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１ 実施計画の進行管理方法 

 

実施計画（平成 26 年度～29 年度）の進行管理は、計画事業費に対する決算額の割合で示される

「計画執行率」と、事業ごとに掲げた「目標の状況」で行います。 

なお、事業や目標期間が終了する際に、別に定める基準により「目標の達成状況」を判定します。 

 

２ 平成 26 年度進行管理総括 

 

 （１）事業費                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計

１－１ 計画事業費(a) 1,404,798,000 1,612,084,000 1,670,247,000 1,628,355,000 6,315,484,000
子どもを産み育てやすいまちづくり 決算額(b) 1,245,345,767 0 0 0 1,245,345,767

（12事業） 計画執行率(b/a) 88.6% 0.0% 0.0% 0.0% 19.7%

１－２ 計画事業費(a) 776,642,000 807,464,000 795,575,000 800,401,000 3,180,082,000
人間性豊かな子どもの育成 決算額(b) 743,537,745 0 0 0 743,537,745

（21事業） 計画執行率(b/a) 95.7% 0.0% 0.0% 0.0% 23.4%

２－１ 計画事業費(a) 1,586,444,000 1,435,143,000 1,427,128,000 1,517,159,000 5,965,874,000
誰もが活躍できるまちづくり 決算額(b) 1,491,504,651 1,491,504,651

（32事業） 計画執行率(b/a) 94.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%

２－２ 計画事業費(a) 4,911,631,000 4,313,331,000 4,965,251,000 4,621,201,000 18,811,414,000
安全で安心なまちづくり 決算額(b) 4,165,068,060 0 0 0 4,165,068,060

（24事業） 計画執行率(b/a) 84.8% 0.0% 0.0% 0.0% 22.1%

３－１ 計画事業費(a) 175,036,000 196,660,000 222,538,000 199,591,000 793,825,000
人と自然が共生するまちづくり 決算額(b) 167,423,138 0 0 0 167,423,138

（９事業） 計画執行率(b/a) 95.7% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1%

３－２ 計画事業費(a) 577,862,000 1,478,527,000 1,332,389,000 6,802,466,000 10,191,244,000
地球環境に貢献するまちづくり 決算額(b) 1,384,443,390 0 0 0 1,384,443,390

（５事業） 計画執行率(b/a) 239.6% 0.0% 0.0% 0.0% 13.6%

４－１ 計画事業費(a) 2,181,061,000 2,456,000,000 2,187,521,000 2,029,869,000 8,854,451,000
地域経済の活性化と雇用の創出 決算額(b) 2,114,859,891 0 0 0 2,114,859,891

（15事業） 計画執行率(b/a) 97.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.9%

４－２ 計画事業費(a) 1,946,793,000 1,137,829,000 823,570,000 983,169,000 4,891,361,000
集客や定住を促す魅力的な 決算額(b) 1,806,366,217 0 0 0 1,806,366,217
都市環境づくり　　　　　   （18事業） 計画執行率(b/a) 92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 36.9%

５－１ 計画事業費(a) 2,857,000 4,418,000 5,318,000 5,318,000 17,911,000
地域と住民の主体性が発揮される 決算額(b) 3,360,755 0 0 0 3,360,755
枠組みづくり　　　　 　 　   （２事業） 計画執行率(b/a) 117.6% 0.0% 0.0% 0.0% 18.8%

５－２ 計画事業費(a) 152,714,000 1,292,434,000 14,745,000 14,745,000 1,474,638,000
地域を支えるコミュニティー機能の 決算額(b) 118,393,928 0 0 0 118,393,928
強化　　　                      （３事業） 計画執行率(b/a) 77.5% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0%

計画事業費(a) 13,715,838,000 14,733,890,000 13,444,282,000 18,602,274,000 60,496,284,000
決算額(b) 13,240,303,542 0 0 0 13,240,303,542

（141事業） 計画執行率(b/a) 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 21.9%

計画事業費(a) 2,978,701,000 2,183,642,000 1,945,670,000 2,338,905,000 9,446,918,000
決算額(b) 2,774,643,790 2,774,643,790

（42事業） 計画執行率(b/a) 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 29.4%

計画事業費(a) 16,694,539,000 16,917,532,000 15,389,952,000 20,941,179,000 69,943,202,000
決算額(b) 16,014,947,332 0 0 0 16,014,947,332

（183事業） 計画執行率(b/a) 95.9% 0.0% 0.0% 0.0% 22.9%

合　　計

実施計画推進事業

※再掲分を除く

区分
事業費（円）

項目

重点プログラム計
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 （２）期間中の目標の達成状況                              

 

①目標数  

    （単位：件） 
 

区  分 
全体 

目標数 

管理終了 

目標数 

１－１ 子どもを産み育てやすいまちづくり 12 2 

１－２ 人間性豊かな子どもの育成 23 0 

２－１ 誰もが活躍できるまちづくり 46 4 

２－２ 安全で安心なまちづくり 30 4 

３－１ 人と自然が共生するまちづくり 16 1 

３－２ 地球環境に貢献するまちづくり 6 0 

４－１ 地域経済の活性化と雇用の創出 21 1 

４－２ 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり 28 1 

５－１ 地域と住民の主体性が発揮される枠組みづくり 2 0 

５－２ 地域を支えるコミュニティー機能の強化 3 0 

実施計画推進事業 63 8 

合  計 250 21 
 

※ 複数の目標を設定している事業があるため、目標数は事業数（全 183 事業）と一致しない 

    

②目標達成状況   

（単位：件） 

判 定 目標数 
 

（判定基準） 

Ａ 20 
 

Ａ 達成率が 90％以上である 

Ｂ 0 
 

Ｂ 達成率が 50％以上 90％未満である 

Ｃ 1 
 

Ｃ 達成率が 50％未満である（Ｄを除く） 

Ｄ 0 
 

Ｄ 実績なし 

合 計 21 
    

※ 26 年度で目標管理期間が終了するもののみ判定 
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③管理期間が終了した目標一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 № 事業名 管理期間が終了した目標 担当部課 判定

４
子ども・子育て支援事業計画
策定事業

子ども・子育て支援事業計画の策定 こども育成部こども育成総務課 Ａ

６
公立保育園再編実施計画策
定事業（保育園費内）

公立保育園再編実施計画の策定 こども育成部保育運営課 Ａ

11
障害福祉施設等整備補助事
業

整備完了 福祉部障害福祉課 Ａ

17 地域介護施設整備補助事業
新設小規模多機能型居宅介護事業所への
助成　３カ所

福祉部介護保険課 Ａ

18 地域介護施設整備検討事業 横須賀市社会福祉審議会で整備計画策定 福祉部介護保険課 Ａ

19
特別養護老人ホーム整備検
討事業

横須賀市社会福祉審議会で整備計画策定 福祉部介護保険課 Ａ

２ 防災教育推進事業 防災教育資料集作成 教育委員会教育指導課 Ａ

３ 市防災行政無線再整備事業 屋外子局391局 市民安全部危機管理課 Ａ

16
追浜地区雨水バイパス管整備
事業

整備完了 上下水道局下水道管渠課 Ａ

18 救急隊活動事業
全ての救急隊（12隊）による救急医療支援
システムの運用およびビデオ硬性挿管用喉
頭鏡の配備

消防局消防・救急課 Ａ

３－１ ７ 横須賀エコツアー推進事業 サポート協会設立 環境政策部自然環境共生課 Ａ

４－１ ７ 工業振興対策事業 中小製造業等設備投資補助50件 経済部商工・市街地振興課 Ｃ

４－２ 15
道路改良事業
（佐島の丘関連道路）

整備完了 土木部道路建設課 Ａ

６
ファシリティマネジメント推進事
業

施設配置適正化計画の策定 財政部資産経営課 Ａ

10 情報化推進事業 情報システムの支援レベルに応じた分類 総務部情報システム課 Ａ

12 指定道路システム整備事業 指定道路図整備完了 都市部建築指導課 Ａ

20
公園施設長寿命化計画策定
事業

公園施設長寿命化計画の策定 環境政策部公園建設課 Ａ

24
不燃ごみ積替保管施設建設
事業

不燃ごみ積替保管施設の建設 資源循環部資源循環施設課 Ａ

25 南処理工場老朽化対策事業 平成26年度煙突補修工事等完了 資源循環部資源循環施設課 Ａ

26 産業廃棄物指導事業 平成26年度業界団体への説明・啓発 資源循環部廃棄物対策課 Ａ

40
公共車両優先システム
（PTPS）導入事業

バス車両50台に導入 土木部交通計画課 Ａ

１－１

２－１

２－２

推進事業
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 事業別進行管理表    
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事業別進行管理表の見方 

 

 

 １ 担当部課  

事業を実施する部課名で、基本的には平成 26 年度の組織名 

平成 27 年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名 

 

２ 事業費 

   計画事業費（実施計画策定時） 

    

 ３ 執行率 

    事業費に対する決算額の割合 

    小数点以下第２位を四捨五入しているため、100％でも事業費と決算額が一致しないものが

ある 

 

 ４ 期間中の目標 

    平成 26 年度～平成 29年度の４年間の事業目標 

 

５ 目標達成率と達成状況 

 （１）目標達成率 

期間中の目標に対する達成率と達成根拠を目標ごとに記載 

・期間中の目標が単年管理のものではない場合は、原則「－」と表記 

ただし、単年度把握が可能な数値実績がある場合には、（ ）で表記しているものもある 

期間中の累積で管理するものについては、原則「－」と表記 

・実績がない場合には「実績なし」と表記 

 

（２）達成状況 

平成 26 年度で目標管理期間が終了するものについて記載 

（26年度単年度事業と、目標の期間が 26 年度のみのもの） 

   目標の期間が 26年度のみでも、27 年度以降も事業を継続するものがある 

 

全ての目標の達成状況を下表の基準により判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 達成率が 90％以上である 

Ｂ 達成率が 50％以上 90％未満である 

Ｃ 達成率が 50％未満である（Ｄを除く） 

Ｄ 実績なし 



事業費(円) 決算額(円) 執行率

訪問率102.9％

336,384 5.6%

計画期間計№ 事業名（担当部課）

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

26年度実績事業内容・期間中の目標

事業費(円) 決算額(円) 執行率

１ 　子育てにかかる経済的負担を軽減
し、適切な医療を早期に提供するた
め、保険診療の自己負担分を助成し
ます。
　また、財政基本計画と連動させなが
ら、通院の対象年齢を小学校６年生ま
で拡大します。

1

4,558,013,000 898,653,783

目標達成率

1,036,053,000 898,653,783 86.7%小児医療費助成事
業

(こども育成部
こども青少年給付課)

目標達成率 達成状況期間中の目標

―

19.7%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

―
対象年齢小学校６年生まで拡
大（通院）

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

こんにちは赤ちゃ
ん事業

12,919,012 84.9%

期間中の目標

２ 　育児不安の軽減を図るため、生後４
カ月までの乳児のいる世帯への保健
師・助産師による全戸訪問などを実施
します。

15,209,000

1 (103.3%)

12,919,012 21.2%

目標達成率

60,836,000

家庭訪問訪問率　99.6％
（県の算出方法による訪問率
で、生後転入児への訪問も含
む）

達成状況(こども育成部
こども健康課)

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容

　不育症治療の経済的負担の軽減を
図るため、医療保険が適用されない治
療費の一部を助成します。

6,059,000不育症治療費助成
事業

３

相談対応スキル向上のための
研修会の開催　年１回

1 100.0% 研修会１回開催

期間中の目標 目標達成率 達成状況

336,384 1.4%

目標達成率

24,236,000

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円)

(こども育成部
こども健康課)

決算額(円) 執行率

４ 　平成27年４月施行予定の子ども・子
育て支援法に基づき、「子ども・子育て
支援事業計画（平成27～31年度）」を
策定します。

4,840,000

子ども・子育て支援事業計画
の策定

1 100.0%
平成27年２月に計画策
定

期間中の目標 目標達成率

5,055,232 104.4%

(こども育成部
こども育成総務課)

子ども・子育て支援
事業計画策定事業

決算額(円) 執行率

5,055,232 104.4%

26年度策定 A

目標達成率

4,840,000

100.0%

達成状況

事業費(円)決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円)

18,315,840 103.7%認定こども園移行
促進事業

(こども育成部
教育・保育支援課)

1 ―

達成状況

18,315,840 25.9%

目標達成率

70,656,000

―

５ 　子ども・子育て支援新制度に向け
て、私立幼稚園の認定こども園への移
行を支援するため、11時間以上開園
して長時間預かり保育を実施する私立
幼稚園に対して、運営に要する費用を
助成します。

17,664,000

期間中の目標

認定こども園への移行
私立幼稚園15園

目標達成率

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－１　子どもを産み育てやすいまちづくり
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 26年度実績事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－１　子どもを産み育てやすいまちづくり

学童クラブ関連事
業
（学童クラブ小学校
移転事業、学童ク
ラブ助成事業）

―

達成状況目標達成率

24.3%277,412,6731,143,938,00097.5%277,412,673

354,000 25.0%

10

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 執行率

50,000 100.0%

1 100.0%

事業費(円) 決算額(円)

公立保育園再編実
施計画策定事業
（保育園費内）

事業費(円)

６ 　「子ども・子育て支援事業計画」の検
討に合わせ、公立保育園の再編およ
び建替えを具体的に進めるための実
施計画を策定します。

50,000

期間中の目標

公立保育園再編実施計画の
策定

(こども育成部
保育運営課)

目標達成率 達成状況

50,000 100.0%

26年度策定 A

目標達成率

50,000

100.0%

執行率

公立保育園再編実施計
画の策定

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業内容

事業費(円) 決算額(円) 執行率

(こども育成部
こども施設指導監査
課)

８ 　深刻化する保育士不足に対応する
ため、未就労の有資格者の再就職支
援を行う支援センターを神奈川県、横
浜市、川崎市、相模原市と共同で設
置するとともに、各種セミナー等を開催
します。

354,000

期間中の目標

各種セミナー等の開催　年１回1 100.0% 各種セミナー開催年１回

保育士・保育所支
援センター運営事
業

(こども育成部
保育運営課)

354,000

目標達成率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

100.0%

達成状況

―

目標達成率

1,416,000

目標達成率期間中の目標

小学校の教室を利用する学童
クラブ数　25クラブ

　保護者などが放課後不在である児童
の健全育成を図るため、民間学童クラ
ブへの助成を行います。
　また、放課後も子どもたちが安心して
過ごせる環境を整備するため、小学校
の教室を学童クラブ用に改修し、提供
します。併せて保育料の低減に取り組
みます。(こども育成部

教育・保育支援課)

1 ―

284,569,000

７ 　待機児童の解消を図るため、保育所
定員の拡充を進めます。

決算額(円) 執行率事業費(円)

0.0%

目標達成率

76,119,000 0

1

達成状況

2
小規模学童クラブ（11～19人）
の割合　18％以下

― ―

９

決算額(円)

保育所定員拡充事
業
（児童措置費内）

―
平成27年度保育所定員
3,927人

期間中の目標

歩行者安全対策事
業

２－１「安全で安心なまちづくり」で記載
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 26年度実績事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－１　子どもを産み育てやすいまちづくり

13

12

　横須賀市のイメージアップにつなが
る魅力的な公園を目指し、施設の改
修・増設を行います。

期間中の目標

施設・遊具等の設置完了

施設・遊具等の設置完了

11

(環境政策部
公園建設課)

事業内容

1

公園施設改修事業
（長井海の手公園）

(環境政策部
公園建設課)

1

休養施設21基設置完了

事業内容

　横須賀市のイメージアップにつなが
る魅力的な公園を目指し、施設の改
修・増設を行います。

40,000,000

期間中の目標

11

―

公園施設改修事業
（くりはま花の国）

―

執行率

32,248,843

目標達成率 達成状況

事業費(円)

312,800,000

達成状況

―

62,580,000

事業費(円) 決算額(円) 執行率

0 0.0%

目標達成率

目標達成率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

10.3%

決算額(円)

里山的環境保全・
活用事業

横須賀エコツアー
推進事業

３－１「人と自然が共生するまちづくり」で記載

３－１「人と自然が共生するまちづくり」で記載

32,248,843 80.6%
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小中の学びの系統性・連続性
を重視した教育の実施
小・中学校全69校

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

432,934,000

計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

　児童生徒に確かな学力を身に付けさ
せるため、「横須賀市学力向上推進プ
ラン」に基づき、組織的に学力向上の
取り組みの充実・推進を図ります。
　また、小・中学校の授業日数を増や
すとともに、放課後等に児童生徒が学
べる「学力向上放課後教室」の回数を
拡大して取り組みます。
　さらに、教員の指導力の向上や、学
校・家庭・地域の連携など、学力向上
のための取り組みを推進します。

108,237,000 22.2%

目標達成率

学力向上事業

(教育委員会
教育指導課、
総務課、
教育研究所)

96,179,574 88.9%

―
学力向上放課後教室サポート
ティーチャーの派遣小・中学校
全69校

全国学力・学習状況調査結果
における正答率との差
（対象教科の合計平均正答率
と全国平均正答率の比較）
小学校１ポイント、中学校２ポ
イント
※文部科学省より、全国平均前後
５点以内は、年度ごとの誤差の範
囲との助言あり

2

期間中の目標

目標達成率

達成状況

全校に派遣

―1 ―

小学校△5.1ポイント
（市61.1％、全国66.2％）
中学校△1.4ポイント
（市63.0％、全国64.4％）

　義務教育９年間を見通し、子どもの
発達の段階や学びの系統性・連続性
を重視した教育を行い、学力の向上、
中１ギャップの解消、いじめや不登校
の減少を目指します。

3.6ポイント
目標正答率61.1％
平均正答率64.7％

決算額(円) 執行率

期間中の目標

英語によるコミュニケーション
能力の習得状況：
横須賀市学習状況調査（英
語）における正答率の差（目標
正答率と平均正答率の比較）
中学校２年生３ポイント

１ 96,179,574

事業費(円) 決算額(円)

２ 　市立全学校にネイティブスピーカー
を配置し、直接ふれあう時間を増やす
ことで、子どもたちの国際コミュニケー
ション能力を育成します。
　また、外国語活動アドバイザーによる
指導助言を通して、英語教育の充実と
推進を図ります。

250,551,000

―
10校で実施
（小学校６校、中学校４
校）

３

―

(100.0%)

事業費(円) 決算額(円)

達成状況

760,000

―

1,095,700

事業内容

期間中の目標

小中一貫教育推進
事業

(教育委員会総務課)

1,095,700 144.2% 6,092,000

執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率

18.0%

国際コミュニケー
ション能力育成事
業

(教育委員会
教育指導課)

執行率

達成状況

事業内容 事業費(円)

1

245,557,018 24.5%

目標達成率 目標達成率

1,002,134,000245,557,018 98.0%

1 ―

目標達成率

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－２　人間性豊かな子どもの育成
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計画期間計26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－２　人間性豊かな子どもの育成

(こども育成部
児童相談所)

