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第 1 部 平成 19 年度包括外部監査について 
 

第 1 章 包括外部監査とは何か 
 

包括外部監査とは何なのか。それは何を目指しているのか。また、浜松市の包括外部監査人と

して監査人自身、浜松市の監査に対してどのような姿勢、どのような考え方で取り組もうとして

いるのか。こうした点から報告を進めることとする。 
 

1、包括外部監査とは何なのか、それは何を目指しているのかについては、地方自治法が規定し

ている。包括外部監査制度は平成 9 年 6 月の地方自治法の改正により制度化された。今回、平

成 19 年度の監査で 9 回目となる。この制度は開始してからまだまだ歴史は浅く、緒について間

もないといえる。そして、地方公共団体に対して、その地方公共団体から全く独立し、利害関係

を一切持たない、第三者が行う監査であり、しかも公認会計士など、専門家による外部監査制度

である。その点で、各地方公共団体が内部的な監査制度として設置している監査委員制度とはそ

の役割や効果が機能的に全く異なるものである。 
 

包括外部監査の役割や効果について地方自治法が定める要旨は次の通りである。 
 

 （包括外部監査人の監査） 
  第 252 条の 37 包括外部監査人は、浜松市の財務に関する事務の執行及び浜松市の経営に

係る事業の管理のうち、第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨を達成するため必要と認

める特定の事件について監査するものとする。 
  ２ 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たっては、浜松市の財務に関する

事務の執行及び浜松市の経営に係る事業の管理が第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨

にのっとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 
 
この条文の中で引用されている、第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定は次の通りである。 

 
 （地方公共団体の法人格、事務、自治行政の基本原則） 
  第 2 条 14 項 浜松市は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めると

ともに、 小の経費で 大の効果を挙げるようにしなければならない。 
  15 項 浜松市は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に

協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 
 

このように浜松市の行政が� 小の経費で 大の効果を挙げているか、�常に組織及び運営の合

理化に努めているかという観点に立って監査を行うことになっている。そのため包括外部監査は、

監査の本来の目的である、収入や支出の合法性と合規性を監査するだけでなく、それらの経済性、

効率性、有効性をも監査するという特色がある。 
 

2、次に、浜松市の包括外部監査人として監査人自身、浜松市の監査に対してどのような姿勢、

どのような考え方で取り組もうとしているのかについてである。先に述べた地方自治法第 252
条の 37 の規定に従って、その目的を達成することが任務であることは当然である。そこでは先

ず、取り上げた監査テーマに関係する収入や支出が合法的であり、規則にしたがったものである

かどうかをチェックすること。また、こうした収入や支出が経済性、効率性、有効性を備えたも

のであるかどうかもチェックすることである。ところが、このように一言で言ってはみたものの、

それほど簡単に言い切れるものではない。一つに、収入や支出が合法的であり、規則にしたがっ

たものであるかどうかのチェックはあくまでも試査という手続で行う。つまり、膨大な収入・支

出項目のすべてをチェックすることは出来ないので、一部を抽出して行うことになる。その際に、

不正や違法行為が起こり得ないような体制ができているかどうかに十分注意しながら行って、一

部のチェックを通して全体としても不正や違法はないという判断を下すことになる。 
次に、収入や支出が経済性、効率性、有効性を備えたものであるかどうかのチェックを考えた場
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合、何があるいはどこが経済性、効率性、有効性に劣っているかどうかの判断は、浜松市の立場

と外部監査人とで見解が相違することが起こることである。このことはどちらかが主観的である

とか、客観性に欠けるとかいうこととは異なる。こうした場合どちらの見解を取り上げるのか意

見の分かれるところである。しかし、浜松市の外部監査人としては、見解に誤りがない限り、見

解の相違は起こって然るべきものであり、もし見解の相違があったとき、浜松市の見解に沿った

ものに変えたりすれば、外部監査制度の趣旨に反することになると考える。 
ところで、包括外部監査にはもう一つ特色がある。浜松市の行政活動は極めて広範囲に及ぶ。こ

うした活動について一度に全てを監査することは膨大な監査体制とコストを要する。そのため一

度に広範囲を監査するという仕組みは止めて、包括外部監査人に公正な第三者の立場で自由に監

査テーマを選定してもらい、そのテーマに対して徹底的に監査するという方法を採用している。

こうして選ばれたテーマを上記の法律では特定の事件と呼んでいる。このような特定の事件とし

て、過去 8 回の包括外部監査では次のようなテーマについて監査がされた。 
 

第 1 回目 平成 11 年度 
（1）浜松市の土地開発公社平成 10 年度決算 
（2）財団法人浜松市建設公社平成 10 年度決算 
（3）小型自動車競走事業（特別会計）の財務状況について 

 
第 2 回目 平成 12 年度 

（1）浜松市下水道事業の平成 11 年度決算並びに管理運営について 
（2）県西部浜松医療センターの平成 11 年度決算並びに管理運営について 
 

第 3 回目 平成 13 年度 
補助金の制度、運用について 
（平成 12 年度実績で一般会計歳出総額の 9％、177 億円） 

 
第 4 回目 平成 14 年度 

委託料に係る制度、運用について 
（平成 13 年度実績で一般会計歳出総額の 9％、169 億円） 

 
第 5 回目 平成 15 年度 
   工事請負費に係る制度・運用について 
  （平成 14 年実績で一般会計歳出総額の 10.4％、193 億円） 
 
第 6 回目 平成 16 年度 

 外郭団体等における出納その他市民負担にかかわる管理について 
（対象にした外郭団体等 ： アクトシティー浜松運営財団、浜松市フラワー・フルー

ツパーク、浜松市体育協会、浜松市文化協会、浜松市建設公社、浜松市社会福祉事業団、

静岡県小型自動車競走会、浜松市社会福祉協議会、浜松市清掃公社の 9 団体） 
 
第 7 回目 平成 17 年度 

浜松市における人件費支出の適正性について 
 

第 8 回目 平成 18 年度 
浜松市における水道並びに下水道に関わる事業について（これら事業に類似する農業

集落排水事業、簡易水道事業及び財団法人浜松市清掃公社などを含む） 
 

包括外部監査人と浜松市との契約は 1 年ごとであり、同一の包括外部監査人との契約は、独立

性を維持し、浜松市との利害関係を排除する趣旨から 3 年が限度となっている（地方自治法 252
条の 36、第 3 項）。平成 19 年度包括外部監査人は同一人としては、17 年、18 年と監査に従事

し、この 19 年度が 終年度となる。 
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第 2 章 平成 19 年度の監査テーマ選定の理由 
 

平成 19 年度包括外部監査は当然に過去 8 回の監査テーマを見比べて種々検討した。その結果、

すべての浜松市民の日々の生活に溶け込んでいると同時に、文化的な水準や人々の物的・精神的

な幸福度とも深く関わっている道路事業に焦点を当てることにし、監査テーマも「道路（国・県・

市道のほか農道、林道、用排水路を含む）及び付帯施設に関する計画並びに財務執行について」

としたものである。 
 
 選定の理由 
  
浜松市は道路の建設や維持管理のために多額の支出を行っているのではないかという思いは、道

路が生産や労働それに生活を行う上で不可欠な手段になっていることからも明らかである。適切

な道路配置は浜松市民が場所を移動するのに 初に必要となる。人間に例えれば血管に当たるも

のといえる。しかし、他方では、道路は単に移動のためにあればいいのではない。移動のための

道路というのは経済活動や日常生活を行う上での 低限の機能に過ぎないと思われる。道路観あ

るいは道路への期待や欲求は人によって大きな差異があるのではないか。これに関連して、経営

学を学んだ人は誰もが知っている米国の社会心理学者 A.マズローの欲求 5 段階説を通して説明

してみたい。 
マズローによると人間の欲求には 5 つの段階があり、それも人が成長するにつれて 1 段ずつ高

くなっていくとする。第 1 段階は生理的欲求である。これは人が生きていくための 低限のも

ので、食べる、着る、住むことへの欲求である。第 2 段階は安全や安定への欲求で、これは衣

食住の不安がなく、安心して生活したいという欲求。第 3 段階では社会的または連帯の欲求へ

と高まる。いろいろな集団に帰属し、そこで受け入れてもらい、満足感を感じる、そういう欲求

を持つようになる。第 4 段階ではこうした集団の中で、尊敬され、認められたいとする、自尊

の欲求である。第 5 段階は自己実現の欲求で、自分の能力や可能性を高め、発揮して、人間と

して自分が望む人間になりたいという欲求である。 
浜松市民がもっている道路観も一つでないことは明らかである。単なる移動の手段として捉える

道路観は第 1 段階の生理的欲求または第 2 段階の安全・安心の段階の道路観ではなかろうか。

単に行きたいところに行けるという段階の道路構造から、行きたいところに散歩してあるいはサ

イクリングで行ける道路構造に、更には老人や子供が安心して行きたいところに行ける道路、あ

るいは歩いていて喜びや満足感が感じられる道路というように、いくつかの段階があって、求め

る段階は人々の道路観によって変わってくる。 
また、道路には街道といわれるように歴史が込められている。道路の造りはその地方の文化水準

を測る物差しともなる。物的な豊かさも道路を歩いてみれば強く感じられよう。また、散歩や散

策は心を清めてくれるが、道路の造りがいいか悪いかで、心の満足は大きな違いを生むであろう。 
今日では、道路建設にはユニバーサルデザインが求められている。歩行者はいうまでもなく、道

路は車いすやべビーカーを利用するお年寄りや女性、障害を持った人たちなどにも安全が確保さ

れていることが重要な要素になっている。浜松市の「人にやさしい道づくり」整備指針の中でも次の

ように述べられている。 
「・・・・今、人々のニーズは「道」にやさしさ、ゆとり、文化性、美しさといった質的な快適さを求め

ており、これらは、今後道路が備える基本的の機能のひとつとして位置付けることが肝要である・・・・」 
このように、道路にはいろいろな配慮が込められていなくてはならない。そのような配慮とは主

