
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 ２６年度以降

49,771,050円 43,499,400円 50,933,000円

40,400,000円 31,000,000円 35,300,000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

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。

　無

事業費及び交付金額

  厚木飛行場関連公共用施設
（交通施設：南大和相模原線）整備事業

  大和市長　

  大和市下鶴間３０２３番地先～下鶴間３００１番地先

　市道南大和相模原線沿線の地域住民より、道路舗装が傷んでいることに伴
い、騒音、振動等の影響があるとして工事の要望があり、市内部で時期等を見
当したところ、早急に実施する必要があると判断し、実施したもの。全体計画は、
平成２４年度から平成３０年度までを予定。
　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、厚木飛行場の安定的使用に寄与する。

　道路舗装補修　全体計画　Ｌ＝１，８８０ｍ　Ｗ＝７．９３～11．９３ｍ
　　　　　　　　　　　平成２５年度分　Ｌ＝３２４．５ｍ　Ｗ＝７．９６～９．０２ｍ
　　　　　　　　　　　舗装工　２，６７３㎡　　地盤改良工　９３５㎥

平成２４年度から平成３０年度まで

事業費

交付金額

計

144,203,450円

106,700,000円

　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ていないが、工
事が完了した区間の騒音及び振動は軽減した。



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

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度以降 計

事業費 19,452,000円 23,121,000円 23,672,250円 30,111,000円 96,356,250円

交付金額 15,000,000円 17,035,000円 17,300,000円 21,200,000円 70,535,000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

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。

　無

事業費及び交付金額

  厚木飛行場関連公共用施設
  （交通施設：福田相模原線3号）整備事業

  大和市長　

  大和市柳橋二丁目１４番地先～柳橋二丁目１５番地先

　市道福田相模原線3号沿線の地域住民より、道路舗装が傷んでいること
に伴い、騒音、振動等の影響があるとして工事の要望があり、市内部で時
期等を見当したところ、早急に実施する必要があると判断し、実施したも
の。全体計画は,平成２３年度から平成２7年度までを予定。
　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、厚木飛行場の安定的使用に寄与する。

道路舗装補修　全体計画　Ｌ＝１，６００ｍ　Ｗ＝８．０６～９．２０ｍ
　　　　　　　　　　平成２５年度分　Ｌ＝１６０ｍ　Ｗ＝８．９０～９．１５ｍ
                    舗装工　１，４９０㎡

　平成２３年度から平成２７年度まで

　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ていない
が、工事が完了した区間の騒音及び振動は軽減した。



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 計

円 円

事業費 14,700,000 14,700,000

交付金額 14,700,000 14,700,000

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。

　デジタルＭＣＡ無線に更新したことで、通信能力が向上し、より多くの情報収
集が可能になった。防衛施設周辺での被害情報にも迅速に対応することがで
き、市民の災害に対する不安を和らげることができると評価。

　今後とも正確な通信活動が行えるよう、日常から無線機を使用する。

　無

事業費及び交付金額

　厚木飛行場関連公共用施設（通信施設：大和市防災用ＭＣＡ無線機）整備事業

　大和市長

　大和市下鶴間一丁目１－１　大和市役所　　　外　４９箇所

　防災行政無線（移動系）は、市災害対策本部とその他防災拠点施設等に配
備しており、通信手段の一つとして活用している。
　平成８年度に更新したアナログ式の防災行政無線（移動系）は、老朽化が著
しく不具合も多数発生しているため、最新のデジタル方式の無線に更新を進め
る必要があります。災害発生時に必要な通信手段を最新の無線に更新するこ
とで、正確な情報の収集、伝達の迅速、円滑性が図られ、統一した防災体制が
確立されます。
　また、地域住民からの要望が正確に伝達されることによって、避難生活の不
安等を払拭し、地域住民の生活の安寧に寄与することができることから、交付
金により事業を実施するものです。
　この事業により、災害時の通信能力が向上し、災害対応力が向上すること
で、厚木飛行場の安定的使用に寄与することができます。

　大和市防災用ＭＣＡ無線機　９０機の更新整備

　平成２５年度



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 計

円 円

事業費 191,131,500 191,131,500

交付金額 167,312,000 167,312,000

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。

   改修工事の実施により、利用者の安全性や利便及び維持管理の向上が図ら
れた。
＜安全性の向上＞
　○グラウンド面のクッション性が向上し、怪我の予防につながっている。
　○防護マットの改修により、選手の接触時負担が軽減されている。
＜利便性及び維持管理の向上＞
　○人工芝がロングパイルである為、耐久性が増し、修繕等にコストがかからな
い。
　○ベース回りの人工芝を同色にしたことにより、アンツーカの飛び出しなど目
立たなくなり美観が向上した。