５

横須賀総合高等学
校教育改革事業

(教育委員会総務課)

（仮称）横須賀給食
弁当実施事業

(教育委員会
学校保健課)

　読書を通して子どもたちの生きる力
を育むため、読書に親しむ環境づく
り、機会づくり、推進体制整備、読書活
動の重要性の普及・啓発を行います。
　特に、全ての子どもたちに身近な小・
中学校において、学校図書館を中心
とした読書活動の推進に取り組みま
す。
　児童生徒が主体的・意欲的に学習
活動や読書活動を行うことができるよう
学校の学校図書館の環境整備を行
い、充実を図ります。

子ども読書活動推
進事業
（学校図書館の活
性化）

(教育委員会
教育指導課)

高校進学率　100％

（仮称）横須賀給食弁当の実
施　中学校全23校

１カ月に１冊以上本を読む児
童生徒の割合
小学生88.0％、中学生72.0％

教育改革の具体案を策定

事業内容

期間中の目標

―

　児童養護施設に入所している児童
の学習を支援し、学力の向上を目指し
ます。

期間中の目標

児童養護施設学習
支援事業

1

目標達成率 目標達成率

13,757,0001,028,660

事業費(円) 決算額(円)執行率

事業費(円) 決算額(円)

執行率

1,028,660 7.5%

260,000265,800 102.2%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1,763,000

事業費(円) 決算額(円)

執行率

265,800 102.2%

目標達成率 目標達成率

４

―1 ―
答申をもとに、教育改革
の具体案を検討し、実
施計画（案）を策定中

58.3%

　平成25年度に設置した横須賀市立
高等学校教育改革検討委員会からの
答申に基づき、教育改革を進め、横須
賀にある唯一の市立高校として特色あ
る学校教育の充実を図ります。

260,000

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

―

達成状況

　中学校で行っているパン・弁当の注
文販売であるスクールランチに、教育
委員会の管理栄養士が小学校給食を
アレンジした献立の弁当を取り入れま
す。

2,642,000

1

達成状況期間中の目標

2,726,034 25.8%

目標達成率 目標達成率

10,568,0002,726,034 103.2%６

執行率事業費(円) 決算額(円)事業内容

20.3%11,703,42957,752,000

――

事業費(円) 決算額(円)

81.1%11,703,42914,438,000

1 (93.3%)

執行率

目標達成率 目標達成率 達成状況

小学校89.6％
（達成率101.8％）
中学校61.0％
（達成率84.7％）
→達成率平均93.25％

期間中の目標

７

―
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計画期間計26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－２　人間性豊かな子どもの育成

(教育委員会
中央図書館)

キャリア教育推進
事業

(教育委員会
教育指導課)

いじめ・不登校対策
事業
（いじめ対策事業）

(教育委員会
支援教育課)

子ども読書活動推
進事業
（子ども読書活動の
推進）

いじめ・不登校対策
事業
（相談員等派遣事
業）

(教育委員会
支援教育課)

児童書貸出冊数　519,000冊

キャリア教育推進校の設置
中学校全23校

いじめ解消率　100.0％

不登校改善率
小学校70.0％、中学校71.0％

事業内容

期間中の目標

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

７ 　乳幼児期からの取り組みや保護者へ
の働きかけを行い、子どもが読書習慣
を身に付けて、成長とともに自発的な
読書活動を行うことができるよう取り組
みます。
　また、子どもの読書活動に関わる
人々や団体等の活動支援を行いま
す。

6,517,000

達成状況

6,044,269 22.9%

目標達成率 目標達成率

26,380,0006,044,269 92.7%

期間中の目標

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

―1 (82.9%) 430,226冊

事業費(円) 決算額(円)

1 (100.0%) 全23校設置

８ 　望ましい職業観・勤労観を育成し、
児童生徒一人一人が、自己の個性に
合った進路を主体的に選択できる能
力を養う「キャリア教育」を横須賀商工
会議所と協働で取組み、全校で実施
します。

5,708,000

達成状況

5,690,526 24.9%

目標達成率 目標達成率

22,832,0005,690,526 99.7%

期間中の目標

―

22.8%

執行率

42,347,000

達成状況

事業費(円) 決算額(円)

9,647,283

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

　大きな社会問題として取り上げられ
ている「いじめ・不登校問題」に関し
て、未然防止、早期発見、早期対応に
向けてよりきめ細かい支援に取り組み
ます。
　 「いじめ問題」に関して、子ども一人
一人の教育的ニーズへの対応を行う
支援教育の視点で、システム作りを進
めます。
　特に、学校での児童生徒の相談窓
口の設置、カウンセリングなどを中心
に、いじめ暴力等の問題行動の未然
防止、早期発見、早期対応を目指しま
す。

10,775,000

1 ―

目標達成率 目標達成率

９

事業費(円) 決算額(円)

9,647,283 89.5%

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

　子どもとの日常的なふれあいや相談
等を通じ、いじめ・不登校等問題行動
の未然防止、早期発見、早期対応、学
校内での児童生徒の居場所づくりを目
指し、総合的な支援策を推進します。

76,375,000

達成状況目標達成率

305,500,00073,914,643 96.8%

期間中の目標

９

―1 ―

73,914,643 24.2%

目標達成率
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計画期間計26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－２　人間性豊かな子どもの育成

(教育委員会
支援教育課)

期間中の目標

(教育委員会
支援教育課)

いじめ・不登校対策
事業
（教育相談充実事
業）

いじめ解消率　100.0％

不登校改善率
小学校70.0％、中学校71.0％

不登校改善率
小学校70.0％、中学校71.0％

いじめ等課題解決率　100.0％

地域ボランティアおよび学生ボ
ランティアの活用
年7,000回以上

期間中の目標

事業内容

事業費(円) 決算額(円)事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 執行率

1,356,980 2.5%

目標達成率 目標達成率

53,738,0001,356,980 88.6%９

達成状況

―

2 ―

43,387,668 22.6%

　いじめや不登校等のほか、学校生活
における不安や悩み等を解決するた
めの相談業務を行います。
　併せて、現在こども育成部で行って
いる相談業務の一部を、平成27年度
から教育委員会に移管し、教育委員
会に相談窓口を設けることで、受けた
相談内容と学校への指導の一体化を
可能とし、より充実した相談体制を整
えます。

1,532,000

1 ―

―

９

(教育委員会
支援教育課)

期間中の目標 達成状況

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率

　不登校の児童生徒が通室する相談
教室を市内５カ所で運営し、不登校状
態にある児童生徒の支援を推進しま
す。

48,021,000いじめ・不登校対策
事業
（相談教室運営事
業）

1 ―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 目標達成率

192,084,00043,387,668 90.4%

達成状況

―

期間中の目標

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

1,128,000 255,426 5.7%

目標達成率 目標達成率

4,512,000255,426 22.6%10 　いじめの防止、体罰の根絶、学校問
題の解決を図り、児童生徒が明るい笑
顔で楽しく充実した学校生活を送れる
ことを目指します。

1 (100.0%)
いじめ等課題解決専門
委員会の解決率100％

いじめ等課題解決
支援事業

学校いきいき事業

7,885回活用

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

12,991,223 24.9%

目標達成率 目標達成率

52,264,00012,991,223 99.4%11 　学校が保護者や地域との連携を強
め、特色ある教育活動を展開できるよ
う支援します。

13,066,000

(教育委員会
教育指導課)

―1 100.0%
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計画期間計26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇１－２　人間性豊かな子どもの育成

学校関係者評価　100％実施

介助員配置に対する満足度
（学校アンケートに基づく）
100％

トイレ改修実施　23校

期間中の目標

　支援や配慮を必要とする全ての子ど
もの教育的ニーズに対応し、一人一人
の子どもの学校生活を充実させること
で、総合的な支援教育を推進します。

期間中の目標

期間中の目標

(教育委員会総務課)

学校評価推進事業 1,452,000

1

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

―

1,022,920 17.6%

目標達成率 目標達成率

5,808,0001,022,920 70.4%12 　学校が学校評価を適切に実施し、教
育活動や学校運営の充実・改善を図
れるよう、学校評価を推進します。

決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

(100.0%)
全市立学校・幼稚園で
実施

事業費(円)

69,768,625 22.7%

目標達成率 目標達成率

307,740,00069,768,625 90.7%76,935,000

達成状況

―1

事業費(円) 決算額(円)

事業内容 事業費(円)

13

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

99,801,117 23.3%

目標達成率 目標達成率

428,910,00099,801,117 101.2%14 　教育環境の質的向上を図るため、老
朽化の進んだ小・中学校のトイレを改
修し、併せて洋式化を進めます。

98,630,000

(教育委員会
学校管理課)

学校トイレ改修事
業（小学校）

―1 ― ５校改修

事業費(円) 決算額(円) 執行率

14 　教育環境の質的向上を図るため、老
朽化の進んだ小・中学校のトイレを改
修し、併せて洋式化を進めます。

47,380,000

(教育委員会
学校管理課)

学校トイレ改修事
業（中学校）

期間中の目標

―1 ― ２校改修

達成状況

トイレ改修実施　８校

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

51,932,732 31.2%

目標達成率 目標達成率

166,683,00051,932,732 109.6%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 目標達成率

26,584,0003,467,144 72.7%15 　児童の怪我の防止や気持ちよく運動
できる場所の確保といった教育環境の
向上を図るため、小学校の校庭の一
部を芝生化します。

4,771,000

1 ― 新規２校実施（計８校）

期間中の目標

校庭芝生化事業

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

　学校給食用の磁器カップとアルマイ
ト皿を、樹脂製のＰＥＮ食器に順次交
換し、全ての小学校にＰＥＮ食器を導
入します。

5,701,000

期間中の目標

PEN食器を導入した小学校数
カップ46校、皿46校
（計画期間中カップ20校、皿25校）

1 ―
入れ替えを行った校数
カップ２校、皿７校
（いずれも計28校）

16

―

21,203,000 5,700,974 26.9%

3,467,144 13.0%

目標達成率 目標達成率

5,700,974 100.0%

決算額(円)事業費(円) 執行率

達成状況

―

達成状況

(59.2%)
全校アンケートの小中
学校平均値

支援教育推進事業

(教育委員会
支援教育課)

決算額(円) 執行率

(教育委員会
学校管理課)

食器改善事業

(教育委員会
学校保健課)

芝生化実施　14校
（計画期間中８校）
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2,023,50078.3%

―

―

19.6%

目標達成率 達成状況

1 (179.4%) 287人

目標達成率

10,336,000

(健康部
保健所健康づくり課、
政策推進部
政策推進課)

生涯現役プロジェク
ト関連事業
（健康づくり推進事
業）

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1 　人と人とがつながり絆を感じられる地
域コミュニティを形成し、誰もが生涯を
通じて健康で活躍できる生涯現役社
会を実現するため、特定健診や市民
健診により、生活改善が必要とされた
人をはじめ、全ての市民に対して、学
術的に効果が証明されているラジオ体
操やウオーキングを中心とした健康増
進、介護予防の取り組みの充実を図り
ます。

2,584,000 2,023,500

2 (88.0%) 44団体

―(37.5%) ３回

―(43.3%) 623人

事業費(円) 決算額(円) 執行率

(27.1%) 13回

目標達成率 達成状況目標達成率

―

2

3

4

5

―

(153.6%) 1,081回

執行率事業費(円) 決算額(円)

32,316,000 6,443,622 19.9%　人と人とがつながり絆を感じられる地
域コミュニティを形成し、誰もが生涯を
通じて健康で活躍できる生涯現役社
会を実現するため、特定健診や市民
健診により、生活改善が必要とされた
人をはじめ、全ての市民に対して、学
術的に効果が証明されているラジオ体
操やウオーキングを中心とした健康増
進、介護予防の取り組みの充実を図り
ます。

7,954,000 6,443,622 81.0%

―

期間中の目標

(30.2%) 603人

―(25.0%) ４回

執行率

―(88.3%) 353人

(31.1%) 18,653人

ラジオ体操を実施する市民の
会の数　50団体

スマートダイエット教室・講演
会参加者数　1,440人

スマートダイエット教室・講演
会の開催　16回

ウオーキング教室参加者数
400人

ウオーキング教室の開催
８回

ラジオ体操教室以外の教室で
のラジオ体操実施者数
60,000人

生涯現役プロジェク
ト関連事業
（健康教育事業）

(健康部
保健所健康づくり課)

1

26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

―

期間中の目標

7

8

ラジオ体操サポーターの人数
160人

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

6

ラジオ体操教室以外の教室で
のラジオ体操実施回数　704回

ラジオ体操教室参加者数
2,000人

ラジオ体操教室の開催　48回

１
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26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

生涯現役プロジェク
ト関連事業
（介護予防普及啓
発事業）

特定健康診査等事
業
（特定健康診査事
業）

特定健康診査等事
業
（特定保健指導事
業）

(福祉部健康保険課)

(福祉部健康保険課)

目標達成率 達成状況

―

事業内容 事業費(円)

２ 2,541,009

期間中の目標

1

　国民健康保険被保険者の健康寿命
を延伸するため、財政健全化計画に
基づき、特定健康診査受診率および
特定保健指導実施率の向上策に取り
組みます。
　また、特定健康診査結果データ等を
活用した保健指導に取り組み、生活習
慣病等の改善のための適切な健康教
室等に誘導します。

12,028,000

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率決算額(円) 執行率

256,542,698 16.8%　国民健康保険被保険者の健康寿命
を延伸するため、財政健全化計画に
基づき、特定健康診査受診率および
特定保健指導実施率の向上策に取り
組みます。
　また、特定健康診査結果データ等を
活用した保健指導に取り組み、生活習
慣病等の改善のための適切な健康教
室等に誘導します。

308,218,000 256,542,698 83.2%

期間中の目標

特定健康診査受診率　45％1 ―

目標達成率 達成状況

２

―

目標達成率

1,527,628,000

執行率

目標達成率

3 (33.3%) ３カ所で開催

事業費(円) 決算額(円)

事業内容

1 102.7%
介護予防教室等の開催
230回

目標達成率 達成状況期間中の目標

―

―

2 (173.0%)
介護予防教室等の参加
人数3,952人

―

(福祉部高齢福祉課、
市民部
地域ｺﾐｭﾆﾃｨ支援課、
各行政センター)

事業費(円)

１

執行率事業費(円) 決算額(円)

61,547,000 11,071,375 18.0%

事業費(円) 決算額(円)

決算額(円) 執行率

　人と人とがつながり絆を感じられる地
域コミュニティを形成し、誰もが生涯を
通じて健康で活躍できる生涯現役社
会を実現するため、特定健診や市民
健診により、生活改善が必要とされた
人をはじめ、全ての市民に対して、学
術的に効果が証明されているラジオ体
操やウオーキングを中心とした健康増
進、介護予防の取り組みの充実を図り
ます。

13,947,000 11,071,375 79.4%

執行率

目標達成率

89,300,000 2,541,009 2.8%21.1%

生涯現役講座コミュニティセン
ター９カ所で開催

介護予防教室等参加者数
2,285人

介護予防教室等の開催
年224回

事業内容

特定保健指導実施率　25％
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26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

認知症高齢者相談
事業

(福祉部高齢福祉課)

高齢者虐待防止事
業

(福祉部高齢福祉課)

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

1 ―

市立病院運営委員会を
立ち上げ、市域の拠点
病院としての在り方を踏
まえて、うわまち病院の
建替え検討を開始

達成状況目標達成率期間中の目標

市立病院運営委員会の開催
14回

　市域の拠点病院としての在り方を踏
まえ、うわまち病院の建替えを検討し
ます。

271,000 104,800 38.7% 12,116,000うわまち病院建替
検討事業

事業費(円)

執行率

1 109.4%
5,471人
(胃がんリスク検診を除
く)

―2 151.7%
30,334人
(胃がんリスク検診を除
く)

目標達成率

2,180,744,000565,519,425 101.4%

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

３ 　疾病の早期発見、早期治療のため、
各種健診を保健所健診センターと市
内医療機関で実施します。

557,836,000

達成状況

事業費(円) 決算額(円) 執行率

　高齢者への虐待を防止するため、虐
待防止に関する啓発を行うとともに、
関係機関と連携しながら虐待を早期に
発見し、高齢者および介護者への支
援を行います。

―

執行率 事業費(円)

目標達成率

決算額(円)

11,528,000 2,364,094 20.5%82.0%

104,800 0.9%

1 137.8% 551人

目標達成率 達成状況目標達成率

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

2,882,000 2,364,094６

講演会、研修会参加者数
年400人

　今後予想される認知症高齢者・若年
性認知症の人の増加に伴い、早期相
談と早期対応を行うために、有効な
サービスの提供と地域における支援体
制の構築を図ります。

5,908,000 4,907,431 83.1%

―1 92.9% 65人

目標達成率 達成状況目標達成率

専門医による物忘れ相談利用
者数　年70人

決算額(円)

希望者全員に対してシ
ニアパスを発行

執行率

目標達成率 達成状況

執行率

執行率

５ 23,632,000 4,907,431 20.8%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率事業費(円) 決算額(円)

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

112,388,000 28,838,593 25.7%

565,519,425 25.9%

目標達成率

28,097,000 28,838,593 102.6%４ 　高齢者の外出を支援するため、市内
のすべてのバス路線を自由に利用で
きる高齢者パスを年２回発行します。

市内委託医療機関でのがん検
診の初診者数　年20,000人

保健所健診センターでのがん
検診の初診者数　年5,000人

目標達成率

事業内容 事業費(円)

(健康部
保健所健康づくり課)

(福祉部高齢福祉課)

シニアパス事業

1 (100.0%)

決算額(円) 執行率

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

希望者に対する発行率
100％

期間中の目標

７

(健康部
地域医療推進課)

市民健診事業
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26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

(福祉部障害福祉課)

生活介護事業所整
備事業

看護師確保対策事
業

(健康部
地域医療推進課)

在宅療養連携推進
事業

(健康部
地域医療推進課)

精神保健対策事業

(健康部
保健所健康づくり課)

29,940,000 27,491,341 91.8%

―1 71.0% 89人

目標達成率 達成状況目標達成率

10 106,565,000 27,491,341 25.8%　精神障害者の医療の確保や日常生
活上の支援を行い、社会復帰および
その後の自立と社会経済活動への参
加を促進します。
　また、市民の心の健康の保持および
増進に努めます。

執行率事業費(円) 決算額(円)執行率

2 (84.8%) 21.2％

―

17,521,000

1 (82.0%) 41施設

達成状況

96.6%９

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

―

16,931,521 26.1%

目標達成率 目標達成率

64,866,00016,931,521　在宅での療養を望む市民やその家
族が安心して生活を送ることができる
よう、在宅療養支援診療所などを増や
すとともに、医療関係者と福祉関係者
の連携強化や在宅療養についての啓
発を行います。

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

306,690 11.6%

目標達成率 目標達成率

2,636,000８ 　看護師人材の定着を図るため、病院
に勤務する看護師を対象とした離職
防止につながる研修を行います。
　また、市民協働モデル事業で実施し
ている研修等を平成28年度以降も継
続します。

