＳＤＧｓデザインセンターの機能・役割】 

①課題解決の知見・技術共有 

市内各地で、様々な取組を展開しているステークホルダーの意見交換などの交流の

場を提供し、課題解決に向けたソリューションを「見える化」し、課題解決に向けた

イノベーション創出につなげる。 

［交流・コーディネート、課題の集積・情報収集、課題解決策の提示］ 

 

②グローバル人材の育成 

みなとみらい２１地区を中心に集積が進む企業のＲ＆Ｄ拠点や、専門知識を有する

大学等と連携したセミナーの開催、「ラーニング・ジャーニー」の受入れなど、世界

的な課題解決に資する技術や情報を学び・知るきっかけ作りを通じて、ＳＤＧｓや脱

炭素化など地球規模の課題解決に取り組む人材・企業等の育成を図る。 

 

③国内外への情報発信 

得られた成果、国際会議や視察の受入れ等の機会をとらえ、課題解決に向けた各取

組、企業・大学の技術を広く発信するとともに、これまで築き上げてきた幅広い国内

外ネットワークや、海外事務所などを通じたグローバル・パートナーシップを活用し、

都市間連携による課題解決などあらゆる機会を通じて国内外へ広く発信する。 

 

④その他課題解決に向けた支援 

企業・大学のイノベーションセンターと連携し、生み出された課題解決に資する技

術等の実証実験の試作的取組（プロトタイプ）をリビングラボ等と連携し、実証実験

を積み重ねることで、社会実装を加速化させます。また、ＥＳＧ投資の呼び込み等、

ファイナンス等を調達する仕組みづくりにより、課題解決の取組の推進を図る。 

［実証実験の調整、ファイナンス等を調達する仕組みづくり］ 
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【ＳＤＧｓデザインセンターの機能（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 三側面をつなぐ統合的取組による相乗効果（新たに創出される価値） 

 

■ 経済⇔環境 

【経済→環境】 

 

KPI 

指標：緑地保全制度による指定面積 

現在（18 年３月）： 

328.4ha 

（2016～18 年度累計） 

2020 年： 

280ha（2021 年度） 

国内外への情報発信を通じ、観光客や来街者が増加し、観光資源としての花や緑へ

の関心の高まり、環境へ積極的に取り組む横浜市の姿勢を見える化を図り「ガーデン

シティ横浜」のブランドイメージアップ、プレゼンス向上につなげる。 

 

【環境→経済】 

 

KPI 

指標：河川の想定氾濫区域面積（１時間あたり約 50mm の雨） 

現在（18 年３月）： 

540ha 

2020 年： 

385ha（2021 年度） 

 共有化された知見・技術により、雨水貯留浸透を活用した取組でのイノベーション

創出につながり、豪雨などの災害発生時に、都心部をはじめとする浸水被害の軽減、

経済的損失の軽減を図ることにつなげる。 
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■ 経済⇔社会 

【経済→社会】 

 

KPI 

指標：よこはまグッドバランス賞認定事業所数 

現在（18 年３月）： 

99 事業所／年 

2020 年： 

510 事業所（～2021 年度累計） 

国内外への情報発信を通じ、観光客や来街者の増加、関連する産業の活性化が図ら

れ、雇用需要の増加により、女性やシニアを含む労働需要が更に高まることで、あら

ゆる人が働きやすい職場環境づくりの意識が醸成されていく。 

 

【社会→経済】 

 

KPI 

指標：新規創業件数（延べ数） 

現在（18 年３月）： 

119 件（2017 年度） 

2020 年： 

460 件（～2021 年度累計） 

企業等により創出される地域課題解決のソリューションが、他の多くの企業間で共

有化され、住宅地だけではなく市域・国内等で展開できる新たなビジネスの創出、雇

用の創出につながる。 
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■ 社会⇔環境 

【社会→環境】 

 

KPI 

指標：市域の温室効果ガス排出量 ※2010 年度の電力排出係数利用 

現在（2015 年３月）： 

1,734 万 t-CO2/年 

2020 年： 

2013 年度比 22％減(2021 年度) 

市民協働による花や緑のまちづくりに新たに着手する地区数 

現在（18 年３月）： 

29 地区（類計） 

2020 年： 

48 地区（類計） ※2021 年度目標値 

企業の働き方改革が進み「ワーク・ライフ・バランス」が推進されることで、地域

活動への参加率が高まり、地域の緑化活動にも参画する市民が増え、公園など緑のあ

る空間の管理運営や、横浜市独自の緑地を保全する制度の「市民の森」での人材確保

につながり、環境面において、良好な緑地環境が保たれ CO2の削減につながる。 

 