には下記①から⑩に掲げたような項目であろう。こうした配慮は市民の豊かさが増して、福祉へ

の欲求が高まるほど大きくなっていく。平成 19 年度の包括外部監査では、道路（国・県・市道

のほか農道、林道、用排水路を含む）建設や維持管理、それに関連する下記のような付帯施設や

付帯事項に関する計画並びに財務執行をテーマとする。 
 
① 交通安全（交通事故や夜間歩行者などの安全への配慮） 
② ユニバーサルデザイン（車椅子、ベビーカー、高齢者などへの配慮） 
③ 側溝（十分な道路幅の確保や美観を損なうゴミや排水の露出への配慮） 
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④ 省エネ・環境（渋滞、交通騒音や大気汚染防止への配慮、街路樹の配置など） 
⑤ 美観（道路標識、民間看板、電線、電柱、建物などと美観への配慮） 
⑥ 年度末への工事集中（工事の年度末への集中によってコスト高や通行障害問題発生の有無） 
⑦ 工事中の安全管理（工事中の通行者への配慮） 
⑧ 水道、下水道、電気、ガスなどの関連工事との調整（工事が重複しないことへの配慮） 
⑨ 予算の年度執行と繰越明許費、債務負担行為との関連 
⑩ 上記以外の重要な付帯施設（公園と道路配置など） 
監査に際しては、合規制、経済性、効率性、有効性の観点を踏まえて行うと同時に、上記の①か

ら⑩の項目については、市民の目線で捕らえてどうかという観点、および浜松市の諸計画やビジ

ョンとの適合性からはどうかという点に留意して取り組む。 
 

第 3 章 監査実施者並びに実施した監査の概要 
 
１ 監査実施者 

包括外部監査人     公認会計士  松島 知次氏 
包括外部監査人補助者  弁 護 士  安間 龍彦氏 
包括外部監査人補助者    公認会計士  田畑 隆久氏 
包括外部監査人補助者    公認会計士  大澤 正美氏 
包括外部監査人補助者    公認会計士  吉岡 浩二氏 
包括外部監査人補助者    公認会計士  柴山 和俊氏  
包括外部監査人補助者    税 理 士  鈴木 孝行氏 
包括外部監査人補助者    税 理 士  新村 辰三氏 

 
２ 監査期間 
  平成 19 年 7 月 2 日から平成 20 年 2 月 1 日 
 
３ 監査の法令根拠 

地方自治法第 252 条の 27 第 2 項の規定に基づいて実施する包括外部監査 
 

４ 包括外部監査人と浜松市との利害関係 
   包括外部監査人は、包括外部監査の対象とした事件について、地方自治法第 252 条の 29

に定める、浜松市との利害関係は有しない。 
 
５ 監査の概要 
(1) 監査の範囲 
監査テーマの選定理由で述べたとおり、道路（国・県・市道のほか農道、林道、用排水路を含む）

建設や維持管理、それに関連する下記のような付帯施設や事項に関する計画並びに財務執行をテ

ーマとする。収入と支出については 18 年度決算数値を基にする。 
①  交通安全（交通事故や夜間歩行者などの安全への配慮） 
②  ユニバーサルデザイン（車椅子、ベビーカー、高齢者などへの配慮） 
③  側溝（十分な道路幅の確保や美観を損なうゴミや排水の露出への配慮） 
④  省エネ・環境（渋滞、交通騒音や大気汚染防止への配慮、街路樹の配置など） 
⑤  美観（道路標識、民間看板、電線、電柱、建物などと美観への配慮） 
⑥  年度末への工事集中（工事の年度末への集中によるコスト高や通行障害問題発有無） 
⑦  工事中の安全管理（工事中の通行者への配慮）、 
⑧  水道、下水道、電気、ガスなどの関連工事との調整（工事が重複しないことへの配慮） 
⑨  予算の年度執行と繰越明許費、債務負担行為との関連 
⑩  上記以外の重要な付帯施設（公園と道路配置など） 
監査に際しては、合規制、経済性、効率性、有効性の観点を踏まえて行うと同時に、上記の①か

ら⑩の項目については、市民の目線で捕らえてどうかという観点、および浜松市の諸計画やビジ

ョンとの適合性からはどうかという点に留意して取り組む。 
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(2) 監査の目標又は着眼点 
監査を実施するに際しての監査目標又は着眼点は以下の点にある。 
①  平成 18 年度（以下同じ）請負工事費の入札が適切に実施され、コスト削減が図られてい

るか 
②  委託費の入札が適切に実施され、コスト削減が図られているか 
③  道路建設の数量と単価の関係は適切か 
④  道路補修の数量と単価の関係は適切か  
⑤  監査テーマに関係する収入および支出内容は適正か 
⑥  土地区画整理事業の支出内容の適正性 
⑦  市街地開発事業の支出内容の適正性 
⑧  土地改良事業の支出内容の適正性 
⑨  監査の範囲①から⑩に掲げた諸施設に対する支出は適切になされているか。 
⑩  道路や付帯施設の建設に際しては浜松市の諸計画との整合性は採られているか 
 
(3) 監査の主な手続 
上に述べた監査目標を達成し又は着眼点を解明するために必要な監査手続を実施した。即ち、関

係部署のヒヤリング、証拠文書や資料（各種の決算書、契約書、入札に関する資料、支払命令書、

入金に関する資料、規定など）の閲覧・照合、現場視察である。ところで、道路は浜松市の資産

である。単年度の支出で生まれる道路は全体の道路から見れば僅かなものであり、長い年月の支

出の累積から今日の道路状況が出来上がっているのであるから、単年度の支出分だけを切り離し

てみるということは意味に乏しい。このため、今年度の監査では、道路を資産、即ち貸借対照表

の部に掲げられる固定資産として捉えて、貸借対照表的な視点を取り入れている。しかし、監査

にかける総時間には限度があるので、予定した総監査時間の中で実施できる手続に限られる。従

って、監査目標の達成にしても、着眼点の解明にしても、自ずから、達成・解明できる範囲が限

られることは止むを得ないことである。 
 

第 4 章 外部監査結果報告書の構成について 
 

この報告書の構成と目的は次の通りである。 
 
第 1 部は包括外部監査というものの概要説明を行っている。包括外部監査とは何であるか、そ

の目的についてなどはごく少数の専門家には分かっていても、ほとんどの人には知られていない。

そこで、第 1 部では本年度監査の概要に併せて、この監査の一般的な解説も行っている。 
 
第 2 部は監査結果に関する指摘事項並びに説明及び意見を記載している。地方自治法第 252 条

の 37 第 5 項は「包括外部監査人は、包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を

決定し、これを議会、長及び監査委員・・・（略）・・・その他法律に基づく委員会又は委員に提

出しなければならない」と規定している。このように、監査を実施した時はこれを監査結果報告

書としてまとめ、関係者に提出することになっている。監査結果の報告書に関し、その形式とか、

どのような内容のことを記載するかといったことについては地方自治法では規定されていない。

従って、報告書の形式や内容は包括外部監査人が、この監査の法的趣旨に照らして、独自に決定

し、行うことになる。そこで、本項に規定する監査結果については、第 2 部で指摘事項として

記載し、同時にそれだけでは内容が十分に伝わらないと思われるので指摘事項の下に説明を付し

ている。その際に、監査の結果に関連する資料及び説明などは第 3 部と第 4 部にまとめて示し

ているので、該当する参考資料の項目とそのページも付している。 
ところで、同法 252 条の 38 第 2 項では「監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、包

括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてそ

の意見を提出することができる」と規定している。この規定から監査結果の報告と意見の提出と

は内容的にも報告形式も別物と考えられる。しかし、先にも述べたとおり、包括外部監査は、合

規制、経済性、効率性、有効性の四つの観点を踏まえて行うとことになっている。合規制に関す
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る指摘については意見を述べる余地はあまりないであろう。しかし、経済性、効率性、有効性に

