
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成31年01月15日

計画の名称 ３　安全・安心なみちづくり計画（防災・安全）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 横浜市

計画の目標 通学路をはじめとする歩行空間の安全・安心を確保するため、道路の安全対策を実施します。

地震時でも道路の機能を維持し続けるため、緊急輸送路等の整備・緊急輸送路等の地震対策を推進します。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              30,204  Ａ              28,534  Ｂ                   0  Ｃ               1,670  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      5.52 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H26当初 H28末 H30末

   1 市内の交通事故における死者数を66人（H26当初）から55人（H30）に11人削減する。

年間の交通事故における24時間死者数（交通事故の発生から24時間以内に死亡した人の数） 66人 60人 55人

   2 緊急輸送路整備促進路線の整備率を21%(H26当初)から73%(H30末)にする。

横浜市地震防災戦略において、緊急輸送路整備促進路線（早期に効果が発現する緊急輸送路）に位置付け重点的に整備を実施する道路の整備率 21% 30% 73%

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）菊名第114号線（菊

名駅自由通路改良事業）

施設整備 横浜市  ■  ■  ■         159 －

A01-002 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）鉄砲場通線第7022

号線（山手駅周辺地区駅

前広場等改善事業）

施設整備 横浜市  ■  ■  ■         149 －

A01-003 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)戸塚第420号線 歩道設置 170m 横浜市  ■  ■  ■       1,310 －

A01-004 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)上白根第99号線 現道拡幅　2.4km 横浜市  ■  ■  ■       1,146 －

A01-005 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)片倉六角橋線(神大寺

地区)

歩道設置　720m 横浜市  ■  ■  ■         325 －

A01-006 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)平戸第486号線(別所

地区)

歩道設置　550m 横浜市  ■  ■  ■         288 －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (主)横浜生田(柚の木交差

点)

交差点改良 横浜市  ■  ■  ■         210 －

A01-008 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (一)阿久和鎌倉(萩丸交差

点)

交差点改良 横浜市  ■  ■  ■         508 －

A01-009 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)川和第170号線ほか(

山王前地区)

歩道整備　300m 横浜市  ■  ■  ■         219 －

A01-010 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (主)横浜上麻生(佐江戸そ

の２地区)

交差点改良 横浜市  ■  ■  ■         210 －

A01-011 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (主)横浜上麻生(都田中学

校入口)

交差点改良 横浜市  ■          85 －

A01-012 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (一)瀬谷柏尾(下新橋地区

)

歩道整備　230m 横浜市  ■  ■           4 －

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-013 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (一)瀬谷柏尾(本郷その２

地区)

歩道整備　300m 横浜市  ■  ■  ■         147 －

A01-014 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (一)瀬谷柏尾(岡津地区) 交差点改良 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         114 －

A01-015 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (一)瀬谷柏尾(新橋その２

地区)

歩道整備　180m 横浜市  ■  ■           5 －

A01-016 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (一)瀬谷柏尾(目黒町地区

)

歩道設置　160m 横浜市  ■  ■  ■           9 －

A01-017 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)宮沢第306号線 歩道設置　700m 横浜市  ■  ■  ■         164 －

A01-018 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)東山田第116号線 歩道拡幅　1,200m 横浜市  ■  ■  ■          70 －

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-019 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)池辺第258号線ほか 歩道拡幅　1,600m 横浜市  ■  ■          48 －

A01-020 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (主)横浜上麻生(川和町地

区)

歩道設置 横浜市  ■  ■  ■          30 －

A01-021 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)宮沢第133号線 歩道設置 横浜市  ■  ■  ■          45 －

A01-022 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)長津田第296号線 歩道設置 横浜市  ■  ■  ■         261 －

A01-023 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)川向第39号線 歩道設置 横浜市  ■  ■  ■         125 －

A01-024 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)荏田第255号線ほか 歩道拡幅 横浜市  ■  ■  ■          46 －

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-025 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)和泉町第449号線 歩道設置 横浜市  ■  ■  ■          74 －

A01-026 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)北八朔北部第184号線 歩道設置 横浜市  ■  ■  ■          50 －

A01-027 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)新吉田第303号線ほか 歩車共存 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-028 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)中川第235号線ほか(

タウンセンター地区)

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-029 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)東希望が丘第198号線

(二俣川駅周辺地区)

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■  ■          51 －

A01-030 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)小菅ケ谷第425号線ほ

か(小菅ケ谷地区)

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■  ■         395 －

5 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-031 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)磯子第245号線ほか(

杉田駅・新杉田駅周辺地

区)

