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公 益 目 的 事 業

　ウ　防災対策融資

　ア　個人住宅融資

　（ア）風水害によるがけ崩れ災害の防止を図るための擁壁工事費に対する融資

　（ウ）建築物の防災対策のため、中高層ビルからの落下物防止、建築物の耐震化等の工事費

　（エ）横浜市から委託を受け、耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると診断された住宅に対す

　　　用に対する融資

　　　る改修工事費用及び住宅の建て替え費用の融資

　（イ）地震対策のため、ブロック塀を改善する工事費に対する融資

　イ　住宅リフォーム融資

　融資を行う制度であり、他都市で行っている金融機関預託方式や利子補給方式とは異なる、

　（ア）高齢者、障害児・者の居住に適した住宅のバリアフリー化や、住環境改善を支援する　

　　　ための融資

　（イ）マンション共用部分の改善を行う管理組合に対する融資

　　　住宅価額の高い横浜市において、市民の持ち家取得の促進や居住環境の向上を図るため

　横浜独自の事業です。

　　事業の詳細は次のとおりです。

　　に必要な住宅取得資金の融資

（１）事業の内容

１　融資事業（債権管理回収業務）

　なお、今年度は、協議が整った施設について、整理を実施します。

　債権管理回収システム及び情報セキュリティシステム等については、適切な保守管理に努め、

システムの維持及び安定的な運用を図ってまいります。

　今年度も、地震等の災害や個人情報の漏えいなど様々なリスクに対応するため、コンプライ

レスチェック」を実施し、職員の心のケアに努めてまいります。

　　横浜市の要請に基づき、当公社が融資機関となり、市民の皆様等を対象に直接低利で資金

　平成３０年度  事 業 計 画

心とした業務を行っております。引き続き、債権回収業務の経験豊富な職員が、的確な回収に

　駐車場事業、建物事業については、引き続き将来の方向性を踏まえた適切な維持管理に努め

あたり、債務者にカウンセリングを行うなど、更なる延滞債権の縮減に努力してまいります。

　融資事業（債権管理回収業務）については、現在、新規融資を中止し、融資債権の回収を中

処遇の適正化や能力アップを促進するとともに、コンプライアンス研修や人権研修等を行い、

　このほか、公社の業務執行については、人事考課制度やスキルアップ研修等を活用し職員の

　団体信用生命保険業務については、適切に運営を行ってまいります。

　当公社は、平成２４年４月１日公益財団法人の認定を受け、融資事業（債権管理回収業務）

と駐車場事業は「公益目的事業」として、建物事業は「収益事業」として実施しております。

対策を講じることにより、常にコンプライアンスを意識した業務執行を心がけてまいります。

てまいります。

　これらの保有する施設や資産の整理については、平成２６年３月の市経営会議において整理

危機管理意識等の醸成を図り、円滑な法人運営に努めてまいります。また、引き続き、「スト

アンス、情報セキュリティなど各種研修の充実強化を図るとともに保険への加入など、事前の

　今年度も、特定費用準備資金の積立を行い、融資事業の安定を図ります。

方針が決定していることから、引き続き市や関係機関等と協議、調整を進めてまいります。
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　エ　賃貸共同住宅建設資金融資　