　適切な保守管理を行い機能の維持に努めるとともに、設備の取扱いについて
習熟を深め、利用者の安全性を確保する。

　無

事業費及び交付金額

　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：引
地台野球場施設大規模改修）整備事業

　大和市長

　大和市柳橋4-5000　引地台野球場（現：大和スタジアム）

　昭和５５年に開設し、平成１０年に実施したかながわ・夢国体の高等学校野球
会場として、平成６、７年度にかけ全面改修を行って以来大規模な改修工事を
行っておらず、老朽化した引地台野球場の人工芝と防護マットの改修工事を実
施するもの。
　同球場は様々な大会や夏の高等学校野球神奈川県予選会も毎年開催されて
いることから、人工芝、防護マットの改修を行い、安全で快適なスポーツ環境を
整えることを目的とする。

　○人工芝の張替え改修工事
　○防護マットの張替え改修工事

平成２５年度



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

円 円

事業費

交付金額

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。

31,500,000

　本市の可燃ごみ用塵芥収集車は、１台あたり年間約２６０日間稼働し、その間
に約１，１４０回出動、約１１，０００キロメートル走行している。使用期間１０年を
超えた車両４台を買換え更新できたことで、今後の安定的なごみ収集事業が可
能となり、住民生活の確保・向上が図れた。

　今後についても、安定的なごみ収集体制が可能となるよう買換え整備していく
必要がある。

　無

事業費及び交付金額

  厚木飛行場関連公共施設（環境衛生施設：塵芥収集車）整備事業

  大和市長

  大和市草柳三丁目１２番地１　大和市環境管理センター

　交付金を活用し、耐用年数を超え老朽化した塵芥収集車を買換え更新すること
により、本市の安定的なごみ収集体制を確保し、住民生活の向上を図ることを目
的とする。

　塵芥収集車（積込時回転板式、排出時ダンプ式、最大積載量２トン、ディーゼル
エンジン）４台の購入

平成２５年度

計

34,860,000

31,500,000

　

 

 

　　２５年度

34,860,000



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 計

円 円 円 円 円 円

29,925,000 29,925,000

交付金額 25,746,000 25,746,000

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。

　主要機器の更新と安全装置の設置により故障の発生がなくなり、エレ
ベーターに対する信頼度や地震発生時・停電時に対する安全性が高まっ
た。

　今後もエレベーターの故障を未然に防止し安全に稼動させるため、定期
点検を実施。

　無

事業費及び交付金額

  厚木飛行場関連公共用施設（教育文化施設：小・中学校給食用エレベー
ター）整備事業

 大和市長

　大和市上和田2695ほか２箇所
　大和市立上和田小学校ほか２校

　設置後３０年以上が経過し、老朽化が進んで故障の発生率が増加し、さ
らに保守部品の入手が困難な状況にある中で、エレベーターの故障を未
然に防ぎ、安定的に給食を提供するために制御盤や巻上電動機等の主要
機器の更新を行い、現在の安全基準への対応を図るために地震時管制運
転装置、停電時自動着床装置等を設置するもの。

  巻上電動機、制御盤、操作盤、調速機等の撤去新設
　地震時管制運転装置、停電時自動着床装置等の安全装置の設置
　扉等の塗装ほか

平成２５年度

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

事業費 96,600,000 96,600,000

交付金額 90,320,000 90,320,000

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

　最新の機器を整備したことにより、中学校における情報教育の推進が図れ
た。また、セキュリティ面の安全の確保ができた。

　今後も児童生徒の情報活用能力向上を図るため、定期的な機器の更新を
実施する。

　無

　厚木飛行場関連公共用施設（教育文化施設：中学校パーソナルコンピュータ）整備事業

　大和市長

　大和市立つきみ野中学校、大和市立南林間中学校　ほか7校

　中学校におけるパーソナルコンピュータを活用した情報教育を推進し、高度
情報化社会に対応できる生徒の育成を図る。
　老朽化した教育用コンピュータの更新を行うことで、セキュリティを確保す
る。

生徒用パソコン管理機器、生徒用パソコン機器、ファイルサーバ・ネットワーク機器　ほか

平成２５年度



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 計

円 円 円 円 円 円

24,990,000 24,990,000

交付金額 21,142,000 21,142,000

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。

平成２５年度

　厚木飛行場関連公共用施設（教育文化施設：中部学校給食共同調理場
受変電設備）整備事業

　大和市長

　大和市中央７－１０－６
　大和市立中部学校給食共同調理場

　設置後３０年以上が経過し、いつ故障するか分からない状況にあり、受変
電設備が故障して電力が提供できない場合には、復旧までの間は給食の
提供ができなくなることから、安定的に給食を提供するために受変電設備
の改修工事を実施するもの。

