
補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

24年度まで 25年度
27年度
予定

計

事業費 77,831,930円 158,488,160円
(155,384,740円)

150,064,960円
386,385,050円
(383,281,630円)

交付金額 73,000,000円 77,000,000円 135,500,000円 285,500,000円

補助事業の成果及び評価

事業の改善策及び
今後の対応

事業評価に際しての第三
者機関の活用の有無

平成20年度から平成27年度まで

事業費及び交付金額
※（）は補助対象

　工事が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、用地取
得に対しても地元の理解が円滑に得られた。

　今後も計画的に事業を実施。

　無

 用地買収面積Ａ＝1,041.42㎡

事　業　評　価　書

 厚木飛行場関連公共用施設（交通施設：市道１４号線）整備事業

 綾瀬市長

 綾瀬市深谷中三丁目地内

　当該路線は深谷中三丁目に位置し、都市計画道路寺尾上土棚線から主要幹線道
路市道１６２９－１号線への交通の向上を図るものです。
　交付金により工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備をはか
る。



補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

25年度
26年度以降

予定
計

事業費
26,318,250円

(23,079,000円)
64,028,500円

90,346,750円
(87,107,500円)

交付金額 15,000,000円 51,000,000円 66,000,000円

補助事業の成果及び評価

事業の改善策及び
今後の対応

事業評価に際しての第
三者機関の活用の有無

　　　　　　　　　　平成25年度から平成27年度まで

事業費及び交付金額
※（）は補助対象

　道路舗装の傷みを補修したことで、沿線住民への振動の影響が改善された。

　今後も計画的に事業を実施。

　無

　改良舗装　L=155.5m　W=9.0m

事　業　評　価　書

　厚木飛行場関連公共用施設（交通施設：市道３４３号線）整備事業

　綾瀬市長

　綾瀬市小園南一丁目、早川地内

　綾瀬市の小園、早川地区に位置する生活道路であり、当路線の改良舗装を行うことに
より道路機能の回復を行い沿線生活環境の保全を図るものです。
　交付金により工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備をはかる。



補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

24年度 25年度 計

事業費
5,825,425円

(5,825,425円)
20,836,964円
(20,660,564円)

26,662,389円
(26,485,989円)

交付金額 5,800,000円 15,000,000円 20,800,000円

補助事業の成果及び評価

事業の改善策及び
今後の対応

事業評価に際しての第
三者機関の活用の有無

平成24年度から平成25年度まで

事業費及び交付金額
※（）は補助対象

　歩道設置、歩道拡幅したことで、歩行者の安全の確保を図れた。

　今後も地域住民の理解を得ながら事業を実施。

　無

用地買収面積Ａ＝158.44㎡、　改良舗装　L=92.6m　W=3.0m（歩道）

事　業　評　価　書

　厚木飛行場関連公共用施設（交通施設：市道３号線）整備事業
　厚木飛行場関連公共用施設（交通施設：市道３号線（その２））整備事業

　綾瀬市長

　綾瀬市早川地内

　市道３号線の当該区間は、綾西小学校の通学路に指定され、多くの児童が利用す
る中歩道未整備区間があるなど、これまで地元や教育委員会等から歩道設置、歩道
拡幅等、通学路改善の強い要望があり、懸案事項となっております。これまでガー
ドレールの設置や、地域の協力による車両・児童の誘導等行っておりますが、歩行
者の安全確保のため歩道設置を実施するとともに、道路線形を併せて改善し、歩行
者のたまりを確保する等歩行者通行の安全性を高めます。
　交付金により工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備をはかる。



補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

22年度 23年度 24年度 25年度
27年度
予定

計

事業費 4,800,041円 5,742,058円 5,245,431円
29,892,450円
(23,155,650円)

30,000,000円
75,679,980円

(68,943,180円)

