
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 25年度 計

円 円 円

事業費 8,024,100 5,460,000 13,484,100

交付金額 5,437,000 2,610,000 8,047,000

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。

　道路整備工事を実施したことにより、健全なる道路構造が回復でき、交通の
安全と円滑化が図られ、周辺住民から評価された。

　地域住民の理解を得ながら計画的な事業を実施。

　無

事業費及び交付金額

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（交通施設：小坪114号）整備
事業

逗子市長

逗子市小坪４丁目地先

　市道小坪114号沿線の住民より、道路舗装がいたんでいることにより、交通に
支障があるとして舗装工事の要望があり、市で工事の時期等を検討したとこ
ろ、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。
　道路整備工事を実施することにより、小坪地区の交通の安全と円滑化を図る
とともに池子住宅地区及び海軍補助施設の安定的使用に寄与する。

　舗装工事　工事延長　Ｌ＝38.0ｍ　道路幅員　Ｗ＝6.4～7.9ｍ

平成23年度から平成25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

24年度以前 25年度 26年度以降予定 計

円 円 円 円

事業費 57,441,300 12,075,000 52,883,700 122,400,000

交付金額 43,181,000 10,400,000 44,339,000 97,920,000

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

　歩道整備を実施したことにより、健全なる歩道構造が回復でき、交通の安全と円滑
化が図られ、周辺住民から評価された。

　地域住民の理解を得ながら計画的な事業を実施。

　無

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（交通施設：久木149号外１歩道）
整備事業

逗子市長

逗子市久木８丁目地内

　市道久木149号外1沿線の住民より、歩道がいたんでいることにより、歩行者の交通
に支障があるとして歩道整備工事の要望があり、市で工事の時期等を検討したとこ
ろ、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。
　歩道整備工事を実施することにより、久木地区の交通の安全と円滑化を図るととも
に池子住宅地区及び海軍補助施設の安定的使用に寄与する。

　インターロッキング工　工事延長　Ｌ＝351ｍ　道路幅員　Ｗ＝2.2～2.4ｍ

平成22年度から平成27年度（予定）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

23年度 25年度 計

円 円 円

事業費 4,555,950 17,325,000 21,880,950

交付金額 3,375,000 14,790,000 18,165,000

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

　道路整備工事を実施したことにより、健全なる道路構造が回復でき、交通の
安全と円滑化が図られ、周辺住民から評価された。

　地域住民の理解を得ながら計画的な事業を実施。

　無

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（交通施設：久木８号）整備
事業

逗子市長

逗子市久木６丁目地先

　市道久木8号沿線の住民より、道路舗装がいたんでいることにより、交通に支
障があるとして舗装工事の要望があり、市で工事の時期等を検討したところ、
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。
　道路整備工事を実施することにより、久木地区の交通の安全と円滑化を図る
とともに池子住宅地区及び海軍補助施設の安定的使用に寄与する。

　舗装工事　工事延長　Ｌ＝241ｍ　道路幅員　Ｗ＝4.2～6.1ｍ

平成23年度から平成25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 計

円 円

事業費 8,158,000 8,158,000

交付金額 7,000,000 7,000,000

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

　道路整備工事を実施したことにより、健全なる道路構造が回復でき、交通の
安全と円滑化が図られ、周辺住民から評価された。

　地域住民の理解を得ながら計画的な事業を実施。

　無

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（交通施設：桜山115号）整備
事業

逗子市長

逗子市桜山５丁目地内

　市道桜山115号沿線の住民より、道路舗装がいたんでいることにより、交通に
支障があるとして舗装工事の要望があり、市で工事の時期等を検討したとこ
ろ、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。
　道路整備工事を実施することにより、桜山地区の交通の安全と円滑化を図る
とともに池子住宅地区及び海軍補助施設の安定的使用に寄与する。

　舗装工事　工事延長　Ｌ＝91ｍ　道路幅員　Ｗ＝7.1ｍ

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

24年度 25年度 　　年度予定 　　年度予定 計

円 円 円

事 業 費 2,677,500 3,129,000 5,806,500

交付金額 2,400,000 2,500,000 4,900,000

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。

事業費及び交付金額

   防球ネット増設工事を実施したことにより、野球場利用者に安心して利用
できるようになり、また、周辺住民や公園利用者の安全を確保することが出
来た。

   地域住民、公園利用者の理解を得ながら、計画的な事業を実施する。

   無

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（スポーツ又はレクリエー
ションに関する施設：第一運動公園）整備事業