関する監査結果の指摘では、どうしても意見に踏み込んで述べることを避けることができない。

そのため、監査結果に関する指摘事項並びに説明に加えて、提案などは意見の性格を伴うものな

ので、第 2 部では、監査結果に関する指摘事項並びに説明及び意見としたものである。その際

に、監査結果の説明を行う中で、意見の部分がどうしても入り込むことになり、両者を別個に記

載することが重複になりやすいので、説明並びに意見として一括したものである。 
 
第 3 部は現地視察を行った場所について、写真掲げている。写真とともに、なるべく視察場所

の説明と視察の目的について記載している。視察場所は膨大な道路行政の量から見ればごく限ら

れたものではある。しかし、今年度の監査テーマに照らして、現場視察の重要度が極めて高いと

考え、時間が許す範囲内で実施した。 
 
第 4 部は監査の結果に関連する資料及び説明をまとめて掲げている。他の地方自治体の監査報

告書を見ると、監査を行った項目ごとに資料や説明の後に、監査結果としての指摘事項を記載し

ている事例が多い。浜松市の包括外部監査では、指摘事項は第 2 部にまとめたことに伴って、

監査の結果に関連する資料及び説明も第 4 部にまとめたものである。第 4 部の 後に別表を掲

げている。ここでは、第 4 部に掲げるには一つの資料として大きすぎるものを持ってきている。

本来、第 4 部の各章に置いてもいいのであるが、ページ数が何枚にも渉る資料は、資料間の継

続性が途切れたりして好ましくないと思われたため、このような掲載方法を採用した。 
 
ページ番号は部ごとに 1 ページから付番しており、例えば第 4 部であれば 4－1 から開始してい

る。 
 
以上が、本監査報告書の構成とその目的である。 
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第 2 部 監査の結果に関する指摘事項並びに説明及び意見 
第 1 章 財務分析に基づく監査結果 
監査結果 1 総市債残高 5,663 億円と債務負担金額の示し方 
監査結果 2 実質公債費比率と将来負担比率の開示  
監査結果 3 債務（損失）補償限度額と実際の債務額の乖離 
監査結果 4 リース債務の総額の表示 
監査結果 5 使いやすい収入及び支出の帳簿システムの確立 
第 2 章 入札に関する監査結果 
監査結果 6 土木費支払額が期末に集中する傾向について 
監査結果 7 土木費支出に占める職員人件費と委託料の比率が高い 
監査結果 8 道路建設と道路の改修補修に対して支出した直接工事代の比率 
監査結果 9 農林水産業費支払額が期末に集中する傾向について 
監査結果 10 土地改良区への支出 40 億円の効果 
監査結果 11 農林水産業費支出に占める職員人件費と委託料の比率が 42％と高い 
監査結果 12 設計額とは別に予定価格を示す必要があるのではないか 
監査結果 13 土木費の委託料は発注先が偏っている 
監査結果 14 土木費の委託料の中に随意契約によるものがある 
監査結果 15 土木費の請負工事入札で一般競争入札の導入が不十分 
監査結果 16 土木費の委託業務はすべて指名競争入札方式によっており落札率が高い 
監査結果 17 農林水産業費の農道建設入札結果は 95％以上の高率 
監査結果 18 農林水産業費の林道建設入札結果は 97％の高率 
監査結果 19 中瀬南部土地区画整理事業入札結果の問題 
監査結果 20 船明土地区画整理事業（組合施行）平均落札率は 96％の高率 
監査結果 21 西都土地区画整理事業入札では落札率 100％の契約がある 
監査結果 22 組合施行区画整理事業での落札差額と行政コスト削減の関係 
第 3 章 浜松市の諸計画と施策の整合性について（道路関係） 
監査結果 23 第1次浜松市総合計でユニバーサルデザインの推進が道路建設に未反映 
監査結果 24 歩行者空間ネットワークの構築計画 
監査結果 25 自転車空間ネットワークの構築計画 
第 4 章 ユニバーサルデザイン条例及び同推進計画（道路関係） 
監査結果 26 ユニバーサルデザイン条例第15条第2項と道路建設における利用者意見の反映 
監査結果 27 ユニバーサルデザイン条例第15条2項と公園建設における利用者意見の反映 
監査結果 28 公共交通事業者とユニバーサルデザイン条例第16条第1項履行努力 
監査結果 29 民間事業者とユニバーサルデザイン条例 17 条第 1 項履行努力 
第5章 国道、県道、市道 
監査結果 30 道路構造令第11条2項の履行に必要な歩道設置基準 
監査結果 31 道路構造令第11条1項に基づく県道への歩道設置 
監査結果 32 道路構造令第11条1項に基づく国道への歩道設置 
監査結果 33 都市計画道路阿蔵山線での道路入口の長期間封鎖と道路支出の損失 
監査結果 34 都市計画道路完成率50.2％と未整備の区間への対応の仕方 
監査結果 35 東名高速道路の渋滞通勤時間帯への利用拡大 
監査結果 36 中心市街地での横断地下道への依存 
監査結果 37 道路台帳の更新の基準時点と経年変化修正作業の未完了 
監査結果 38 道路台帳経年変化修正業務を20年以上1社が継続受注している 
監査結果 39 道路建設の計画当初の予算額と累積の実際額との比較 
監査結果 40 市道整備優先順位評価表の記載方法 
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監査結果 41 新設生活道路へのユニバーサルデザインや環境に配慮した道づくり指針 
監査結果 42 道路用地の買収に関する土地の評価日について 
監査結果 43 道路用地の買収に関する営業補償の評価日について 
監査結果 44 道路設置に伴う物件移転補償の際の営業補償期間統一について 
監査結果 45 公共事業再評価の範囲に市単独事業の道路新設工事は含まれていない 
第 6 章 土地区画整理事業 
監査結果 46 組合施行区画整理事業で理事就任の会社が工事を受注する場合 
監査結果 47 組合施行区画整理事業での道路延長と歩道延長の関係 
監査結果 48 旧区画整理事業では町づくりのための地区協定が未整備 
監査結果 49 街づくりコーディネート業務委託への浜松市支出の妥当性 
監査結果 50 浜松市施行区画整理事業での完成までの計画期間の大幅延長 
監査結果 51 高竜地区土地区画整理では計画段階から変則五差路を生む 
監査結果 52 浜松市施行土地区画整理事業で飛び石的に道路が建設される 
第7章 市街地再開発事業 
監査結果 53 旭板屋Ｂ地区市街地再開発組合の分譲マンション共用通行部分への補助 
監査結果 54 市街地再開発事業での共同施設整備のための補助金の目的外使用 
第 8 章 土地利用事業の適正化要綱 
監査結果 55 土地利用事業の適正化要綱の個別基準「外柵」の規定 
監査結果 56 「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」と歩道の設置 
監査結果 57 「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」の不届出事業者の把握 
第 9 章 土地改良事業 
監査結果 58 土地改良事業地内農地で耕作放棄地が及ぼす補助金損失 
監査結果 59 土地改良区の事業への補助金支出の意味 
監査結果 60 農業委員会が行う業務と農用地区域内の農業放棄地 
第 10 章 林道建設 
監査結果 61 林道の建設と荒廃山林 
第 11 章 交通安全計画と諸施策 
監査結果 62 交通事故の多い交差点の 3 年間の改善 
監査結果 63 浜松市は静岡県で も交通事故が多い都市 
監査結果 64 第 8 次浜松市交通安全計画の中の交通事故削減目標 
監査結果 65 浜松市交通安全対策会議の委員の中に市民が含まれていない 
監査結果 66 浜松市には 20 ㎞を制限速度とする道路はない  
監査結果 67 第 8 次浜松市交通安全計画「２ 講じようとする施策は」の優先順位 
監査結果 68 第 8 次浜松市交通安全計画「２ 講じようとする施策は」の成果 
監査結果 69 通学路危険個所調査に基づく回答 
第 12 章 公園 
監査結果 70 歩道設置がない公園周囲をフェンスで囲っている 
監査結果 71 浜松市公園愛護会報償金交付要綱 
第 13 章街路樹 
監査結果 72 浜松市街路樹愛護会報償金交付要綱 
監査結果 73   歩道上への街路樹計画が近接居住者の反対で設置できないケース 
監査結果 74 中央分離帯は管理上の問題で植栽が少ない 
第14章 用水路、排水路及び側溝 
監査結果 75 排水路が通行の障害や景観を損ねたりしている 
監査結果 76 側溝の蓋かけがされていない区間 
監査結果 77 農業用水路が通行の障害や景観を損ねたりしている 
監査結果 78 農業用水路の本数や延長距離のデータを浜松市は把握していない 



2-3 

第15章 都市景観及び屋外広告物 
監査結果 79 都市景観形成地区の 近5年間の推移 
監査結果 80 屋外広告物の主要道路での乱立 
監査結果 81 屋外広告物条例における規制地域区分ごとの個別基準の見直し 
監査結果 82 のぼり旗を置く場合の手数料は徴収されていない。 
監査結果 83 違反する屋外広告があっても違反業者の特定に困難を来している 
監査結果 84 屋外広告物の掲出手数料は静岡県条例の金額よりも安い 
第16章 駐車場案内システム、道路占有物件 
監査結果 85 駐車場案内システムは支出に見合う効果はない 
監査結果 86 少額の占用料は徴収コストが収入を超える場合がある 
監査結果 87 民地設置が原則の電柱本数が道路上で増えている 
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（財務部） 
 

監査結果１ 浜松市の総市債残高 5,663 億円（平成 18 年度末）は浜松市が負っている債務

の金額の全てを示しているとはいえない。また、債務負担行為の説明の中で債務負担金額

を示していない個所がある。 
 
浜松市は新中期財政計画（平成 19 年度～平成 26 年度）の中で総市債残高を 5,663 億円と

している。しかし、ここには土地改良区が有する浜松市負担債務 90 億円（総額 108 億円か

ら地元負担分を除いた金額。この他利子 12 億円）と浜松市の財団法人などが有する債務は

含まれていない。また、債務負担行為を説明する「予算に関する説明書」の中で土地改良

区の債務について、「地元負担金のうち浜松市分相当額」などとしてとして示されているだ

けで、金額の表示はされていない。 
 
参照資料 第 1 章 1-1 浜松市の中期財政計画について   4-4 頁 
 第 3 章 3-1 第 1 次浜松市総合計画・・はままつやらまいか創造プラン<2007-2014>

から   4-39 頁  
 平成 19 年度予算に関する説明書（頁 520,522,524,526,528,530） 
 
説明並びに意見 
 
浜松市は 5,663 億円以外に様々な債務負担行為を行っている。その主なものは次の通り。 
 
一般会計    国県道に係る県債償還金負担額    13,105,000 千円 
土地改良区   土地改良区借入金            8,972,657 千円 
        都田地区事業用地取得費             5,484,653 千円 
建設公社    短期借入金                        7,366,565 千円 
土地開発公社  短期借入金                        25,189,558 千円 

長期借入金                          915,917 千円 
フラワー・フルーツパーク公社  長期借入金         3,943,520 千円 
                       以上合計                    64,977,870 千円 
 