交付金額 4,000,000円 5,000,000円 4,000,000円 10,000,000円 25,500,000円 48,500,000円

補助事業の成果及び評価

事業の改善策及び
今後の対応

事業評価に際しての第
三者機関の活用の有無

　改良舗装　L=43.5m　W=7.0m

事　業　評　価　書

　厚木飛行場関連公共用施設（交通施設：市道491号線）整備事業

　綾瀬市長

　綾瀬市早川地内

  市道491号線は城山中学校の通学路に指定されているが、現況幅員が狭く、砂
利道であるうえ、雨水排水施設の整備が十分でないため、雨天時における歩行者
の通行に支障があることから拡幅整備し、生徒及び付近住民の円滑な通行と安全
を確保するものです。
　交付金により工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備をはか
る。

平成22年度から平成27年度まで

事業費及び交付金額
※（）は補助対象

　南側43.5m区間の工事において、両側に擁壁を築造し、幅員7.0mに拡幅し舗装
をした。従前は、階段であったため歩行者のみ通行となっていたが、拡幅したこ
とにより車両の通行も可能となった。

　今後も中学校等と調整しながら計画的に事業を実施。

　無



事　業　評　価　書

補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

２５年度 ２６年度 計

円 円 円

事業費 147,193,200 8,000,000 155,193,200

交付金額 129,000,000 6,000,000 135,000,000

補助事業の成果及び評価

 事業の改善策及び
 今後の対応

事業評価に際しての第三
者機関の活用の有無

注：　事業評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記
　　載すること。

事業費及び交付金額

  事業が完成していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、用地取得に対し
ても地元の理解が円滑に図れていることから評価は期待できる。

　今後買収した土地の整備を行っていき、地域住民や利用者に対し、安全で快適な空間
として開放していく。

　無

　厚木飛行場関連公共用施設（スポーツ又はレクリエーションに関する施設：お伊勢宮の
森）整備事業

　綾瀬市長

　綾瀬市小園地内

　 お伊勢宮の森は市内に残る貴重な一団の緑地であり、市民に心の安らぎと潤いを与
え、生活環境の向上面で欠かすことのできない貴重な資源であることから、保全、整備
し、公共の福祉の増進を図るものである。
　 なお、交付金により整備を実施することにより、地域住民の身近なコミュニケーションの
場の整備を図るとともに、厚木飛行場の安定的使用に寄与させる。

用地買収　2,676.24㎡

平成２５年度から平成２６年度まで



事　業　評　価　書

補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

　　25年度 　　年度 年度予定 年度予定 計

円 円 円 円 円

156,255,151 156,255,151

交付金額 80,000,000 80,000,000

補助事業の成果及び評価

 事業の改善策及び
 今後の対応

事業評価に際しての第三
者機関の活用の有無

注：　事業評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記
　　載すること。

　無

事業費及び交付金額

医療費助成対象者数
・身体障害者手帳（１・２級）９９２人　・療育手帳（Ａ１・２級）１７６人
・精神障害者手帳（１級）４９人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　１，２１７人

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度

　　厚木飛行場関連特定事業（医療に関する事業：重度障害者医療費助成事業）

　　綾瀬市長

　　綾瀬市早川５５０番地

　　市内の重度障がい者（身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ１・２、精神保
健福祉手帳１級手帳所持者）に対し、医療費の一部を助成することにより、重
度障がい者の健康保持と経済的負担の軽減をし、障がい福祉の増進を図る。

