
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年02月04日

計画の名称 3　安心・安全なみちづくり計画(防災・安全)

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５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 誰もが安全・安心・円滑に移動できる道路空間を実現するために、道路の安全対策を実施します。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              16,313  Ａ              16,313  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

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

(H31当初) (R3末) (R5末)

   1 第10次横浜市交通安全計画に基づき、市内の交通事故における年間死者数を55人以下とする。

年間の交通事故における年間の24時間死者数 57人 55人 55人

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

1 案件番号： 



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 － 計画調

査

路面性状調査(市内一円) 路面性状調査 横浜市  ■  ■  ■  ■          66 －

A01-002 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)

路面下空洞調査 横浜市  ■  ■  ■  ■          80 －

A01-003 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 計画調

査

道路標識点検 標識点検 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         115 －

A01-004 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 修繕 市営駐車場修繕 施設修繕 横浜市  ■         121 －

A01-005 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  ■         590 －

A01-006 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 カラー舗装 横浜市  ■  ■  ■  ■         140 －

A01-007 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)市場200号(八丁畷第1

踏切)

踏切拡幅・歩道設置 横浜市  ■  ■         223 －

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-008 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  ■  ■         100 －

A01-009 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  ■  ■  ■  ■         119 －

A01-010 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  ■          10 －

A01-011 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  ■  ■  ■          10 －

A01-012 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)鶴ヶ峰天王町線ほか3

路線

歩道整備 横浜市  ■  ■  ■  ■         444 －

A01-013 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)中田第355号線ほか 歩道整備 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         329 －

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-014 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)保土ケ谷駅浅間線第7

140号線ほか

歩道整備 横浜市  ■  ■  ■  ■  ■         160 －

A01-015 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)天王町第12号線 歩道整備 横浜市  ■  ■  ■          72 －

A01-016 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  ■  ■  ■  ■  ■         899 －

A01-017 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  ■  ■          20 －

A01-018 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (主)横浜伊勢原ほか(その

2)

自転車通行帯 横浜市  ■  ■          19 －

A01-019 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)堀口第475号線(かた

ぶき人道橋)

立体横断施設整備 横浜市  ■         150 策定済

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-020 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  ■         133 －

A01-021 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  ■  ■  ■  ■         110 －

A01-022 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)環状3号線(日野南・

小山台地区)

電線共同溝 横浜市  ■  ■         750 －

A01-023 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  ■  ■         199 －

A01-024 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)飯島第191号線 電線共同溝 横浜市  ■  ■          98 －

A01-025 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)山下長津田線（緑区

役所周辺地区）

電線共同溝 横浜市  ■  ■         954 －

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-026 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (主)鶴見駅三ツ沢線ほか3

4か所

防護柵整備 横浜市  ■          15 －

A01-027 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)峰沢第98号線ほか38

か所

区画線整備 横浜市  ■          11 －

A01-028 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)大口第214号線ほか30

8か所

車止め設置等 横浜市  ■         475 －

A01-029 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 修繕 道路標識修繕事業（片持

式・その他）

標識修繕 横浜市  ■  ■  ■  ■          28 策定済

A01-030 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 － 修繕 みらい歩道橋昇降設備ほ

か23基

エレベーター修繕 横浜市  ■  ■  ■  ■       1,569 －

A01-031 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (市)峰沢第62号線ほか 歩道整備 横浜市  ■  ■  ■  ■         115 －

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-032 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)戸塚第519号線（戸塚

駅西口地下道）

カルバート補修 横浜市  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A01-033 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (主)環状2号線（東川島地

下道-1）ほか12か所

カルバート点検 横浜市  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-034 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (主)環状２号線（森地区

）

電線共同溝 横浜市  ■         496 －

A01-035 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

改築 (主)環状２号線（菅田・

岸根地区）

電線共同溝 横浜市  ■       1,322 －

A01-036 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

改築 (主)鶴見溝ノ口（佃野・

鶴見中央）

電線共同溝 横浜市  ■         476 －

A01-037 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（戸塚・

矢沢地区）

電線共同溝 横浜市  ■         421 －

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-038 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（市

ヶ尾地区）

電線共同溝 横浜市  ■       2,614 －

A01-039 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

改築 (主)横浜鎌倉（日野南地

区）

電線共同溝 横浜市  ■       2,257 －

A01-040 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)森第85号線ほか(杉田

駅・新杉田駅・磯子駅・

屏風浦駅・根岸駅周辺地

区)

歩道整備 横浜市  ■  ■          70 －

A01-041 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)中田第599号線ほか(

踊場駅周辺地区)

歩道整備 横浜市  ■  ■  ■          55 －

A01-042 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)若葉台第26号線 カルバート修繕 横浜市  ■  ■  ■          50 －

A01-043 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 都道府

県道

修繕 (一)真光寺長津田(長津田

地下道)

カルバート修繕 横浜市  ■          20 －

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-044 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)中田第597号線ほか(

踊場駅周辺地区)

歩道整備 横浜市  ■  ■          90 －

A01-045 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)山下町第13号線ほか(

関内駅・桜木町駅・馬車

道駅・日本大通り駅・伊

勢佐木長者町駅周辺地区)

歩道整備 横浜市  ■  ■         180 －

A01-046 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)十日市場第56号線(十

日市場駅周辺地区)

歩道整備 横浜市  ■          40 －

A01-047 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

修繕 (市)大池第348号線(入之

谷第2隧道)

カルバート修繕 横浜市  ■          20 －

A01-048 道路 一般 横浜市 直接 横浜市 市町村

道

交安 (市)保土ケ谷二宮間線(元

町橋)

橋梁架替(歩道整備) 横浜市  ■  ■          18 策定済

 小計      16,313

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 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      16,313

9 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02 R03

配分額 (a)                     108                     295                     196

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

交付額 (c=a+b)                     108                     295                     196

前年度からの繰越額 (d)                       0                     439                      61

支払済額 (e)                      84                     573                     138

翌年度繰越額 (f)                      24                     161                     119

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

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

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

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 



〔凡例〕
A 道路事業

市内全域対象
A01-001
A01-002
A01-003
A01-026
A01-027
A01-028
A01-029
A01-030
A01-033

A01-004

計画の名称 3 安心・安全なみちづくり計画（防災・安全）

計画の期間 平成31年度～令和5年度（5年間） 交付対象 横浜市

（参考様式３） 参考図面

A01-005

A01-006

A01-007

A01-008

A01-009

A01-009

A01-010

A01-011

A01-012

A01-013

A01-014

A01-015

A01-016

A01-017

A01-018

A01-019

A01-021

A01-022

A01-023

A01-024

A01-025

A01-026

A01-027

A01-028

A01-031

A01-034

A01-035

A01-036

A01-037

A01-038

A01-039

A01-040

A01-042

A01-043

A01-046

A01-045A01-048

A01-044

A01-020

A01-041
A01-032

A01-047


