
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 年度予定 年度予定 年度予定 計

円 円 円

事 業 費 7,394,100 40,000,000 47,394,100

交付金額 7,000,000 30,000,000 37,000,000

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。

浜松飛行場関連公共用施設（交通施設：西山201号線）整備事業

浜松市長

浜松市西区西山町地内

　市道西山201号線沿線の地域住民より、側溝蓋の未設置部分もたくさんあり
歩行者が安全に歩行できないとの地元要望により、早急に工事を実施する必
要があると判断し、工事を実施したもの。
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図ると
ともに浜松飛行場の安定的使用に寄与させる。

　今後も浜松基地周辺の地域住民の理解を得ながら、住環境安定のため事業
を実施する。

　無

　測量・設計委託　一式

平成25年度から平成26年度まで

事業費及び交付金額

　工事が完了していないため、具体的な成果及び評価は出来ないが、測量、設
計を滞りなく実施でき、本工事に繋げることが出来た。



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 年度予定 年度予定 年度予定 計

円 円 円

事 業 費 2,503,200 24,000,000 26,503,200

交付金額 2,400,000 19,200,000 21,600,000

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。

浜松飛行場関連公共用施設（交通施設：湖東121号線）整備事業

浜松市長

浜松市西区湖東町地内

　市道湖東121号線沿線の地域住民より、側溝蓋の未設置部分もたくさんあり
歩行者が安全に歩行できないとの地元要望により、早急に工事を実施する必
要があると判断し、工事を実施したもの。
　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図る
とともに浜松飛行場の安定的使用に寄与させる。

　今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施する。

　無

　測量・設計委託　一式

平成25年度から平成26年度まで

事業費及び交付金額

　工事が完了していないため、具体的な成果及び評価は出来ないが、測量、設
計を滞りなく実施でき、本工事に繋げることが出来た。



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 年度予定 年度予定 年度予定 計

円 円 円

事 業 費 7,941,150 11,953,440 19,894,590

交付金額 7,800,000 9,000,000 16,800,000

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。

浜松飛行場関連公共用施設（交通施設：湖東123号線）整備事業

浜松市長

浜松市西区湖東町地内

　市道湖東123号線沿線の地域住民より、側溝蓋の未設置部分もたくさんあり
歩行者が安全に歩行できないとの地元要望により、早急に工事を実施する必
要があると判断し、工事を実施したもの。
　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図る
とともに浜松飛行場の安定的使用に寄与させる。

　今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施する。

　無

 道路改良工事　延長：114.4m、道路幅員：4.54m～11.60m

 平成25年度から平成26年度まで

事業費及び交付金額

　道路側溝に蓋が付き、通行車両も道路幅員を有効に走行できるようになると
ともに歩行者が安全に歩行出来るようになり生活環境改善に繋がった。



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 年度予定 計(円)

円 円

事 業 費 17,221,050 17,221,050

交付金額 17,000,000 17,000,000

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。

浜松飛行場関連公共用施設（交通施設：湖東124号線）整備事業

浜松市長

浜松市西区湖東町地内

　市道湖東124号線沿線の地域住民より、側溝蓋の未設置部分もたくさんあり
歩行者が安全に歩行できないとの地元要望により、早急に工事を実施する必
要があると判断し、工事を実施したもの。
　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図る
とともに浜松飛行場の安定的使用に寄与させる。

　今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施する。

　無

　道路改良工事　工事延長：252.4ｍ、道路幅員：4.54ｍ～11.75ｍ

平成25年度

事業費及び交付金額

　道路側溝に蓋が付き、通行車両も道路幅員を有効に走行できるようになると
ともに歩行者が安全に歩行出来るようになり生活環境改善に繋がった。



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 年度予定 計

円 円

事 業 費 12,984,300 12,984,300

交付金額 12,980,000 12,980,000

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。

浜松飛行場関連公共用施設（交通施設：和合201号線）整備事業

浜松市長

浜松市中区和合町地内

　市道和合201号線沿線の地域住民より、側溝と道路に約0.5メートルの段差が
あり、更に側溝蓋の未設置部分もたくさんあり歩行者が安全に歩行できないと
の地元要望により、早急に工事を実施する必要があると判断し、工事を実施し
たもの。
　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図る
とともに浜松飛行場の安定的使用に寄与させる。

　今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施する。

　無

　道路改良工事　工事延長：220.0ｍ

平成25年度

事業費及び交付金額

　側溝改良により道路との段差が解消されるとともに、区画線の引き直しにより
運転者、歩行者双方の安全性の向上に繋がり生活環境の向上が図られた。



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 年度予定 計

円 円

事 業 費 7,946,400 7,946,400

交付金額 7,900,000 7,900,000

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。

浜松飛行場関連公共用施設（交通施設：和合104号線）整備事業

浜松市長

浜松市中区和合町地内

　市道和合104号線沿線の地域住民より、側溝と道路に約0.5メートルの段差が
あり、更に側溝蓋の未設置部分もたくさんあり歩行者が安全に歩行できないと
の地元要望により、早急に工事を実施する必要があると判断し、工事を実施し
たもの。
　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図る
とともに浜松飛行場の安定的使用に寄与させる。

　今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施する。

　無

　道路改良工事　工事延長：108.4ｍ 　道路幅員：3.96ｍ～4.76ｍ

平成25年度

事業費及び交付金額

　側溝改良により道路との段差が解消されるとともに、道路舗装修繕により交
通の円滑性が向上し、生活環境の向上に繋がった。



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

事 業 費 72,160,700 72,160,700

交付金額 61,986,000 61,986,000

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。

　今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施する。

　 無

 舗装工事
　【伊佐地工区】　　延長：393.60ｍ　　　　　　道路幅員：6.75ｍ～17.08ｍ
　【湖東工区】　　　 延長：545.70ｍ　　　　　　道路幅員：6.70ｍ～10.10ｍ

平成25年度

浜松飛行場関連公共用施設（交通施設：浜松環状線）整備事業

浜松市長

浜松市西区伊左地、湖東町地内

　通行車両の多い浜松環状線の地域住民より、道路舗装がいたんでいることに
伴う振動や騒音が悪化しているとの要望により、早急に工事を実施する必要が
あり工事を実施したもの。
　道路整備工事により、交通の円滑化及び地域住民の生活環境改善を図ること
で、浜松飛行場の安定的使用に寄与させる。

事業費及び交付金額

　道路舗装工事により騒音や振動等の軽減が図られ、地域住民の生活環境が
改善された。



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 年度予定 年度予定 年度予定 計

円 円

事 業 費 47,880,000 47,880,000

交付金額 45,000,000 45,000,000

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。

　今後も地域住民の理解を得ながら事業を実施する。

　無

　消防ポンプ自動車購入(CD－Ⅰ 3台）及び配備

平成25年度

浜松飛行場関連公共用施設（消防に関する施設：消防ポンプ自動車）整備事業

浜松市長

浜松市北区（31分団）、西区（37分団）、南区（41分団）

　更新計画に基づき老朽化が著しい消防ポンプ自動車を更新することにより、老
朽化に伴う故障等の回避が図られ、円滑な消防活動を展開することにより、配
備地区及び基地周辺の消防体制の充実を図り、浜松飛行場の安定的使用に寄
与させる。

事業費及び交付金額

　消防ポンプ自動車を更新することにより、老朽化に伴う重大な故障等の回避
ができ円滑な消防活動を展開し配備地区の消防体制の充実が図られ、地域住
民の生活環境が改善された。