　　　良質な賃貸共同住宅の供給を促進するため、住宅金融支援機構の融資制度を利用して建

　　設を行う者に対する併用融資

5,201

5,831

5,683

平成３０年度

24,572

7,650

〈年額特約料〉平成２９年度

個 人 住 宅

平成３０年度

加入者数
（人）

9,475残債務額
（百万円）

　項　目
当 初 見 込

平成３０年度

1,044

1,038

5,289

6,721

154 933 6

金　額

（２）債権回収見込み

（３）団体信用生命保険概況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　金額：百万円）

融 資 合 計

区　　　分

平成３０年度

期首融資残高 融資金回収収入 期末融資残高

件　数

当 初 実 績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※件数は、完済件数）

金　額

6,875 29,861

※件　数 金　額 件　数

要 綱 融 資

4,940円/残債務100万円当たり

28,928

88 148

23,727

845

　（ウ）地球温暖化防止策の一環として、太陽光発電システムを設置する市民に対する融資

　（エ）自治会町内会活動の推進により地域住民の福祉向上を図るため、横浜市内の自治会・

　オ　市街地整備融資

　（ア）耐火建築促進法による防火建築帯造成事業の発足を受け、横浜市が補助金（国、県、

　　　市）と当公社からの融資金により広大な接収解除地の復興を促進することとし、当公社

　　　設立の当初事業として開始した融資

　（イ）都市開発法の施行を受け、横浜市の副都心や横浜市が指定する商業地域等における再

　　　開発事業の促進を図るための、権利者及び組合等への融資

1,915 2,224

　（ウ）横浜市からの要請を受け、深刻化する駐車場不足の解消のため、駐車需要の高い地域

　　　に駐車場を建設する者に対する融資

　カ　その他融資

　（ア）収入基準を超えた市営住宅の入居者を対象に、市営住宅からの転出を促進するために

　　　必要な住宅取得資金の融資

　　　町内会館の建設、取得または修繕を行う自治会・町内会に対する融資

　（イ）路上駐車を解消し、良好な住環境の維持・改善を図るため、共同住宅に駐車場施設を

　　　建設・整備する事業者に対する建設資金への融資
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債権回収管理システム等

経年劣化した債権回収管理システムの再開発等

平成２８年度～平成３１年度（４年間）

平成３２年度

債権回収管理サーバ入替費用等　90,200,000円
平成３２年度（稼動後１０年）

債権回収管理システム等導入計画（平成２６年度改定）に基づき、
稼動後１０年経過時にシステムを再開発等する費用

将来の特定の活動の名称 事業発生剰余金寄附

　　　今年度も、延滞者に対する督促の強化などの取組みを進めるとともに、公社の持つ公共

　　努めます。

　　性を考慮し、お客様一人一人の状況を踏まえ、カウンセリングを行い、延滞債権の縮減に

対象資産名称

債権回収管理システム再開発等積立資産

公益目的事業に係る寄附積立金

　　　なお、公社借入利率と市民等への貸付利率との利子差分及び事業実施に必要な人件費、

積立金名称

　　　事業実施のための財源については、横浜市の損失補償を受けて市中金融機関等からの借

　　り入れにより賄っています。

（５）特定資産取得資金の保有

資金名称

　　物件費は横浜市が補てんします。

平成５２年

（６）特定費用準備資金の積立

（４）融資事業の状況

算出根拠

目的

計画期間

資産取得等予定時期

必要最低額

　　　また、現在の事業実施状況は、民間金融機関等による住宅ローンが充実していることか

　　ら、現時点では新たな融資は行わず、貸し出した資金の管理・回収を行っています。

平成30年度予算額 ３４８,８６７千円

当該活動の目的
公益目的事業である公１融資事業について、当該事業活動から生じ
た収支相償判定上の剰余金を、当該事業完了時点で横浜市に寄附す
るため

積立限度額
収支相償の第１段階の判定における剰余金の額から、他の特定資産
の積立及び固定資産等の取得に要した額を除いた額

計画期間（事業年度） 平成２８年度～平成５１年度

当該活動の実施予定時期
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　「みなとみらい２１地区において公共駐車場を先行的かつ計画的に整備し、２１世紀を目指