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-032 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)上飯田第315号線ほか

(いずみ中央駅・立場駅周

辺地区)

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■  ■          94 －

A01-033 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 国道 交安 一般国道１号(戸塚駅地区

)

歩道段差解消 横浜市  ■          87 －

A01-034 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)高島台第295号線ほか 自転車通行帯 横浜市  ■  ■  ■  ■           9 －

A01-035 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)東希望が丘第429号線 自転車通行帯 横浜市  ■          13 －

A01-036 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (主)環状４号線(下和泉地

区)

自転車通行帯 横浜市  ■  ■          16 －

6 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-037 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)東寺尾第168号線ほか 自転車通行帯 横浜市  ■  ■  ■          23 －

A01-038 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)万国橋通ほか 自転車通行帯 横浜市  ■           5 －

A01-039 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)磯子第245号線ほか 自転車通行帯 横浜市  ■  ■          40 －

A01-040 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)浦島第92号線(白幡跨

線人道橋)

立体横断施設 横浜市  ■  ■  ■  ■         165 策定済

A01-041 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)堀口第475号線(かた

ぶき人道橋)

立体横断施設 横浜市  ■          50 策定済

A01-042 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)堀口第475号線(かた

ぶき人道橋)

立体横断施設 横浜市  ■  ■         200 策定済

7 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-043 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)菊名第141号線(新横

浜駅横断地下道)

立体横断施設 横浜市  ■           1 策定済

A01-044 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)西戸部第444号線(住

吉橋)

立体横断施設取付階段設置 横浜市  ■  ■          30 策定済

A01-045 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)市場第196号線(並木

踏切)

踏切拡幅・歩道設置 横浜市  ■  ■          76 －

A01-046 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)夢見ケ崎第５号線(江

ケ崎踏切)

踏切拡幅・歩道設置 横浜市  ■  ■         125 －

A01-047 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 生見尾こ線人道橋 立体横断施設 横浜市  ■  ■  ■       2,680 －

A01-048 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)仏向町第292号線（樹

源寺こ線人道橋）

立体横断施設 横浜市  ■          15 －

8 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-049 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)新羽停車場第7183号

線(新羽駅駅前広場)

再整備 横浜市  ■  ■          51 －

A01-050 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (主)山下本牧磯子線(西町

・新山下地区)

電線共同溝 4,200m 横浜市  ■  ■  ■          58 －

A01-051 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)下末吉第161号線 電線共同溝 1,700m 横浜市  ■  ■  ■         211 －

A01-052 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (主)環状２号線(駒岡・上

末吉地区)

電線共同溝　1,200m 横浜市  ■  ■  ■         258 －

A01-053 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (主)山下本牧磯子線(原町

地区)

電線共同溝 横浜市  ■  ■  ■         294 －

A01-054 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)笹下第94号線ほか 電線共同溝 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

9 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-055 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 (一)荏田綱島（日吉元石

川線）(港北地区)

低騒音舗装 横浜市  ■  ■  ■         100 －

A01-056 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)新横浜元石川線(茅ケ

崎二丁目地区)

低騒音舗装 横浜市  ■  ■  ■         352 －

A01-057 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)笠間第139号線(桂町

地区)

遮熱性舗装 横浜市  ■          12 －

A01-058 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)磯子第245号線(磯子

地区（磯子アベニュー）)

遮熱性舗装 横浜市  ■           6 －

A01-059 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)根岸第12号線(根岸地

区)

遮熱性舗装 横浜市  ■           6 －

A01-060 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 国道 修繕 一般国道１号舗装修繕 舗装補修 横浜市  ■  ■          50 －

A01-061 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (主)環状２号線ほか舗装

修繕

舗装補修 横浜市  ■  ■  ■       2,570 －

10 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-062 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 今井ＩＣ歩道橋ほか92橋(

県道・市道)

歩道橋耐震補強 横浜市  ■  ■  ■         740 策定済

A01-063 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 下末吉歩道橋ほか61橋(県

道・市道)

歩道橋修繕 横浜市  ■  ■  ■       1,091 策定済

A01-064 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 標識建替(市内一円) 標識立替 横浜市  ■  ■          50 －

A01-065 街路 一般 横浜市 直接 横浜市 S街路 改築 環状３号線 バイパス　2.0km 横浜市  ■         800 －

A01-066 街路 一般 横浜市 直接 横浜市 S街路 改築 権太坂和泉線 バイパス　4.1km 横浜市  ■         378 －

A01-067 街路 一般 横浜市 直接 横浜市 S街路 改築 宮内新横浜線　外１ バイパス　2.6km 横浜市  ■         560 －

A01-068 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 S街路 改築 桂町戸塚遠藤線 バイパス　1.0km 横浜市  ■         600 －