【環境→社会】 

 

KPI 

指標：環境に対して関心があり、行動に結びついている人の割合 

現在（18 年３月）： 

52.8％（2017 年度） 

2020 年： 

60.0%（2021 年度） 

「ガーデンシティ横浜の推進」の取組が、市民のほか、国内外へ広く発信されるこ

とにより、花や緑への共有・共感、花や緑を通じた人の交流を生み出すとともに、横

浜市のプレゼンスが向上し、また、花や緑を活用したイベント等に多数の市民が参加

することにより、花や緑のある環境で生活している幸せが実感され、社会面におい

て、市民の環境意識が更に高まる。 
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（４） ステークホルダーとの連携 

 

【三側面における各取組】 

各取組において関連のある既存のコンソーシアム等＊との連携を進めるとともに、幅

広い市民との協働や、他のコンソーシアムや企業、大学（学術機関）、国際機関等との

連携に広がるよう関係部署と調整していく。 

＊P20～P22 に記載 

 

【三側面をつなぐ統合的取組】  

運営主体・本市をはじめ、市民・企業と本市とが連携し、事業を推進していくため、

それぞれが主に次のような役割分担しながらの事業展開に向けた調整を図る。 

 

団体・組織名等 モデル事業における位置付け・役割 

【横浜市】 ・ＳＤＧｓデザインセンターの創設に関し、必要な機能・場や情報

基盤等に関する調査検討や、必要なイニシャルコスト負担、コンソ

ーシアムへ参画・事業推進 

・みなとみらい 2050 プロジェクトなど市の各種施策への反映、Ｉ・

ＴＯＰ横浜など、コンソーシアム間の連携調整 

・実証・実装に必要となる条件、規制緩和等の各種調整 

【企業等】 ・民間企業ならではの豊かな発想、アイデアの活用により、地域課

題の解決策を提示 

・課題解決のプロトタイプの実行 

・主体的なコンソーシアムの運営 

（経費負担、事務局機能、事業管理等） 

【大学（学術機関）】 ・世界の先端動向や研究情報等の提供、専門的知見からの助言等 

・郊外部の住宅地再生など、市民や企業等と連携した実証事業に

主体的に参加 

【市民】 ・地域課題の提供 

・プロトタイプの実証フィールドの提供・協力、実証モニターとし

ての参加協力 
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（５） 自律的好循環 

 

【三側面における各取組】 

「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の経済・社会・環境の各側面の取組については、本市

の総合計画である「新たな中期計画」に位置づけられており、毎年度の本市の予算措置

をベースに、国の支援メニューを有効に活用しながら、企業との連携等により、民間資

金の活用も調整し、確実に実行していく。 

 

【三側面をつなぐ統合的取組】 

企業等、民間が運営主体となる「コンソーシアム」を新たに設立することを視野に、

法人化（一般社団等を想定）するなど運営責任の主体を明確化させるとともに、運営主

体と本市間の協定締結等により、「自治体ＳＤＧｓモデル事業」を連携した推進を目指

す。 

運営経費については、初期段階では「自治体ＳＤＧｓ補助金」の活用や本市等から支

援を行っていく予定であるが、法人を構成する会員からの会費収入（正会員、準会員、

賛助会員等）と、一般利用者の利用・参加費等（セミナー等）及び展開する実施事業等

からの収入を中心に、運営を賄える体制を検討し、スムーズな移行を図る。 

なお、会員は市内企業等の法人とその社員等を基本とし、多様なアイデアを取り込み、

地域から市域までの大小様々な範囲での具体的行動・活動の展開を可能としていくため、

個人や地域活動団体など幅広い参画を図り、財務基盤を強化していく。 

また、事業収入については、多様なステークホルダー間で生み出したイノベーショ

ンなどによる特許等の権利につながるものについては、その創出に関わった会員・企

業等への一定額・一定率を還元するなどのメリットを検討し、会員の更なる拡大への

インセンティブを設定することも検討していく。 

これらにより、会員増とそれに伴うイノベーション創出、実証実験の拡大と財務基

盤の確立という好循環を作り、自律的・持続的な運営につなげていく。 
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（６） 普及展開策 （※再掲） 