　　さらに、横浜市の要請により自動二輪車駐車場を設置（４４台）し、平成１９年４月１日

　け、横浜市の補助事業として建設しました。

　　います。また、緊急性、施設機能を阻害するものを優先して必要な更新や修繕を実施して

　　　みなとみらい公共駐車場は、横浜市中期計画（2014～2017）において、市に移管するこ

　　　平成２６年３月の横浜市経営会議において、当公社が所有する施設の平成３２年度まで

　　の整理が決定した中で、平成３０年度に「湾岸線並木トンネル上部駐車場」について、整

　　と、その債務約５０億円について、平成２７年度から平成３２年度まで市一般会計で計画

　　まいります。

　　等を行ってまいります。今年度は、みなとみらい公共駐車場の換気設備の動力制御盤他の

　７月１日より供用開始しました。

２　駐車場事業

　　上部駐車場を経営します。

　　の運転・監視、清掃等を業務委託によって管理運営するとともに、修繕等の維持管理を行

　　　観光客や市民利用者の利便を図るため、みなとみらい公共駐車場、湾岸線並木トンネル

（１）管理運営業務

　　　各駐車場の整理の方向性について調整を進めながら、施設設備の点検・保守、設備機器

　（１２０台）については平成１１年１月１日より、月極貸部分（１６５台）については同年

    局との協議、調整を進めます。

  イ　湾岸線並木トンネル上部駐車場

　路保有・債務返済機構）から用地を借り受け、平成１０年１０月に着工し、一括貸部分

　　平成元年１０月に着工し、平成３年７月３０日より一部、同年１０月１２日より全面供用

　した魅力ある街づくりを進める」という横浜市の方針に基づき、当公社が横浜市の要請を受

　　横浜市の要請を受けて、横浜市港湾局及び首都高速道路公団（現独立行政法人日本高速道

　から供用開始しました。

　開始となりました。

（２）施設の整理

　　理を行います。

　　的に負担することが明記されているので、今後の長期的な利用を踏まえ、必要な設備更新

（３）駐車場建設の経緯

  ア　みなとみらい公共駐車場

      また、みなとみらい公共駐車場について、平成３２年度の施設移管に向けて、市関係部

　　更新工事を引続き実施します。
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収　益　事　業

　　者サービスの向上に努めます。

　ア　関内中央ビル

　　橋共同ビル」を建築したもので、権利者の区分所有建物となっています。

　　　また、テナントの入れ替えに際しては、必要な修繕や環境改善を速やかに実施し、利用

　　　当公社は、昭和４３年以降、街区内で土地その他の権利を取得し、他の権利者と共同ビ

　　するとともに、横浜市が国から賃借した土地に、権利者１２名と共同建築により、「大桟
　　横浜市（港湾局）の要請に基づき、当公社がその障害になった大桟橋付近の建築物を撤去

　　ています。

　　に着工、昭和４７年９月に竣工しました。

　ウ　大桟橋共同ビル

３　建物事業

　　方向性に関する調整を進めながら、施設設備点検・保守、設備機器の運転・監視、清掃等

　　　また、緊急性、施設機能を阻害するものを優先して、必要な更新や修繕を実施します。

　　を業務委託によって管理運営するとともに、これら施設設備の修繕等の維持管理を行いま

　　　所有する関内中央ビル、ヨコハマポートサイドビル、大桟橋共同ビルについて、整理の

　　　所有施設を賃貸していますが、空室について引き続きテナント確保に努めます。

（１）管理運営業務

　　す。

　サイドビルの保留床を取得したものです。平成６年１１月１日から当公社の事務所として

　使用するほか、横浜市住宅供給公社等に賃貸しています。

イ　ヨコハマポートサイドビル

（４）建物建設の経緯

　　　当公社所有部分については、すべてを横浜市に賃貸し、横浜市の分庁舎として使用され

　　　防災建築街区造成法の施行に伴い、横浜市で最初の適用事業として昭和３８年２月に関

　　内駅前地区（約１.５ｈａ）防災建築街区の指定を受け、事業に着手しました。

　　ル建設計画の協議を進め、昭和４４年１２月に事業実施計画を策定し、昭和４５年１２月

　　　昭和３９年に山下ふ頭整備の一環として臨港線（貨物専用線）の建設を行うにあたり、

　　横浜市施行のポートサイド地区市街地再開発事業推進のため、当公社がヨコハマポート

（３）施設の賃貸業務

      関内中央ビルについては、施設を有効に活用するため、横浜市庁舎の移転にあわせ、市

　　街地再開発事業等の検討を行います。

（２）施設の整理

　　　平成２６年３月の横浜市経営会議において、当公社が所有する施設の平成３２年度まで

　　の整理が決定した中で、ヨコハマポートサイドビルなどその他施設の整理に向けた取り組

　　みを進めます。
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《駐車場概要》

名　称

所 在 地

面 積

《建物概要》

名　　称

所 在 地

建築面積

登記新築
年 月 日

鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下1階付12階建

432.65㎡

昭和47年8月5日

（1,228.67㎡）

鉄筋コンクリート造
陸屋根6階建

みなとみらい公共駐車場

西区みなとみらい一丁目3番地1

普通車　1,176台

自動二輪車　44台

238.16㎡

昭和39年12月25日平成6年3月25日

関内中央ビル

中区真砂町二丁目22番地外

2,030.94㎡

うち公社所有分

床面積(上
段は賃貸
面積、下
段は建物
全体面積)

敷 地 面 積

901.09㎡

1,842.18㎡

14,270.30㎡

（19,373.36㎡）

構造・改修

収容台数

供用開始

割合により共有

5,022.18㎡

（9,280.92㎡）

鉄骨鉄筋コンクリート造
アルミニューム板葺陸屋根

地下1階付11階建

47,206.08㎡

平成3年10月12日

1,005.32㎡

湾岸線並木トンネル上部駐車場

金沢区並木二丁目14番地1外

普通車　285台

7,452.18㎡

平成11年1月1日（一括貸部分）

平成11年7月1日（月極貸部分）

中区海岸通一丁目１番地

大桟橋共同ビル

250.14㎡
（国有地）

ﾖｺﾊﾏﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ

神奈川区栄町８番地１外

4,248.60㎡

区分所有の持分

－６－