11 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-069 街路 一般 横浜市 直接 横浜市 S街路 改築 環状４号線（公田桂町地

区）

現道拡幅　1.2km 横浜市  ■         180 －

A01-070 街路 一般 横浜市 直接 横浜市 S街路 改築 中山北山田線 バイパス　1.2km 横浜市  ■          20 －

A01-071 街路 一般 横浜市 直接 横浜市 S街路 改築 長津田駅南口線 現道拡幅　0.1km 横浜市  ■         667 －

A01-072 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 国道 修繕 狩場IC歩道橋ほか7橋(国

道)

歩道橋耐震補強 横浜市  ■  ■  ■          80 策定済

A01-073 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 国道 修繕 狩場町第三歩道橋ほか1橋

(国道)

歩道橋修繕 横浜市  ■  ■  ■           9 策定済

A01-074 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)和泉町第449号線(赤

坂橋)（２）

橋梁架替（歩道設置） 横浜市  ■  ■  ■         234 策定済

A01-075 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 （主）東京丸子横浜（綱

島東地区）

斜面対策 横浜市  ■           5 －

12 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-076 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 （主）原宿六ツ浦（朝比

奈地区）

斜面対策 横浜市  ■          10 －

A01-077 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 東横跡地整備事業 歩道整備　1.6㎞ 横浜市  ■  ■  ■  ■         950 －

A01-078 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）宮沢第306号線（そ

の２）

歩道設置　580m 横浜市  ■  ■         168 －

A01-079 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）中原第276号線 歩道設置　180m 横浜市  ■          15 －

A01-080 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 （市）市が尾第90号線 遮熱性舗装 横浜市  ■          24 －

A01-081 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 （主）横浜伊勢原（杉田

地区）

遮熱性舗装 横浜市  ■           6 －

13 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-082 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 （主）横浜伊勢原（杉田

地区）

斜面対策 横浜市  ■  ■  ■         122 －

A01-083 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （主）環状４号線（上飯

田地区）

自転車通行帯 横浜市  ■           8 －

A01-084 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）新羽荏田線第7008

号線

自転車通行帯 横浜市  ■          25 －

A01-085 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 （主）横浜上麻生ほか（

市が尾駅周辺地区）

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■          65 －

A01-086 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

改築 （主）横浜上麻生ほか 電線共同溝 横浜市  ■          13 －

A01-087 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 （市）山下高砂線 電線共同溝 横浜市  ■  ■  ■          39 －

14 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-088 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

改築 （主）横浜伊勢原（立場

地区）

電線共同溝 横浜市  ■          16 －

A01-089 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 大船駅県道横断歩道橋整

備事業

立体横断施設 横浜市  ■  ■  ■         260 －

A01-090 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

歩道橋点検事業 歩道橋点検 横浜市  ■          20 策定済

A01-091 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 （市）東永谷第91号線 法面対策 横浜市  ■  ■          22 －

A01-092 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 （市）高島台第6号線 法面対策 横浜市  ■  ■          32 －

A01-093 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 （市）天王町第366号線 斜面対策 横浜市  ■  ■           7 －

15 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-094 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）笹下第520号線 歩道整備 横浜市  ■          45 －

A01-095 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 国道 交安 一般国道１号(不動坂交差

点)

立体横断施設 横浜市  ■         193 －

A01-096 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

改築 (一)川崎町田(田奈地区) 現道拡幅　0.7km 横浜市  ■         100 －

A01-097 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)蒔田第76号線（天神

橋）

老朽橋架替 横浜市  ■  ■         186 策定済

A01-098 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

路面性状調査（市内一円

）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■  ■  ■          52 －

A01-099 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

路面下空洞調査（県道・

市道）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■  ■  ■         140 －

16 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-100 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 施設整

備

市営駐車場修繕 点検調査・修繕計画策定　施

設修繕

横浜市  ■  ■  ■         252 －

A01-101 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

道路標識改善計画策定 点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■           7 －

A01-102 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 修繕 (市)三ツ沢第148号線(峰

岡町地区)

法面対策 横浜市  ■          38 －

A01-103 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 修繕 (主)保土ケ谷宮本線(岩井

町地区)

法面対策 横浜市  ■          20 －

A01-104 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 改築 (市)谷津第481号線ほか 電線共同溝 横浜市  ■  ■          50 －

A01-105 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)天王町第99号線 歩道設置　80m 横浜市  ■  ■  ■  ■         120 －

