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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 87 ha

平成 24 年度　～ 27 年度 平成 24 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／年 Ｈ23 Ｈ28

ポイント Ｈ23 Ｈ28

コミュニティセンターの利用者数 まちづくりや生涯学習等の活動を行う施設利用者数
コミュニティ活動等の利用者を増やし、地域力の強化を図る。開館
後は従前の15％増を目標値とする(従前値はH20～H22の平均）。 67,000人/年 77,000人/年

コミュニティセンターに対する満足度
コミュニティセンター施設とその機能に対する満足度

（アンケートによる）

現在のコミュニティセンターの課題の解決と、コミュニティ活動及び
生涯学習活動促進機能の充実を図る。開館後は従前の15％増を
目標値とする。

332ポイント 382ポイント

コミュニティー活動の拠点を整備することにより地域力を強化し、地域の活性化を実現する。
　目標１　地域住民の生きがいづくり、地域を支える人材づくりを充実し、交流と絆を深め、地域力を高める。
　目標２　地域団体の連携によるまちづくりを促進し、地域の活性化を図る。

・大津行政センターが所管する地域は横須賀市東部の東京湾に面し、国道16号線、134号線が通り、これに並行して京浜急行電鉄の本線及び久里浜線が走る交通に至便な立地条件のもとに発展してきた。平成21年３月には横浜横須賀道路が馬堀海岸
　ＩＣまで延伸され、首都圏中心部からのアクセスも格段に向上した。古くからのまちに加え、埋立整備、団地造成等により人口が増加し、自然環境と住環境に恵まれた地域として知られている。
・地域の人口は約44,000人で33の町内会・自治会があり、それらにより組織された大津地区連合町内会のほか、地域を単位として大津地区社会福祉協議会、大津地区民生委員児童委員協議会、大津観光協会、クリーンよこすか大津地区市民の会、
　横須賀市赤十字奉仕団大津分団が組織され、様々なコミュニティー活動が行われている。また、地域内のコミュニティ活動、生涯学習活動の拠点である大津コミュニティセンターは年間約67,000人に利用されている。
・上記、大津コミュニティセンターについては、狭い、利用室数が少ない、エレベーターがないなどの問題があり、地域活動の拠点として十分ではない。そのため、地域住民から移転・建替の要望・陳情がたびたび出されている。市は、こうした声を受け、
　平成15年に横須賀市土地開発公社に依頼して大津町地区内に建替用地を確保し、建設へ向け地域住民とワークショップを開催するなど検討を進めたが、その後の厳しい財政状況により事業実施を見送ってきた経緯がある。
・平成22年度策定の横須賀市基本計画では、「地域力を育むプログラム」を重点プログラムの一つとして掲げ、住民自治に根ざした都市の実現を目指している。その意味で地域コミュニティの拠点となる施設の充実は必要不可欠なものであり、早急な
　実施が求められるところである。

・地域のニーズに応える機能を備え、人口に応じた施設規模を持つコミュニティセンターを建設する必要がある。

・横須賀市基本計画に「地域力を育むプログラム」を重点プログラムの一つとして掲げるとともに、平成23～25年度の実施計画において大津コミュニティセンターを含む大津行政センター等建設事業を位置づけ、平成27年度開館へ向けた用地取得、
　設計等を予定している。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 神奈川県 横須賀市
よこすかし

大津
おおつちょうちく

町地区

計画期間 交付期間 27



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
○大津行政センター管内を中心としたコミュニティ活動、生涯学習活動のための拠点施設として大津コミュニティセンターを整備する。
　　・地域のニーズに対応できる規模の施設整備を行う。
　　・大津地区社会福祉協議会や近隣にあるボランティアセンターと連携し、地域福祉の向上に資する拠点として活用する。
　　・観光行事と連携し、講演会、パネル展などを行い、地域活性化の拠点として活用する。
　　・耐震性を確保し、地域の防災拠点として活用する。
　　・地方自治法上の支所であり地域の行政サービス拠点である行政センターを併設整備する。

