
横浜市議会は１月２８日

から３月１９日までの日程

で開催されています。 

今回の議会の主要議題

は、平成３１年度予算議案

の審議です。既に市議会に

議案が提出され、本格的な

審議がスタートしていま

す。 

平成３１年度予算案のポイントは、「国際的

なビッグイベントが開催されることから、横浜

市として万全な運営準備をすすめながら横浜

の魅力を磨き発信する」としています。 

今回の活動レポートでは、新規事業や拡充事

業などを中心に、予算案の概要を掲載致します。 

※（ ）内の事業費は百万円代切り捨て 

□中小企業への総合的な支援（359 億円） 
 （公財）横浜企業経営支援財団による相談、

コンサルティング、相談会の開催。生産性向

上の設備投資助成。小規模事業者へ少額設備

導入助成、融資メニュー新設。他 

□商店街の振興（2.5 億円） 
 キャッシュレス決済導入支援など、インバウ 

ンド対策の推進。他 

□オープンイノベーションの推進（2.8億円） 
 「LIP.横浜」「Ｉ・TOP 横浜」により産学官

金の連携を促進し、付加価値の高い製品・サ

ービスの販路開拓支援。他 

□戦略的な企業誘致の推進と次世代産業の

創出・集積強化（24億円） 
 企業立地促進条例等を活用し、まちづくり施

策と連動した戦略的な企業誘致。他 
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平成３１年度予算審議スタート 
市議会は１月２８日～３月１９日まで 

表１【全会計の予算規模】 

会計名称 ３１年度 対前年増減 増減率 

一般会計 １兆 7,615億円 351億円 2.0％ 

特別会計 １兆 3,282億円 262億円 2.0％ 

公営企業会計 6,152億円 495億円 8.8％ 

総計 3兆 7,048億円 1,108億円 3.1％ 
 

表２【「中期４カ年計画 2018～2021」期間中の計画的な市債活用】     （単位：億円） 

    30年度 31年度 32～33年度 計（通期） 

公債費元金➀ 1,455 1,478 1,500程度／年 5,960程度 

市債活用額② 1,722 1,720 1,250程度／年 5,960程度 

横浜方式 PB

（➀－②） 

▲267 ▲242 ＋250程度／年 均衡確保 

 

計画的な市債活用 
一般会計の市債については、31 年度は計画

通り、横浜方式の PB（プライマリーバラン

ス）を赤字（▲242 億円）とし、1,720 億

円活用。2020年の完成を目指した公共投資

を進めながら、身近な道路や公園、学校施設

の整備、社会福祉施設の整備に取り組む。 

（※表 2参照） 

力強い経済成長と 

文化芸術都市の実現 企業活

動支援 
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□第 7 回アフリカ開発会議開催に向けた取

組（1.1億円） 
 8月 28日～30日に開催される第 7回アフ

リカ開発会議の安全・円滑な開催を支援。他 

□舞台芸術等の鑑賞・体験（0.5 億円） 
 横浜の子どもたちの豊かな感性や創造性を

育むため、小学生を対象にオーケストラによ

る生演奏やミュージカルの鑑賞、クラシック

バレエの鑑賞会を設定。他 

□国内外からの誘客促進（2 億円） 
 個人旅行者の誘客。ラグビーワールドカップ

2019 開催に合わせた集中的なプロモーシ

ョン。クルーズ旅客の市内観光促進。他 

□ラグビーワールドカップ 2019 の開催

（21.6 億円） 
 決勝戦開催都市として、交通輸送、警備、ボ

ランティア運営等を計画に基づき実施。ラグ

ビー選手による小学校訪問など、大会に向け

た機運醸成やレガシー創出。他 

□東京 2020 オリンピック・パラリンピック

の開催準備（3.6億円） 
 安全で円滑な大会開催・運営準備。都市ボラ

ンティアの研修、カウントダウンイベント等

による機運醸成、英国代表チーム事前キャン

プ受入れ準備。宿泊施設のバリアフリー化支

援。他 

 

