
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年12月24日

計画の名称 横須賀市みどりの保全及び創出事業（第２期）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 横須賀市

計画の目標 　本市では、近代～現代の急激な人口増加に伴う都市化と生活様式の変化によって、みどりが減少し、自然環境の荒廃が進みました。人を含む多様な生物が生息・生育・繁殖していくことができる豊かな自然環境を守り、

つくり、再生し、育てながら活かすことの重要性が高まり、さらに人々が快適で豊かに生活していける都市づくりが求められています。

　本整備計画では「横須賀市みどりの基本計画」の基本理念である「みどりに親しめるまち横須賀」を踏まえ、首都圏近郊緑地特別保全地区等のまとまりのあるみどりの保全や、バリアフリー化など都市公園の安全・安心

対策に係る事業等を推進し、誰もが利用しやすい活気あふれた公園づくりと、骨格となる丘陵部のみどりの保全をめざします。そして、緑とオープンスペースによる都市のリノベーションの推進に向け、地域に応じた都市

公園の配置と機能の再編等を戦略的に進めるため、横須賀市みどりの基本計画を改定します。また、令和３年に開催される『全国「みどりの愛護」のつどい』を、中央公園で開催すべく、神奈川県と連携して誘致を進めて

おり、三浦半島地域の”みどり”と”うみ”の豊かな自然の魅力や歴史文化を全国に直接発信できる機会になるとともに、観光資源を生かしたにぎわいの創出や、地域の活性化に資する公園再整備を進めます。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,521  Ａ               1,519  Ｂ                   0  Ｃ                   2  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.13 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H30末 R02末

   1 都市公園における便所等のバリアフリー化を行う。【37.8％（H27末)⇒48.9％（R02末）】

都市公園における便所、園路・出入口のバリアフリー化が完了した公園数を把握し、達成率を計測する。 38％ 44％ 49％

（便所、園路・出入口がバリアフリー化された適合公園数）／対象施設が設置されている公園数×100（例外規定公園は除く）

   2 横須賀市公園施設長寿命化計画に基づき、長寿命化対策（劣化施設の撤去・更新）を推進する。【0施設（H27末）⇒50施設（R02末）】

横須賀市公園施設長寿命化計画に基づき長寿命化対策（劣化施設の撤去・更新）を実施した施設数を集計する。 0施設 30施設 50施設

対象施設：遊技施設等

   3 首都圏近郊緑地特別保全地区等における建築行為等の不許可による土地の買入を実施する。【48.6%（H27末）⇒60.9%（R02末）】

首都圏近郊緑地特別保全地区等における建築行為等の不許可による土地の買入面積を集計する。 49％ 56％ 61％

買入面積÷首都圏近郊緑地特別保全地区面積×100（２地区：244ha)

   4 主な集客公園について公園施設の長寿命化計画を策定する。 【0公園（H29末）⇒6公園（R02末）】

主な集客公園を長寿命化計画に位置付け、計画策定した公園数を集計する。 0公園 6公園 6公園

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000354178



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 横須賀市 直接 横須賀市 － － 横須賀市都市公園安全・

安心対策事業(1-A-1)

安全安心対策（バリアフリー

化等10公園）

横須賀市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A12-002

公園 一般 横須賀市 直接 横須賀市 － － 横須賀市都市公園安全・

安心対策事業(1-A-2)

長寿命化対策（遊戯、運動施

設の更新等）

横須賀市  ■  ■  ■  ■  ■         252 策定済

A12-003

公園 一般 横須賀市 直接 横須賀市 － － 横須賀市緑地保全等事業(

1-A-3)

土地の買入等(2地区,30ha) 横須賀市  ■  ■  ■  ■  ■         800 策定済

A12-004

公園 一般 横須賀市 直接 横須賀市 － － 横須賀市公園施設長寿命

化計画策定調査（1-A-4）

計画策定　6箇所 横須賀市  ■          30 策定済

A12-005

公園 一般 横須賀市 直接 横須賀市 － － 横須賀市公園事業特定計

画調査

横須賀市みどりの基本計画改

定

横須賀市  ■          14 －

A12-006

公園 一般 横須賀市 直接 横須賀市 － － 横須賀市都市公園事業（

国家的事業関連公園）

中央公園再整備（4ha） 横須賀市  ■         223 策定済

 小計       1,519

1 案件番号：  0000354178



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       1,519

2 案件番号：  0000354178



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 C12-001

公園 一般 横須賀市 直接 横須賀市 － － 横須賀市都市公園事業（

国家的事業関連公園）に

伴う公園エントランス隣

接部改修事業

中央公園エントランス隣接部

改修

横須賀市  ■           2 －

横須賀を象徴する公園と歴史や文化などを発信する文化会館、自然人文博物館との拠点間連携のさらなる強化が期待される。

 小計           2

合計           2

1 案件番号：  0000354178



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

策定主体にて評価を実施
事後評価の実施体制

0000354178案件番号：

令和３年11月

横須賀市ホームページにて掲載

長寿命化対策による誰もが利用しやすい活気あふれた公園づくりや、首都圏近郊緑地特別保全地区等に買入による骨格となる丘
陵部のみどりの保全により、地域の活性化や豊かな自然の保全に寄与された。