土地改良区の決算書を集計すると土地改良区には 108 億円の借入残高が計上されている。

この土地改良区の借入金は地元負担借入金も含んだものであるが、改良区の決算では浜松

市が補助する元利金と地元受益者が負担することになる元利金が区別されていない。実際

に浜松市が負担することになる債務は財務部の資料では 90 億円である。このように土地改

良区や外郭団体などの債務は主なものだけで 650 億円に達する。これらを含めた浜松市の

債務の総額は 6,313 億円で 11％増加することになる。単に総市債残高とする場合は、こう

したその他債務に関して注などで示すことが適当と考える。 
また、債務負担行為を説明する「予算に関する説明書」の中で土地改良区の債務について、

「地元負担金のうち浜松市分相当額」などとして示されているだけで、金額の表示はされ

ていない。土地改良区の決算書の中に地元負担金借入調書があり、借入金の詳細が示され

ているが、その借入金は浜松市が返済義務を負うものと、地元受益者が返済する部分が残

高として区分されていないことも理由と考えられる。浜松市の負債額を適正に示すことが

必要と考える。 
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（財務部） 
 
監査結果２ 浜松市は新中期財政計画（平成 19 年度～平成 26 年度）などの中で実質公債

費比率の目標を示しているが、実質公債費比率はフロー（単年度）ベースの債務負担にか

かる指標である。財政の健全性の確保には、フローベースの債務償還能力とともに、スト

ックベースの債務償還能力を今後開示していくことが非常に重要である。そういった観点

からは「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)によって今後開示が義

務付けられることになる「将来負担比率」が重要な指標となる。「将来負担比率」は、一般

会計等が将来負担するべき実質的な負担について、ストックベースにより指標化するもの

であり、監査結果 1 にある外郭団体や土地改良区などが負っている債務のうち、浜松市が

実質的に負担しなければならないものを含めることとなる。したがって、浜松市は地方公

社や外郭団体、土地改良区その他「市債」としては現れない債務を認識することが必要不

可欠である。 
 
参照資料 第 1 章 1-1 浜松市の中期財政計画について   4-4 頁 
 第 3 章 3-1 第 1 次浜松市総合計画・・はままつやらまいか創造プラン<2007-2014>

から   4-39 頁  
 平成 19 年度予算に関する説明書 546 頁～583 頁（本報告書未掲載） 
 
説明並びに意見 
浜松市実質公債比率は・・・ 
 
 
 
 
 
一方、財政健全化法によって新たに導入された「将来負担比率」の算式は・・・ 
 
 
 
 
「将来負担比率」の算定については、現時点では都市計画税の扱いなどが未確定であるが、

財務部資料と現在判明している算定方法により試算してみれば、平成 18 年度決算ベースで

将来負担額は 5,300 億円(これは「将来負担比率」算定にかかるものであり、監査結果 1 に

おける債務の合計額とは異なる)、地方債現在高等にかかる基準財政需要額算入見込額2,700
億円など控除額は 3,000 億円である。これに対して標準財政規模等は 1,500 億円であり、

上記の数式を当てはめると概算の「将来負担比率」は(5,300－3,000)÷1,500＝1.5 と計算さ

れる。浜松市の負担すべき債務総額は、標準財政規模の 1.5 倍になるということである。 
もっとも、「将来負担比率」の算定においては、地方交付税の基準財政需要額に算入される

べき公債費の見込みを控除することとなっているが、当該参入額と実際の地方交付税の交

付額は異なる。今後不交付団体を増加させていく国の方針を考え、仮に当該算入見込み額

を捨象してみれば、比率は試算の倍の 2.9 倍程度となる。 
いずれにしても、今後においては総市債残高に加え、地方公社、外郭団体等の債務を含め

た浜松市全体の債務を認識し、財政運営を行っていくことが必要である。 

将来負担額－ 
(充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 

(元利償還金 338＋準元利償還金 105)－ 
(特定財源 11＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 207) 

標準財政規模 1,700－ 
(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 207) 
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（財務部） 
 
監査結果３ 債務負担行為を説明する「予算に関する説明書」の中で、浜松市土地開発公

社への債務補償限度額を 470 億円、財団法人浜松市建設公社事業の損失補償として 230 億

円また財団法人浜松市フラワーパーク公社事業の損失補償限度額として 75億円を計上して

いるが、これらの団体の実際の債務額はそれぞれ 261 億円、74 億円、40 億円である。過大

な債務保証を設定することは各団体の経営を安易なものとし、また浜松市の財政政策上も

望ましくない。 
 
参照資料 平成 19 年度予算に関する説明書 582 頁（本報告書未掲載） 
     各団体の平成 18 年度決算に関わる経営状況説明書（本報告書未掲載） 
 
説明並びに意見 
 
浜松市は公表されている総市債残高の他にも第 3 セクターなどの多額の債務を負担してい

る。これら債務も勘案すると浜松市の財政状態は相当悪化するものと考えられる。こうし

た財政状況の中で、浜松市土地開発公社への債務補償限度額を 470 億円、財団法人浜松市

建設公社事業の損失補償として 230 億円また財団法人浜松市フラワーパーク公社事業の損

失補償限度額として 75 億円を設定している。しかし、これらの団体の実際の債務額はそれ

ぞれ 261 億円、74 億円、40 億円である。過大な債務保証を設定することは各団体の経営を

安易なものとし、また浜松市の財政政策上も望ましくない。 
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第1章 財務分析に基づく監査結果(財務部） 
 

監査結果４ 浜松市は多数のリース物件を保有し、リース債務も多額に上ると見られるが、

浜松市の全リース残高が金額として幾らになるのかは示されていない。 
 
浜松市の予算に関する説明書には「債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前

事業年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調

書」の項目があり、ここには一定のものについて個々のリース契約に係るリース残高が記

載されている。企業会計や税法ではリース会計基準が改正され、平成 20 年度から実施され

ることになったが、浜松市では債務負担行為としてリース契約された物件の全リース残高

が金額として幾らになるのかは示されていない。 
 
参照資料 平成 19 年度予算に関する説明書 546 頁～583 頁（本報告書未掲載） 
 第 1 章 1-2 浜松市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

4-9 頁 
 同上施行規則 

 企業会計基準第 13 号 リース取引に関する会計基準 
 
説明並びに意見 
浜松市が債務負担行為としてリース契約している物件は「所有移転外ファイナンス・リー

ス取引」に該当する。こうしたリース契約は企業会計も税法も売買として扱われることに

なった。従来の賃貸借取引という見方は、オペレーティング・リースといわれる契約解除

が認められるレンタルのような契約にしか認められない。こうした企業会計や税法の適用

は平成 20 年 4 月 1 日開始の事業年度からである。従って、浜松市も債務負担行為としたリ

ース契約については、リース債務残高の総額を将来的には適切に表示するように努めるこ

とが望ましい。「浜松市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」では、電

子計算機（周辺機器を含む）ファクシミリ 複写機 印刷機 通信機器 医療機器 検査

機器 測定機器 空気調和機器 視聴覚機器 発券機などについては債務負担行為としな

いことになっており、こうした機器類も含めるとリース債務残高は「予算に関する説明書」

の記載項目より更に増大する。浜松市はこうしたリース物件も含めたリース残高を将来的

に開示することが望ましい。 
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（会計管理者） 
 
監査結果５ 会計帳簿の体系の中で、総勘定元帳は も重要なもので帳簿体系の根幹をな

すものである。浜松市ではこの総勘定元帳に当たるものが収入と支出の各予算経理簿であ

る。支出予算経理簿は前年度予算支出にかかる支出（繰越明許費）と当年度予算支出にか

かる支出は別のファイル体系になっていてデータが一体化されていない。また収入予算経

理簿では納付書が手書きの場合は摘要欄が空欄になっており、勘定科目（節名）は分かっ

ても収入の具体的な内容はこの帳簿からは判明しない。こうした体系では決算書の数値分

析に手間がかかることになる。公会計であるので予算中心であることは分かるが、決算諸

分析も想定した経理簿を考えることが望ましい。 
参照資料 未掲載 
 
説明並びに意見 
収入と支出の各予算経理簿に到るフローの概要は次のようになっている。 
 
収入フロー 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
支出フロー 
 
 
                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

所管課が 

調定 

摘要 

支払者 

入力 
財務会計システム又は個別システ

ム(住民税など)との併用 

納付書発行 
摘要がわかる 入金 会計課

入金の消込み 

収入予算経理簿 

手書あり 

入力（手書納付書と調定合計の

入力の場合、摘要は入らない）

支出命令書 

支払 

支出命令書と消し込み 

会計課へ 

所 管 課

各課入力

会計課入力

支出予算経理簿 

請求書（支出負担行為） 
財務会計システム 
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（土木費） 
 
監査結果６ 土木費の委託料と工事代金などの月別の支払い状況を分析すると決算期末の

3 月前後が異常に多くなる傾向を見せている。下表では決算月から遡って支払累積額と比率

を検証したものであるが、工事請負費と委託料について上半期（9 月末まで）までの支払累

積額の比率はそれぞれ 23％と 27％しかない。こうした業務の在り方は、工事などを施行す

る民間事業者側から見ると、受注の偏在だけでなく資金繰りを困難にし、経営を圧迫する

ものである。月々の支払い状況を分析し 1 年にわたって平均化するように努める必要があ

る。 
 
参照資料 第 1 章 1-5 土木費（抜粋）節別（支出科目別）月別・年度比較表  4-15 頁 
 
説明並びに意見 
浜松市の決算締めは 3 月末日であるが、会計は現金基準のため、出納閉鎖をされるのは 2
ヶ月後の 5 月。このため平成 18 年度会計月は 18 年 4 月から 19 年 5 月までとなる。支払

状況は下記の通り。 
土木費　工事請負費　月次支払比率 （単位：千円）

年月 工事請負費 期末からの累計 累計比率
0705 123,907 123,907 1.1%
0704 2,745,691 2,869,597 24.8%
0703 1,247,493 4,117,091 35.5%
0702 526,451 4,643,542 40.1%
0701 811,625 5,455,167 47.1%
0612 1,077,545 6,532,712 56.4%
0611 1,420,686 7,953,398 68.6%
0610 951,231 8,904,629 76.9%
0609 644,575 9,549,203 82.4%
0608 754,482 10,303,685 88.9%
0607 655,988 10,959,673 94.6%
0606 446,504 11,406,177 98.4%
0605 180,810 11,586,987 100.0%
0604 37 11,587,024 100.0%
総計 11,587,024  

 
土木費　委託料　月次支払比率 （単位：千円）

年月 委託料 期末からの累計 累計比率
0705 140,115 140,115 3.5%
0704 894,404 1,034,518 25.6%
0703 484,814 1,519,332 37.6%
0702 199,998 1,719,330 42.5%
0701 310,549 2,029,879 50.2%
0612 257,919 2,287,798 56.6%
0611 375,869 2,663,667 65.9%
0610 276,684 2,940,351 72.7%
0609 212,261 3,152,612 77.9%
0608 238,860 3,391,472 83.8%
0607 296,304 3,687,776 91.2%
0606 151,641 3,839,417 94.9%
0605 146,257 3,985,674 98.5%
0604 59,300 4,044,974 100.0%
総計 4,044,974  
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（土木費） 
 