□ガーデンネックレス横浜の推進（7.1億円） 
 横浜市の花「バラ」をテーマに「横浜ローズ

ウィーク」を実施するなど、街の魅力向上、

にぎわい創出を推進。 

□横浜みどりアップ計画［2019-2023］の推

進（125.6億円） 
 計画に基づき「横浜みどり税」を財源の一部

に、まとまりのある樹林地の保全、農地の保

全、市民が実感できる緑の創出に取組む。 

□市民の憩いの場となる公園の整備、公民

連携の推進（159.5億円） 
 （仮称）鶴見花月園公園など、大規模公園の

整備、身近な公園、日産スタジアムの安全対

策。里山ガーデンで Park-PFI による遊戯施

設等整備。他 

□「SDGs未来都市」の取組みによる横浜型

「大都市モデル」の創出（1.9 億円） 
 「ヨコハマ SDGs デザインセンター」の試行

的取組、郊外部地域において環境を軸に経

済・社会的課題の同時解決を図る「横浜型『大

都市モデル』」を創出し、国内外へ発信。 

□市民・企業等との協働による温暖化対策

の促進（5.3 億円） 
 市民や事業者と連携し「COOL CHOICE 

YOKOHAMA」の普及啓発。住宅・建築物の

省エネ化、大規模イベントを契機としたカー

ボンオフセット、横浜ブルーカーボンの推進。 

 他 

□生活習慣病予防対策の強化（44.8 億円） 
 31年度から 3年間、大腸がん検診の無料化。

オーラルフレイル予防の普及啓発など生活

習慣病予防対策の推進。他 

□継続的に取り組める健康づくりの推進

（4.1 億円） 
 よこはまウォーキングポイントなど広い世

代へ働きかけ健康行動の習慣化を推進。医療

費等への影響を分析。健康づくりの場の創出。 

□特別養護老人ホームの整備（16.1 億円） 
 増大する需要を踏まえ特別養護老人ホーム

を整備。年間 600人分程度を公募で整備。 

□介護人材の確保に向けた取組の推進（2.8

億円） 
 介護人材不足に対応するため、引き続き介護

職員になる方への住居支援、訪問系事業所へ

は資格取得支援、海外からの介護人材確保に

向け訪日前日本語等研修事業に着手。他 

□新たな斎場・墓地の整備（15.7億円） 
 火葬の安定供給を図るため、東部方面斎場

（仮称）の整備に向け基本設計等を行う。緑

豊かな公園型墓園の整備。 

□市民病院の再整備（310.4 億円） 
 2020年 1月末竣工に向け、診療棟、管理棟

の建設工事。医療機器等の整備、病院総合情

報システムの構築、運用計画の策定、他 

花と緑にあふれる環境先進都市 

超高齢社会への対応 
 

ラグビーワールドカップ！

東京オリンピック・ 

パラリンピック！へ 

介護人材の確保へ 

2020年新・市民病院が竣工！ 

２ 



□新市庁舎整備事業の推進（417.8 億円） 
 2020 年 1 月竣工に向けて本体工事、中層

部内部整備工事を実施。幹線ネットワーク整

備。商業施設の開業準備。他 

□山下ふ頭の再開発の推進（81.6億円） 
 ハーバーリゾートの形成に向けて、倉庫等の

移転協議、建物調査の実施。 

□都心臨海部の回遊性向上（6.6 億円） 
 2020年度、連節バスを活用した「高度化バ

スシステム」の運行開始に向けた整備。水上

交通、コミュニティサイクル等の充実。 

□通学路の安全確保、踏切安全対策の推進

（30.3 億円） 
 歩道の設置、道路改良、あんしんカラーベル

ト設置。ビッグデータを活用し安全対策の実

施。踏切安全対策実施計画に基づき対策推進。 

□地域における子育て支援の充実（16.5億

円） 
 全区で地域子育て支援拠点の運営。拠点サテ

ライトを 5カ所で運営。親と子の集い広場等

の充実。 

□小児医療費助成の対象拡大（105.7億円） 
 医療費の自己負担分を助成。2019 年 4 月

から対象を「小学６年生まで」を「中学 3年

生まで」に拡大。 

□保育所整備等（40.4 億円） 
 保育所待機児童解消のため、必要な保育所、

幼保連携型認定こども園等を整備。保育所等

の新規整備量 2,289 人分。他 

□保育・幼児教育における人材確保及び質の向

上のための取組（17.4億円） 

 保育士の宿舎借り上げ助成、修学資金貸付の

実施。横浜こども指針（仮称）の策定など、

質の維持・向上。 

□保育・幼児教育にかかる給付（施設型給

付・地域型保育給付等）（1303.4億円） 

 保育・幼児教育の保証と質の充実のため、国

の定める給付に加え、職員の追加配置等へは

市独自助成。 

□私立幼稚園等の教育資源を活用した子育

て支援（96.2億円） 
 在園児対象の長時間保育を 204 園で。2 歳

児の長時間受入れを 5園（累計７園）でモデ

ル実施。私立幼稚園の保護者の負担軽減。 

□放課後の居場所づくり（83.1 億円） 
 放課後キッズクラブを全小学校へ設置。放課

後児童クラブは、全クラブ面積基準、耐震基

準の適合に向け移転支援策を強化。 

□特別支援教育の推進（9.1億円） 
 特別支援教室の充実に向け、非常勤講師を

36 校に配置、特別支援教育支援員の配置を

拡充。本年 4月、左近山特別支援学校を開校。 

□いじめ防止に向けた取組（11 億円） 
 小中一貫型カウンセラーの配置に加えスクー