A01-106 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (一)大田神奈川ほか(大口

・子安駅周辺地区)

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■          37 －

17 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-107 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)谷津第475号線ほか(

金沢文庫・金沢八景駅周

辺地区)

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         124 －

A01-108 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)八丁畷第１踏切 踏切拡幅・歩道設置 横浜市  ■  ■         254 －

A01-109 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)四季美台第365号線ほ

か

遮熱性・保水性舗装 横浜市  ■  ■  ■         120 －

A01-110 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 (一)川崎町田ほか７路線(

県道)

照明灯建替 横浜市  ■  ■  ■  ■         390 －

A01-111 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）長津田第34号線 歩道整備　300m 横浜市  ■  ■  ■         925 －

A01-112 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 （市）阪東橋浦舟第7003

号線ほか

歩道の段差解消 横浜市  ■  ■  ■         120 －

18 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-113 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

道路標識点検（横浜市全

域）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■          20 －

A01-114 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 施設整

備

自転車駐車場耐震補強(本

郷台自転車駐車場）

耐震補強 横浜市  ■  ■         130 －

A01-115 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 修繕 (市)六ツ川第255号線(六

ツ川地区)

法面対策 横浜市  ■          60 －

A01-116 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

交安 (主)横浜伊勢原ほか(その

２)

自転車通行帯 横浜市  ■           5 －

A01-117 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)鶴見第76号線ほか 自転車通行帯 横浜市  ■           6 －

A01-118 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)笠間第139号線 電線共同溝 横浜市  ■          18 －

19 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-119 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)戸塚第519号線ほか 歩道整備 横浜市  ■          35 －

A01-120 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)十日市場第67号線(十

日市場周辺地区)

歩道整備 横浜市  ■          30 －

A01-121 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

改築 (一)川崎町田（末吉橋） 老朽橋架替 横浜市  ■  ■       1,820 策定済

A01-122 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)鶴ケ峰天王町線ほか

２路線

歩道設置　730m 横浜市  ■         383 －

A01-123 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (主)環状２号線ほか舗装

修繕

舗装補修 横浜市  ■         120 －

A01-124 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)山下町第39号線ほか3

0路線(市道)

照明灯建替 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         874 －

20 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-125 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)堀口第475号線(かた

ぶき人道橋)

立体横断施設 横浜市  ■         150 策定済

 小計      28,534

合計      28,534

21 案件番号： 



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 C01-001 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 施設整

備

菊名駅自由通路改良事業 立体横断施設 横浜市  ■  ■  ■         238 －

3-A-1事業と合わせて鉄道事業者の自由通路のバリアフリー整備を実施し、菊名駅の一体的な歩行者ネットワークの利便性向上を図る。

C01-002 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 施設整

備

山手駅周辺地区駅前広場

等改善事業

駅前広場再整備 横浜市  ■          24 －

3-A-2事業と合わせて歩行者空間整備・駅前広場再整備を行い、駅利用者の利便性・安全性の確保、交通結節点としての機能向上を図る。

C01-003 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

バリアフリー計画策定事

業

道路特定事業計画策定 横浜市  ■  ■  ■          30 －

バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画を検討・策定し、3-A-31～38、88と一体となって、バリアフリー整備を計画的に実施する。

C01-004 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 施設整

備

新横浜駅篠原口バリアフ

リー化事業

立体横断施設（ＥＶ） 横浜市  ■           1 －

3-A-47事業と合わせて自由通路のバリアフリー化を実施し、新横浜駅の一体的な歩行者ネットワークの利便性向上を図る。

C01-005 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

自転車利用環境の向上に

向けた検討業務

計画・調査 横浜市  ■  ■  ■          22 －

3-A-39～44と一体となって、自転車通行空間整備の推進するため、歩行者や自転車及び自動車も含めた道路利用の実態を調査・分析を行う。

C01-006 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 施設整

備

駐車場利用促進事業（市

内６市営地下駐車場）

地下駐車場修繕 横浜市  ■  ■         219 －

3-A-1～92と一体となって、市営地下駐車場の長寿命化及び施設の改造により、利用者の利便性の向上及び利用促進を図り、路上駐車の低減を図る。

1 案件番号： 



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 C01-007 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

路面性状調査（市内一円

）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■  ■          35 －

道路施設の点検により、3-A-67、68と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。

C01-008 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

歩道橋点検事業（横浜市

全域）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■  ■         105 －

道路施設の点検により、3-A-69、70、81、82と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。