○基幹事業
【高次都市施設】
・地域交流センター(大津コミュニティセンター）（横須賀市）
○関連事業
・横須賀市吸収源対策公園緑地事業（大津地区）（横須賀市）
・市道1848号線拡幅事業（横須賀市）
・大津排水区汚水管ほか築造(横須賀市）

○交付期間中の計画の管理について
　　・本計画事業及び関連事業の内容は横須賀市実施計画に位置付けられるため、重点政策・施策評価の対象となり、毎年評価を受けながら着実かつ効率的に進めていく。

○事業終了後の継続的なまちづくり活動
　　・大津コミュニティセンターの管理運営は大津行政センターが行っており、各種コミュニティ活動団体、生涯学習活動団体のニーズを把握しながら地域の活性化を図っていく。
　　・現在、「地域主権のまちづくり」の時代に対応するため、住民自らがまちづくりに関わる「住民自治」の具体化策として（仮称）地域運営協議会の設置が検討されているが、新施設は主要な地域団体の協議体として想定される組織が地域力を結集、
　　 発揮するための場としても活用したい。



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

道路

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設 横須賀市 直 － 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 1,268.4 1,268.4 1,268.4 1,268.4

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業（中心拠点誘導施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,268.4 1,268.4 1,268.4 0.0 1,268.4 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B
合計(A+B) 1,268.4

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
横須賀市 国土交通省 2,816㎡ ○ 24 25 133.0

横須賀市 国土交通省 154.9ｍ ○ 24 25 104.2

横須賀市 国土交通省 144.6ｍ ○ 25 25 28.0

合計 265.2

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

横須賀市吸収源対策公園緑地事業（大津地区） 大津3丁目緑地

市道1848号線拡幅事業 市道1848号線

規模

大津排水区汚水管ほか築造 市道1848号線

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

地域創造
支援事業

規模事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

地域交流センター

交付期間内事業期間
細項目

規模
（参考）事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

0.4交付対象事業費 1,268.4 交付限度額 507.3 国費率



都市再生整備計画の区域

　大津町地区（神奈川県横須賀市） 面積 87 ha 区域 大津町1丁目～5丁目

堀ノ内駅 

京浜急行電鉄本線 

京浜急行電鉄久里浜線 

国道16号 

国道134号 

５００ｍ 

県道208号 

県道209号 

横浜・横須賀道路 

浦賀ＩＣ 

馬堀海岸ＩＣ 

県立大学駅 

大津行政センター 

京急大津駅 

大津町地区 87ha 

新大津駅 

ＪＲ横須賀線 

県立保健福祉大学 

県立横須賀大津高校 



コミュニティセンターの利用者数 （人/年） 67,000 （  23年度） → 77,000 （　28年度）
コミュニティセンターに対する満足度 （ポイント） 332 （　23年度） → 382 （　28年度）

（　　　　） （　　　年度） → （　　　年度）

　大津町
おおつちょう

地区（神奈川県横須賀市）　整備方針概要図

目標
コミュニティー活動の拠点を整備することにより地域力を強化し、
地域の活性化を実現する。

代表的
な指標

５００ｍ 

堀ノ内駅 

京浜急行電鉄本線 

新大津駅 

京急大津駅 

国道16号 

国道134号 

県道208 号 大津行政センター 

県立横須賀大津高校 

京浜急行電鉄久里浜線 

○関連事業：(市）H24～25 

 市道1848号線拡幅事業 

■基幹事業：高次都市施設(市） 

  H24～25 

   地域交流センター： 

     (大津コミュニティセンター） ○関連事業：(市）H24～25 

  横須賀市吸収源対策公園緑地事業 

 （ 大津地区） 

○関連事業：(市）H25 

  大津排水区汚水管ほか築造  

 

【 凡 例 】 
 

       基幹事業 

 

       関連事業 

  

  

事業区域 