 

（域内向け） 

１．市民・市内中小企業等向け講座等の実施 

ＳＤＧｓ未来都市の普及啓発・浸透のため、市内大学、関係機関等や国の「COOL 

CHOICE」と連動・連携しながら、市民・企業のＳＤＧｓを「自分ごと」として受け止

められるよう理解促進を図るとともに、他都市事例等を活用しながら参加型市民講

座やワークショップ等を実施する。 

 

２．国際的映像文化イベントとの連携 

国際的な映画祭の関係者と協働した、市民に親しみやすいプロモーション映像の

制作・公表など国際発信性の高い手法を用い、ＳＤＧｓ未来都市の取組をＰＲする。 

 

（域外向け（国内）） 

１．ＳＤＧｓ未来都市の普及・浸透を進めるワーキンググループ等の開催 

2017（平成 29）年１月に「環境未来都市」構想推進協議会のもと、他の環境未来都

市と連携し実施した「ＳＤＧｓ検討ＷＧ」のノウハウを生かし、自治体や企業をはじ

め他地域からの多様なステークホルダーの参加を募り、ＳＤＧｓ未来都市の成功事例

等の共有や普及展開により新たな取組等につなげるワークショップ等を開催する。 

 

２．アジア・スマートシティ会議を活用したＳＤＧｓ未来都市の普及促進・発信 

 本市の先進的な事例を共有しアジアの発展に貢献するため、アジア新興国諸都市

の市長や国際機関等の有識者が一堂に会し、持続可能な都市づくりの実現に向けた

知見を共有する国際会議「アジア・スマートシティ会議」で、本市のＳＤＧｓ未来

都市の取組をはじめ各国・各都市のＳＤＧｓに関わる情報共有、今後の展開等につ

いて議論を図っていく。また、学生の参加も得るなど、様々な層への発信や交流を

深める場も設定するとともに、会議結果について、他の国際会議等の場で発信を行

う。 

 

（自治体ＳＤＧｓモデル事業の普及展開） 

１．ＳＤＧｓデザインフォーラム 

 ＳＤＧｓに取り組む本市の動きと連動し、市内外の企業、大学、ＮＰＯ等の多様な

主体が、ＳＤＧｓ達成に向けて自己の強みをどう活用し、関与できるかを主体的に考

えるフォーラムを開催する。本フォーラムから、企業間コラボレーションを促し、Ｓ

ＤＧｓモデル事業の３側面をつなぐ取組であるＳＤＧｓデザインセンターに参画する

多様なステークホルダーを掘り起こすとともに、モデル事業の普及展開を図る。
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（７） スケジュール 

 

 取組名 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

7 月  8 月  9 月 10 月 11 月  12月 1 月  2 月  3 月 

統

合 

 

ＳＤＧｓデザインセンター 

           

経

済 

・成長と活力を生み出

す都心部 

・国際競争力の強化と

市民生活を豊かにす

る総合港湾 

           

社

会 

・「住みたい」「住み続け

たい」と思える郊外部 

・未来を創る多様な人

づくり 

           

環

境 

・豊かな自然環境と暮

らしが共存する都市 

・低炭素・循環型社会 

           

庁内検討 機能検討(調査) 一部稼働 

（部分的機能） 

● ● ● 

実証実験実施調整 

● ● 

実証実験実施(3 か所程度) 

● 

実装に向けた調整 

● 

グッドバランス賞募集 

● ● 

審査 認定(予定) 
COOL CHOICE 等 

を通じた省エネ普及 

新横浜環境モデルゾーンの構築（検討・調整・推進） 

● 

MM2050 プロジェクト取組推進 

普及イベント 

● 

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ実証
● 

ガーデンシティ横浜の推進 

新横浜環境モデルゾーンの推進 

ガーデンシティ横浜の推進（花と緑によるまちの魅力創出と賑わいづくり

（2 地区/年・まとまりのある樹林地の保全 等） 

国際競争力の強化と市民生活を豊かにする総合港湾づくりの推進 

(LNG バンカリング拠点形成の推進、船舶・貨物誘致 等) 
・客船ターミナル供用 

・客船受入施設供用 

実証実験実施・実装の推進 

未来を創る多様な人づくりの推進 

MM2050 プロジェクト取組推進 

運営体制確立・ 

全面稼働開始 
稼働・推進 
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