　高圧受電盤、低圧電灯盤、低圧動力盤、変圧器、高圧コンデンサー、高
圧直列リアクトル交換工事ほか

　無

　受変電設備の更新により、受変電設備の故障による突発的な停電を回
避し、共同調理場で安定的に給食を調理することができるようになった。

　今後も受変電設備を安全に安定的に稼動するため、定期点検を実施。

事業費及び交付金額 事業費



付紙様式

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 計

円 円

事業費 24,675,000 24,675,000

交付金額 16,161,000 16,161,000

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

　屋外型キュービクルを更新することで、安定した電源供給を行い、機器劣化
による停電や事故等を未然に防ぐことができた。

　当校の事業は完了したが、今後も他校について受変電設備整備事業を実施していく。

　無

厚木飛行場関連公共用施設（教育文化施設：南林間中学校受変電設備）整備事業

  大和市長

  市立南林間中学校（大和市南林間９－３－１）

  設置後30年が経過し、経年劣化した屋外型キュービクルを更新することで、
安定した電源供給を行い、未然に機器劣化による停電や事故等を防ぐ。
  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。

  受変電設備　一式

  平成２５年度



事  業  評  価  書 
 
補助事業名 厚木飛行場関連公共用施設（医療施設：大和市立病院増築棟）整備事業 

補助事業者 大和市長  

実施場所 大和市深見西８丁目３番６号 大和市立病院 

補助事業の目的 地域の基幹病院として、小児救急を含めた救急部門、化学療法部門、内視

鏡部門の施設及び設備の拡充のため、既存棟に接続する形で２階建ての増築

棟を整備、既存棟の一部改修を行い、救急医療及びがん診療体制の充実を図

り、市民の医療・福祉の向上に寄与するものである。 

補助事業の内容 建物増築 953.75 ㎡   既存棟改修  一式 

補助事業の始期 

及び終期 
平成２４年度から平成２５年度まで 

事業費及び交付金

額 

 ２４年度 ２５年度 計 

事業費 
円 

20,464,500  

円 

339,339,000  

円 

359,803,500  

交付金額 
円 

10,000,000  

円 

170,000,000  

円 

180,000,000  

補助事業の成果及

び評価 

救急部門、化学療法部門、内視鏡部門それぞれの施設・設備を拡充したこ

とで、救急医療及び地域がん診療連携拠点病院として病院機能の強化が図ら

れ、患者に対してより良質かつ適切な医療サービスの提供が可能となった。 

事業の改善策及び

今後の対応 

今後もより一層市民の医療・福祉の向上に努めていく。 

事業評価に際して

の第三者機関の活

用の有無 

無 

 



事  業  評  価  書 

補助事業名 厚木飛行場関連公共用施設（医療施設：大和市立病院乳房撮影装置）整備

事業 

補助事業者 大和市長  

実施場所 大和市深見西８丁目３番６号 大和市立病院 X 線診察室７ 

補助事業の目的 既存機器は購入から９年以上経過しており、耐用年数が超過し、経年劣化

による画像精度が低下して診療に支障をきたしている。そのため、機器の更

新を図ることで、患者に対して適切な X 線検査環境を提供することを目的と

して整備するものである。 

補助事業の内容 購入機器：乳房撮影装置 

SELENIA  Dｉｍｅｎｓｉｏｎｓ 一式 他（日本メディコ社製） 

補助事業の始期 

及び終期 
平成２５年度 

事業費及び交付金

額 

 ２５年度  計 

事業費 
円 

49,350,000  

 円 

49,350,000  

交付金額 
円 

31,600,000  

 円 

31,600,000  

補助事業の成果及

び評価 

最新の機器に更新したことにより、患者への X 線被爆量の軽減を実現し、

読影精度の向上が図れた。さらに、３D トモシンセス機能搭載により、２D

では抽出困難であった腫瘍等の抽出が可能となり、良質で適切な治療の提供

が図れた。 

事業の改善策及び

今後の対応 

診療放射線科職員にて、効率的な運用及び適正な管理を行う。 

事業評価に際して

の第三者機関の活

用の有無 

無 

 