逗子市長　

逗子市池子１丁目地内（第一運動公園野球場）　

　当該地区公園にある野球場は、逗子市内の唯一の施設であり利用頻度が
極めて高い。また、公園利用者から、公道や住宅に近接しており球が施設
外に飛び出す事故が年に数件あることで、工事の要望が以前からあった。
　このため、防球ネット増設工事を実施することにより、野球場、公園利用者
及び周辺住民の安全を確保するとともに池子住宅地区及び海軍補助施設
の安定的使用に寄与させる。

　工事延長　Ｌ＝49.45ｍ、高さ　Ｈ＝10.0ｍ（ｈ24年度）
　工事延長　Ｌ＝50.2ｍ、高さ　Ｈ＝10.0ｍ（ｈ25年度）

平成24年度から平成25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 計

円 円

事業費 24,515,406 24,515,406

交付金額 13,785,000 13,785,000

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

　 補助事業を活用したことにより、利用者にとって魅力的な各種備品を満遍
なく整備することが出来たため、開設当初から予想を超える施設利用者があ
り、既に当該地域におけるランドマークとして市民に親しまれる施設となった。

   利用者へ備品の積極的利用を促進すると同時に、効果的なメンテナンスを
行うことで長期間使用出来るよう図る。併せて、特定防衛施設周辺整備調整
交付金事業の活用により整備された備品であることを広く市民に周知を図
る。

  無

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（スポーツ又はレクリエー
ションに関する施設：第一運動公園体験学習施設備品購入）整備事業

逗子市長　

逗子市池子1－１１－２　逗子市体験学習施設内

　かねてより、市民の憩いの場、異世代間交流の場そして児童青少年の活動
拠点としての開設が切望されていた体験学習施設が、平成25年度に竣工、
平成26年4月に開設する事に伴い、市民の多様なニーズに応じた備品を整備
し、体験学習活動の推進に寄与することで、池子住宅地区及び海軍補助施
設の安定的使用に寄与するもの。

　逗子市体験学習施設に係る什器、体育器具、音楽機器、プロジェクター等
一式　備品購入。

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 9,271,500 9,271,500

交付金額 7,500,000 7,500,000

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。

事業費及び交付金額

  経年劣化した車両を更新し、安全な収集作業体制の維持が出来た。

　引き続き、経年劣化した車両の順次更新を図る。

　無

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（環境衛生施設：じんかい
収集車）整備事業

逗子市長

逗子市池子4-956（環境クリーンセンター内）

　購入から年数が経過した収集車両は、経年使用により劣化が生じる。特に
車両のサイドブレーキやクラッチ、足回り部分については運用に支障が生じ、
危険である。　安全な収集作業を維持するとともに、購入から１０年経過を目
途に収集車両を更新する。
　また、車両の更新により、最新の規制に対応したより高い環境性能の高い
車両を導入し、地域住民への影響を軽減を目指すとともに、池子住宅地区及
び海軍補助施設の安定的使用に寄与する。

　収集車両（２ｔパッカー車 1台・軽深型ダンプ車 1台）の購入

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 　　年度 　　年度予定 　　年度予定 計

事業費 9,450,000 9,450,000

交付金額 7,500,000 7,500,000

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。

　焼却灰の安定運搬を図ることが出来たことにより、市民生活の環境衛生の
維持に欠かすことのできないごみ処理体制の維持が図れた。

焼却灰運搬車両の維持管理を図り、灰運搬体制の維持を図る。

無

事業費及び交付金額

池子住宅地区及び海軍補助施設関連公共用施設（環境衛生施設：灰運搬
車）整備事業

逗子市

逗子市池子4-956（環境クリーンセンター内）

　従来使用していた灰運搬車は平成12年度の購入から13年が経過し、経年
劣化等により、平成24年11月からは修繕が困難な状況となっており、焼却灰
の安定運搬に支障をきたしている。 新たに灰運搬車を購入することにより、
直接持ち込まれた可燃ごみや市内ごみステーションから収集した可燃ごみ等
を焼却処理した焼却灰の安定運搬を図り、市民生活の環境衛生の維持に資
することを目的とするとともに、池子住宅地区及び海軍補助施設の安定的使
用に寄与する。

焼却灰運搬車両（４トン深型アーム式脱着装置付きコンテナシステム車1台）
の購入

平成25年度