監査結果７ 土木費の平成 18 年度決算の支出内容を分析すると、繰出金を除く総支出 336
億円のうち職員人件費が 51 億円（15％）、委託料が 40 億円（12％）を示している。 
 
土木費の平成 18 年度の支出額は「決算に関する説明書」では 419 億円である。この中には

繰出金（公共用地取得 679、駐車場会計 516、下水道 7,124 各百万円）が含まれているので、

それを控除した純粋の土木事業費は 336 億円となる。この支出に対する、職員人件費は 51
億円（15％）、委託料が 40 億円（12％）であり、両者の合計は 91 億円で土木費総支出の

27％となる。委託業務の中には職員コスト削減のために外部委託された業務も相当含まれ

ているわけであり、本来、職員人件費と委託料はトレードオフの関係を持っており、両科

目の絶対額が減ることが必要である。平成 18 年度決算で両者の合計が土木費総支出の 27％
を示すことは行政上の間接コストが極めて高いことを示している。 
 
参照資料  第 1 章 1-6 平成 18 年度土木費支出額の節別分析表   4-16 頁 
 
説明並びに意見 
 
道路を建設するのに、間接経費をいくらかけても実際の道路はできない。あくまでも直接

費である工事費によって道路は建設される。言うまでもなく、間接経費は企画、計画や設

計にかかるもので、いわば頭脳に関わる部分であるので重要な要素であることには相違な

い。しかし、本来、職員人件費と委託料はトレードオフの関係を持っている。これは民間

企業でいえば社員の人件費と外注費の関係である。人件費と委託料などの間接経費を削減

して、直接工事代の比率を高めることで初めて、道路の延長も計画を上回って完成する。

そのような意味で間接コストの削減と直接工事費の増額が求められる。 
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（土木費） 
 
監査結果８ 土木費が平成 18年度の決算で道路建設と道路の改修補修に対して支出した直

接工事代は用地費と移転などの補償金を含めても 91 億円であった。この金額は監査結果７

で示した土木費支出総額に占めている人件費と委託料の合計金額と偶然ではあるが同額で

ある。 
 
参照資料 第 1 章 1-6 平成 18 年度土木費支出額の節別分析表   4-16 頁 
 
説明並びに意見 
 
 道路建設にかかる支出内容の把握は浜松市の道路がどのように生まれてくるかというこ

とから理解する必要がある。道路の建設は主に街路事業、道路事業、区画整理事業それに

市街地再開発事業から生まれてくる。このうち、「街路事業」とは、都市計画法に基づき都

市計画決定された都市施設のうち道路、駅前広場、都市高速鉄道、駐車場等を、事業認可

を取得し（法第 59 条）都市計画事業として施行することを言う。即ち、「街路」とは、街

路事業として整備された道路、駅前広場等のことを指す。一般的には「町なかの道路」、「市

街地の道路」のことを単純に「街路」と呼ぶ場合が多いが、法律的な意味とは異なってい

る。街路を補助予算の予算科目上「ラージ街路」（L 街）と「スモール街路」（S 街）と分け

ることがある。ラージ街路とは広義の「街路」全てを、スモール街路とはラージ街路から

「土地区画整理事業」「市街地再開発事業」として整備される街路を除いたものを言う。 
ところで、街路事業のほかに、道路事業という言葉がある。この区分は都市計画決定され

た道路、駅前広場等の都市施設のうち、既成市街地（昭和 45 年度 DID 地区）内及び用途

指定区域内の施設は街路事業（市街化区域）、それ以外の区域のもの（市街化調整区域）は

道路事業として整備するのが通例。これは、国からの補助事業を施行する時、街路事業と

して行うのか、道路事業として行うのかの判断を行う場合に考慮する必要があるから。国

の組織との関係では街路事業は国土交通省の都市局、道路事業は同省の道路局が管轄する。 
18 年度の浜松市の関連する道路支出は下記の通りであるが街路事業は街路事業費の科目と

して支出され、道路事業費は道路新設改良費の科目で支出される。91 億円という支出は下

水道事業の資本的支出 110 億円よりも少ない。また、土地区画整理事業費に 65 億円（遠鉄

高架化事業 3 億円含む)、市街地再開発事業に 21 億円が支出され、両者合計で 86 億円であ

り、ほぼ同額である。支出バランスから見て、適当かどうか検討が望まれる。 
 
       単位：百万円 

 
  工事費 用地費 補償、補填及

び賠償金 
合計 

道路維持費 1,334 1,334 
道路新設改良費 2,336 686 814 3,836 
交通安全施設等整備事業費 763 171 162 1,096 
舗装維持費 524 524 
舗装新設改良費 300 300 
交通政策推進費 60 60 
街路事業費 642 515 810 1,967 
合計 5,959 1,372 1,786 9,117 
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（農林水産業費） 
 
監査結果９ 農林水産業費の委託料と工事代金などの月別の支払い状況を分析すると決算

期末の 3 月前後が異常に多くなる傾向を見せている。下表では決算月から遡って支払累積

額と比率を検証したものであるが、工事請負費と委託料では上半期（9 月末まで）の支払累

積額の比率はそれぞれ 14％と 27％しかない。こうした業務の在り方は工事などを施行する

民間事業者側から見ると、受注の偏在だけでなく資金繰りを困難にし、経営を圧迫するも

のである。月々の支払い状況を分析し 1 年にわたって平均化するように努める必要がある。 
 
参照資料  第 1 章 1-9 農林水産業費（抜粋）節別年度比較   4-19 頁 
 
説明並びに意見 
浜松市の決算締めは 3 月末日であるが、会計が現金基準のため、出納閉鎖をされるのは 2
ヶ月後の 5 月。このため平成 18 年度会計月は 18 年 4 月から 19 年 5 月までとなる。支払

状況は下記の通り。 
     

農林水産業費　工事請負費 月次支払比率（単位：千円）
年月 工事請負費 期末からの累計 累計比率

0705 22,854 22,854 1.5%
0704 532,799 555,653 36.0%
0703 213,499 769,152 49.8%
0702 103,778 872,930 56.6%
0701 86,031 958,961 62.1%
0612 88,979 1,047,940 67.9%
0611 144,876 1,192,816 77.3%
0610 135,956 1,328,772 86.1%
0609 90,825 1,419,597 92.0%
0608 26,869 1,446,466 93.7%
0607 63,091 1,509,557 97.8%
0606 16,568 1,526,124 98.9%
0605 16,864 1,542,989 100.0%
0604 0 1,542,989 100.0%
総計 1,542,989  
 
農林水産業費　委託料　月次支払比率 （単位：千円）

年月 委託料 期末からの累計 累計比率
0705 9,495 9,495 2.1%
0704 94,482 103,977 22.7%
0703 52,822 156,799 34.2%
0702 30,563 187,362 40.8%
0701 37,895 225,258 49.1%
0612 29,963 255,221 55.6%
0611 34,202 289,423 63.1%
0610 44,794 334,218 72.8%
0609 27,105 361,323 78.8%
0608 42,619 403,942 88.0%
0607 23,588 427,530 93.2%
0606 17,649 445,179 97.0%
0605 7,206 452,386 98.6%
0604 6,420 458,806 100.0%
総計 458,806  
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（農林水産業費） 
 
監査結果１０ 農林水産業費の平成 18 年度決算の支出内容を分析すると、総支出額は 86
億円である。そのうちフラワー・フルーツパークへの繰出金 12 億円と農排水事業への繰出

金 1 億円、林業と森林事業への支出 18 億円を除く純粋な農業関連支出は 55 億円である。

このうち土地改良区や土地改良事業への支出が 40 億円と 73％を示している。土地改良区は

過去に行った土地改良事業への借入金の返済が主であり、新たな事業はほとんど行ってい

ない。このことは、新たな政策効果はほとんどなく、農業生産改革などのための事業支出

は極めて限定されていることを意味している。 
 
参照資料  第 1 章 1-10 平成 18 年度農林水産業費 節別比較<月別の支払額> 4-20 頁 
 
説明並びに意見 
 
農林水産業費の支出先別の集計を行うと下表のようになる。農業に対する浜松市の独自支

出はほとんど見られない。 

平成18年度　農林水産業費　目的別集計
単位:千円

目名称 合計 %
a浜松農業委員会費 185,899 2.2%
a浜北農業委員会費 53,703 0.6%
a引佐農業委員会費 49,022 0.6%
a天竜農業委員会費 34,659 0.4%

（a）小計 323,283 3.8%
b土地改良推進費 1,194,042 13.9%
b土地改良費 1,090,420 12.7%
b三方原用水費 289,773 3.4%
b天竜川下流用水費 313,881 3.7%
b浜名湖北部用水費 1,141,898 13.3%

（b）小計 4,030,014 47.0%
農業総務費　　　　　　　　　　 381,790 4.5%
農地総務費　　　　　　　　　　 75,791 0.9%
林業総務費　　　　　　　　　　 263,522 3.1%
森林対策費　　　　　　　　　　 292,611 3.4%
林業振興費　　　　　　　　　　 101,719 1.2%
林道事業費　　　　　　　　　　1,146,471 13.4%
フラワー・フルーツパーク費 1,171,733 13.7%
農業集落排水事業費 116,340 1.4%
その他 668,201 7.8%
合計 8,571,476 100.0%  
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第 1 章 財務分析に基づく監査結果（農林水産業費） 
 