事  業  評  価  書 
 
補助事業名 厚木飛行場関連公共用施設（医療施設：大和市立病院無影灯）整備事業 

補助事業者 大和市長  

実施場所 大和市深見西８丁目３番６号 大和市立病院 手術室 

補助事業の目的 既存機器は、購入から１９年以上経過しており経年劣化が進んでいる。照

明が通常の電球となっている旧型製品であるため放射熱が高く、術者の発汗

による術野汚染のリスクが懸念され、患者への安全管理面に支障をきたして

いる。そのため、最新の機器に更新を図ることで、患者に対して適切な手術

環境を提供することを目的として整備するもの。 

補助事業の内容 購入機器 ： 無影灯  

VISUMⅡ LED 一式 他（日本ストライカー社製） 

補助事業の始期 

及び終期 
平成２５年度 

事業費及び交付金

額 

 ２５年度  計 

事業費 
円 

17,272,500  

 円 

17,272,500  

交付金額 
円 

14,000,000  

  円 

14,000,000  

補助事業の成果及

び評価 

照明の LED 化や操作性の向上などにより、術野汚染リスクの軽減や手術

環境が向上したことで、適切かつ良質な医療サービスの提供が図れた。 

事業の改善策及び

今後の対応 

手術室職員にて、効率的な運用及び適正な管理を行う。 

事業評価に際して

の第三者機関の活

用の有無 

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 　　年度 　　年度予定 　　年度予定 計

円 円

事業費 37,275,000 37,275,000

交付金額 15,500,000 15,500,000

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。

　改修工事の実施により、利用者の安全性や利便の向上及び省電力化が図ら
れた。
＜安全性の向上＞
　○戸開走行保護装置の設置
　○地震時管制運転装置の現行法令適合化
　○ブレーキの２重化、ドアセンサーの多光軸化、監視カメラの設置
＜利便の向上・省電力化＞
　○群管理制御導入による運転の効率化（２台のうち近くの号機を呼び出す）
　○遠隔保守システム導入による現場点検作業の減少（月２回→１回）
  ○モーターの小型化（１１Kw→９．５Kw）、かご内照明のＬＥＤ化

　適切な保守管理を行い機能の維持に努めるとともに、設備の取扱いについて
習熟を深め、利用者の安全性を確保する。

　無

事業費及び交付金額

　 厚木飛行場関連公共用施設（社会福祉施設：保健福祉センターエレベーター
改修工事）整備事業

　大和市長

　大和市鶴間１－３１－７　大和市保健福祉センター

　昭和６３年の開館以来供用している保健福祉センターのエレベーター２台に
ついて、老朽化が進行し、一部部品の供給が平成２６年３月に停止となるた
め、制御装置・巻上機・モーター・調速機・かごの更新等の改修工事を実施す
る。制御装置については、戸開走行保護装置の付加及び地震時管制運転装
置の更新を行い、現行法令適合の仕様とする。その他、かご内への監視カメラ
の設置や群管理運転制御による運転の効率化などを行い、利用者の安全性
や利便性の向上を図り、周辺住民の生活環境の改善を図ることを目的とする。

　○制御・駆動系：制御盤・巻上機・調速機・ブレーキ・ロープ・モーターの更新
　○乗場・かご部：かご本体・扉・扉開閉装置・センサー・操作パネル・内装の
　　更新及び監視カメラの設置

平成２５年度



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 計

円 円

事業費 15,317,400 15,317,400

交付金額 14,500,000 14,500,000

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。

　車両を更新したことで、赤色警光灯の視認性が向上するとともに、資機材の
収納力が向上したことで、消防団の活動がより円滑に行えるようになった。防
衛施設での災害にも迅速に対応することができることから、市民の災害に対
する不安を和らげることができると評価する。

　今後とも消防団活動が適切に行えるように、車両及び資機材を適切に使用
する。

　無

事業費及び交付金額

　厚木飛行場関連公共用施設（消防に関する施設：小型動力ポンプ付積載
車）整備事業

　大和市長

　大和市中央林間一丁目４番９号　第５分団
　大和市中央六丁目２番２３号　　　第９分団

　地域防災力の要である消防団の車両は、市内に１７台配置し、建物火災、台
風又は集中豪雨などの風水害における警戒広報、水防活動、救助活動など
様々な災害に対応するため出動している。
　また、災害以外でも地域の防災訓練などでも指導的な役割を担っており、そ
の重要性は年々高まっている。
　このように地域に密着している消防団の車両及び資機材を更新することで、
地域住民の災害に対する不安を払拭し、地域住民の生活の安寧に寄与する
ことができることから、交付金により事業を実施する。
　この事業を行うことで、消防団の消防力が向上し、災害対応力が向上するこ
とで、厚木飛行場の安定的使用に寄与させる。

　小型動力ポンプ積載車２台の更新整備

　平成２５年度