324,000

1 100.0% ２回実施

達成状況

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

306,690 94.7%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

100.0% 26年度整備完了 A

事業費(円) 決算額(円) 執行率

62,550,000 0 0.0%

1 100.0% 整備完了

目標達成率 達成状況目標達成率

11

執行率事業費(円) 決算額(円)

134,925,000 134,925,000 100.0%　耐震性が不十分な障害者施設の建
替えおよび建替えに合わせて新設す
る単独型短期入所施設の整備に要す
る費用を助成します。

134,925,000 134,925,000 100.0%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

在宅死亡率　25％

在宅療養支援診療所数
50施設

離職防止などの各種研修の開
催　年２回以上

自殺者数　年70人未満

整備完了

1

期間中の目標

整備完了

12

―

目標達成率 達成状況

事業内容

(福祉部障害福祉課)

障害福祉施設等整
備補助事業

　利用ニーズが高く、今後不足が見込
まれる障害者の日中活動の場を確保
するため、生活介護事業所の整備に
要する費用を助成します。
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26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

障害者グループ
ホーム家賃等助成
事業

(福祉部障害福祉課)

重度障害者等入院
時コミュニケーショ
ン支援事業

(福祉部障害福祉課)

16.0%　一般就労が困難な在宅障害者の就
労を推進するため、個人の能力に応じ
た就労の場の確保と職場定着に必要
な援助および日常生活の支援を行うよ
こすか就労援助センターに対し、その
事業に要する費用を助成します。

26,331,000 23,031,475 87.5% 143,982,000 23,031,475

執行率

目標達成率 達成状況

100.0% 助成により３カ所開設

目標達成率 達成状況

100.0% 26年度３カ所助成 A

165,836,000 141,996,000 85.6%　住み慣れた地域での生活を支える
地域介護施設の整備等に要する費用
を助成します。

165,836,000 141,996,000 85.6%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率

22,176,000 50,000 0.2%

(福祉部介護保険課) 目標達成率

―

目標達成率 達成状況

1 ―

1

目標達成率

　障害者の雇用の場を確保するため、
特例子会社の設立に要する費用を助
成します。

5,544,000 50,000 0.9%特例子会社誘致・
設立支援事業

事業費(円) 決算額(円)事業内容 事業費(円) 決算額(円)

達成状況目標達成率

1 ―

目標達成率

障害者就労支援事
業

(福祉部障害福祉課)

―

執行率 執行率

事業費(円) 決算額(円)

1 実績なし

６カ所の事業者と協定
書を締結したが、入院を
前提とした事業のため
実績はなかった

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

目標達成率

―

4,200,000 0 0.0%600,000 0 0.0%

執行率

執行率

14

執行率

1 (100.0%) 新設３カ所（計47カ所）

目標達成率 達成状況目標達成率

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

―

事業費(円) 決算額(円)

200,896,000 44,238,535 22.0%　在宅の障害者が住み慣れた地域で
主体的に生活を行うグループホームに
対し、家賃や整備費などを助成しま
す。

45,364,000 44,238,535 97.5%13

執行率事業費(円) 決算額(円)事業費(円) 決算額(円) 執行率

地域介護施設整備
補助事業

事業内容

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

グループホーム新規設立
３カ所

特例子会社誘致　１社

新規就労者の３年以内の離職
率　10％

利用実人数　年８人

　意思の疎通が困難な重度障害児者
が医療機関に入院した際に、診療が
円滑に行われるようにするため、医療
従事者との意思疎通を支援するコミュ
ニケーション支援員の派遣を行いま
す。

15

16

(福祉部障害福祉課)

新設小規模多機能型居宅介
護事業所への助成　３カ所

17
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26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

目標達成率 達成状況目標達成率

―

　福祉人材の確保、定着のため、介護
施設職員等を対象とした研修を実施し
ます。

907,000 903,203 99.6%

1 (20.0%) ３コース

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

20 4,350,000 903,203 20.8%

研修の開催　15コース

(福祉部介護保険課)

介護施設等人材育
成支援事業

19

執行率

執行率

21,000 14,220 67.7%

1 100.0%
横須賀市社会福祉審議
会で整備計画を策定

目標達成率 達成状況

事業費(円) 決算額(円)執行率

達成状況

地域介護施設整備
検討事業

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

100.0% 26年度策定 A

事業費(円) 決算額(円)

目標達成率(福祉部介護保険課)

100.0% 26年度策定 A

　特別養護老人ホームの整備につい
て、「よこすか高齢者保健福祉計画
（第６期介護保険事業計画を含む）[平
成27～29年度]」の策定に合わせて検
討します。

21,000 14,220 67.7%

執行率

(福祉部介護保険課)

事業費(円) 決算額(円)事業内容 事業費(円) 決算額(円)

目標達成率

18

目標達成率

　住み慣れた地域での生活を支える
地域介護施設の整備について、「よこ
すか高齢者保健福祉計画（第６期介
護保険事業計画を含む）[平成27～29
年度]」の策定に合わせて検討します。

12,000 10,441 87.0% 12,000 10,441 87.0%

執行率

1 100.0%
横須賀市社会福祉審議
会で整備計画を策定

執行率

目標達成率

第５次男女共同参画プランの
策定

―

22

1 ―

目標達成率 達成状況

49,454,000 11,217,981 22.7%

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円)

　「第４次男女共同参画プラン（平成25
年度～平成29年度）」に基づき、性別
格差の解消や対等な参画機会を確保
するため、男女共同参画の推進を図り
ます。

12,085,000 11,217,981 92.8%男女共同参画推進
事業

事業費(円) 決算額(円)

611人

目標達成率 達成状況

執行率

決算額(円) 執行率決算額(円) 執行率

(87.3%)

8,081,000 7,767,869 96.1% 29,054,000 7,767,869

横須賀市社会福祉審議会で整
備計画策定

26.7%

目標達成率

21 　「横須賀市人権施策推進指針」に基
づき、人権施策を総合的かつ効果的
に進めます。

人権啓発講演会受講者数
700人

(市民部
人権・男女共同参画
課)

人権擁護事業

―

事業内容 事業費(円) 事業費(円)

1

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

横須賀市社会福祉審議会で整
備計画策定

特別養護老人ホー
ム整備検討事業

(市民部
人権・男女共同参画
課)
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26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

豊かなスポーツラ
イフ推進事業
（学校体育施設開
放奨励事業）

(教育委員会
スポーツ課)

生涯学習センター
運営管理事業

(教育委員会
生涯学習課)

豊かなスポーツラ
イフ推進事業
（市民スポーツ教
室）

(教育委員会
スポーツ課)

執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円)

261,020,000 70,951,398 27.2%

目標達成率 目標達成率 達成状況

23 　生涯学習センターにおいて、学習の
場や市民大学の学習機会の提供、文
化・生涯学習情報の収集提供や学習
相談を充実させるとともに、市民の学
習の成果（知識、技能、経験等）を地
域に生かしていくための新たな仕組み
づくりに取り組みます。

65,404,000 70,951,398 108.5%

執行率

1 100.0% 10項目 ―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

24.2%

目標達成率 目標達成率 達成状況

24 　市民の体力向上や、生涯にわたり健
康的で明るく活力ある生活を送れるよ
う、どこでも、いつまでもスポーツ・レク
リエーションとふれあうことができる環
境づくりを行います。
　また、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催を見据え、横須賀市体
育協会をはじめとする関係団体への
支援などを通じてジュニア選手の育成
を図ります。
　市民に広く健康的に体を動かす機
会を提供するため、幼児から高齢者ま
でを対象に、各体育会館を会場とし
て、スポーツ・レクリエーションの各教
室を開催します。

7,065,000 6,826,003 96.6% 28,260,000

事業費(円) 決算額(円)

6,826,003

1 97.1% 3,400人 ―

事業内容 事業費(円) 事業費(円) 決算額(円) 執行率

期間中の目標

市民スポーツ教室参加者数
年3,500人

決算額(円) 執行率

目標達成率 目標達成率 達成状況

24 　スポーツ・レクリエーションの場とし
て、学校教育に支障のない範囲で学
校体育施設の開放を行います。
　また、総合型地域スポーツクラブの
活動への支援を継続して行います。

46,583,000 38,496,828 82.6%

(91.1%) 22,767人 ―
学校プール利用者数
25,000人

―

期間中の目標

学校体育施設の利用者数
1,473,000人

186,332,000 38,496,828

1

2

20.7%

行政課題に対応した講座の実
施　年10項目以上

(95.9%) 1,412,991人

期間中の目標
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26年度実績 計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

◇２－１　誰もが活躍できるまちづくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

豊かなスポーツラ
イフ推進事業
（社会体育団体等
補助金）

(教育委員会
スポーツ課)

公園リニューアル
事業

事業費(円)

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

事業費(円) 決算額(円)

76,000,000

事業費(円)

決算額(円)

期間中の目標

公園トイレのバリアフリー化
６公園

248,944,000 38,375,212 15.4%

目標達成率

執行率

　誰もが安全で安心に利用できる公園
を目指し、公園トイレのバリアフリー化
を図るとともに、老朽化した遊具や休
憩施設等については、新たに増設や
改修を行います。

32,061,000 38,375,212

―

事業費(円)

執行率

1 ― ２公園 ―

2

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率期間中の目標

事業内容 執行率

28.0%

決算額(円) 執行率

25 　高齢者をはじめ、誰もが安全に利用
できるノンステップバスの導入を促進
するため、バス事業者に対し車両購入
費の一部を助成します。

達成状況

8,400,000 100.0%

ノンステップバス導入助成
年６台

決算額(円)

1 100.0% ６台助成

30,000,000 8,400,000

―

8,400,000

19,000,000 18,689,649 98.4%

―

目標達成率 目標達成率 達成状況

18,689,649 24.6%26 　誰もが安心して移動できるようにする
ため、交差点部などにおいて、歩道の
段差解消、必要に応じた点字ブロック
の設置を行います。

期間中の目標

歩道の段差解消　年70カ所

(土木部道路補修課)

バリアフリー事業

1 85.7% 60カ所

決算額(円) 執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1 (100.0%)
2020年東京五輪特別委
員会の開催（計４回）

―

目標達成率 目標達成率

事業内容 事業費(円)

達成状況期間中の目標

82,260,000 20,524,738 25.0%24 　スポーツ愛好者の裾野を拡大し、体
育･スポーツ・レクリエーションの振興を
図るため、団体運営費等を助成しま
す。
　また、横須賀から2020年東京オリン
ピック・パラリンピックに出場する選手を
育成するため、新たに横須賀市体育
協会に対して検討委員会の活動費を
助成します。

20,715,000 20,524,738 99.1%

27

(環境政策部
公園建設課)

(土木部交通計画課)

ノンステップバス導
入補助事業

検討委員会の開催

事業内容

目標達成率

公園内の遊具施設等の増設
改修　年15公園

達成状況

119.7%
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243,286,000 243,285,000 100.0%

事業内容

原子力防災訓練の実施
年２回

屋外子局391局
（計画期間中147局）

防災教育資料集作成

目標達成率

―

期間中の目標

　万が一の原子力災害に備えるため、
防災訓練などにより対処能力を高める
とともに、原子力防災に関する普及啓
発の充実を図ります。

11,043,000 8,451,699 76.5%４ 38,738,000 8,451,699 21.8%

1 150.0%
久里浜地区訓練１回
原子力艦独自訓練１回
日米合同訓練１回

目標達成率 達成状況

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率事業費(円) 決算額(円)執行率

1 100.0%
屋外子局147局整備完
了（計391局）

目標達成率 達成状況

100.0% 26年度整備完了 A

目標達成率期間中の目標

３ 　老朽化したアナログ方式の防災行政
無線をデジタル方式に移行するととも
に、より的確に情報伝達を行うため、
設置場所などの見直しも含めた再整
備を行います。

27.5%

執行率

48.4%

(消防局
消防・救急課)

防災教育推進事業

執行率決算額(円)

市防災行政無線再
整備事業

(市民安全部
危機管理課)

執行率

33,059,115 22.8%

達成状況

目標達成率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

145,174,000

決算額(円)

2,439,111

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円)

期間中の目標

期間中の目標

事業内容 事業費(円)

(教育委員会
教育指導課)

事業費(円) 決算額(円)

―

2,439,111 92.5%

事業費(円)

―

決算額(円)

計画期間計

目標達成率 目標達成率

１ 　自主防災組織の育成を推進し、地域
における防災体制の確立を図ります。
　また、震災時避難所の運営が円滑に
行えるよう、自主防災組織を中心に設
置する避難所運営委員会への支援も
併せて行います。

2,638,000

執行率

(市民安全部
地域安全課)

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1 (99.2%)
363町内会・自治会中
360組織結成済み

26年度実績

達成状況

１ 　自主防災組織の育成を推進し、地域
における防災体制の確立を図ります。
　また、震災時避難所の運営が円滑に
行えるよう、自主防災組織を中心に設
置する避難所運営委員会への支援も
併せて行います。

36,149,000 33,059,115 91.5%

期間中の目標

自主防災組織結成率　100％

地域防災力整備推
進事業
（自主防災組織の
育成）

目標達成率

243,286,000 243,285,000 100.0%

1 (102.4%)
実施318団体/365団体
=87.1％

自主防災組織での防災訓練実
施率　85％（年間）

地域防災力整備推
進事業
（自主防災組織の
防災訓練指導等）

執行率 事業費(円) 決算額(円)

8,881,000

目標達成率

869,060

達成状況

80.2% 1,797,000２ 　地震をはじめとした自然災害に対し
て自ら考え判断して命を守れる児童生
徒を育成するため、教員の指導力向
上を図り、児童生徒に対する年間指導
計画を策定します。

1,083,000 869,060

1 100.0% 防災教育資料集を作成 100.0% 26年度作成 A

目標達成率

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇２－２　安全で安心なまちづくり

原子力防災対策事
業

(市民安全部
危機管理課)
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇２－２　安全で安心なまちづくり

橋りょう計画修繕事
業

(都市部建築指導課)

既成宅地防災工事
等助成事業

(土木部
傾斜地保全課)

事業費(円)

期間中の目標

期間中の目標

事業内容

1

主要道路計画修繕
事業

３路線工事完了

３カ所工事完了

18件
申請件数が少なかった

255,440,000 21,606,368 8.5%

―

目標達成率 達成状況

事業費(円) 決算額(円) 執行率決算額(円) 執行率

目標達成率

耐震補強工事助成　年50件

住宅の耐震補強工
事助成事業

36.0%

　地震時の家屋倒壊を防ぐため、木造
戸建て住宅の耐震診断および耐震補
強工事などの費用の一部を助成しま
す。
　また、耐震診断の方法を一般診断法
から精密診断法へ変更し、それに伴い
助成額を増額します。

63,860,000 21,606,368 33.8%

期間中の目標

５

決算額(円) 執行率

22.9%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円)

９ 　危険ながけ崩れや地すべりから市民
の生命・身体を守るため、県が施工す
る急傾斜地崩壊対策事業で実施され
ない既成宅地に付随するがけの防災
工事および地すべり対策などの費用を
市が助成します。

74,998,000 68,551,706 91.4% 299,992,000 68,551,706

100.0%

立木伐採助成　年24件

既成宅地防災工事等助成
年20件

―

2 154.2% 37件 ―

目標達成率 目標達成率 達成状況

事業費(円) 決算額(円) 執行率

22.5%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

　緊急輸送道路や重要線路に架かる
橋りょうの老朽化への対策として、橋
りょう長寿命化修繕計画に基づいて、
計画的な予防保全型修繕および耐震
化を行います。

130,500,000 204,099,506 156.4% 906,600,000 204,099,506

期間中の目標

６

(土木部道路補修課)

1 ― ―

目標達成率 目標達成率 達成状況

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 決算額(円) 執行率

８カ所工事完了

事業費(円)

668,000,000 6,318,000 0.9%

目標達成率 目標達成率 達成状況

52.7%　トンネル点検の結果を踏まえ、危険
が生じているトンネルの計画的な補強
対策を行います。

12,000,000 6,318,000

期間中の目標

1 ―

トンネル修繕事業

―

７

(土木部道路補修課)

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 決算額(円) 執行率

―

(土木部道路補修課)

８

事業費(円)

203,100,000 52,758,361 26.0%

目標達成率 目標達成率 達成状況

83.6%52,758,361

1 ―

　緊急輸送道路やバス通りなどの主要
な道路49路線について、計画的に補
修工事を行い、災害時でも良好で安
全な通行を確保します。

63,100,000

20件1
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇２－２　安全で安心なまちづくり

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

護岸整備　362m
（換算延長）

離岸堤延長　300m

期間中の目標(土木部
傾斜地保全課)

急傾斜地崩壊対策
事業

海岸侵食対策事業
（北下浦漁港海岸
港）

基本設計作成

事業内容

92,895,770

事業内容 事業費(円)

32,398,000 7,224 0.0%

決算額(円) 執行率

7.4%

整備計画作成

2 ―

　高潮や津波からの被災を防護し、市
民の安全を確保するための対策およ
び整備について検討し、計画を策定し
ます。

事業費(円) 決算額(円) 執行率

―

目標達成率 目標達成率 達成状況

1

　危険ながけ崩れから市民の生命・身
体を守るため、県が施工する急傾斜地
崩壊防止工事に対し負担金を支払
い、工事を促進します。

急傾斜地崩壊防止工事
年53件

1,363,910,000 254,394,020

98,000 7,224

115.1% 61件

10 341,075,000 254,394,020

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

離岸堤延長　640m

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

1 ― 18.5m

目標達成率 目標達成率 達成状況

18.7%74.6%

決算額(円) 執行率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

13

1,332,012,000 92,895,770 7.0%

目標達成率 目標達成率 達成状況

28.7%　波浪などによる侵食から海岸を防護
し、市民の安全を確保するため、海岸
の沖合に離岸堤を整備します。

323,128,00011

(港湾部港湾建設課)

―

海岸侵食対策事業
（野比地区港湾海
岸）

　波浪などによる侵食から海岸を防護
し、市民の安全を確保するため、海岸
の沖合に離岸堤を整備します。

205,267,000 192,125,883

決算額(円)

1 ― 100m

執行率事業費(円)執行率

事業費(円)

―

11

(港湾部港湾建設課)

871,068,000 192,125,883 22.1%

目標達成率 目標達成率 達成状況

93.6%

　大津地区において、老朽化している
護岸の整備を行うことで、越波を防止
し、高潮災害から防護することにより、
市民の安全を確保します。

301,589,000 294,290,143大津地区港湾海岸
高潮対策事業

1 ―

執行率

1 ―

(港湾部港湾建設課)

1,393,356,000 294,290,143 21.1%

目標達成率 目標達成率 達成状況

97.6%12

―

事業費(円)

―

決算額(円)

―

西地区漁港海岸整
備計画策定事業

(港湾部港湾企画課)
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇２－２　安全で安心なまちづくり

下水道管渠耐震化
事業

(上下水道局
下水道管渠課)

(上下水道局
水道管路課)