C01-009 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 点検調

査

道路標識点検（横浜市全

域）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■  ■  ■          80 －

道路施設の点検により、3-A-73と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。

C01-010 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

自転車駐車場の点検・耐

震診断（横浜市全域）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■          20 －

道路施設の点検により、3-A-1～92と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。

C01-011 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

道路照明施設点検（横浜

市全域）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■  ■         430 －

道路施設の点検により、3-A-71、72と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。

C01-012 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

道路管理高度化システム

構築

道路管理保全システム構築 横浜市  ■  ■  ■         430 －

各種道路施設情報を統合したシステムを構築し、3-A-61～73、81、82、84、85、91、92と一体となって、戦略的な修繕計画や災害時の迅速な対応に活かす。

2 案件番号： 



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 C01-013 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

路面下空洞調査（県道・

市道）

点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■  ■          35 －

道路施設の点検により、3-A-68と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。

C01-014 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

路面下空洞調査（国道） 点検調査・修繕計画策定 横浜市  ■           1 －

道路施設の点検により、3-A-67と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。

 小計       1,670

合計       1,670

3 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H26 H27 H28 H29 H30

配分額 (a)                   2,022                   2,566                   2,273                     452                     329

計画別流用増△減額 (b)                     132                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   2,154                   2,566                   2,273                     452                     329

前年度からの繰越額 (d)                       0                     798                     507                     849                      79

支払済額 (e)                   1,356                   2,857                   1,931                   1,222                     261

翌年度繰越額 (f)                     798                     507                     849                      79                     147

うち未契約繰越額(g)                     264                       3                     212                       0                      53

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   12.25                    0.08                    7.62                       0                   12.99

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

工事着手にあたり地元地権

者との協議等に不測の日時

を要したため

補正予算の内示を受けたた

め

1 案件番号： 



〔凡例〕
A 道路事業

市内全域対象
3-A-73
3-A-101
3-A-110
3-A-111
3-A-112
3-A-113
3-A-114
3-C-3
3-C-5
3-C-6
3-C-7
3-C-8
3-C-9
3-C-10
3-C-11
3-C-12
3-C-13
3-C-14

3‐A‐1
3‐C‐1

3‐A‐2
3‐C‐2

3‐A‐3

3‐A‐4 3‐A‐5

3‐A‐6

3‐A‐7

3‐A‐8

3‐A‐9

3‐A‐10
3‐A‐11

3‐A‐12

3‐A‐13

3‐A‐14

3‐A‐15

3‐A‐16

3‐A‐17

3‐A‐18

3‐A‐19

3‐A‐22

3‐A‐23

3‐A‐24

3‐A‐25

3‐A‐26

3‐A‐27

3‐A‐28

3‐A‐29

3‐A‐30

3‐A‐32

3‐A‐33

3‐A‐34

3‐A‐37

3‐A‐38
3‐A‐123

3‐A‐39

3‐A‐40

3‐A‐41

3‐A‐42
3‐A‐121

3‐A‐43

3‐A‐44

3‐A‐45

3‐A‐46

3‐A‐47
3‐C‐4

3‐A‐48

3‐A‐49

3‐A‐50

3‐A‐51

3‐A‐53

3‐A‐54

3‐A‐55

3‐A‐56

3‐A‐36

3‐A‐57

3‐A‐58

3‐A‐59

3‐A‐60

3‐A‐61

3‐A‐62

3‐A‐64

3‐A‐65

3‐A‐66

3‐A‐67

3‐A‐68

3‐A‐69

3‐A‐70

3‐A‐71

3‐A‐72

3‐A‐74

3‐A‐75

3‐A‐77

3‐A‐78

3‐A‐79

3‐A‐80

3‐A‐76

計画の名称 ３ 安全・安心なみちづくり計画（防災・安全）

計画の期間 平成26年度～平成30年度（5年間） 交付対象 横浜市

（参考様式３） 参考図面

3‐A‐92
3‐A‐90

3‐A‐89

3‐A‐88

3‐A‐86

3‐A‐91
3‐A‐96

3‐A‐87

3‐A‐93

3‐A‐94

3‐A‐107

3‐A‐97

3‐A‐31

3‐A‐95
3‐A‐109

3‐A‐103

3‐A‐104

3‐A‐98

3‐A‐108

3‐A‐102

3‐A‐105

3‐A‐106

3‐A‐99

3‐A‐100

3‐A‐84

3‐A‐85

3‐A‐63

3‐A‐35

3‐A‐115

3‐A‐116

3‐A‐117

3‐A‐118

3‐A‐119

3‐A‐120

3‐A‐124