　特定防衛施設周辺整備調整交付金により重度障がい者医療費の自己負担
額を助成することで、医療費負担が軽減され、保健の向上や福祉の増進が図
れた。

　今後においても重度障がいの手帳取得者に助成を行っていく。

事業費



事　業　評　価　書

補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

　　25年度 　　年度 年度予定 年度予定 計

円 円 円 円 円

219,982,230 219,982,230

交付金額 145,000,000 145,000,000

補助事業の成果及び評価

 事業の改善策及び
 今後の対応

事業評価に際しての第三
者機関の活用の有無

注：　事業評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記
　　載すること。

　無

事業費及び交付金額

　医療費助成対象
　　0歳から小学6年生修了までは通院・入院対象
　　中学1年生から3年生修了までは入院のみ対象

　平成２５年度

　厚木飛行場関連特定事業（医療に関する事業：小児医療費助成事業）

　綾瀬市長

　綾瀬市早川５５０番地

　小児に係る医療費の一部を助成することにより、その健全な育成支援を図
り、もって小児の健康の増進を資することを目的とする。
　交付金により事業を実施することで地域住民の医療・福祉の向上に寄与す
るものである。

　小児に係る医療費の自己負担額を助成することにより、医療費の負担が軽
減され、健康の増進が図れた。

　今後も医療費助成を行うことにより、保護者の負担を軽減し、早期治療によ
り重症化する前に医療機関にかかることで小児の健康増進を促進することが
必要である。

事業費



事　業　評　価　書

補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び
終期

２４年度 ２５年度 年度予定 年度予定 計

円 円 円 円 円

141,028,742 135,561,848 276,590,590

交付金額 127,000,000 120,687,000 247,687,000

補助事業の成果及び
評価

 事業の改善策及び
 今後の対応

事業評価に際しての
第三者機関の活用の
有無

注：　事業評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等
　　を記載すること。

　無

事業費及び交付金額

保育士人件費（給料・扶養手当・管理職手当・地域手当・住居手当・通勤
手当・時間外勤務手当・期末手当・勤勉手当・共済負担金）

　　　　　　　　　　　平成２４年度から平成２５年度まで

　厚木飛行場関連特定事業（福祉に関する事業：保育所運営費）

　綾瀬市長

　綾瀬市立綾南保育園・大上保育園

　保育施設に配置された専任の保育士の人件費の一部を助成すること
により、保育サービスの充実を図ることを目的とする。

　本市営保育施設については、綾南保育園を平成１４年度に、大上保育
園を平成２４年度に新築を行い、施設面積を増やし園児の受入を拡充し
てまいりました。それに伴い保育士の定数を増員した為、保育士人件費
が増大し、負担増となっています。そのため、この厚木飛行場関連特定
事業（福祉に関する事業：保育所運営費）の人件費補助は、本市におい
て大変有効かつ必要な事業で、次年度以降もこの事業を活用し、市内
の待機児童解消及び保育サービスの充実を図り市民サービスの向上に
努めたいと考えます。

　次年度以降も、市民・保育サービスのために継続。

事業費



事　業　評　価　書

補助事業名

補助事業者名

実施場所

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の始期及び終期

　　25年度 　　年度 年度予定 年度予定 計

円 円 円 円 円

218,795,000 218,795,000

交付金額 93,000,000 93,000,000

補助事業の成果及び評価

 事業の改善策及び
 今後の対応

事業評価に際しての第三
者機関の活用の有無

注：　事業評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記
　　載すること。

　厚木飛行場関連特定事業（環境衛生に関する事業：高座清掃施設組合運営費）

　綾瀬市長

　綾瀬市吉岡１６４３番地１

　家庭や事業者から排出される可燃ごみなどの一般廃棄物を適正に処理する
ことは、本市の衛生的な生活環境を維持するためには必要不可欠なことであ
り、市民の関心も高く、要望も非常に多い。本市の一般廃棄物の中間処理を
行っている高座清掃施設組合の運営費分担金に交付金を活用することによっ
て、一般廃棄物の処理を遅滞なく適正に行い、衛生的な環境の維持を図る。

　高座清掃施設組合分担金のうち、運営費を補助対象

　平成２５年度

事業費事業費及び交付金額

　可燃ごみの焼却処理や不燃ごみの破砕処理などが遅滞なく適正に行われ、
ごみが街に溢れることのない衛生的な生活環境が維持された。

　今後とも衛生的な生活環境維持のために、市民の理解を得ながら事業を実
施。

　無