配水管耐震化事業

(上下水道局
下水道管渠課)

追浜地区雨水バイ
パス管整備事業

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

交差点の車止め設置
８カ所完了

踏切内の歩行者通行帯カラー
化　２カ所完了

ゾーン30エリア内の安全対策
２地区完了

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

通学路の安全対策
63路線完了

39,623,18017 歩行者安全対策事
業

(土木部道路建設課)

1 ― 21路線整備完了

交差点のコンパクト化
５カ所完了

41,426,000　歩行者の安全な通行を確保するた
め、道路の安全対策を進めます。

―

2

―

159,926,000 39,623,180 24.8%

事業費(円)

目標達成率 達成状況

決算額(円) 執行率

毎年度計画完了

決算額(円) 執行率

整備完了

毎年度計画完了

95.6%

85.0%

―

―
１地区（日の出町）を２
分割し、そのうち１分割
を実施

―

5 ―

１カ所完了（公郷町）
災害復旧箇所と近接し
ていたため箇所を変更
して実施

―

4 ― ４カ所完了

決算額(円) 執行率

3

達成状況

事業内容 事業費(円)

目標達成率

事業費(円)

6,981,046,000 1,329,000,979 19.0%

20.1%　災害時の下水処理機能を維持する
ため、災害時緊急輸送路等の優先度
の高い路線について、マンホールと管
渠の継手部および管渠本体等の耐震
化並びに液状化によるマンホールの
浮上対策を実施します。

663,060,000 473,528,957 71.4%

執行率事業内容 事業費(円)

達成状況

102.9%16 　都市化の進展などによる雨水排除量
の増加に対応し、浸水被害を防止す
るため、追浜地区に雨水排水施設を
整備します。

716,000,000 736,787,561

1 100.0%

1 72.4% 実績4.2km/計画5.8km

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

―

目標達成率 目標達成率

1 86.6%
実績11.0km
/計画12.7km

目標達成率

決算額(円) 執行率

15

14 　安定給水を図るため、経年化した配
水管を耐震性能を備えた管に更新し
ます。

1,562,719,000 1,329,000,979

事業費(円)

2,360,844,000 473,528,957

目標達成率

事業費(円) 決算額(円)

―

決算額(円)

102.9%

A

716,000,000 736,787,561

100.0%

執行率

達成状況

―
１カ所完了（京急線池田
踏切）

整備完了 26年度整備完了

目標達成率
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇２－２　安全で安心なまちづくり

(100.0%)
26年度末現在
211,460食を備蓄

目標達成率 達成状況目標達成率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

期間中の目標

21

事業内容

1

(消防局
消防・救急課)

救急隊活動事業

(消防局総務課)

より迅速な救急体
制整備事業
（南消防署久里浜
出張所建替事業）

期間中の目標

避難案内標識板の再整備完
了

(市民安全部
地域安全課)

地域安全安心活動
推進事業

22 11,929,000 10,843,779 90.9%

91.8%
実施294団体/364団体
=80.8％

1

―

―
町内会等による防犯パトロー
ル実施率（年間）　88％

全ての救急隊（12隊）による救
急医療支援システムの運用お
よびビデオ硬性挿管用喉頭鏡
の配備

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

1 ―
26年度実施予定箇所は
全て整備実施

7,810,000

目標達成率 達成状況目標達成率

事業費(円) 決算額(円)執行率

事業費(円) 決算額(円)執行率

目標達成率 達成状況目標達成率

―
非常用食糧の備蓄数
200,000食

事業費(円) 決算額(円) 執行率

20 302,042,000 58,945,968 19.5%　大規模な災害発生時に市民の生活
を維持するため、生活関連物資等の
備蓄・管理を行い、災害発生時の迅
速・的確な応急対策を実施します。

65,386,000 58,945,968 90.2%

事業費(円) 決算額(円)執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

38,876,708 32.9%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1 100.0%

・全ての救急隊（12隊）
で救急医療支援システ
ムの運用を開始
・ビデオ硬性挿管用喉
頭鏡12機購入し、12隊
へ配備

100.0%

26年度
救急医療支援シス
テムの運用開始、ビ
デオ硬性挿管用喉
頭鏡配備完了

A

目標達成率 目標達成率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

18 　複雑多様化する救急活動に対応す
るため、救急資器材および医薬材料
等を整備します。

37,333,000 38,876,708 104.1%

事業内容

19 　老朽化が進む南消防署久里浜出張
所を建替え、現在配置されていない救
急隊を配置することで、より迅速な救
急体制を確立します。

事業費(円) 決算額(円) 執行率

354,909,000 0

心肺停止状態にある傷病者に
対する救急車平均到着時間
７分

1 ―

目標達成率 達成状況

0.0%

災害予防対策事業

(市民安全部
危機管理課)

2,309,962 29.6%　防災知識・意識の普及啓発を行うと
ともに、市内に設置している避難案内
標識板をさまざまな災害に応じた内容
に修正し、災害発生時の混乱を軽減し
ます。

3,964,000 2,309,962 58.3%

46,914,000 10,843,779 23.1%　市民の誰もが安心して暮らせる地域
社会を実現するため、地域ぐるみの防
犯活動を推進します。

災害応急対策事業

(市民安全部
危機管理課)

118,171,000
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計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

26年度実績

事業費(円) 決算額(円) 執行率

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

(環境政策部
自然環境共生課)

みどりの基本計画
改定事業

1

期間中の目標

みどりの基本計画改定

１ 　自然環境や社会情勢などの変化に
対応した「みどりの基本計画」「みどり
の基本条例」の改定および見直しを行
います。

4,819,000 3,802,274 78.9%

達成状況

3,802,274 20.4%

目標達成率 目標達成率

18,649,000

――

―

執行率事業内容 事業費(円)

―

執行率 事業費(円) 決算額(円)決算額(円)

2 みどりの基本条例の見直し

3,141,000２ 　海岸および河川流域などの自然環
境調査結果を活用し、市民が自然とよ
り親しめるきっかけとなるマップや活動
手引きを作成します。

691,000

目標達成率

291,138 9.3%

(環境政策部
自然環境共生課)

身近な自然の保全
とふれあい推進事
業

期間中の目標

291,138 42.1%

達成状況目標達成率

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1
市民向けマップ・活動手引きの
作成

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

民有地緑化支援事
業

1,110,760 98.6%３ 　民有地の緑化行為に係る費用の一
部を助成することで、みどりの少ない
市街地の緑化を推進するとともに、み
どり豊かな景観形成を図ります。

1,126,000 1,110,760 23.3%

目標達成率

4,768,000

達成状況

― 緑化面積約600㎡

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1

(環境政策部
自然環境共生課)

期間中の目標

4,000㎡のみどりの増加 ―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

期間中の目標

都市緑地保全事業

目標達成率

155,872,511 96.9%

達成状況

155,872,511 24.2%

目標達成率

643,732,000

100.0%
買入れ5.8ha
/計画5.39ha

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

(環境政策部
自然環境共生課)

４ 　本市に残された大切な緑地を保全
するため、都市緑地法の規定に基づ
いて、近郊緑地特別保全地区（武山
地区、衣笠・大楠山地区）の保全を図
ります。

160,933,000

1 毎年度計画面積買入れ完了 ―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

樹林地管理モデル
事業

(環境政策部
自然環境共生課)

59,541 46.2%

期間中の目標

５ 　荒廃が進みつつある樹林地を、良好
な状態に保つための維持管理手法を
検討することを目的として、市民・行政
が連携した調査および試験的な伐木
などのモデル事業を実施します。

129,000

達成状況

59,541 3.3%

目標達成率

1,819,000

―1
樹林地管理の実施
各地区で年２回

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇３－１　人と自然が共生するまちづくり
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計画期間計26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇３－１　人と自然が共生するまちづくり

決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

5,234,866 91.0%里山的環境保全・
活用事業

(環境政策部
自然環境共生課)

―

６ 　野比・長坂のモデル地区において、
里山的環境の保全・活用を行うととも
に、再生活動に対する支援組織設立
を目指します。
　また、新たな活動の場として野比の
かがみ田谷戸の一部における、里山
的環境の再生に取り組みます。

5,754,000

継続的な里山的環境保全・活
用の実施
・野比地区：田んぼ学校の開
催
・長坂地区：水田管理、里山林
手入れ講習会、体験イベント
の開催

1

野比のかがみ田谷戸の一部
の里山的環境の再生

支援組織設立2

3

事業費(円) 決算額(円) 執行率

期間中の目標

5,234,866 30.6%

目標達成率

17,085,000

達成状況

―

―

― ―

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

横須賀エコツアー
推進事業

(環境政策部
自然環境共生課)

期間中の目標

ツアー実施回数
１カ所につき年３回以上

サポート協会設立

新規フィールドでのエコツアー
の実施

1

７ 　本市の魅力ある自然観光資源を守り
ながら、身近にふれあうことができる
「エコツアー」の推進を図ります。
　また、新たなフィールドでのツアーの
実施や、持続的なツアーの実施をサ
ポートする「（仮称）横須賀エコツアー
サポート協会」を設立し、自主的運営
に向けた支援を図ります。

1,237,000

達成状況

100.0%

1,033,710 17.6%

目標達成率 目標達成率

5,867,0001,033,710 83.6%

26年度設立 A

― ―

100.0%
横須賀エコツアーサ
ポート協会設立

―100.0%

専用ホームページで募
集した企画ツアー16回
*観音崎、大楠・西海岸
各５回　猿島６回

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

―

35,000,00012,158 6.8%

期間中の目標

８ 　市民が海を身近に感じる水辺空間を
創出するため、長浦地区（市内北部地
域）における港湾緑地について検討・
整備を進めます。

179,000

事業費(円) 決算額(円)

―港湾緑地整備1

(港湾部港湾企画課)

長浦地区港湾緑地
整備事業

12,158 0.0%

目標達成率 目標達成率

2

3
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計画期間計26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇３－１　人と自然が共生するまちづくり

執行率

達成状況

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

９ 　海とふれあう場の創出や良好な海辺
環境を保全・再生するため、横須賀港
における浅海域について検討・整備を
進めます。

168,000

― ―

目標達成率 目標達成率(港湾部港湾企画課) 期間中の目標

63,764,0006,180 3.7%

―

―

1

2

3 実施設計作成

基本設計作成

整備計画作成

―

横須賀港浅海域保
全・再生事業

事業費(円) 決算額(円)

6,180 0.0%
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環境基本計画中間
見直し事業

(環境政策部
環境企画課)

26年度実績

　市内全域における環境美化を向上さ
せるため、美化啓発活動の推進を図る
とともに、クリーンよこすか市民の会・各
種市民団体･青少年団体・企業等で構
成される「よこすかクリーンアップ連絡
会」を設立・運営します。

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1,352,792,306 250.7% 1,352,792,306 13.5%廃棄物広域処理施
設建設事業

10,038,731,000

目標達成率

―

１ 　ごみの広域処理化を図るため、三浦
市と役割を分担・協力してごみ処理施
設を整備します。

539,565,000

―

※４－１「地域経済の活
性化と雇用の創出」にも
記載

(資源循環部
広域処理施設建設
室)

目標達成率 達成状況

―

18,039,090 22.4%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

19,748,000

―

・名称を変更し「クリーン
よこすか清掃ボランティ
ア掲示板」（フェイスブッ
ク）を開設
・フェイスブック開設にあ
たり、すでにフェイスブッ
クを運営している「かな
がわ美化財団に運用ポ
イントのヒアリングを実
施

1

４ 　「環境基本計画（2011～2021）」の中
間年にあたる平成27年度に、計画に
位置付けた施策の実施状況や社会経
済情勢の変化、新たな環境問題への
対応などを検証し、計画の中間見直し
を行います。

2,306,000

―
中間見直し１年目の基
礎調査、骨子の取りまと
め完了

1

目標達成率

1,814,400 78.7%

目標達成率

6,605,000

―

事業費(円) 決算額(円)

達成状況

決算額(円)

達成状況

執行率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

2

目標達成率

23,696,000

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

執行率事業費(円)

達成状況

80,436,000

―

目標達成率

18,039,090 91.3%

目標達成率

２ ポイ捨て防止啓発
事業

(資源循環部
資源循環推進課)

３ 　ごみの４分別収集と資源ごみのリサイ
クルの重要性について、小学生の理
解を深めるため、市立小学校全校を
対象にリサイクルプラザの施設見学を
支援します。

5,924,000

1 (97.8%) 46校中45校実施

4,789,800 80.9%小学生のリサイク
ル学習事業

(資源循環部
リサイクルプラザ)

1,814,400 27.5%

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇３－２　地球環境に貢献するまちづくり

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

環境基本計画の見直し

リサイクルプラザ見学の実施
小学校全校

よこすかクリーンアップ連絡会
の設立・運営

建設工事着工

新設道路工事竣工

4,789,800 20.2%

目標達成率

―

- 31 -



26年度実績№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 計画期間計

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇３－２　地球環境に貢献するまちづくり

ストップ地球温暖化
対策事業

(環境政策部
環境企画課)

1

期間中の目標

平成27年度市域の温室効果
ガス排出量　2,034千トン
（23年度維持）

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 決算額(円)

目標達成率

事業費(円)

―
平成24年度市域の温室
効果ガス排出量2,230千
トン

目標達成率

執行率

―

達成状況

41,776,000 7,007,794 16.8%　「低炭素で持続可能なよこすか戦略
プラン（2011～2021）」に基づき、省エ
ネ活動の推進や再生可能エネルギー
の導入促進などを通じ、市域の温室効
果ガス排出量の削減を図ります。

10,319,000 7,007,794 67.9%５

４－１「地域経済の活性化と雇用の創出」で記載電気自動車普及促
進事業

６

- 32 -



計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

305,097,015 30.9%

目標達成率 目標達成率

987,848,000305,097,015 97.2%

期間中の目標

企業等立地促進事
業

(経済部
企業誘致推進課)
※課名変更

(上下水道局
給排水課)

　企業等立地促進制度を活用し、企業
立地を促進するとともに、既存企業の
設備投資を支援し、本市産業の振興
を図ります。

313,875,000

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

―1
企業等の新規立地件数
年１件

0.0%

１社に対し企業等立地
促進制度による事業計
画の認定を行ったが操
業開始はH28.4の予定

事業費(円) 決算額(円) 執行率

２ 　無線通信技術研究における横須賀リ
サーチパーク（ＹＲＰ）の優位性を生か
し、さらなる産業集積を目指します。

59,393,000

達成状況

1

50.0%

55,078,168 23.2%

目標達成率 目標達成率

237,572,00055,078,168 92.7%

期間中の目標

横須賀リサーチ
パーク推進事業

―― 進出企業１件

22.5%

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

―2

執行率 執行率

学会１回

　「商店街応援アクションプラン」に基
づき、商店街が行う活性化への取り組
みを支援します。
　また、市内消費の促進と新たな顧客
の獲得を目指す意欲的な事業者の取
り組みを支援します。

70,043,000 56,168,907 80.2%

国際会議・学会・イベント誘致
回数　年２回

―

事業費(円) 決算額(円)

商業振興対策事業

(経済部
商工・市街地振興課)

※課名変更 目標達成率 達成状況目標達成率

新規法人化商店街数　10団体

商店街空き店舗率　7.5％
（25年度9.1％を基準に1.6ポイ
ントの減）

1

期間中の目標

250,172,000 56,168,907

(37.5%) 空き店舗率8.5％

―

―2

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

864,000 25.0%

目標達成率 目標達成率

3,456,000864,000 100.0%４ 　市内事業者が、米軍基地や自衛隊
などから、これまで以上に多くの仕事
が受注できるよう支援します。

―

達成状況

―1

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇４－１　地域経済の活性化と雇用の創出

１

３

(経済部経済企画課)

基地関係受注拡大
事業

防衛省関連の発注額で市内事
業者等が契約した額の割合
30％
※市内事業者等：市内に支店や
営業所がある事業者を含む

(経済部
企業誘致推進課)

※課名変更

進出企業等数(テナント入居
等）　10件

864,000

期間中の目標
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇４－１　地域経済の活性化と雇用の創出

48.0%

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業費(円) 決算額(円)

22,683,345

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

　製造業者の技術力向上および変
革、ビジネスチャンスの拡大を図るた
め、各種支援を行います。

―50.0% ２件

―

目標達成率 目標達成率

50,032,0007,254,544 7,254,544 14.5%

補助23件
左記のとおり C46.0%

55.6% ５件

達成状況

46.0%

23件
設備投資に積極的な企
業もある一方、発注企
業や消費者の需要の先
行きが不透明で、設備
投資に慎重な考えの企
業も多かった

96.7%

目標達成率 目標達成率

47,214,00022,683,345 96.1%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

1,352,792,306 13.5%

目標達成率 目標達成率

事業費(円) 決算額(円)

10,038,731,0001,352,792,306 250.7%

1

※３－２「地球環境に貢
献するまちづくり」にも
記載
※事業費・決算額は
再掲

廃棄物広域処理施
設建設事業

(資源循環部
広域処理施設建設
室)

―1

1

2

3

145件
*耐震住宅リフォーム30
件を一般住宅リフォーム
に流用

５ 　ごみ処理施設建設工事に係る事業
費の一部を市内発注し、市内経済の
活性化を図ります。

539,565,000

30.5%

住宅リフォーム助
成事業

(都市部都市計画課、
建築指導課)

　消費税増税に対応する経済対策とし
て、市民が市内業者に発注してリ
フォームを行う場合、リフォーム費用の
一部を助成します。
※平成27年度の一般住宅リフォーム
については、地域住民の生活支援の
ための経済対策として、国の交付金を
活用し実施します。

23,607,000

― 10件

６

７

(経済部
商工・市街地振興課)

※課名変更

工業振興対策事業

市内発注　15件

リフォーム助成　年150件

ものづくり技術開発促進事業
補助　年４件

企業PR補助　年９件

中小製造業等設備投資補助
50件

執行率

達成状況

23,758,000

―

達成状況期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

34,600,0002,042,458 23.6%

―

目標達成率 目標達成率

― 約300台

達成状況

2,042,458 5.9%

決算額(円) 執行率

　市内産業の活性化と低炭素社会の
実現に向け、今後の成長分野として重
要な電気自動車（ＥＶ）の普及を促進
します。

8,650,000

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円)

電気自動車普及促
進事業

８

1

期間中の目標

市内のEV登録台数　1,000台

(経済部
企業誘致推進課)

※課名変更
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇４－１　地域経済の活性化と雇用の創出

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

９ 　中小企業の金融の円滑化、経営安
定および設備の近代化を図るため、金
融機関に資金を預託し、低金利な融
資による支援を行います。
　また、融資の際、中小企業者が支払
う信用保証料を助成します。

1,640,390,000

達成状況

1,628,317,356 24.8%

目標達成率 目標達成率

6,559,680,0001,628,317,356 99.3%中小企業等金融対
策事業

(経済部経済企画課)

