
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年01月27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 －

1 案件番号： 0000150942



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： 0000150942



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： 0000150942



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： 0000150942



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30

配分額 (a)                     100                      91                     102

計画別流用増△減額 (b)                      26                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     126                      91                     102

前年度からの繰越額 (d)                       0                       0                       0

支払済額 (e)                     126                      91                     102

翌年度繰越額 (f)                       0                       0                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000150942
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