監査結果１１ 農林水産業費の平成 18 年度決算の支出内容を分析すると、総支出 86 億か

らフラワー・フルーツパークへの繰出金 12 億円と農排水事業への繰出金 1 億円を除いた支

出額 73 億円について、職員人件費が 15 億円（21％）、委託料が 15 億円（21％）を示して

いる。 
 
農林水産業費の平成 18 年度の支出額は「決算に関する説明書」では 86 億円である。この

中から、フラワー・フルーツパークへの繰出金 12 億円と農排水事業への繰出金 1 億円を除

いた支出額 73 億円が農林水産業費としての実際の事業費である。このうち、職員人件費が

15 億円（21％）、委託料が 15 億円（21％）であり、両者の合計は 30 億円で農林水産業費

総支出の 42％となる。委託業務の中には職員コスト削減のために外部委託された業務も相

当含まれているわけであり、本来、職員人件費と委託料はトレードオフ関係を持っており、

これは民間企業でいえば社員の人件費と外注費の関係である。その意味では両科目の絶対

額が減ることが必要である。平成 18 年度決算で両者の合計が農林水産業費総支出の 42％を

示すことは行政上の間接コストが極めて高いことを示している。 
 
参照資料  第 1 章 1-10 平成 18 年度農林水産業費 節別比較<月別の支払額> 4-20 頁 
 
説明並びに意見 

 
農林水産業費の中に占める職員人件費が 21％ということ自体、事業費に占める割合が異常

に高いが、それとは別に委託費が 21％を占めている。間接コストはいわば頭脳に当たる作

業であり、それが必ずしも悪いわけではないが、固定費と化して農林水産事業の活動を制

約する場合は問題である。農林水産事業に占めるこうした間接コストの目安を設定し、固

定費と化さないように、また事業活動の制約にならないような対応が必要である。
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第 2 章 入札に関する監査結果（土木費、農林水産業費） 
 

監査結果１２ 浜松市の工事発注に当たっての設計額は、静岡県の設計基準に従って積算

した金額である。組合施行区画整理事業が入札を行う際も設計額の算出は同じ手続きによ

っている。しかし入札予定価格（入札を行った際の 高落札価格）の設定を見ると、浜松

市は設計額をそのまま入札予定価格とするのに対し、組合施行区画整理事業では 1 割以上

引下げた金額を入札予定価格としている。組合を民間に準ずる事業体と見ると、浜松市の

入札予定価格はこうした事業体よりも高い金額を入札予定価格としていることになる。 
 
参照資料  第 2 章 2-2 土地区画整理組合入札における設計額と予定価格の関係 4-26 頁 
 
説明並びに意見 
 
平成 18 年度に土木費が支出した工事請負費の総額は約 100 億円であった。このうち一つの

工事の設計額が 600 万円以上の道路関係工事について、入札結果を監査したが次の通りと

なっている。 
                       （単位 百万円） 

 
 
 
 
 

ところが組合施行区画整理事業が入札を行う際はこうした設計額から 1 割以上引下げた

金額を入札予定価格としている。入札予定価格は入札を行った際の 高落札価格である。

西都組合施行土地区画整理組合が平成 18 年度に発注した工事について、工事代 200 万円以

上のものを監査したところ、設計額と予定額との関係については設計額の総額 21 億円に対

して、予定額は 18 億円であり 86％で発注している。つまり、組合を民間に準ずる事業体と

見ると、浜松市では設計額をそのまま入札予定価格としているので、こうした事業体より

も高い金額で発注していることになる。指名競争入札の平均落札率は 90％であるが、個々

の入札では 95％前後の落札率が非常に多い。このように浜松市は高い額を入札予定価格と

し、その結果過大な支出を行っているものと見られる。こうした過大な支出は適切な入札

執行によって、改善することができ、浜松市の道路改良率の向上に寄与するものと考える。 
 

種類 設計額 落札額 落札率 
一般競争入札の集計額 1,050 834 79% 
指名競争入札の集計額 1,946 1,752 90% 
合計 2,996 2,586 86％ 
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第 2 章 入札に関する監査結果（土木費） 
 

監査結果１３ 土木費の委託料の入札結果を分析すると、毎年、特定の１社に対する発注

額が極めて高い。また落札率も高い。 
 
土木費から民間に発注する委託業務を業者別に分析すると毎年、株式会社フジヤマが異常

に高いものになっている。平成 16 年度 438 百万円、平成 17 年度 304 百万円、平成 18 年

度 453 百万円で、2 位以下の民間業者よりも圧倒的に高額なものになっている。また、落札

率も 95％またはそれ以上で極めて高い。 
 
参照資料 第 2 章 2-3 土木費業者別委託料支出金額順<平成 18 年度を基準に上位 30 社

抽出>   4-27 頁 
 第 2 章 2-4 平成 18 年度土木費（委託料）入札結果   4-28 頁 
 
説明並びに意見 
株式会社フジヤマに対する発注額の主なものを入札予定価格と落札額で見ると、下記のよ

うになっている。総額 174 百万円の予定金額に対する落札額は 167 百万円で落札率は 96％
になる。平成 18 年度 453 百万円の受注総額に対し、2 番目に多い受注業者の受注総額は 96
百万円であるので 5 倍近い受注を受けている。請負率も高いので、公平性と透明性を高め

る努力が求められる。              
 
  主な契約の入札結果   単位：千円 

 
 
 
 

摘要名 支払日 設 計 額

(a) 
落 札 額

(b) 
落札率％

(b)/(a) 
数量(c) 単 価

(b)/(c)
小池 52号線外 1線測量設計

地質用地調査業務委託 
H19.4.11 62,805 59,115 94.1  

平成18年度道路台帳経年変

化修正業務委託料 
H19.5.11 55,584 53,970 97.1  

平成18年度道路認定網図作

成及び数値化業務委託 
H19.4.25 11,611 11,235 96.8  

渡瀬橋側道橋測量地質設計

用地調査業務委託 
H19.1.17 9,959 9,450 94.9 L=50ｍ 189

沢上灰の木原線測量設計用

地調査業務委託 
H19.4.11 9,660 9,135 94.6 L=500ｍ 18

浜松市道路整備プログラム

策定業務委託料 
H19.4.11 9,288 9,135 98.4  

沢上灰の木原線流末排水路

測量設計用地委託 
H19.4.4 8,986 8,505 94.7 L=800ｍ 11

街路整備プログラム及びパ

ッケージ策定業務委託料 
H19.4.4 6,144 5,985 97.4  

合 計 174,037 166,530 95.7  
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第 2 章 入札に関する監査結果（土木費） 
 

監査結果１４ 土木費の委託料の入札結果の中には、舗装路面等小破修繕業務委託契約が

ある。この契約は多数の修繕になるので単価を見積り合せによって単価を比較し、 も単

価の低い事業者に発注する随意契約によっている。この 4 年間の受注実績を見ると同一の

事業者が受注を受けている。 
 
参照資料 第 2 章 2-4 平成 18 年度土木費（委託料）入札結果   4-28 頁 
 
説明並びに意見 
 
舗装路面等小破修繕業務委託契約に際しては、多数の修繕になるので数社から見積単価を

提出させ、それら単価を比較し、 も単価の低い事業者に発注する随意契約によっている。

この 4 年間の受注実績を見ると下記のとおりであり、同一の事業者に対して発注がされて

いる。工事単価を一般競争入札で行うことも可能ではないかと見られる。 
 
南道路維持事務所舗装路面等小破修繕業務委託（平成 15 年～平成 18 年）(単位千円) 

年度 委託名 予算額 支払額 請負業者名

平成 15年度 舗装路面等小破修繕業務委託 18,000 17,999 須山建設㈱ 
平成 16年度 舗装路面等小破修繕業務委託 30,000 29,999 須山建設㈱ 
平成 17年度 舗装路面等小破修繕業務委託 31,300 31,299 須山建設㈱ 

舗装路面等小破修繕業務委託(A 地区) 16,800 16,799 須山建設㈱ 平成 18年度 
舗装路面等小破修繕業務委託(B･E 地区) 16,800 16,799 須山建設㈱ 

※照明施設修繕委託は平成 18 年度からのアウトソーシング新規事業のため、平成 18 年度の実績無し 
 
北道路維持事務所舗装路面等小破修繕業務委託（平成 15 年～平成 18 年）(単位千円) 

年度 委託名 予算額 支払額 請負業者名

舗装路面等小破修繕業務委託(その 1) 20,000 19,993 須山建設㈱ 平成 15年度 
舗装路面等小破修繕業務委託(その 2) 20,000 19,999 須山建設㈱ 
舗装路面等小破修繕業務委託(その 1) 20,000 19,999 須山建設㈱ 平成 16年度 
舗装路面等小破修繕業務委託(その 2) 20,000 19,999 須山建設㈱ 
舗装路面等小破修繕業務委託(その 1) 19,000 18,999 須山建設㈱ 
舗装路面等小破修繕業務委託(その 2) 19,000 18,999 ㈱中村組 

平成 17年度 

舗装路面等小破修繕業務委託(その 3) 12,000 11,999 須山建設㈱ 
舗装路面等小破修繕業務委託(その 1) 19,000 18,999 須山建設㈱ 
舗装路面等小破修繕業務委託(その 2) 19,000 18,999 ㈱中村組 

平成 18年度 

舗装路面等小破修繕業務委託(その 3) 12,000 11,999 須山建設㈱ 
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第 2 章 入札に関する監査結果（土木費） 
 
監査結果１５ 土木費の請負工事に対する入札方式は公募型競争入札も導入されてはいる

が、ほとんどは指名競争入札方式が採用されており、一般競争入札の導入は十分とはいえ

ない。この結果、浜松市は高い工事コストを支払っている。 
 
平成 18 年度の土木費の請負工事の入札結果を分析すると、指名競争入札の落札率はほとん

どが 95％程度であるのに対し、一般競争入札の落札率は 70％程度からバラつきが大きい。

しかし平成 18 年度まで浜松市の入札方式は下表のように指名競争入札が金額ベースで

65％、件数ベースでは 80％を占めており、高い工事代を支払っている状況がうかがえる。 
 
参照資料 第 2 章 2-7-1 土木費平成 18 年度工事請負費一般競争入札結果<工事金額 6 百

万円以上>   4-31 頁 
 第 2 章 2-7-2 土木費平成 18 年度工事請負費指名競争入札結果<工事金額 6 百

万円以上>   4-32 頁 
 
説明並びに意見 
 
平成 18 年度に土木費が支出した工事請負費の総額は約 100 億円であった。このうち一つの

工事の設計額が 600 万円以上の工事について、入札結果を監査したが次の通りとなってい

る。 
                       （単位 百万円） 

 
 