(100.0%)
市内倒産企業数22件
（TSRより）

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

―

目標達成率 目標達成率

17,403,0002,520,083 63.1%

―

執行率

10 　中小企業と中小企業が組織する団
体の活性化と経営基盤の強化を図る
ための支援を行います。

2,520,083 14.5%

達成状況

3,996,000

事業費(円) 決算額(円) 執行率

(経済部経済企画課)

中小企業振興対策
事業

100.0%
平成26年度DI値
市△13
県△21.7

事業費(円) 決算額(円)

達成状況(経済部経済企画課)

6,402,500 20.2%

目標達成率 目標達成率

31,704,0006,402,500

―

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

(経済部農林水産課)

達成状況

―

　創業を促進・支援するとともに、既存
事業者が行う新規性の高い事業を支
援し、産業の活性化を目指します。

7,926,000

事業費(円)

80.8%

決算額(円)

　海と緑を生かした活気あふれるまち
づくりを実現するため、「横須賀市地産
地消推進アクションプラン（第２次）」
（平成26年２月策定）に基づき、地場
産農水産物の魅力をアピールして消
費の拡大を図り、横須賀の農水産業を
はじめとしたさまざまな産業の活性化
を目指します。

13,087,000

―― 14店

11,000,600 21.0%

目標達成率 目標達成率

52,348,00011,000,600 84.1%地産地消推進事業

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

0 0.0%

目標達成率 目標達成率

299,116,0000 0.0%

(経済部農林水産課)

漁業協同組合施設
整備費補助事業

　水産物の安定供給と、名産品・特産
品づくりを推進することにより、本市水
産業の活性化を目指します。

8,280,000

実績なし
実施主体である大楠漁
協が事業中止を決定

1

事業内容

1

1

1

1

12

11

13

倒産企業件数
（負債額１千万円以上の企業）
対平成25年度減
（平成25年度25件→24件以
下）

毎年度４～６月期の中小企業
の景況感（DI）　県を上回る

年間開業事業所数424事業所
より増加
※平成18～21年の平均424事業
所

海の幸フェア参加店
30店以上

施設施工・施設運用開始

創業・経営改善支
援事業

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇４－１　地域経済の活性化と雇用の創出

執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

3,797,362 15.8%

目標達成率 目標達成率

24,072,0003,797,362 62.0%

執行率

1

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

(経済部経済企画課)

雇用促進事業14 　市民の就職と市内企業の雇用を促
進するため、各種施策を実施します。

3,899人

6,122,000

―(95.0%)

事業費(円) 決算額(円)

事業費(円) 決算額(円)

―

12,730,745 5.0%

目標達成率 目標達成率

255,682,00012,730,745 6994.9%

達成状況期間中の目標(土木部交通計画課、
道路建設課)

スマートインター
チェンジ整備推進
事業

15 　横浜横須賀道路の横須賀パーキン
グエリア周辺においてスマートインター
チェンジの導入に向けた調整・整備を
実施します。

182,000

連結許可申請のための
業務委託を実施

広域幹線道路整備
促進事業

(土木部交通計画課)

事業費(円) 決算額(円)執行率

―

　広域連絡機能を強化し、都市の活力
を維持発展させるため、国道357号な
ど都市間・地域間相互を連絡する主
要幹線道路の整備促進や、横浜横須
賀道路の料金引き下げなどの要望活
動を行います。

888,000 902,808 3,552,000 902,808 25.4%

1

期間中の目標

広域幹線道路の整備について
の要望　年１回以上

100.0%

要望回数２回
・三浦半島地域広域幹
線道路整備促進期成同
盟を通じ要望した
・平成27年2月9日、太
田国土交通大臣に面会
し、要望した

目標達成率 達成状況目標達成率

―

16

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

―

用地買収完了

就職者（市民）における年間就
職者数　対平成25年度増
（25年度実績4,104人→4,105
人以上）

期間中の目標

1

2

101.7%

執行率

連結許可完了
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都市イメージ創造
発信事業

(政策推進部
政策推進課)

50.6%

20～40歳代の本市への定住・
居住意向率４ポイント向上
（市民・市外居住者）
（平成24年度　市民79.4％、市
外居住者11.9％）

執行率

29,972,000

目標達成率

137,726,000

決算額(円)事業費(円)

事業費(円)

19,874,424 14.4%

4,766,430 15.9%

達成状況

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

中心市街地活性化
事業

(経済部
商工・市街地振興課)
※課名変更

(上下水道局
給排水課)

1

２ 　横須賀中央エリアの魅力を向上させ
るため、エリア内の商店街と協力し、に
ぎわいを創出します。
　また、街の活性化を図るため、特別
減税等の制度を活用し、意欲ある事業
者に経済的側面からの支援を行い、
老朽化した建物の建替えを促進しま
す。

4,960,000 4,766,430 96.1%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

３ 　市内外の結婚・子育て世代から「住
みたいまち」「住み続けたいまち」「子ど
もを産み育てやすいまち」として選ば
れるよう、「住むまち」としての都市イ
メージの創造発信に取り組みます。
　今後、特に子育て・教育環境に関す
る政策の強化を図るとともに、自然環
境や不動産環境の良さと併せ、「住む
まち」としての魅力を市内外に強く発
信します。また、民間の事業者とも意
識を共有、連携しながら、より効果的な
プロモーションを進めていきます。

39,264,000 19,874,424

目標達成率

(17.5%)

市民の定住・居住意向
率
0.7ポイント向上
（平成26年度基本計画
重点プログラム市民ア
ンケート 80.1％）

1

達成状況目標達成率

―

計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 決算額(円) 執行率

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

事業費(円)

26年度実績

市街地再開発事業

期間中の目標

1

追浜駅前市街地再開発
準備組合に対し、活動
費補助金の交付及びま
ちづくりアドバイザーの
派遣を実施

2,304,161,000 1,126,006,906 48.9%105.5%

―

目標達成率

―

１ 　中心市街地や拠点市街地の活性
化、防災性の向上、都市機能の更新
を図るため、市街地再開発事業への
支援を行います。

1,067,772,000 1,126,006,906

―
新築工事の施工に係る
補助金１件交付

―

―

横須賀中央エリアの２
地区において、市街地
再開発事業基本計画を
作成

2

決算額(円)

目標達成率 達成状況

執行率

期間中の目標

―

◇４－２　集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

歩行者天国の実施　年２回

横須賀中央エリア２地区にお
ける組合設立認可

追浜駅前第２街区権利変換計
画認可

平成27年度
大滝町２丁目地区建築工事完
了

3

期間中の目標

(都市部
市街地整備景観課)

―

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

◇４－２　集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

―

(113.4%) 7,564台

目標達成率

集客プロモーション
事業

(経済部観光企画課)

※課名変更

セールスプロモー
ション事業

観光バス駐車台数
対平成25年度５％増
（平成25年度6,353台、
５％増6,671台）

主要集客施設利用客数
対平成25年度５％増
（平成25年度7,629,004人、
５％増8,010,455人）

2

7,846,862人

―

執行率事業費(円) 決算額(円)

決算額(円) 執行率

158,737,000

目標達成率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業費(円)

160,000 4,544 2.8%

達成状況

事業費(円)

―

38,310,191

目標達成率

執行率

目標達成率 達成状況

―

―

1

４ 　本市の観光資源を戦略的にプロ
モーションし、地域経済の活性化を図
るため、「横須賀集客促進実行委員
会」（京浜急行電鉄（株）、横須賀商工
会議所、横須賀市）において、集客Ｐ
Ｒを実施します。
　また、三浦半島の各自治体と協力
し、集客促進のための共同ＰＲを実施
します。

39,576,000 38,310,191 96.8% 24.1%

(98.0%)

25.1%

目標達成率 達成状況

５ 　観光事業者やメディアを通じて、本
市の観光資源を戦略的にプロモーショ
ンし、地域経済の活性化を図ります。
　また、ドル旅プロジェクトも同様にプロ
モーションを実施していきます。

決算額(円)

観光バス駐車台数
対平成25年度５％増
（平成25年度6,353台、
５％増6,671台）

39,953,000 37,094,525

―

(113.4%) 7,564台

147,962,000 37,094,525

事業内容

主要集客施設利用客数
対平成25年度５％増
（平成25年度7,629,004人、
５％増8,010,455人）

1

2

事業費(円) 決算額(円) 執行率

(98.0%) 7,846,862人

(政策推進部
政策推進課)

(経済部観光企画課)

※課名変更

三浦半島サミット事
業

92.8%

６ 　三浦半島４市１町の市長・町長による
三浦半島サミットを開催し、観光振興
をはじめとしてさまざまな分野の行政
課題に対し、広域連携による効率的、
効果的な取り組みを進めます。

40,000 4,544 11.4%

目標達成率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

広域連携事業の実施
対25年度増
（平成25年度58事業）

1

事業内容
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

◇４－２　集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

　良好な住環境の維持保全を図るた
め、「横須賀市空き家等の適正管理に
関する条例」に基づき、市内に放置さ
れている老朽化して危険な空き家の適
正管理に向けた指導を行います。

4,304,000 3,956,812

96.7%

77.0%

集客イベント事業

空き家適正管理事
業

(都市部建築指導課)

観光団体助成事業

(経済部観光企画課)
　
※課名変更

　地域資源を生かした魅力的なイベン
トを実施し、横須賀のイメージアップと
集客を促進します。

　本市の歴史や文化を次世代へ継承
していくため、市内に残る幕末から戦
後にかけての歴史的遺産の活用を図
ります。

期間中の目標

期間中の目標

5,919,000

17団体

96,710人

―

24.2%

執行率

７ 83,406,127 345,104,000 83,406,127

執行率決算額(円)

事業費(円)

目標達成率

65,318,554

目標達成率

事業費(円) 決算額(円)

―

―

決算額(円)

4,556,171

21.2%

(経済部観光企画課)
　
※課名変更

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

達成状況

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

307,712,000

目標達成率目標達成率

(100.0%)

(96.9%)

(119.6%) 423,905人

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

８ 　各種の観光行事および観光団体を
助成し、市内外から人を呼べる観光事
業を行うことで、本市の観光振興・経
済の活性化を図ります。
　また、横須賀市観光協会の組織力を
強化し、自立を図るため、一般社団法
人化を目指します。

68,426,000 65,318,554 95.5%

100.0% １回開催

期間中の目標

4,556,171

執行率

2

(政策推進部
文化振興課)

133.3% ４回開催

達成状況

達成状況

―

18,915,000

執行率

24.1%

執行率

９

決算額(円)

17,216,000 3,956,812

目標達成率 目標達成率 達成状況

91.9%10

80.0% ４件 ―

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

事業費(円)

事業費(円)

目標達成率

2

近代歴史遺産活用
事業

3

1

執行率

―

23.0%

―

1

期間中の目標

横須賀市観光協会の一般社
団法人化

地区観光協会等の団体が主
催する行事への助成
15団体以上

YYポート横須賀への来客者数
対平成25年度５％増
（平成25年度95,013人、
５％増99,764人）

対象イベントの来場者数（合
計）
対平成25年度５％増
（平成25年度337,554人、
５％増354,432人）

空き家解体助成　年５件

パネル展の開催　年１回

周遊ツアーの開催　年３回

1

1

86,276,000

―

- 39 -



計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

◇４－２　集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

谷戸地域住環境対
策事業

目標達成率 達成状況

事業内容

100.0%

目標達成率

1

14,020,000 3,233,438

達成状況

浦賀港周辺地区再
整備事業
（産業遺産の実験
的活用イベントの

事業費(円) 決算額(円) 執行率 決算額(円) 執行率

期間中の目標

イベント開催　年４回

34,788,000 1,830,000 5.3%

事業費(円)

23.1%

目標達成率

13 　浦賀地域の活性化、交流人口の増
加を目指し、浦賀港周辺の整備を進
めます。

75.0%

8,427,000 1,830,000 21.7%

1

期間中の目標

学生支援100％
空き家バンク100％
その他助成
実績４件/計画16件
=25.0％
→達成率平均75.0％

１－１「子どもを産み育てやすいまちづくり」で記載

―

11 　空き家や空き地が増加し、生活環境
の悪化が懸念されている谷戸地区に
対し、低密度化・活性化・生活防衛の
視点に基づいた支援を行い、住環境
の改善を目指します。

事業費(円)

目標達成率

４回開催
地元住民に向けて活動
成果の広報も実施

86.0%

―

期間中の目標(港湾部港湾建設課)

(都市部
市街地整備景観課)

桟橋整備完了80m

遊歩道整備完了430m

浦賀港周辺地区再
整備事業
（水際線プロムナー
ド整備（西岸部））

事業内容 執行率事業費(円) 決算額(円)

目標達成率 達成状況

―

―

344,208,000 163,863,205 47.6%

―

13 190,618,000 163,863,205

―

(98.3%)

実績161,131,266ｍ/
計画163,863,205ｍ
=98.3％
埋立竣工測量は27年度
に繰り越し

緑地護岸整備完了
（計画期間中430m整備）

目標達成率

12 公園施設改修事業

決算額(円) 執行率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

3,505,000 3,233,438 92.3%

―

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容

　浦賀地域の活性化、交流人口の増
加を目指し、浦賀港周辺の整備を進
めます。

1

2

3

各支援制度の計画件数助成
毎年度実施
（学生支援、空き家バンク、そ
の他助成）

(都市部都市計画課)
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

◇４－２　集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

323,560,000

73,014,000

15 　都市基盤整備の推進のため、道路
整備を行います。中央地域と新港埠
頭交流拠点を結ぶ道路整備を行いま
す。

135,460,000 26,640,605

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

基本設計作成

整備計画作成

1

期間中の目標

(土木部道路建設課)

26,640,605

決算額(円)

佐島漁港本港地区
埋立検討事業

期間中の目標

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

道路改良事業
（佐島の丘関連道
路）

15

1

―

執行率事業費(円)

目標達成率

8.2%

用地買収完了　855㎡

目標達成率 達成状況

19.7%

(土木部道路建設課)

道路改良事業
（若松日の出線）

100.0%

整備完了
・H27.1.16路面絵画イベ
ント
・H27.2.12開通式

100.0% 26年度整備完了 A

目標達成率 目標達成率 達成状況

　都市基盤整備の推進のため、道路
整備を行います。国道134号と県道佐
島港線を結ぶ都市計画道路の整備を
行います。

84,006,000 213,087,601 253.7% 84,006,000 213,087,601

執行率

決算額(円)

事業費(円) 決算額(円)

　都市基盤整備の推進のため、道路
整備を行います。　安浦下浦線の道路
整備に合わせ、交差点部の道路整備
を行います。

43,200,000 9,331,351

253.7%

整備完了

道路改良事業
（野比北武線）

執行率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

― ―

目標達成率 目標達成率 達成状況

1

期間中の目標

―

決算額(円) 執行率

目標達成率 目標達成率 達成状況(土木部道路建設課)

16 　都市基盤整備における交通ネット
ワーク形成のため、根岸東逸見線（京
急逸見駅前）と国道16号を結ぶ都市
計画道路を整備します。

124,973,000 5,062,433 4.1%

1

期間中の目標

(土木部道路建設課)

決算額(円) 執行率

4.7%

市内環状線街路改
良事業

事業内容 事業費(円)

15

―

352,400,000 5,062,433

整備完了

事業内容 事業費(円)

197,700,000 9,331,35121.6%

事業費(円) 決算額(円)

―

目標達成率 達成状況

22,900 0.0%

期間中の目標

―

1.4%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

―

―

―

目標達成率

14 114,000 22,900

(港湾部港湾企画課)

事業費(円) 執行率

20.1%

1

2

執行率

用地買収　610㎡完了

　６次産業化等の振興や佐島地区の
活性化のため、佐島漁港本港地区の
埋立による漁港関連施設用地の造成
について検討を進めます。
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―
新規設立２地区
（計10地区で設立済み）

―

3,356,651 19.4%

目標達成率

17,331,000

達成状況目標達成率

１ 　地域の特性や実情に合った魅力あ
るまちづくりの実現に向けた、市と地域
住民等の協働による地域自治を推進
するため、「地域運営協議会」の設立
と運営を支援します。

3,356,651 123.8%2,712,000地域運営協議会支
援事業

(市民部
地域ｺﾐｭﾆﾃｨ支援課)

計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

26年度実績

事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業内容

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

地域運営協議会の設立
12地区以上
（計画期間中４地区以上）

1

目標達成率 達成状況

580,000

1

目標達成率

条例案の検討

期間中の目標

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇５－１　地域と住民の主体性が発揮される枠組みづくり

２

期間中の目標

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業費(円) 決算額(円)

(政策推進部
政策推進課)

4,104 0.7%

執行率

自治基本条例検討
事業

――

　市民が主体のまちづくりを推進する
ため、自治基本条例の制定に向けて、
条例案の検討を行います。

145,000 4,104 2.8%
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目標達成率 達成状況目標達成率

1 ―100.0%

２回開催
・市民協働推進セミナー
（全２回）
・市民協働推進の集い

　市民、市民公益活動団体、事業者、
市がそれぞれの特長を生かし、互いに
役割分担しながらまちづくりを推進して
いくため、各種事業を実施します。

7,132,000 6,192,590 86.8%３ 28,459,000 6,192,590 21.8%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率事業費(円) 決算額(円)執行率

目標達成率 達成状況目標達成率

―1

(市民部市民生活課)

　市民公益活動を活性化させるため、
市民や企業からの寄附金を積み立
て、それを原資として、市民公益活動
団体を支援します。

5,182,000 3,521,668 68.0%

80.0% 96件

２ 28,220,000 3,521,668 12.5%

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

大津行政センター
等建設事業

決算額(円) 執行率

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

執行率事業費(円) 決算額(円)執行率

1,417,959,000 108,679,670 7.7%

計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円)

達成状況

―1

１ 　大津地区の行政、コミュニティー活動
の拠点として、行政センターおよびコ
ミュニティセンターを建設します。

140,400,000 108,679,670 77.4%

― 建物の基礎工事実施

(市民部
大津行政センター)

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

目標達成率

◇５－２　地域を支えるコミュニティー機能の強化

市民公益活動促進
事業

(市民部市民生活課)

市民協働型まちづ
くり推進事業

市民協働啓発事業の実施
年２回

市民公益活動支援のための寄
附金件数　年120件

平成27年度開館

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

目標達成率
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財政基本計画策定
事業

(財政部財政課)

目標達成率 達成状況目標達成率

執行率事業費(円) 決算額(円)

80,000

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

17,930 22.4%５ 　本市財政の現状について広く情報
共有を図るため、毎年度の決算状況
と、財政基本計画の進捗状況を解説し
た「財政白書」を発行します。

20,000 17,930 89.7%

(100.0%)
平成25年度決算に基づ
き財政白書を作成

財政白書作成事業

(財政部財政課)

計画期間計

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率

№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容

26年度実績

事業費(円) 決算額(円) 執行率

期間中の目標(政策推進部
政策推進課)

