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索引（部局別事業索引） 

第３章 P 56～119 

第６章 P156～303 

部局名 事業名 担当課名 ページ 

市長室 災害応急対策事業 危機管理課 227 

 防災DX推進事業（防災情報通信設備運用管理事

業） 

危機管理課 69、227 

 人権擁護事業 人権・ダイバーシテ

ィ推進課 

224 

 男女共同参画推進事業 人権・ダイバーシテ

ィ推進課 

225 

 外国人生活相談（国際化推進事業） 国際交流・基地政策

課 

159 

経営企画部 プログラミング推進事業 企画調整課 175 

 大規模プロジェクト推進事業（民官連携の推

進） 

企画調整課 87、98、

255 

 大規模プロジェクト推進事業（１万メートルプ

ロムナード） 

企画調整課 108、269 

 大規模プロジェクト推進事業（浦賀レンガドッ

ク） 

企画調整課 97、102、

269 

 海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究

事業 

都市戦略課 80、285 

 ブルーカーボン事業 都市戦略課 114、290 

 スマートシティ推進事業 都市戦略課 303 

 デジタル・ガバメント推進事業 デジタル・ガバメン

ト推進室 

302 

 行政手続のオンライン化推進事業 デジタル・ガバメン

ト推進室 

302 

 国道事業等整備調整事業 まちづくり政策課 95、238 

 市街地再開発事業 まちづくり政策課 95、96、

239 

 国道357号整備促進事業 

 

まちづくり政策課 95、240 

 追浜駅前図書館整備事業 まちづくり政策課 84、95、

96、253 
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総務部 本庁舎本館非常用発電機の更新及び浸水対策

事業（庁舎営繕事業） 

総務課 69、228 

文化スポー

ツ観光部 

エンターテイメント推進事業 企画課 107、270 

 エンターテイメント誘致事業 企画課 97、102、

108、270 

 街なかミュージック支援事業 企画課 103、107、

271 

 国際会議等誘致事業 企画課 271 

 大規模スポーツ大会等誘致事業 企画課 111、271 

 都市魅力PR事業 企画課 272 

 ルートミュージアム推進事業 文化振興課 101、273 

 スポーツ選手育成強化事業補助金（社会体育団

体等補助金） 

スポーツ振興課 274 

 少年期スポーツ障害予防対策事業 スポーツ振興課 274 

 ホームタウンチーム活動推進事業 スポーツ振興課、商

業振興課 

110、275 

 まちなか活性化事業 商業振興課 96、97、

102、104、

108、110、

256 

 商業振興対策事業 商業振興課 257 

 観光振興総務費 観光課 106、111、

276 

 セールスプロモーション事業 観光課 277 

 集客プロモーション事業 観光課 67、77、

105、108、

109、111、

278 

 横須賀美術館展覧会事業 美術館運営課 83、104、

108、279 

民生局福祉

こども部 

地域福祉計画推進事業 福祉総務課 159 

 介護予防・生活支援サービス事業 福祉総務課 160 

 生活支援体制整備事業 福祉総務課 65、161 
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民生局福祉