ルソーシャルワーカーの配置増（累計 32 人） 
児童支援専任教諭の常勤化拡充（累計 140 校）。 

□家庭のライフスタイルに合わせた中学校

昼食の充実（9.8億円） 
 ハマ弁の当日注文の全校展開。広報強化でハ

マ弁を利用しやすい環境を推進。就学援助等

対象者へハマ弁を無償提供。 

□より良い教育環境の整備（24.7億円） 
 小・中学校の主な特別教室への空調設備の置

完了。学校体育館への空調設備の設置検討。 

□子どもの貧困対策の推進（6.2 億円） 
 養育環境に課題がある家庭の小中学生への

寄り添い型生活支援の開設増（累計 14カ所）。

高校進学希望の中学生へ寄り添い型学習支

援の受け入れ枠拡充。高校生世代への進路選

択支援を 7区でモデル実施。子ども食堂へ助

成。他 

□児童虐待防止に向けた取組（5.8 億円） 
 児童虐待の発生予防・防止、発生時の迅速・

的確な対応、児童の自立支援に向け、児童相

談所等の体制を強化。新たに未就学児等を対

象に家庭訪問等を実施。西部児童相談所の再

整備へ。 

人が、企業が集い 

躍動するまちづくり 
 

未来を創る多様な人づくり 
 

山下ふ頭の再開発 

子育て支援の充実 

放課後キッズクラブ＆ 

学童クラブ 

子どもの貧困対策 
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□障害児・者の地域生活支援の充実（18.8

億円） 
 障害がある方が住み慣れた地域で安心して

生活できるよう、基幹相談支援センターにコ

ーディネーターを配置（累計 9 区）。各区の

精神障害者生活支援センターの訪問相談支

援を強化。 

□地域療育センターにおける支援の充実

（28 億円） 
 地域療育センターの支援の充実に向け、申込

者数が多い東部地域療育センターの医師の

増員等、体制を強化し、初診までにかかる期

間の短縮や地域支援を充実。 

 

□災害情報の伝達手段の強化（1.8 億円） 
 区役所や地域防災拠点等に防災スピーカー

を 42カ所増設。 

□ブロック塀等改善の推進（3.8 億円） 
 通学路や民間福祉施設等における安全確保

のため、すべての所有者に対し、市内全域で

コンクリートブロック塀等の除去、改善工事

への補助事業を実施。 

□地震に強い都市づくりの推進（99.3億円） 
 病院等の特定建築物や木造住宅・マンション

の耐震診断・改修、狭あい道路の拡幅整備を

推進。公共建築物の天井の耐震改修、学校の

老朽外壁・サッシの改修を推進。 

□局地的な大雨等への対策の推進（78.9億

円） 
 河川改修、体積土砂の掘削。雨水幹線の整備。

歩道・植樹ます改良で雨水浸透機能向上など、

グリーンインフラの活用。大岡川水系洪水ハ

ザードマップの改訂・配布。他 

□がけ地対策の推進（9.5 億円） 
 がけ地現地調査の結果を活用し、地権者等へ

の働きかけ、相談体制性の充実、ブロック擁

壁等の改修工事助成の高さ要件緩和等によ

りがけ地の改善促進。 

□緊急輸送路等の強化整備・都市基盤の耐

震対策（329 億円） 
 都市計画道路の整備や橋りょうや歩道橋の

耐震補強等をすすめ、緊急輸送路ネットワー

クの強化、上下水道施設などの耐震化。 

□道路の無電柱化の推進（9.7 億円） 
 防災力の向上、良好な都市景観形成、歩行空

間の確保等に向け、横浜市無電柱化推進計画

に基づき、環状 2号線等で事業推進。 

□神奈川東部方面線整備事業の推進（81.4

億円） 
 神奈川東部方面線（相鉄・JR直通線、相鉄・

東急直通線）の整備を推進。 

□ふ頭機能の再編・強化の推進（139.3億円） 
 新本牧ふ頭の工事着手。南本牧ふ頭MC-4コ

ンテナターミナルを 31年度末に供用。他 

□クルーズ客船の寄港促進と受入れ機能の

強化（52.8 億円） 
 本年秋の供用開始に向け、新港ふ頭客船ター

ミナルを整備。客船の寄港促進と受入れ機能

の強化で市内経済の活性化につなげる。 

□臨海部の賑わい創出（128.6億円） 
 帆船日本丸の長期保存活用に向けた大規模

改修。2020東京オリンピック・パラリンピ

ック期間中のホテルシップの実施に向けた

基盤整備。みなとみらい２１地区の水際線の

回遊性向上に向けた整備。 

まっとうな政治を。ここ、横浜から。 
日本を亡ぼす「カジノに反対！」 「原発ゼロ」で再生可能エネルギー技術立国へ転換 

☆ビラ配りなど「お手伝いいただける方を募集中！」です。 

未来を創る強靭な都市づくり 
 

表３【各会計の借入金残高と一般会計が対応する借入金残高の内訳】 

借入金の内訳 ３１年度末見込み 31年度末見込みとの増減額 

借入金残高 うち一般会計が

対応するもの 

借入金残高 うち一般会計が

対応するもの 

一般会計の市債 ２兆 5,823億円 2兆 5,828億円 410億円 410億円 

特別会計・公営企業

会計の市債 

1兆 6,026億円 5,692億円 ▲71億円 ▲191億円 

外郭団体の借入金 2,573億円 336億円 

 

▲146億円 ▲53億円 

合計 4兆 4,423億円 3兆 1,853億円 192億円 166億円 
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