10.7%

目標達成率 目標達成率 達成状況

923,000 395,021 42.8%

― ―

(100.0%)
第２次行政改革プラン
平成27年度改定状況の
作成

―

―

３ 　行政改革大綱の考え方に基づき、
「行政改革プラン」の進行管理を行
い、着実に行政改革を推進します。

執行率

―

―

４ 　将来にわたって計画的な財政運営
を行うため、中長期の収支予測に基づ
き今後の財政運営の方向性を定める
とともに、市民と財政運営についての
情報を共有する財政基本計画を策定
します。

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

20,000 0 0.0%

目標達成率 達成状況

執行率

１ 　社会経済環境の変化を踏まえた調
査研究･政策立案・人材育成を行うこと
で、自治体の政策形成能力を高めま
す。

8,927,000 8,695,490 97.4% 34,745,000 8,695,490 25.0%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 達成状況

政策研究事業

―
横須賀の将来予測と対
応すべき政策課題の研
究を実施

―1
適切な政策課題の抽出および
課題に対応する政策の提言

目標達成率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

100.0% 公表１回 ―1
重点政策・施策評価結果の公
表　年１回

期間中の目標

政策評価事業

(政策推進部
政策推進課)

4,514,000 695,222 15.4%

目標達成率 達成状況目標達成率

―

3,692,000 395,021

２ 　効率的、効果的な市政運営を推進
するため、定期的に政策・施策、事務
事業の評価を行います。

809,000 695,222 85.9%

行政改革推進事業

(総務部行政管理課)

第３次行政改革プランの策定

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

3

1

1

第２次行政改革プランの実績
報告

第２次行政改革プランの追加・
見直しの実施

財政基本計画の策定

財政白書の作成

1

2

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

ファシリティマネジメ
ント推進事業

(財政部資産経営課)

都市計画マスター
プラン改定事業

(都市部都市計画課)

横須賀港港湾環境
計画改定事業

(港湾部港湾企画課)

達成状況

263,265

目標達成率

６

100.0%
施設配置適正化計画を
策定

目標達成率 達成状況目標達成率

100.0% 26年度策定 A

　公共施設の老朽化により、今後、多
額の更新費用が必要になると想定され
るため、適正な施設の在り方を示す計
画を策定し、計画に基づいた公共施
設の総合的・効率的な管理・活用を行
います。

3,968,000 1,998,898 50.4%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

9,692,000 1,998,898 20.6%

　平成47年度を目標年次とした「都市
計画マスタープラン」の改定を行いま
す。
　目指すべき都市の将来像とその実
現に向けた取り組みの方向性につい
て、全市的な視点から整理を行い、都
市計画に関する基本的な方針を定め
ます。

6,345,000 7,268,716 114.6%

事業費(円) 決算額(円)執行率 執行率事業内容 決算額(円)事業費(円)

事業費(円) 決算額(円) 執行率

12,886,000 7,268,716 56.4%

1

７

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

― ―

目標達成率 目標達成率 達成状況

46.1%

９

9,438,000８ 　現在の社会経済状況や港を取り巻く
状況の変化などに対応するため、平成
26、27年度の２カ年で、「横須賀港港
湾計画」の一部見直しを行います。

4,978,000 4,350,220 87.4%

1

目標達成率

4,350,220

　現行計画に基づくこれまでの施策の
実施状況を踏まえ、今後進めていくべ
き施策を位置付けるため、平成26、27
年度の２カ年で、「横須賀港港湾環境
計画」の一部見直しを行います。

(港湾部港湾企画課)

354,000

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 達成状況

― ―横須賀港港湾計画改定

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

横須賀港港湾計画
改定事業

目標達成率

9.1%263,265 74.4%

―横須賀港港湾環境計画改定 ―

2,908,000

期間中の目標

期間中の目標

1

1 施設配置適正化計画の策定

都市計画マスタープラン改定

期間中の目標

期間中の目標
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

情報化推進事業

(総務部
情報システム課)

街並み景観形成推
進事業

(都市部
市街地整備景観課)

(都市部建築指導課)

15.5%

事業費(円) 決算額(円)

100.0% 26年度分類完了

7,330,761

100.0%

目標達成率 達成状況

47,413,000

執行率

各部局の所管する情報
システム、翌年度予算
要求の状況を把握し、
支援対象となる情報シ
ステムの調査分析を実
施

執行率決算額(円)

―

目標達成率

事業内容 事業費(円)

125,446,000 0 0.0%

―

全庁の情報システムに対する
計画的な支援（28・29年度）

―電子入札システム更新

―

目標達成率 達成状況

執行率

10

A

目標達成率

11,863,000 7,330,761 61.8%　全庁の情報システムについて、安定
的運用と経費の抑制を両立するため、
情報システムを導入する際の企画や
予算要求・調達に関する各種支援を
実施します。

重点支援対象システムの詳細
把握

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

決算額(円) 執行率事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円)

99.7% 7,626,000 7,602,874 99.7%

目標達成率 目標達成率 達成状況

12 　建築基準法に基づく道路の情報管
理の適正化、確認審査業務の円滑化
と効率化、市民の利便性の向上を図る
ため、指定道路情報の整備を行いま
す。

7,626,000 7,602,874

100.0%

整備完了
(建築基準法上の道路
種別情報が電子媒体で
閲覧可能に）

100.0% 26年度整備完了 A

達成状況

17,541,000 3,091,530 17.6%　「横須賀市景観計画」に基づき、街
並み景観形成のための指針策定およ
び公共、民間を問わず景観に関わる
事業計画に対する指導、助言等を行
い、良好な街並み景観の形成を図りま
す。

3,664,000

―

目標達成率

―

事業費(円) 決算額(円)

期間中の目標

目標達成率

3,091,530 84.4%

(99.3%)

提出件数145件中、協
議終了144件
*期間中に協議終了に
至らなかった１件につい
てはH27.4.6に協議終了

0 0電子入札システム
更改事業

(財政部契約課)

11 　本市が、日本初の電子入札システム
としして運用開始したシステムを、現在
の入札制度や社会的な要請に対応で
きるよう更新します。

3

1

1

1

情報システムの支援レベルに
応じた分類

事業内容

指定道路図整備完了

条例による景観協議書が提出
されたものに対し、協議終了ま
での指導率　100％

期間中の目標

期間中の目標

期間中の目標

1

2

事業費(円) 決算額(円) 執行率

指定道路システム
整備事業

13

- 46 -



計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

―

620,872,000 154,240,189

966ｍ
 （新規711m、
建替255m）

187.5%
150基
（新規10基、
建替140基）

事業費(円) 決算額(円) 執行率

24.8%15

目標達成率 達成状況

道路照明灯　年80基 ―

目標達成率 達成状況

224,884,000 10.4%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

30.4%

24m ―

事業費(円) 決算額(円) 執行率

―

目標達成率(土木部道路建設課)

210,910,000 100,028,558 47.4%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

100,028,55814

155,177,000 154,240,189 99.4%

北久里浜駅前通り
歩車道整備事業

セーフティロード事
業

―

　交通安全の確保と良好な道路環境
を推進するため、京急北久里浜駅前
商店街通りの歩車道整備を行います。

53,904,000 185.6%

執行率事業費(円) 決算額(円)

58,958,000 80,489,894 136.5%

期間中の目標(港湾部港湾建設課)

漁港施設整備事業
（長井漁港（本港地
区））

目標達成率(土木部道路維持課)

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

64.4%

目標達成率 達成状況

―

108.3%
130基
 （新規33基、
建替97基）

目標達成率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

264,712,000 80,489,894

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

　交通安全の確保と良好な道路環境
を創出し、交通事故の軽減を図るた
め、道路照明灯や道路反射鏡などの
整備を行います。

達成状況

―

― 10m ―1

16

(港湾部港湾建設課)

漁港施設整備事業
（佐島漁港（佐島・
芦名地区））

期間中の目標

56,221,000

目標達成率

目標達成率

23,359,03323,359,033 41.5%

事業内容

　漁業の振興を図るため、漁港施設を
整備します。外郭施設である防波堤を
改良することにより、港内への越波を
防止し、港内の静穏度を確保します。

　漁業の振興を図るため、漁港施設を
整備します。　各地区における防波堤
を整備することにより、港内の静穏度を
確保します。

防波堤整備　49m

防波堤改良　128m

防護柵整備　年1,500m

道路反射鏡整備　年120基

期間中の目標

期間中の目標

整備完了1

1

2

3

1

事業内容

16
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

事業内容 事業費(円)

鉛給水管取替工事
補助事業

(上下水道局
給排水課)

決算額(円) 執行率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

100.0%
運動公園５公園全942
施設の計画を策定

1

20 　公園施設の長寿命化とライフサイク
ルコストの縮減を図るため、「公園施設
長寿命化計画」を策定します。

23,386,000 9,795,620 41.9%

目標達成率

目標達成率

執行率事業費(円) 決算額(円)事業内容 事業費(円) 決算額(円)

事業内容 事業費(円)

目標達成率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

18.9%

目標達成率 達成状況

決算額(円)

2,230,240,000 421,309,142

達成状況期間中の目標

41.9%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

23,386,000 9,795,620

A

11.3%

達成状況

達成状況

120,000,000 13,521,000

100.0% 26年度策定

目標達成率

―

目標達成率

84.2%

1,316件
（ほかに125件あり
・鉛給水管取替工事補助
事業によるもの99件
・お客さまの費用により実
施したもの35件
・マッピング出力値との差
△９件）

―

17

執行率

(上下水道局
修理保全課、
水道管路課)

鉛給水管対策事業 　漏水防止および水質のさらなる向上
を図り、安全で安定した水道水を供給
するため、市内に残存する鉛給水管
の取替工事を行います。

　鉛給水管取替工事を促進するため、
上下水道局が実施している鉛給水管
対策事業とは別に、使用者が独自に
行う取替工事に対し、費用の一部を助
成します。

30,000,000 13,521,000 45.1%

目標達成率

18

155.7%下水道施設再構築
事業

(上下水道局
経営計画課、
下水道管渠課、
水再生課)

1,415,508,000 119,922,079 8.5%

―1

19 　下水道施設の機能を維持するため、
経年化した上町浄化センターを廃止
し、ポンプ場とするとともに、汚水を下
町浄化センターで処理するための汚
水送水管および汚泥圧送管を整備し
ます。

77,000,000 119,922,079

毎年度予定工事完了

期間中の目標

1

1 補助件数　年200件

期間中の目標

期間中の目標

(環境政策部
公園建設課)

公園施設長寿命化
計画策定事業

公園施設長寿命化計画の策
定

鉛給水管の取替え　年1,563件

執行率

事業費(円) 決算額(円) 執行率

557,560,000 421,309,142 75.6%

49.5%

99件
申請からしゅん工までに
時間がかかるものが多
かった（補助金助成対
象は年度内にしゅん工
したもの）
*申込総数174件
（27年度支払決定12件、取
下９件、未払（未完）54件）
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

目標達成率目標達成率 達成状況

62,618,400 18.6%

―

23 337,478,000

事業費(円) 決算額(円)

―

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

　長坂埋立地浄化センターの老朽化
対策工事や処理水槽類の耐震診断を
実施します。

75,395,000 62,618,400 83.1%

執行率

(50.0%)

診断等業務委託
完了1件/計画２件
*水槽類耐震診断業務
委託分は、入札不調等
により、27年度に執行を
見送り

―

― ―

3

4

4.5%

達成状況

事業費(円) 決算額(円) 執行率

―

事業費(円)

目標達成率 目標達成率

目標達成率

事業内容 決算額(円)

202,036,000

佐島漁港実施設計完了

佐島漁港保全工事完了

―

―
機能保全工事（佐島漁
港佐島１号岸壁・佐島
漁港佐島２号岸壁）

―

計画策定　82施設

調査・点検　110施設

三笠園桟橋補修工事完了

1

2

3

事業費(円)

―

執行率

港湾施設長寿命化
計画事業

(港湾部港湾建設課)

決算額(円) 執行率

事業費(円)

188,892,000 8,521,849

―

22

― 24施設

98.7%

決算額(円) 執行率

52.4%

21施設

74,059,000

―

21 　港湾施設が適切に維持されるよう、
維持管理計画書を継続して作成する
とともに、計画書に基づいた点検・補
修工事を実施します。
  また、この計画に基づき、老朽化した
三笠園桟橋の補修工事を行います。

16,268,000

2

期間中の目標

(資源循環部
資源循環施設課)

　漁港施設を適切かつ計画的に改
良、更新するための機能保全計画に
基づいて、施設の長寿命化を図りま
す。

1

8,521,849

73,096,431

達成状況

36.2%73,096,431

2

目標達成率(港湾部港湾建設課)

長坂埋立地浄化セ
ンター老朽化対策
事業

平成26年度　耐震診断完了

水処理動力制御盤等整備工
事完了（平成27年度を除く）

平成27年度
高圧受電設備工事完了

事業内容

―
実施設計委託（佐島漁
港佐島２号岸壁・佐島
漁港佐島８号物揚場）

―

平成26・29年度
ポンプ設備整備工事完了

期間中の目標

1

期間中の目標

漁港施設長寿命化
計画事業
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

88.7%

26年度工事完了

1,081,705,412 62.8%

執行率

1 A

事業費(円) 決算額(円)

24 　横須賀ごみ処理施設の建設中に、
不燃ごみを積替保管する施設を建設
します。

214,264,000 190,073,727 100.0%

100.0% 建設完了 100.0% 26年度建設

目標達成率

214,264,000 190,073,727

事業費(円) 決算額(円)

　市内唯一の焼却工場である南処理
工場の老朽化対策工事を実施し、横
須賀ごみ処理施設が稼働する予定の
平成31年度まで、安全で安定した工
場の稼働を実現します。

998,624,000 1,081,705,412 108.3%

―

100.0% 完了12件/計画12件 100.0%

目標達成率

―

100.0% 26年度実施 A

目標達成率

4

25

執行率

期間中の目標

3,649,000 3,324,954 91.1%

達成状況

南処理工場老朽化
対策事業

15,134,000 3,324,954

平成28年度
バグフィルター補修工事等完
了

平成29年度
焼却炉補修工事等完了

A

1,723,636,000

目標達成率 達成状況

　事業系廃棄物を排出する排出事業
者や業界団体等に対して、廃棄物の
適正処理の啓発を強化します。

事業費(円) 決算額(円) 執行率

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 達成状況

22.0%

目標達成率

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

―

26

執行率

100.0%
38業界団体等への説
明・啓発を実施

(資源循環部
資源循環施設課)

―

達成状況

執行率

―

51,371,000 0 0.0%

目標達成率

27 　耐震・耐火構造となっていない消防
団詰所の建替えを行います。

期間中の目標

事業費(円) 決算額(円)

1

事業内容

3

1

2

事業費(円) 決算額(円) 執行率

(資源循環部
資源循環施設課)

不燃ごみ積替保管
施設建設事業

(資源循環部
廃棄物対策課)

産業廃棄物指導事
業

(消防局総務課)

消防団詰所建設事
業

不燃ごみ積替保管施設の建設

期間中の目標

期間中の目標

事業内容

平成26年度
煙突補修工事等完了

平成27年度
吸収塔補修工事等完了

平成26年度
業界団体への説明・啓発

平成27・28年度
説明会の実施　各年度１回

建替え完了

1

2
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

達成状況

事業費(円) 決算額(円)

目標達成率

―

(政策推進部広報課)

広報紙発行事業

目標達成率

(99.5%) 配布率95.5％

事業費(円) 決算額(円) 執行率

225,718,000 48,327,490 21.4%

期間中の目標

32 　本市の行政情報を市民に周知する
ため、広報紙を発行します。

56,653,000 48,327,490 85.3%

1
広報よこすかの配布率
96.0％

執行率

目標達成率 達成状況

1 地籍調査実施面積　0.51k㎡

期間中の目標

31 　土地の現況が法務局備え付けの地
図（公図）と異なる地域において地籍
調査を実施し、土地の境界の明確化
を図ります。
　また、津波被害が想定される地域に
ついても、迅速な復旧・復興対策に寄
与するため、併せて実施します。

8,555,000 8,457,520 98.9%

目標達成率

(土木部道路管理課)

地籍調査事業 33,490,000 8,457,520 25.3%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率

28 　より多くの市民に応急手当に関する
正しい知識や技術の普及啓発を行い
ます。

5,931,000 5,239,881 88.3%

期間中の目標

執行率

100.0% 5,779人修了 ―

― 0.13k㎡ ―

1

事業費(円)事業内容

事業費(円)

消防救急無線デジ
タル化整備事業

(消防局情報調査課)

91.0%

―

決算額(円)

1

―

325,011,000

目標達成率

30 　消防救急活動の高度化に対応する
ため、消防救急無線を現行のアナログ
方式からデジタル方式へ移行します。
　なお、活動波は三浦市と、共通波は
県内25消防本部での共同整備により
効率的に整備します。

325,011,000 203,770,292 62.7%

22.7%29 　救急活動の高度化に対応するため、
救急救命士を養成し、救命効果のさら
なる向上を図ります。

10,521,000 9,577,579

事業費(円) 決算額(円) 執行率事業内容

救急高度化推進事
業

決算額(円) 執行率

― １人養成

― 整備完了

救急救命士養成　４人

1 平成27年度運用開始

期間中の目標 目標達成率

決算額(円) 執行率

203,770,292 62.7%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 達成状況

目標達成率 達成状況

20,967,000 5,239,881

目標達成率 達成状況

42,101,000 9,577,579

25.0%

決算額(円) 執行率

事業内容

期間中の目標

応急手当市民普及
啓発事業

(消防局消防・救急課)

普通救命講習などの修了者数
年3,000人以上

事業費(円)事業内容

事業費(円)

事業費(円) 決算額(円) 執行率

(消防局
消防・救急課)
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

執行率

達成状況

事業費(円)

―

目標達成率

―

48,396,000

215,291,00037,311,638 81.5%

22,626,005 96.8%

１回開催

(財政部納税課)

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円) 決算額(円)

(政策推進部広報課)

市ホームページトップページの
月平均アクセス数（ページ
ビュー数）　120,019回

11,772,093 24.3%

執行率

1

目標達成率 目標達成率 達成状況

33 　本市の行政情報など、さまざまな情
報を市内外へ発信するため、インター
ネットを活用した広報を行います。

11,762,000 11,772,093 100.1%

期間中の目標

(111.5%) 月平均133,782回

目標達成率

1

2

3,772,000 882,365 23.4%

達成状況

事業内容

(100.0%) 24人

明日の文化活動担
い手育成事業

35 　本市に住む外国人に必要な生活情
報の提供や、市民が自国の文化を大
切にしながら多文化共生・文化交流が
できる機会を提供します。

23,364,000

期間中の目標

100.0%

(政策推進部
文化振興課)

100.0% ２回開催

目標達成率

―

34 　将来の文化活動の担い手となる子ど
もたちの文化への関心を高めるため、
子どもを対象として、文化活動に触れ
る機会や歴史を知る機会を提供しま
す。

943,000 882,365 93.6%

100.0% １回開催

達成状況

66.4%
5,312件
*10月～３月

37,311,638 17.3%

―

決算額(円) 執行率決算額(円) 執行率

94,688,000 22,626,005

決算額(円) 執行率

23.9%

13,530,989円の増
（収入実績
205,633,889円）

―

目標達成率

事業費(円)