こども部 

認知症地域支援推進員等設置事業 福祉総務課 162 

 地域リハビリテーション活動支援事業 福祉総務課 163 

 障害者相談支援事業 地域福祉課 164 

 地域自立生活・終活等支援事業 地域福祉課 164 

 福祉の総合相談事業 地域福祉課 60、165 

 よこすか成年後見センター運営事業（成年後見

制度利用支援事業） 

地域福祉課 165 

 高齢者虐待防止事業 地域福祉課 165 

 地域ケア会議運営及び在宅医療・介護連携推進

事業 

地域福祉課 211 

 認知症高齢者相談事業 地域福祉課 166 

 認知症初期集中支援事業 地域福祉課 167 

 成年後見制度利用支援事業 地域福祉課、障害福

祉課 

167 

 地域介護施設整備補助事業 福祉施設課 168 

 障害者グループホーム家賃等助成事業 福祉施設課 61、169 

 障害者雇用促進事業 障害福祉課 169 

 障害者就労支援事業 障害福祉課 170 

 特例子会社誘致・設立支援事業 障害福祉課 61、170 

 生活保護世帯の高校生に対する学習支援（生活

保護実施事業（保護）） 

生活福祉課 62、171 

 介護職員出前講座 介護保険課 171 

 介護認定訪問調査の電子化と調査体制の見直

し（認定調査費・事務費等） 

介護保険課 61、171 

 （仮称）南こども園整備事業 子育て支援課 74、175 

 一時預かり事業 子育て支援課 75、176 

 保育士等の処遇改善の実施（子ども・子育て支

援給付費） 

子育て支援課 76、176 

 教育・保育人材確保支援事業 子育て支援課 176 

 教育・保育人材研修等事業 子育て支援課 177 

 地域子育て支援拠点事業 子育て支援課 78、177 

 病児・病後児保育事業 子育て支援課 76、177 

 認定こども園整備補助事業 子育て支援課 75、178 

 保育所整備補助事業 子育て支援課 75、178 
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民生局福祉