 
 

 
これを落札率別に件数を見ると下記のとおりである。 

単位：千円 
一般 指名 落札率（%） 

変更 
設計額 

変更 
落札額 

件数 変更 
設計額 

変更 
落札額 

件数 

平均落札率 79％ 90％
95%以上-100%以下 75,091 72,786 2 728,998 708,169 49
90%以上-95%未満 261,542 242,617 8 655,905 611,692 29
80%以上-90%未満 141,979 121,093 4 115,732 98,989 9
70%以上-80%未満 319,983 248,846 6 195,420 145,580 9
70%未満 386,549 260,277 6 155,088 105,200 8
合計 1,185,144 945,620 26 1,851,143 1,669,630 104
 
指名競争入札の落札率はほとんどが 95％程度であるのに対し、一般競争入札の落札率は

70％程度からバラつきが大きい。しかし平成 18 年度まで浜松市の入札方式は依然として指

名競争入札が多く、高い工事代を支払っている状況がうかがえる。600 万円以上の工事をす

べて一般競争入札で、適切に実施したとすると、落札率に 11 ポイントの開きがあるので、

1,946 百万円 × 11％ ＝ 214、 即ち 2 億円以上の工事代の削減が達成されたはずで

ある。こうした過大な支出を適切な入札執行によって改善し、浜松市の道路改良率の向上

に寄与する努力が求められていると考える。 

種類 設計額 落札額 落札率 
一般競争入札 1,050 834 79%
指名競争入札 1,946 1,752 90%
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第 2 章 入札に関する監査結果（土木費） 
 
監査結果１６ 土木費の委託業務に対する入札方式は金額の多寡に関わらずすべて指名競

争入札方式（随意契約と見積を除く）によっている。この結果、落札率が 95％またはそれ

以上と高く、特定の民間事業者に発注が偏っている。 
 
土木費の委託業務に対する入札方式は金額の多寡に関わらずすべて指名競争入札方式によ

っており、一般競争入札は導入されていない。この結果、落札率が 95％またはそれ以上と

高く、特定の民間事業者に受注が偏っている。このため、浜松市は高い委託料を支払って

いる。適切な入札執行を行って、過大な委託料の支払いを削減することで、その分の支出

を他の財務の執行に振向けることができる。 
 
参照資料  第 2 章 2-4 平成 18 年度土木費（委託料）入札結果   4-28 頁 
 
説明並びに意見 
   
下表では、土木費として発注する 1 千万円以上の委託業務について、設計額と落札額の比

較を落札率の高いものから掲げている。今回把握した限りではすべて指名競争入札によっ

ている。委託料は専門性が高いものがあったりして公募型競争には適さないものもあるで

あろう。そうであったとしても、入札の透明性と公平性、それに民間事業者の育成に配慮

した入札執行が求められる。また、過大な委託料の支払いを削減することで、その分の支

出を他の財務の執行に振向けることができる。 
 
 
平成 18 年度の土木費委託料の落札率（千万円以上で、落札率が高い順に選択） 
 
     単位:千円 
 設計額(a) 落札額(b) 落札率％(b)/(a) 
遠鉄アシスト 11,694 11,592 99.1
フジヤマ 55,584 53,970 97.1
フジヤマ 11,611 11,235 96.8
東海下水道整備 10,799 10,290 95.2
フジヤマ 62,805 59,115 94.1
パブリック技研 14,687 13,965 95.1

合計 167,180 161,167 96.4
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第 2 章 入札に関する監査結果（農林水産業費） 
 
監査結果１７ 農林水産業費として農道建設に対して発注する主な工事の入札結果を分析

すると、落札率は浜松市内の 1 件の工事を除くと、すべて 95％以上の高率になっている。 
 
農林水産業費として農道建設に対して発注する主な工事の入札結果を分析すると、落札率

はすべて 95％以上の高率になっている（浜松市内の 1 件の工事を除く）。農道の建設コスト

は距離が短いと単価は高く、距離が長いと単価は低いことが認められる。入札方式の改善

で一層の工事コストの削減が可能である。 
 
参照資料 第 2 章 2-10 平成 18 年度の農林水産業費農道工事請負費入札結果<請負額 6 百万

円以上>   4-35 頁 
説明並びに意見 
農林水産業費が発注する農道建設工事はすべて指名競争入札によっている。落札率も極め

て高く、すべて 95％以上の高率である。浜松市の入札予定価格は監査結果１２で見たとお

り、入札予定価格自体高めに設定されていると見られる。適切な入札執行を行うことによ

って、１件当たりの工事コストを削減することができ、削減された分を他の工事や支出に

振向けることで、浜松市の農政の充実に寄与するものと考える。 
 
平成 18 年度の農林水産業費農道工事請負費の落札率（六百万円以上で設計額の高い順に選択）

（指名競争入札） 
工事名 請負業者名 設計額 

（千円）

(a) 

落札額 
（千円）

(b) 

落札率 
％ 

(b)/(a) 

工事 
距離数

(m) 

単価 
(千円)

岩明地区農道岩明線開設工事 アキヤマ 29,820 29,400 98.6 111 269
平成 18 年度県単独農業農村整備事業

農道船代下線開設工事 
大石建設 29,295 28,140 96.1 186.8 157

平成 18 年度県単独農業農村整備事業

新原下善地地区農道 
神谷土木 28,497 27,300 95.8 776 37

寺脇北地区農道整備工事 H18 年度県

単独農業農村整備事業 
西遠建設 24,854 19,089 76.8 359 58

ふるさと農道整備事業正楽寺農道工

事 
森下建設 19,782 19,320 97.7 1,191 16

平成 18 年度高平地区農道整備工事 片桐建設 19,509 19,005 97.4 139.8 140
平成 18 年度市単独事業農道敷原五和

線維持修繕工事 
技研興業 14,999 14,490 96.6 59.2 241

平成 18 年度日入沢地区農道日入沢線

開設工事 
丸宗土建 14,973 14,700 98.2 59 278

平成 18 年度県単独中山間地域農業基

盤整備事業栃窪農道 
戸田建設 14,910 14,364 96.3 89 168

その他  46,767 45,938 98.2 1,130.2 
合計  243,406 231,746 95.2 4,101 

（一般競争入札）    
工事名 請負業者名 設計額 

（千円）

(a) 

落札額 
（千円）

(b) 

落札率 
％ 

(b)/(a) 

工事 
距離数

(m) 

単価 
(千円)

県単戸倉地区農道戸倉空線開設工事 神谷土木 29,820 28,875 96.8 133 224
※単価は、変更請負額／工事距離数で計算している。 
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第 2 章 入札に関する監査結果（農林水産業費） 
 
監査結果１８ 農林水産業費として林道建設に対して発注する主な工事の入札結果を分析

すると、落札率はほとんどが 97％前後で、100％のものもあり、極めて高率になっている。 
農林水産業費として林道建設に対して発注する発注額 5 百万円以上 45 件の工事の入札状況

を分析すると、入札方式は指名競争入札 41 件、一般競争入札 1 件、受注希望式 3 件で、下

記の表の通りである。落札率はほとんどが 97％前後、100％のものもある。異常に高率で

ある。この表からは林道の建設コストは距離が短いと単価は高く、距離が長いと単価は低

いことが認められる。入札方式の改善によって一層の工事コストの削減が可能である。 
参照資料  第 2 章 2-11 平成 18 年度農林水産業費林道工事請負費入札結果<請負額 5 百万

円以上>   4-35 頁 
説明並びに意見  農林水産業費として発注する林道建設工事は上記の通り、45 件中 41
件は、指名競争入札によっている。落札率も極めて高く、すべて 95％以上の高率である。

浜松市の入札予定価格は監査結果１２で見たとおり、入札予定価格自体高めに設定されて

いると見られる。適切な入札執行を行うことによって、１件当たりの工事コストを削減す

ることができ、削減された分を他の工事や支出に振向けることで、浜松市の林業行政の充

実に寄与するものと考える。 
平成 18 年度の林道工事落札状況（五百万円以上、指名競争入札で設計額の高い順に選択） 
（指名競争入札） 

工事名 
設計額

（千円）

(a) 

落札額

（千円）

(b) 

落札率 
％ 

(b)/(a) 

工事 
距離 
(m) 

単価 
（千円）

平成 18 年度県単独林道権現沢線開設工事 29,043 28,350 97.6 171 170
平成 18 年度県単独林道高平線開設工事 29,043 28,875 99.4 372 78
平成 18 年度県単独林道尾曲線開設工事 29,043 28,350 97.6 354 82
平成 18 年度県単独林道事業林道岩井戸上線

開設工事 
27,825 26,880 96.6 283 98

平成 18 年度林道蛇仏線開設工事 27,762 27,195 98.0 239 116
平成 18 年度中山間地域林業整備事業集落道

沢丸柴線改 
23,730 23,520 99.1 246 96

平成 18 年度道整備交付金事業春埜山線改良

工事 
23,625 22,050 93.3 69 342

平成 18 年度道整備交付金事業森林管理道中

日向夏秋線開設工事 
23,583 22,575 95.7 291 81

平成 18 年度筒井線開設工事 19,950 19,635 98.4 145 138
平成 18 年度県単独林道事業樽山線開設工事 19,845 19,425 98.0 131 151
その他 363,153 353,934 97.4  
合計 616,602 600,789 97.4  

 
（受注希望式） 

 
設計額 

（千円）(a)
落札額 

（千円）(b)
落札率％ 

(b)/(a) 
工事距離 

(m) 
単価 

（千円）

3 件分合計 52,708 47,880 90.8 2,043 26
※単価は、変更請負額／工事距離数で計算している。

（一般競争入札） 
工事名 

設計額 
（千円）(a) 

落札額 
（千円）(b) 