事業費(円)

114.7%

目標達成率

36 　滞納累積を防止し、税負担の公平性
と市税収入の確保を図るため、市税納
付推進センターを運営し、市税や市営
住宅等の初期未納者に対する電話で
の納付案内を効率的に行うとともに、
新たに訪問による案内を市税納付推
進センターで行います。

138.9%

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

決算額(円)事業費(円)

―

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

45,773,000

―

目標達成率

48,608,100円の増
*10月～３月

―

2

1

2

子どものための親子コンサート
の開催　年１回

伝統芸能ワークショップ参加者
数　20人以上

期間中の目標

訪問件数16,000件
（平成26年度は8,000件とする）

電話による収入対平成25年度
増1,180万円
（平成25年度192,102,900円）

訪問による収入対平成25年度
増7,000万円
（平成26年度は3,500万円とす
る）
（平成25年度実績なし）

日本文化体験教室（文化交流
事業内）の開催　年２回

市民向け平和イベントの開催
年１回

期間中の目標

1

インターネット広報
事業

(政策推進部
国際交流課)

国際化推進事業

市税納付推進セン
ター業務の拡充
（訪問業務の委託）

3
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計画期間計№ 事業名（担当部課） 事業内容・期間中の目標 26年度実績

  　※担当部課は平成26年度のもの（平成27年度に組織改正等で変更があった場合には変更後の組織名称で表記している）
　　※達成率は期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合に（　）で表記している
　　　  ものがある

◇実施計画推進事業

(土木部交通計画課)

公共車両優先シス
テム（PTPS）導入
事業

19.1%

決算額(円)

事業費(円)事業内容

事業費(円) 決算額(円) 執行率

―

達成状況目標達成率

11,904,0002,268,228 77.1%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

2,268,228

100.0% ７回

達成状況

決算額(円)

16,315,173 24.1%

目標達成率

執行率

目標達成率

67,733,00016,315,173 95.6%37 　自立した消費者の育成および消費
者が抱える諸問題の解決を図るため、
消費者啓発と消費生活相談員による
助言やあっせんを行います。

17,063,000

66.7% 20回

37 　自立した消費者の育成および消費
者が抱える諸問題の解決を図るため、
消費者啓発と消費生活相談員による
助言やあっせんを行います。

2,942,000

目標達成率

事業費(円)

―

執行率

目標達成率

鳥獣保護管理対策
事業

152.5%
アライグマ198頭
タイワンリス2,623頭
（計2,821頭）

―

(環境政策部
自然環境共生課)

38 　特定外来生物等（アライグマ、タイワ
ンリス、ハクビシン）による生活被害、
農業被害、生態系被害の低減を図る
ため、防除を行います。

18,317,000 18,472,588 100.8%

事業費(円) 決算額(円) 執行率 事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 達成状況

39 　少子化、非婚化の進行など社会環
境が変化しているなかで、承継に不安
のある人でも安心して墓地を持てるよう
にするため、公園墓地に合葬墓を整
備します。
　合葬墓の使用形態は、期限付き墓
地の導入を検討します。

7,883,000 5,889,776 74.7% 160,561,000

期間中の目標

平成28年度　供用開始

平成27年度
合葬墓の整備完了

公園墓地合葬墓整
備事業

5,889,776 3.7%

目標達成率 達成状況期間中の目標

77,798,000 18,472,588 23.7%

事業内容 事業費(円) 決算額(円)

事業費(円) 決算額(円) 執行率

目標達成率 目標達成率 達成状況

100.0%

50台に導入
林交差点～長柄交差点
間においてPTPSが導入
され、H27.4.16から運用
開始

期間中の目標

40 　バス運行の定時性、利用者の利便
性・快適性を向上させるため、公共車
両優先システムの導入を促進します。

41,000 16,947 41.3%

(環境政策部
公園建設課)

執行率

アライグマおよびタイワンリス
の捕獲数　年1,850頭

1

事業内容

バス車両50台に導入

消費者講座の開催　年７回

特別相談会の実施　年30回

事業内容

期間中の目標

期間中の目標

事業内容 事業費(円) 決算額(円) 執行率

100.0% 26年度導入完了

―

―

A

164,000 16,947 10.3%

事業費(円) 決算額(円) 執行率

(市民部
消費生活センター)

消費生活関連事業
（消費者啓発育成
事業）

(市民部
消費生活センター)

消費生活関連事業
（消費生活相談事
業）

1

1

1

2

1
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区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

政策推進課 ２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
※進行管理は健康づくり推進事業内

15 45

政策推進課 ４－２ ３ 都市イメージ創造発信事業 37 85

政策推進課 ４－２ ６ 三浦半島サミット事業 38 88

政策推進課 ５－１ ２ 自治基本条例検討事業 42 94

政策推進課 推進事業 １ 政策研究事業 44 97

政策推進課 推進事業 ２ 政策評価事業 44 97

広報課 推進事業 32 広報紙発行事業 51 108

広報課 推進事業 33 インターネット広報事業 52 109

文化振興課 ４－２ ９ 近代歴史遺産活用事業 39 89

文化振興課 推進事業 34 明日の文化活動担い手育成事業 52 109

国際交流課 推進事業 35 国際化推進事業 52 110

行政管理課 推進事業 ３ 行政改革推進事業 44 98

情報システム課 推進事業 10 情報化推進事業 46 100

財政課 推進事業 ４ 財政基本計画策定事業 44 98

財政課 推進事業 ５ 財政白書作成事業 44 98

資産経営課 推進事業 ６ ファシリティマネジメント推進事業 45 98

契約課 推進事業 11 電子入札システム更改事業 46 100

納税課 推進事業 36
市税納付推進センター業務の拡充
（訪問業務の委託）

52 111

危機管理課 ２－２ ３ 市防災行政無線再整備事業 23 59

危機管理課 ２－２ ４ 原子力防災対策事業 23 59

危機管理課 ２－２ 20 災害応急対策事業 27 64

危機管理課 ２－２ 21 災害予防対策事業 27 64

地域安全課 ２－２ １
地域防災力整備推進事業
（自主防災組織の育成）

23 58

地域安全課 ２－２ 22 地域安全安心活動推進事業 27 65

市民生活課 ５－２ ２ 市民公益活動促進事業 43 96

市民生活課 ５－２ ３ 市民協働型まちづくり推進事業 43 96

地域コミュニティ支援
課、

２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
※進行管理は介護予防普及啓発事業内

16 45

地域コミュニティ支援課 ５－１ １ 地域運営協議会支援事業 42 94

人権・男女共同参画課 ２－１ 21 人権擁護事業 20 54

人権・男女共同参画課 ２－１ 22 男女共同参画推進事業 20 54

大津行政センター ５－２ １ 大津行政センター等建設事業 43 96

市民部

第２次実施計画事業担当部局一覧（部局順）

総務部

財政部

市民安全部

担当部課名

政策推進部
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区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

担当部課名

消費生活センター 推進事業 37
消費生活関連事業
（消費者啓発育成事業）

53 111

消費生活センター 推進事業 37
消費生活関連事業
（消費生活相談事業）

53 112

障害福祉課 ２－１ 11 障害福祉施設等整備補助事業 18 51

障害福祉課 ２－１ 12 生活介護事業所整備事業 18 51

障害福祉課 ２－１ 13
障害者グループホーム家賃等助成事
業

19 52

障害福祉課 ２－１ 14
重度障害者等入院時コミュニケー
ション支援事業

19 52

障害福祉課 ２－１ 15 障害者就労支援事業 19 52

障害福祉課 ２－１ 16 特例子会社誘致・設立支援事業 19 52

高齢福祉課 ２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
（介護予防普及啓発事業）

16 45

高齢福祉課 ２－１ ４ シニアパス事業 17 48

高齢福祉課 ２－１ ５ 認知症高齢者相談事業 17 49

高齢福祉課 ２－１ ６ 高齢者虐待防止事業 17 49

介護保険課 ２－１ 17 地域介護施設整備補助事業 19 53

介護保険課 ２－１ 18 地域介護施設整備検討事業 20 53

介護保険課 ２－１ 19 特別養護老人ホーム整備検討事業 20 53

介護保険課 ２－１ 20 介護施設等人材育成支援事業 20 53

健康保険課 ２－１ ２
特定健康診査等事業
（特定健康診査事業）

16 47

健康保険課 ２－１ ２
特定健康診査等事業
（特定保健指導事業）

16 47

地域医療推進課 ２－１ ７ うわまち病院建替検討事業 17 49

地域医療推進課 ２－１ ８ 看護師確保対策事業 18 50

地域医療推進課 ２－１ ９ 在宅療養連携推進事業 18 50

保健所健康づくり課 ２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
（健康教育事業）

15 45

保健所健康づくり課 ２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
（健康づくり推進事業）

15 45

保健所健康づくり課 ２－１ ３ 市民健診事業 17 48

保健所健康づくり課 ２－１ 10 精神保健対策事業 18 51

こども育成総務課 １－１ ４
子ども・子育て支援事業計画策定事
業

7 25

こども青少年給付課 １－１ １ 小児医療費助成事業 7 25

こども健康課 １－１ ２ こんにちは赤ちゃん事業 7 25

こども健康課 １－１ ３ 不育症治療費助成事業 7 25

保育運営課 １－１ ６ 公立保育園再編実施計画策定事業 8 26

保育運営課 １－１ ８
保育士・保育所支援センター運営事
業

8 27

教育・保育支援課 １－１ ５ 認定こども園移行促進事業 7 26

福祉部

健康部

市民部

こども育成部
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区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

担当部課名

教育・保育支援課 １－１ ９
学童クラブ関連事業（学童クラブ小
学校移転事業、学童クラブ助成事

8
27
28

こども施設指導監査課 １－１ ７ 保育所定員拡充事業 8 26

児童相談所 １－２ ５ 児童養護施設学習支援事業 11 36

環境企画課 ３－２ ４ 環境基本計画中間見直し事業 31 72

環境企画課 ３－２ ５ ストップ地球温暖化対策事業 32 72

自然環境共生課 ３－１ １ みどりの基本計画改定事業 28 67

自然環境共生課 ３－１ ２
身近な自然の保全とふれあい推進事
業

28 67

自然環境共生課 ３－１ ３ 民有地緑化支援事業 28 67

自然環境共生課 ３－１ ４ 都市緑地保全事業 28 67

自然環境共生課 ３－１ ５ 樹林地管理モデル事業 28 68

自然環境共生課
３－１
１－１

12
６

里山的環境保全・活用事業 29
29
68

自然環境共生課
３－１
１－１

13
７

横須賀エコツアー推進事業 29
30
69

自然環境共生課 推進事業 38 鳥獣保護管理対策事業 53 112

公園建設課
１－１
４－２

11
12

公園施設改修事業（長井海の手公
園）

9
29
90

公園建設課
１－１
４－２

11
12

公園施設改修事業（くりはま花の
国）

9
29
90

公園建設課 ２－１ 27 公園リニューアル事業 22 56

公園建設課 推進事業 20 公園施設長寿命化計画策定事業 48 103

公園建設課 推進事業 39 公園墓地合葬墓整備事業 53 112

資源循環推進課 ３－２ ２ ポイ捨て防止啓発事業 31 71

廃棄物対策課 推進事業 26 産業廃棄物指導事業 50 106

資源循環施設課 推進事業 23
長坂埋立地浄化センター老朽化対策
事業

49 105

資源循環施設課 推進事業 24 不燃ごみ積替保管施設建設事業 50 105

資源循環施設課 推進事業 25 南処理工場老朽化対策事業 50 105

広域処理施設建設室
３－２
４－１

１
５

廃棄物広域処理施設建設事業
31
34

71
77

リサイクルプラザ ３－２ ３ 小学生のリサイクル学習事業 31 71

経済企画課 ４－１ ４ 基地関係受注拡大事業 33 76

経済企画課 ４－１ ９ 中小企業等金融対策事業 35 79

経済企画課 ４－１ 10 中小企業振興対策事業 35 79

経済企画課 ４－１ 11 創業・経営改善支援事業 35 80

経済企画課 ４－１ 14 雇用促進事業 36 81

商工・市街地振興課
※課名変更

４－１ ３ 商業振興対策事業 33 76

商工・市街地振興課
※課名変更

４－１ ７ 工業振興対策事業 34 78

環境政策部

資源循環部

こども育成部

経済部
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区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

担当部課名

商工・市街地振興課
※課名変更

４－２ ２ 中心市街地活性化事業 37 84

企業誘致推進課
※課名変更

４－１
３－２

８
６

電気自動車普及促進事業 34
78
73

企業誘致推進課
※課名変更

４－１ １ 企業等立地促進事業 33 75

企業誘致推進課
※課名変更

４－１ ２ 横須賀リサーチパーク推進事業 33 75

農林水産課 ４－１ 12 地産地消推進事業 35 80

農林水産課 ４－１ 13 漁業協同組合施設整備費補助事業 35 81

観光企画課
※課名変更

４－２ ４ 集客プロモーション事業 38 87

観光企画課
※課名変更

４－２ ５ セールスプロモーション事業 38 87

観光企画課
※課名変更

４－２ ７ 集客イベント事業 39 88

観光企画課
※課名変更

４－２ ８ 観光団体助成事業 39 88

都市計画課 ４－２ 11 谷戸地域住環境対策事業 40 90

都市計画課 推進事業 ７ 都市計画マスタープラン改定事業 45 99

都市計画課、建築指導課 ４－１ ６ 住宅リフォーム助成事業 34 77

市街地整備景観課 ４－２ １ 市街地再開発事業 37 84

市街地整備景観課 ４－２ 13
浦賀港周辺地区再整備事業（産業遺
産の実験的活用イベントの開催）

40 91

市街地整備景観課 推進事業 13 街並み景観形成推進事業 46 101

建築指導課 ２－２ ５ 住宅の耐震補強工事助成事業 24 59

建築指導課 ４－２ 10 空き家適正管理事業 39 89

建築指導課 推進事業 12 指定道路システム整備事業 46 100

交通計画課 ２－１ 25 ノンステップバス導入補助事業 22 56

交通計画課 ４－１ 16 広域幹線道路整備促進事業 36 82

交通計画課 推進事業 40
公共車両優先システム（PTPS）導入
事業

53 112

交通計画課、道路建設課 ４－１ 15
スマートインターチェンジ整備推進
事業

36 81

道路管理課 推進事業 31 地籍調査事業 51 108

道路建設課 ４－２ 15 道路改良事業（佐島の丘関連道路） 41 92

道路建設課 ４－２ 15 道路改良事業（若松日の出線） 41 92

道路建設課 ４－２ 15 道路改良事業（野比北武線） 41 92

道路建設課
２－２
１－１

17
10

歩行者安全対策事業 26
63
28

道路建設課 ４－２ 16 市内環状線街路改良事業 41 92

道路建設課 推進事業 14 北久里浜駅前通り歩車道整備事業 47 101

道路補修課 ２－１ 26 バリアフリー事業 22 56

道路補修課 ２－２ ６ 橋りょう計画修繕事業 24 60

都市部

経済部

土木部
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区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

担当部課名

道路補修課 ２－２ ７ トンネル修繕事業 24 60

道路補修課 ２－２ ８ 主要道路計画修繕事業 24 60

道路維持課 推進事業 15 セーフティロード事業 47 101

傾斜地保全課 ２－２ ９ 既成宅地防災工事等助成事業 24 61

傾斜地保全課 ２－２ 10 急傾斜地崩壊対策事業 25 61

港湾企画課 ２－２ 13 西地区漁港海岸整備計画策定事業 25 62

港湾企画課 ３－１ ８ 長浦地区港湾緑地整備事業 29 69

港湾企画課 ３－１ ９ 横須賀港浅海域保全・再生事業 30 69

港湾企画課 ４－２ 14 佐島漁港本港地区埋立検討事業 41 91

港湾企画課 推進事業 ８ 横須賀港港湾計画改定事業 45 99

港湾企画課 推進事業 ９ 横須賀港港湾環境計画改定事業 45 99

港湾建設課 ２－２ 11
海岸侵食対策事業
（北下浦漁港海岸）

25 61

港湾建設課 ２－２ 11
海岸侵食対策事業
（野比地区港湾海岸）

25 61

港湾建設課 ２－２ 12 大津地区港湾海岸高潮対策事業 25 62

港湾建設課 ４－２ 13
浦賀港周辺地区再整備事業（水際線
プロムナード整備（西岸部））

40 91

港湾建設課 推進事業 16
漁港施設整備事業
（長井漁港（本港地区））

47 102

港湾建設課 推進事業 16
漁港施設整備事業
（佐島漁港（佐島・芦名地区））

47 102

港湾建設課 推進事業 21 港湾施設長寿命化計画事業 49 104

港湾建設課 推進事業 22 漁港施設長寿命化計画事業 49 104

経営計画課、
下水道管渠課、水再生課

推進事業 19 下水道施設再構築事業 48 103

給排水課 ４－１ １
企業等立地促進事業
（水道利用加入金の免除）

33 75

給排水課 ４－２ ２
中心市街地活性化事業
（水道利用加入金の免除）

37 84

給排水課 推進事業 18 鉛給水管取替工事補助事業 48 103

修理保全課、水道管路課 推進事業 17 鉛給水管対策事業 48 102

水道管路課 ２－２ 14 配水管耐震化事業 26 62

下水道管渠課 ２－２ 15 下水道管渠耐震化事業 26 62

下水道管渠課 ２－２ 16 追浜地区雨水バイパス管整備事業 26 63

総務課 ２－２ 19
より迅速な救急体制整備事業
（南消防署久里浜出張所建替事業）

27 64

総務課 推進事業 27 消防団詰所建設事業 50 106

消防・救急課 ２－２ １
地域防災力整備推進事業
（自主防災組織の防災訓練指導等）

23 58

消防・救急課 ２－２ 18 救急隊活動事業 27 64

消防・救急課 推進事業 28 応急手当市民普及啓発事業 51 106

上下水道局

港湾部

消防局

土木部
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区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