こども部 

保育所等定員拡充事業（子ども・子育て支援給

付費） 

子育て支援課 75、178 

 幼児教育・保育の無償化 子育て支援課 73、179 

 公設放課後児童クラブ運営事業 子育て支援課 179 

 放課後子ども環境整備事業 子育て支援課 180 

 放課後子ども教室運営事業 子育て支援課 76、180 

 放課後児童クラブ助成事業 子育て支援課 73、76、

181 

民生局地域

支援部 

スクールコミュニティ支援事業 地域コミュニティ支

援課 

66、222 

 地域活動支援事業 地域コミュニティ支

援課 

65、223 

 交通安全教室事業 地域安全課 229 

 交通安全普及啓発事業 地域安全課 230 

 地域安全安心活動推進事業 地域安全課 231 

 地域防災力整備推進事業 地域安全課 231 

 犯罪被害者等支援事業 地域安全課 68、232 

 浦賀警察署跡地取得事業 浦賀行政センター 97、102、

240 

 行政センター地域生活相談事業 各行政センター 60、172 

民生局健康

部 

看護師確保対策事業 健康総務課 212 

 新市立病院建設事業 市立病院課 63、213 

 地域リハビリテーション活動支援事業 健康増進課 163 

 地域介護予防活動支援事業 健康増進課 172 

 介護予防普及啓発事業 健康増進課 173 

 ヘルスメイトよこすか育成事業 健康増進課 214 

 健康教育事業 健康増進課 215 

 歯科保健事業 健康増進課 215 

 母子健康教育指導事業 地域健康課 60、182 

 重症化予防事業費 健康管理支援課 64、174 

 特定健康診査事業費 健康管理支援課 216 

 特定保健指導事業費 健康管理支援課 217 

 がん対策推進事業 健康管理支援課 218 

 市民健診事業 健康管理支援課 219 
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民生局健康

部 

後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的

な実施事業（後期高齢者の保健事業費、後期高

齢者の介護予防事業費、特別会計国民健康保険

費繰出金、特別会計介護保険繰出金、給与費） 

健康管理支援課、健

康増進課 

60、63、

220 

 こんにちは赤ちゃん訪問事業 地域健康課 182 

 周産期支援事業 地域健康課 183 

 女性健康支援相談事業 地域健康課 183 

 不育症治療費助成事業 地域健康課 184 

 不妊・不育専門相談センター事業 地域健康課 184 

 成年後見制度利用支援事業 保健所保健予防課 167 

 感染症対策事業 保健所保健予防課 220 

 精神保健福祉対策事業 保健所保健予防課 221 

民生局こど

も家庭支援

センター 

親子支援相談事業 こども家庭支援課 185 

 妊娠・出産包括支援事業 こども家庭支援課 186 

 こども家庭総合支援拠点事業 こども家庭支援課 187 

 小児医療費助成事業 こども給付課 187 

 母子家庭等自立支援事業 こども給付課 188 

 社会的養護自立支援事業 児童相談課 78、188 

環境部 クリーンよこすか推進事業 環境政策課 116、291 

 減量化・資源化啓発事業 環境政策課 116、291 

 生ごみ減量化推進事業 環境政策課 116、292 

 EVカーシェアリング事業 ゼロカーボン推進課 114、292 

 エコポイント事業 ゼロカーボン推進課 114、293 

 ゼロカーボンアクションポイント事業 ゼロカーボン推進課 116、293 

 公用車EV化導入事業 ゼロカーボン推進課 113、294 

 公共施設再生可能エネルギー化推進事業 ゼロカーボン推進課 113、294 

 電気自動車等助成事業 ゼロカーボン推進課 114、295 

経済部 雇用促進事業 経済企画課 91、258 

 事業継続支援事業 経済企画課 90、259 

 人材確保支援事業 経済企画課 91、260 

 生産性向上推進事業 経済企画課 92、261 

 中小企業金融対策事業 

 

経済企画課 262 
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経済部 横須賀リサーチパーク推進事業 企業誘致・工業振興

課 

89、262 

 企業等立地促進事業 企業誘致・工業振興

課 

89、263 

 工業振興対策事業 企業誘致・工業振興

課 

92、264 

 スタートアップ推進事業 創業・新産業支援課 92、265 

 新産業集積推進事業 創業・新産業支援課 92、266 

 よこすか野菜魅力発信事業 農水産業振興課 93、267 

 漁業活性化推進事業 農水産業振興課 94、285 

 水産多面的機能発揮対策補助事業 農水産業振興課 94、286 

 よこすか海の幸魅力発信事業 農水産業振興課 94、268 

都市部 ３Ｄ都市モデル活用事業 都市計画課 98、241 

 ノンステップバス導入補助事業 都市計画課 241 

 ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業 都市計画課 242 

 谷戸地域再生推進事業 まちなみ景観課 67、226 

 空き家等適正管理支援事業 まちなみ景観課 242 

 住まい活用促進事業 まちなみ景観課 243 

 レンガドック関連資産等活用事業 

 

まちなみ景観課 97、102、

279 

 浦賀奉行所跡地活用検討事業 まちなみ景観課 97、102、

280 

 大規模計画修繕事業 市営住宅課 244 

建設部 追浜駅交通ターミナル整備事業に伴う自転車

等駐車場移転整備事業 

土木計画課 95、245 

 自転車等駐車場維持管理事業 土木計画課 245 

 地籍調査事業 土木用地課 246 

 スマートインターチェンジ整備事業 道路整備課 246 

 セーフティロード事業 道路整備課 247 

 トンネル計画修繕事業 道路整備課 247 

 久里浜西口地区歩車道整備事業（久里浜西口栄

通り歩車道整備事業） 

道路整備課 248 

 橋りょう計画修繕事業 道路整備課 248 

 市内環状線街路改良事業 道路整備課 249 

 若松日の出線道路改良事業 道路整備課 249 
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建設部 主要道路計画修繕事業 道路整備課 250 