旧日本軍の演習砲台跡を利用して造られた「中央公園」は開設50年を迎え、公園全体が老朽化していたことに加え、『第32回全
国「みどりの愛護」のつどい』の会場と「平和・文化・歴史」をコンセプトとした公園リニューアルに伴い、芝生広場、駐車場
及びトイレ等の整備を行ったことで「歴史文化の保存となり、自然の魅力を活かした賑わいの創出や、みどり豊かな憩いの空間
として、横須賀の街並みや東京湾を一望できる景観の創出」に寄与した。また、令和３年度11月に、『第32回全国「みどりの愛
護」のつどい』による植樹式を行った。

「長寿命化対策の推進」「首都圏近郊緑地特別保全地区の土地の買入」については、引き続き継続的に事業を進めていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

バリアフリー化達成率

最　終
目標値

49％
計画の見直しを行い、長寿命化対策を優先したことにより、単年度あたりのバリアフリー化施設数を削減したため。

最　終
44％

実績値

 2

長寿命化対策施設数

最　終
目標値

50施設
当初想定より多く施設の更新を実施したため、最終目標値の50施設を上回った。

最　終
53施設

実績値

 3

土地の買入面積

最　終
目標値

61％
買入金額が当初の想定から変動したため。

最　終
59％

実績値

 4

計画策定公園数

最　終
目標値

6公園

最　終
6公園

実績値

1 案件番号：0000354178



                          　（参考図面）横須賀市みどりの保全及び創出事業（第２期）

計画の名称 1 横須賀市みどりの保全及び創出事業（第２期）

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 横須賀市交付対象

1-A-4

横須賀市公園施設
長寿命化計画策定支援事業
・老朽化遊具の更新

別紙

1-A-3

番号 事業名 箇所数等 凡例

横須賀市緑地保全等事業
・緑地の買入

2地区

1-A-1
横須賀市都市公園

安全・安心対策緊急総合支援事業
・公園施設のバリアフリー化

7公園

1-A-5
横須賀市公園事業特定計画調査
・みどりの基本計画の改定

-

1-A-6

横須賀市公園事業特定計画調査
・公園施設長寿命化計画策定

6公園

1-A-2

横須賀市都市公園事業
（国家的事業関連公園）
・中央公園再整備

1公園

宇東川公園

鴨居３丁目公園

栄地谷公園

平和中央公園

猿島公園三笠公園吉倉公園

くりはま花の国

神明第２公園

西浦賀海岸公園

首都圏近郊緑地特別保全地区

（衣笠・大楠山地区）

首都圏近郊緑地特別保全地区

（武山地区）

しょうぶ園

長井海の手公園

ペリー公園



                          　（参考図面）横須賀市みどりの保全及び創出事業（第２期）

計画の名称 1 横須賀市みどりの保全及び創出事業（第２期）

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 横須賀市

1-A-2
横須賀市公園施設

長寿命化計画策定支援事業
・老朽化遊具の更新

29公園
53施設

交付対象

番号 事業名 箇所数等 凡例

追浜公園

桜が丘２丁目第３公園

東逸見２丁目公園

根岸第２公園

久里浜台１丁目公園

金谷公園

立野公園

八幡第２公園

吉井１丁目公園

三春公園

船越６丁目第２公園

粟田１丁目公園

長瀬公園

池田５丁目公園

鴨居第４公園
大矢部中尾公園

大矢部公園

山科台公園

長沢台第２公園

早稲田公園

太田和２丁目公園

池田第３公園

秋谷１丁目公園

衣笠栄町公園

馬堀海岸２丁目公園

坂本公園

森崎５丁目公園

長坂第３公園

野比松葉公園



衣笠・大楠山近郊緑地特別保全地区 武山近郊緑地特別保全地区
４公園以外は別紙参照

山科台公園池田５丁目公園

栄地谷公園宇東川公園

・みどりの基本計画の改定、都市公園の整備・管理の方針の検討

　横須賀市都市公園事業（国家的事業関連公園）

平和中央公園

　横須賀市公園施設長寿命化対策支援事業

・老朽化した遊具の撤去、更新

社会資本総合整備計画

・令和３年９月開催予定の『全国「みどりの愛護」のつどい』 の誘致
・観光資源を生かした賑わいの創出、地域活性化に資する公園の再整備

・公園施設（トイレ、水飲み、園路、出入口）のバリアフリー化

・集客公園の長寿命化計画策定

・良好な自然環境（丘陵のみどり）の保全

　横須賀市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

神明第２公園

横須賀市長寿命化計画策定調査

横須賀市緑地保全等事業

「横須賀市みどりの保全及び創出事業（第2期）」による取り組み（平成28年度から令和２年度）

西浦賀海岸公園

吉倉公園 鴨居3丁目公園

横須賀市公園事業特定計画調査

粟田１丁目公園 八幡第２公園
長井海の手公園 三笠公園

吉倉公園

神明第２公園

西浦賀海岸公園八幡第２公園

鴨居３丁目公園

栄地谷公園
宇東川公園

池田５丁目公園

粟田１丁目公園

平和中央公園

山科台公園

首都圏近郊緑地特別保全地区

（衣笠・大楠山地区）

首都圏近郊緑地特別保全地区

（武山地区）

長井海の手公園

三笠公園