担当部課名

消防・救急課 推進事業 29 救急高度化推進事業 51 107

情報調査課 推進事業 30 消防救急無線デジタル化整備事業 51 107

総務課 １－２ ３ 小中一貫教育推進事業 10 35

総務課 １－２ ４ 横須賀総合高等学校教育改革事業 11 36

総務課 １－２ 12 学校評価推進事業 14 42

生涯学習課 ２－１ 23 生涯学習センター運営管理事業 21 54

学校管理課 １－２ 14 学校トイレ改修事業（小学校） 14 42

学校管理課 １－２ 14 学校トイレ改修事業（中学校） 14 42

学校管理課 １－２ 15 校庭芝生化事業 14 43

教育指導課、総務課、
教育研究所

１－２ １ 学力向上事業 10 32

教育指導課 １－２ ２
国際コミュニケーション能力育成事
業

10 34

教育指導課 １－２ ７
子ども読書活動推進事業
（学校図書館の活性化）

12 37

教育指導課 １－２ ８ キャリア教育推進事業 12 38

教育指導課 １－２ 11 学校いきいき事業 13 41

教育指導課 ２－２ ２ 防災教育推進事業 23 58

支援教育課 １－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（いじめ対策事業）

12 39

支援教育課 １－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（相談員等派遣事業）

12 40

支援教育課 １－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（教育相談充実事業）

13 40

支援教育課 １－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（相談教室運営事業）

13 41

支援教育課 １－２ 10 いじめ等課題解決支援事業 13 41

支援教育課 １－２ 13 支援教育推進事業 14 42

学校保健課 １－２ ６ （仮称）横須賀給食弁当実施事業 11 36

学校保健課 １－２ 16 食器改善事業 14 43

スポーツ課 ２－１ 24
豊かなスポーツライフ推進事業
（市民スポーツ教室事業）

21 55

スポーツ課 ２－１ 24
豊かなスポーツライフ推進事業
（学校体育施設開放奨励事業）

21 55

スポーツ課 ２－１ 24
豊かなスポーツライフ推進事業
（社会体育団体等補助金）

22 56

中央図書館 １－２ ７
子ども読書活動推進事業
（子ども読書活動の推進）

12 38

教育委員会

消防局
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第２次実施計画事業担当部局一覧（事業順）

区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

１－１ １ 小児医療費助成事業 こども育成部 こども青少年給付課 7 25

１－１ ２ こんにちは赤ちゃん事業 こども育成部 こども健康課 7 25

１－１ ３ 不育症治療費助成事業 こども育成部 こども健康課 7 25

１－１ ４ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 こども育成部 こども育成総務課 7 25

１－１ ５ 認定こども園移行促進事業 こども育成部 教育・保育支援課 7 26

１－１ ６ 公立保育園再編実施計画策定事業 こども育成部 保育運営課 8 26

１－１ ７ 保育所定員拡充事業 こども育成部 こども施設指導監査課 8 26

１－１ ８ 保育士・保育所支援センター運営事業 こども育成部 保育運営課 8 27

１－１ ９
学童クラブ関連事業（学童クラブ小学
校移転事業、学童クラブ助成事業）

こども育成部 教育・保育支援課 8
27
28

１－１
４－２

11
12

公園施設改修事業（長井海の手公園） 環境政策部 公園建設課 9
29
90

１－１
４－２

11
12

公園施設改修事業（くりはま花の国） 環境政策部 公園建設課 9
29
90

１－２ １ 学力向上事業 教育委員会
教育指導課、総務課、
教育研究所

10 32

１－２ ２ 国際コミュニケーション能力育成事業 教育委員会 教育指導課 10 34

１－２ ３ 小中一貫教育推進事業 教育委員会 総務課 10 35

１－２ ４ 横須賀総合高等学校教育改革事業 教育委員会 総務課 11 36

１－２ ５ 児童養護施設学習支援事業 こども育成部 児童相談所 11 36

１－２ ６ （仮称）横須賀給食弁当実施事業 教育委員会 学校保健課 11 36

１－２ ７
子ども読書活動推進事業
（学校図書館の活性化）

教育委員会 教育指導課 11 37

１－２ ７
子ども読書活動推進事業
（子ども読書活動の推進）

教育委員会 中央図書館 12 38

１－２ ８ キャリア教育推進事業 教育委員会 教育指導課 12 38

１－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（いじめ対策事業）

教育委員会 支援教育課 12 39

１－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（相談員等派遣事業）

教育委員会 支援教育課 12 40

１－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（教育相談充実事業）

教育委員会 支援教育課 13 40

１－２ ９
いじめ・不登校対策事業
（相談教室運営事業）

教育委員会 支援教育課 13 41

１－２ 10 いじめ等課題解決支援事業 教育委員会 支援教育課 13 41

１－２ 11 学校いきいき事業 教育委員会 教育指導課 13 41

１－２ 12 学校評価推進事業 教育委員会 総務課 14 42

１－２ 13 支援教育推進事業 教育委員会 支援教育課 14 42

１－２ 14 学校トイレ改修事業（小学校） 教育委員会 学校管理課 14 42

１－２ 14 学校トイレ改修事業（中学校） 教育委員会 学校管理課 14 42

１－２ 15 校庭芝生化事業 教育委員会 学校管理課 14 43

１－２ 16 食器改善事業 教育委員会 学校保健課 14 43

担当部課名
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区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

担当部課名

２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
※進行管理は健康づくり推進事業内

政策推進部 政策推進課 15 45

２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
※進行管理は介護予防普及啓発事業内

市民部
地域コミュニティ支援課、
各行政センター

16 45

２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
（健康教育事業）

健康部 保健所健康づくり課 15 45

２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
（健康づくり推進事業）

健康部 保健所健康づくり課 15 45

２－１ １
生涯現役プロジェクト関連事業
（介護予防普及啓発事業）

福祉部 高齢福祉課 16 45

２－１ ２
特定健康診査等事業
（特定健康診査事業）

福祉部 健康保険課 16 47

２－１ ２
特定健康診査等事業
（特定保健指導事業）

福祉部 健康保険課 16 47

２－１ ３ 市民健診事業 健康部 保健所健康づくり課 17 48

２－１ ４ シニアパス事業 福祉部 高齢福祉課 17 48

２－１ ５ 認知症高齢者相談事業 福祉部 高齢福祉課 17 49

２－１ ６ 高齢者虐待防止事業 福祉部 高齢福祉課 17 49

２－１ ７ うわまち病院建替検討事業 健康部 地域医療推進課 17 49

２－１ ８ 看護師確保対策事業 健康部 地域医療推進課 18 50

２－１ ９ 在宅療養連携推進事業 健康部 地域医療推進課 18 50

２－１ 10 精神保健対策事業 健康部 保健所健康づくり課 18 51

２－１ 11 障害福祉施設等整備補助事業 福祉部 障害福祉課 18 51

２－１ 12 生活介護事業所整備事業 福祉部 障害福祉課 18 51

２－１ 13 障害者グループホーム家賃等助成事業 福祉部 障害福祉課 19 52

２－１ 14
重度障害者等入院時コミュニケーショ
ン支援事業

福祉部 障害福祉課 19 52

２－１ 15 障害者就労支援事業 福祉部 障害福祉課 19 52

２－１ 16 特例子会社誘致・設立支援事業 福祉部 障害福祉課 19 52

２－１ 17 地域介護施設整備補助事業 福祉部 介護保険課 19 53

２－１ 18 地域介護施設整備検討事業 福祉部 介護保険課 20 53

２－１ 19 特別養護老人ホーム整備検討事業 福祉部 介護保険課 20 53

２－１ 20 介護施設等人材育成支援事業 福祉部 介護保険課 20 53

２－１ 21 人権擁護事業 市民部 人権・男女共同参画課 20 54

２－１ 22 男女共同参画推進事業 市民部 人権・男女共同参画課 20 54

２－１ 23 生涯学習センター運営管理事業 教育委員会 生涯学習課 21 54

２－１ 24
豊かなスポーツライフ推進事業
（市民スポーツ教室事業）

教育委員会 スポーツ課 21 55

２－１ 24
豊かなスポーツライフ推進事業
（学校体育施設開放奨励事業）

教育委員会 スポーツ課 21 55

２－１ 24
豊かなスポーツライフ推進事業
（社会体育団体等補助金）

教育委員会 スポーツ課 22 56

２－１ 25 ノンステップバス導入補助事業 土木部 交通計画課 22 56

２－１ 26 バリアフリー事業 土木部 道路補修課 22 56

２－１ 27 公園リニューアル事業 環境政策部 公園建設課 22 56
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２－２ １
地域防災力整備推進事業
（自主防災組織の育成）

市民安全部 地域安全課 23 58

２－２ １
地域防災力整備推進事業
（自主防災組織の防災訓練指導等）

消防局 消防・救急課 23 58

２－２ ２ 防災教育推進事業 教育委員会 教育指導課 23 58

２－２ ３ 市防災行政無線再整備事業 市民安全部 危機管理課 23 59

２－２ ４ 原子力防災対策事業 市民安全部 危機管理課 23 59

２－２ ５ 住宅の耐震補強工事助成事業 都市部 建築指導課 24 59

２－２ ６ 橋りょう計画修繕事業 土木部 道路補修課 24 60

２－２ ７ トンネル修繕事業 土木部 道路補修課 24 60

２－２ ８ 主要道路計画修繕事業 土木部 道路補修課 24 60

２－２ ９ 既成宅地防災工事等助成事業 土木部 傾斜地保全課 24 61

２－２ 10 急傾斜地崩壊対策事業 土木部 傾斜地保全課 25 61

２－２ 11
海岸侵食対策事業
（北下浦漁港海岸）

港湾部 港湾建設課 25 61

２－２ 11
海岸侵食対策事業
（野比地区港湾海岸）

港湾部 港湾建設課 25 61

２－２ 12 大津地区港湾海岸高潮対策事業 港湾部 港湾建設課 25 62

２－２ 13 西地区漁港海岸整備計画策定事業 港湾部 港湾企画課 25 62

２－２ 14 配水管耐震化事業 上下水道局 水道管路課 26 62

２－２ 15 下水道管渠耐震化事業 上下水道局 下水道管渠課 26 62

２－２ 16 追浜地区雨水バイパス管整備事業 上下水道局 下水道管渠課 26 63

２－２
１－１

17
10

歩行者安全対策事業 土木部 道路建設課 26
63
28

２－２ 18 救急隊活動事業 消防局 消防・救急課 27 64

２－２ 19
より迅速な救急体制整備事業
（南消防署久里浜出張所建替事業）

消防局 総務課 27 64

２－２ 20 災害応急対策事業 市民安全部 危機管理課 27 64

２－２ 21 災害予防対策事業 市民安全部 危機管理課 27 64

２－２ 22 地域安全安心活動推進事業 市民安全部 地域安全課 27 65

３－１ １ みどりの基本計画改定事業 環境政策部 自然環境共生課 28 67

３－１ ２ 身近な自然の保全とふれあい推進事業 環境政策部 自然環境共生課 28 67

３－１ ３ 民有地緑化支援事業 環境政策部 自然環境共生課 28 67

３－１ ４ 都市緑地保全事業 環境政策部 自然環境共生課 28 67

３－１ ５ 樹林地管理モデル事業 環境政策部 自然環境共生課 28 68

３－１
１－１

６
12

里山的環境保全・活用事業 環境政策部 自然環境共生課 29
68
29

３－１
１－１

７
13

横須賀エコツアー推進事業 環境政策部 自然環境共生課 29
69
30

３－１ ８ 長浦地区港湾緑地整備事業 港湾部 港湾企画課 29 69

３－１ ９ 横須賀港浅海域保全・再生事業 港湾部 港湾企画課 30 69
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３－２
４－１

１
５

廃棄物広域処理施設建設事業 資源循環部 広域処理施設建設室
31
34

71
77

３－２ ２ ポイ捨て防止啓発事業 資源循環部 資源循環推進課 31 71

３－２ ３ 小学生のリサイクル学習事業 資源循環部 リサイクルプラザ 31 71

３－２ ４ 環境基本計画中間見直し事業 環境政策部 環境企画課 31 72

３－２ ５ ストップ地球温暖化対策事業 環境政策部 環境企画課 32 72

４－１ １ 企業等立地促進事業 経済部
企業誘致推進課
※課名変更

33 75

４－１ １
企業等立地促進事業
（水道利用加入金の免除）

上下水道局 給排水課 33 75

４－１ ２ 横須賀リサーチパーク推進事業 経済部
企業誘致推進課
※課名変更

33 75

４－１ ３ 商業振興対策事業 経済部
商工・市街地振興課
※課名変更

33 76

４－１ ４ 基地関係受注拡大事業 経済部 経済企画課 33 76

４－１ ６ 住宅リフォーム助成事業 都市部 都市計画課、建築指導課 34 77

４－１ ７ 工業振興対策事業 経済部
商工・市街地振興課
※課名変更

34 78

４－１
３－２

８
６

電気自動車普及促進事業 経済部
企業誘致推進課
※課名変更

34
78
73

４－１ ９ 中小企業等金融対策事業 経済部 経済企画課 35 79

４－１ 10 中小企業振興対策事業 経済部 経済企画課 35 79

４－１ 11 創業・経営改善支援事業 経済部 経済企画課 35 80

４－１ 12 地産地消推進事業 経済部 農林水産課 35 80

４－１ 13 漁業協同組合施設整備費補助事業 経済部 農林水産課 35 81

４－１ 14 雇用促進事業 経済部 経済企画課 36 81

４－１ 15
スマートインターチェンジ整備推進事
業

土木部 交通計画課、道路建設課 36 81

４－１ 16 広域幹線道路整備促進事業 土木部 交通計画課 36 82

４－２ １ 市街地再開発事業 都市部 市街地整備景観課 37 84

４－２ ２ 中心市街地活性化事業 経済部
商工・市街地振興課
※課名変更

37 84

４－２ ２
中心市街地活性化事業
（水道利用加入金の免除）

上下水道局 給排水課 37 84

４－２ ３ 都市イメージ創造発信事業 政策推進部 政策推進課 37 85

４－２ ４ 集客プロモーション事業 経済部
観光企画課
※課名変更

38 87

４－２ ５ セールスプロモーション事業 経済部
観光企画課
※課名変更

38 87

４－２ ６ 三浦半島サミット事業 政策推進部 政策推進課 38 88

４－２ ７ 集客イベント事業 経済部
観光企画課
※課名変更

39 88

４－２ ８ 観光団体助成事業 経済部
観光企画課
※課名変更

39 88

４－２ ９ 近代歴史遺産活用事業 政策推進部 文化振興課 39 89

４－２ 10 空き家適正管理事業 都市部 建築指導課 39 89

４－２ 11 谷戸地域住環境対策事業 都市部 都市計画課 40 90
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４－２ 13
浦賀港周辺地区再整備事業（産業遺産
の実験的活用イベントの開催）

都市部 市街地整備景観課 40 91

４－２ 13
浦賀港周辺地区再整備事業（水際線プ
ロムナード整備（西岸部））

港湾部 港湾建設課 40 91

４－２ 14 佐島漁港本港地区埋立検討事業 港湾部 港湾企画課 41 91

４－２ 15 道路改良事業（佐島の丘関連道路） 土木部 道路建設課 41 92

４－２ 15 道路改良事業（若松日の出線） 土木部 道路建設課 41 92

４－２ 15 道路改良事業（野比北武線） 土木部 道路建設課 41 92

４－２ 16 市内環状線街路改良事業 土木部 道路建設課 41 92

５－１ １ 地域運営協議会支援事業 市民部 地域コミュニティ支援課 42 94

５－１ ２ 自治基本条例検討事業 政策推進部 政策推進課 42 94

５－２ １ 大津行政センター等建設事業 市民部 大津行政センター 43 96

５－２ ２ 市民公益活動促進事業 市民部 市民生活課 43 96

５－２ ３ 市民協働型まちづくり推進事業 市民部 市民生活課 43 96

推進事業 １ 政策研究事業 政策推進部 政策推進課 44 97

推進事業 ２ 政策評価事業 政策推進部 政策推進課 44 97

推進事業 ３ 行政改革推進事業 総務部 行政管理課 44 98

推進事業 ４ 財政基本計画策定事業 財政部 財政課 44 98

推進事業 ５ 財政白書作成事業 財政部 財政課 44 98

推進事業 ６ ファシリティマネジメント推進事業 財政部 資産経営課 45 98

推進事業 ７ 都市計画マスタープラン改定事業 都市部 都市計画課 45 99

推進事業 ８ 横須賀港港湾計画改定事業 港湾部 港湾企画課 45 99

推進事業 ９ 横須賀港港湾環境計画改定事業 港湾部 港湾企画課 45 99

推進事業 10 情報化推進事業 総務部 情報システム課 46 100

推進事業 11 電子入札システム更改事業 財政部 契約課 46 100

推進事業 12 指定道路システム整備事業 都市部 建築指導課 46 100

推進事業 13 街並み景観形成推進事業 都市部 市街地整備景観課 46 101

推進事業 14 北久里浜駅前通り歩車道整備事業 土木部 道路建設課 47 101

推進事業 15 セーフティロード事業 土木部 道路維持課 47 101

推進事業 16
漁港施設整備事業
（長井漁港（本港地区））

港湾部 港湾建設課 47 102

推進事業 16
漁港施設整備事業
（佐島漁港（佐島・芦名地区））

港湾部 港湾建設課 47 102

推進事業 17 鉛給水管対策事業 上下水道局 修理保全課、水道管路課 48 102

推進事業 18 鉛給水管取替工事補助事業 上下水道局 給排水課 48 103

推進事業 19 下水道施設再構築事業 上下水道局
経営計画課、
下水道管渠課、水再生課

48 103

推進事業 20 公園施設長寿命化計画策定事業 環境政策部 公園建設課 48 103

推進事業 21 港湾施設長寿命化計画事業 港湾部 港湾建設課 49 104

- 64 -



区分 № 事業名
本報告書
掲載ページ

実施計画書
掲載ページ

担当部課名

推進事業 22 漁港施設長寿命化計画事業 港湾部 港湾建設課 49 104

推進事業 23
長坂埋立地浄化センター老朽化対策事
業

資源循環部 資源循環施設課 49 105

推進事業 24 不燃ごみ積替保管施設建設事業 資源循環部 資源循環施設課 50 105

推進事業 25 南処理工場老朽化対策事業 資源循環部 資源循環施設課 50 105

推進事業 26 産業廃棄物指導事業 資源循環部 廃棄物対策課 50 106

推進事業 27 消防団詰所建設事業 消防局 総務課 50 106

推進事業 28 応急手当市民普及啓発事業 消防局 消防・救急課 51 106

推進事業 29 救急高度化推進事業 消防局 消防・救急課 51 107

推進事業 30 消防救急無線デジタル化整備事業 消防局 情報調査課 51 107

推進事業 31 地籍調査事業 土木部 道路管理課 51 108

推進事業 32 広報紙発行事業 政策推進部 広報課 51 108

推進事業 33 インターネット広報事業 政策推進部 広報課 52 109

推進事業 34 明日の文化活動担い手育成事業 政策推進部 文化振興課 52 109

推進事業 35 国際化推進事業 政策推進部 国際交流課 52 110

推進事業 36
市税納付推進センター業務の拡充
（訪問業務の委託）

財政部 納税課 52 111

推進事業 37
消費生活関連事業
（消費者啓発育成事業）

市民部 消費生活センター 53 111

推進事業 37
消費生活関連事業
（消費生活相談事業）

市民部 消費生活センター 53 112

推進事業 38 鳥獣保護管理対策事業 環境政策部 自然環境共生課 53 112

推進事業 39 公園墓地合葬墓整備事業 環境政策部 公園建設課 53 112

推進事業 40
公共車両優先システム（PTPS）導入事
業

土木部 交通計画課 53 112

- 65 -