 上町坂本線道路改良事業 道路整備課 63、250 

 船越夏島線整備事業 道路整備課 95、251 

 追浜夏島線整備事業 道路整備課 95、251 

 歩行者安全対策事業 道路整備課 252 

 よこすか海岸通りリニューアル事業 道路整備課 108、280 

 みどりの基本計画推進事業 自然環境共生課 115、296 

 市街化区域樹林地保全支援事業 自然環境共生課 115、296 

 身近な自然の保全とふれあい推進事業 自然環境共生課 116、297 

 鳥獣保護管理対策事業 自然環境共生課 298 

 都市緑地保全事業 自然環境共生課 115、298 

 里山的環境保全・活用事業 自然環境共生課 115、299 

 三笠公園リニューアルの検討（公園維持管理事

業） 

公園管理課 103、299 

 はまゆう公園施設改修事業 公園建設課 118、281 

 猿島公園管理事業 公園建設課 281 

 久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業 公園建設課 117、282 

 走水水源地公園活用事業 公園建設課 103、282 

 大規模集客公園施設改修事業 公園建設課 118、283 

 地域拠点公園施設改修事業 公園建設課 118、284 

 長井海の手公園隣接地活用事業 公園建設課 98、118、

284 

 公園リニューアル事業 公園建設課 118、300 

 公園施設長寿命化計画策定事業 公園建設課 118、300 

 大矢部弾庫跡地活用検討事業 公園建設課 117、301 

 岸壁等整備検討事業 港湾企画課、港湾整

備課 

87、286 

 浦賀レンガドック周辺地区整備事業 港湾企画課、港湾管

理課、港湾整備課 

97、102、

287 

 港湾海岸高潮対策事業 港湾整備課 232 

 港湾海岸侵食対策事業 港湾整備課 233 

 佐島漁港海岸高潮対策事業 港湾整備課 69、233 

 北下浦漁港海岸侵食対策事業 港湾整備課 234 

 漁港海岸保全施設長寿命化計画事業 港湾整備課 252 

 港湾海岸保全施設長寿命化計画事業 港湾整備課 252 
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建設部 漁港施設長寿命化計画事業 港湾整備課 287 

 港湾施設活用推進事業 港湾整備課 88、288 

 港湾施設長寿命化計画事業 港湾整備課 289 

上下水道局 市街地再開発事業 給排水課 239 

 企業等立地促進事業 給排水課 263 

 鷹取川整備事業 用地管理課 95、253 

 下水道の浸水対策事業 計画課、下水道管渠 70、237 

 水道管更新整備事業 水道管路課、水道施

設課 

254 

 下水道管更新整備事業 下水道管渠課 254 

消防局 北消防署追浜出張所の移転・拡充事業（消防庁

舎建設事業） 

総務課 68、234 

 地域防災力整備推進事業 警防課 235 

 応急手当市民普及啓発事業 救急課 235 

 救急高度化推進事業 救急課 236 

教育委員会 教育環境整備推進事業 教育政策課 189 

 教育振興基本計画推進事業 教育政策課 189 

 教職員の働き方改革推進事業 教育政策課 189 

 浦賀レンガドック保存事業 生涯学習課 97、102、

190 

 近代化遺産保存活用事業 生涯学習課 190 

 小学校体育館照明LED化事業 学校管理課 191 

 中学校体育館照明LED化事業 学校管理課 191 

 ICタグ導入による本の貸出サービス等のセル

フ化事業（図書館情報サービス事業） 

中央図書館 84、192 

 追浜駅前図書館整備事業 中央図書館 253 

 子ども読書活動推進事業 中央図書館、教育指

導課 

81、193、

194 

 キャリア教育推進事業 教育指導課 195 

 チャレンジアップ支援事業 教育指導課 80、196 

 学校運営協議会事業 教育指導課 82、197 

 学力向上事業 教育指導課 198 

 国際コミュニケーション能力育成事業 教育指導課 199 

 中学校部活動支援事業（体育関係、文化関係） 教育指導課、保健体

育課 

81、200 
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教育委員会 医療的ケア充実事業（小学校） 支援教育課 200 

 医療的ケア充実事業（養護学校） 支援教育課 201 

 教育相談事業 支援教育課 201 

 支援教育ステーション事業 支援教育課 80、202 

 支援教育推進事業 支援教育課 203 

 児童生徒相談事業 支援教育課 204 

 就学奨励扶助事業（小学校） 支援教育課 205 

 就学奨励扶助事業（中学校） 支援教育課 205 

 奨学支援金支給事業 支援教育課 206 

 相談教室運営事業 支援教育課 206 

 日本語指導推進事業 支援教育課 207 

 病虚弱教室運営事業 支援教育課 207 

 児童生徒健康・体力向上推進事業 保健体育課 208 

 準要保護児童給食扶助事業 学校食育課 208 

 準要保護生徒給食扶助事業 学校食育課 208 

 食育推進事業 学校食育課 82、209 

 GIGAスクール推進事業 教育研究所 79、209 

 ICT支援員配置事業 教育研究所 79、210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横須賀再興プラン2022-2025 

横須賀市実施計画 

横須賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

発行年月 令和４年（2022年）３月 

発 行 元 横須賀市経営企画部都市戦略課 

住  所 〒238-8550 横須賀市小川町11番地 

 

横須賀再興プランのデータは以下のホームページにてご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/upi/jisshikeikaku/index.html 



 
 

 