落札率％ 

(b)/(a) 
単価 

(千円) 
平成 18 年度度森林居住環境整備事業鮎釣地

区用水施設整備 
52,185 50,505 96.8 50,297
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第 2 章 入札に関する監査結果（組合施行の区画整理事業） 
 
監査結果１９ 中瀬南部土地区画整理事業（組合施行）が平成 18 年度に行った入札はすべ

て 1 社が落札した。入札方式は指名競争入札であるが、落札率も合計額ベースで設計価格

に対しては 89％、予定価格に対しては 98％に達する。 
 
参照資料  下記の表の通り 
 
説明並びに意見 
 
組合施行区画整理事業が行う入札は監査結果１２で見たように、設計価格から一定金額を

調整したものを予定価格とし、これを入札予定価格としている。18 年度に組合が発注した

金額の設計価格と予定価格に対する落札価格の比率を合計金額ベースで見ると、前者に対

しては 89％、後者に対しては 98％となっている。これらの入札はすべて 1 社が落札した。

入札方式の改善が必要である。 
 
 
契約日 工事名 入

札

件

数 

設計 
価格 

（千円）

(a) 

予定 
価格 

（千円）

(b) 

率％ 
 

(b)/(a)

落札 
価格 

（千円）

(c)  

落札率 
(c)/(a) 

落札 
率％ 

(c)/(b) 

18.1.26 区画道路 6-13 号

線ほか 1 線道路築

造工事 

7 10,307 9,792 95.0 9,450 91.7％ 96.5

18.8.11 区画道路 6-13 号

線ほか 1 線道路築

造工事第 1 工区 

6 8,526 8,085 94.8 7,875 92.4% 97.4

18.9.25 区画道路 6-13 号

線ほか 1 線道路築

造工事第 2 工区 

6 3,337 3,337 100.0 3,045 91.2% 91.1

18.9.25 3 号調整池築造工

事(第 1 工区) 
6 9,067 8,085 89.2 7,980 88.0% 98.7

18.12.18 3 号調整池築造工

事(第 2 工区) 
7 17,077 14,515 85.0 14,490 84.9% 99.8

  合

計 
48,314 43,814 90.7 42,840 88.7% 97.8
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第 2 章 入札に関する監査結果（組合施行の区画整理事業） 
 
監査結果２０ 船明土地区画整理事業（組合施行）が平成 18 年度に行った入札 5 件すべて

指名競争入札で行われたが、どれも95％以上の落札率を示している。合計金額でみても96％
の高率になっている。 
 
船明土地区画整理事業（組合施行）が平成 18 年度に行った入札 5 件すべて指名競争入札で

行われたが、どれも 95％以上で、 も高い落札率は 98％である。組合が発注した工事の 5
件の合計金額は 65 百万円で平均でも 96％の高率になっている。 
 
参照資料  下記の表の通り 
 
説明並びに意見 
 
組合施行区画整理事業が行う入札は監査結果１２で見たように、設計価格から一定金額を

調整したものを予定価格とし、これを 高入札価格としている。しかし、船明土地区画整

理事業組合が 18 年度に発注した工事はそのような措置を採っていない。その結果、設計価

格と予定価格に対する落札価格の比率を合計金額ベースで見ると、ともに 96％の高率であ

る。入札方式の改善が求められる。 
 
 
契約日 工事名 入札

件数

設計価格

（千円）

予定価格

（千円）

落札価格

（千円） 
率％ 

18.12.18 道路工事に伴う仮設水路

工事 
7 13,816 13,816 13,125 95.0 

18.12.18 6M-30 号線外 5 路線道路

築造 
5 9,927 9,927 9,712 97.8 

18.12.26 道路築造工事 7 18,362 18,362 17,745 96.6 
18.12.26 46 街区外 5 街区造成工事 5 6,013 6,013 5,775 96.0 
18.12.18 堀合川久保線外 5 路線 8 17,274 17,274 16,590 96.0 
  合計 65,392 65,392 62,947 96.3 
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第 2 章 入札に関する監査結果（組合施行の区画整理事業） 
 
監査結果２１ 西都土地区画整理事業が発注する工事についての入札結果を検証すると、

予定価格に対する落札価格が 100％という工事が認められる。 
 
西都土地区画整理事業が発注する工事についての入札結果を検証すると、予定価格に対す

る落札価格が 100％という工事が認められる。こうした工事は 2 百万円以上の発注工事で 8
件である。これらの入札方式はすべて指名競争入札であるが、100％という入札結果は入札

方式に問題があったものと考える。 
 
参照資料 第 2 章 2-12-1 平成 18年度西都土地区画整理組合工事費入札結果<請負額 2百万

円以上>   4-36 頁 
説明並びに意見 
 
西都土地区画整理事業が発注する工事についての入札結果を検証した結果、予定価格に対

する落札価格が 100％という工事の明細は下記のとおりである。これらの入札方式はすべて

指名競争入札であるが、100％という入札結果は入札方式に問題があったものと考える。 
    単位千円 

債主名 摘要名 
設計額

（Ａ） 

予定価格 

（C) 

引下率 

C/A 

請負額

（Ｂ） 

請負率 

B/A 

請負率 

B/C 

ナイセイ 

緑地㈱ 

西鴨江雄踏線 

歩道植栽工事 
10,499 9,345 89.0% 9,345  89.0% 100.0%

㈲辻衛組 
区画道路 4-1 号線 

外 6 線道路築造工事 
27,410 24,570 89.6% 24,570  89.6% 100.0%

㈱木伏電気 

工業所 

区画道路 17-1 号線 

信号移設工事 
3,583 3,360 93.8% 3,360  93.8% 100.0%

㈱大東建設 
宅地整地工事 

（その１） 
7,455 6,856 92.0% 6,856  92.0% 100.0%

㈲辻衛組 
宅地整地工事 

（その２） 
9,240 8,494 91.9% 8,494  91.9% 100.0%

㈱中村組 
７４街区宅地擁壁 

工事 
44,512 39,165 88.0% 39,165  88.0% 100.0%

㈱大東建設 
宅地整備工事 

（その３） 
8,033 7,770 96.7% 7,770  96.7% 100.0%

㈲辻衛組 
宅地整備工事 

（その４） 
8,197 7,875 96.1% 7,875  96.1% 100.0%
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 第 2 章 入札に関する監査結果（組合施行の区画整理事業） 
 
監査結果２２ 組合施行の区画整理事業では、工事の入札は組合が行っている。西都土地

区画整理事業では入札による落差率は 80％～90％であり、設計額よりも工事代は安く済ん

だことになる。しかし、西都土地区画整理事業組合では安く済んだ工事は設計変更でほか

の工事代金に充てられるのが普通である。これは、浜松市からの補助金はすべて使い切る

という考え方から出てくる。設計額と落札額の差額は行政コストの削減があったことを意

味しているので、コスト削減分の適切な管理が望まれる。 
 
参照資料 第 2 章 2-12-1 平成 18年度西都土地区画整理組合工事費入札結果<請負額 2百万

円以上>   4-36 頁 
説明並びに意見 
 
設計額と落札額に差額とその差額は次の通りである。平成 18 年度、2 百万円以上の工事に

ついてみると、610 百万円の削減になっている。組合施行の区画整理事業では、浜松市から

の補助金はすべて使い切るという考え方から、入札によって工事代が設計額よりも安く済

んだ場合、設計変更を行って、ほかの工事代金に充てられるのが普通である。本来、こう

して設計額より安く済んだ工事代は、区画整理事業のコストダウンであるから、浜松市の

補助金の削減に寄与するものでなくてはならない。こうしたコストダウンを過年度も含め

て累積的に把握する仕組みはなく、コストダウン分がどうなったかが曖昧である。浜松市

の財政状況は極めて厳しくなっていると考えられるので、こうして削減された行政コスト

を管理する仕組みが求められるものと考える。 
 
        単位：千円 

工事名 設計額(a) 落札額(b) 差額(a)-(b) 落札率％

(b)/(a) 
西鴨江地区宅地造成工事 713,977 397,215 316,762 55.6
埋蔵文化財調査掘削工事 135,653 81,900 53,753 60.4
三方原用水土地改良区南部幹線移設 137,230 102,585 34,645 74.8
西鴨江雄踏線道路築造工事 78,546 54,915 23,631 69.9
雄踏第 2-2 処理分区枝線管渠築造 64,305 44,415 19,890 69.1
67 街区外整地工事 108,241 91,035 17,206 84.1
西鴨江雄踏線舗装工事 54,644 37,695 16,949 69.0
西鴨江地区宅地擁壁工事 77,785 61,635 16,150 79.2
2 街区外宅地整地工事 52,226 36,173 16,053 69.3
区画道路 6-49 号線外 6 線道路築造 63,106 48,143 14,964 76.3
その他 599,844 518,931 80,913 86.5
合計 2,085,557 1,474,641 610,916 70.7
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第 3 章 浜松市の諸計画と施策の整合性について（道路関係） 
 
監査結果２３ 第 1 次浜松市総合計（はままつやらまいか創造プラン＜2007－2014＞）では、都

市・生活基盤分野の重点戦略としてユニバーサルデザインの推進を上げている。しかし、ユニバーサ

ルデザインの推進は「快適な居住環境の創出と公共建築物の整備」の中では重点施策として挙げてい

るが、「安全・安心な道路河川空間の創出」の中では重点施策になっていない。 
 
浜松市は平成19年3月に「第1次浜松市総合計画・・はままつやらまいか創造プラン＜2007－2014＞」

を策定し、平成19年度から実施に入った。この総合計画は基本構想、都市経営戦略の2部から構成され

ている。 
１、基本構想＜各分野の将来像＞の6番目都市・生活基盤分野は次のように述べている。 
・・・多彩な魅力に出会える快適空間都市―基盤整備の充実により、活発な都市活動と快適な市民生

活が営まれ、市民が真に住み良さや豊かさを実感すると共に、市内外の交流から新たな価値を生み出

すことで、多彩な魅力に出会える快適空間都市を目指します・・・ 
２、この重点施策として戦略3では 
全国に類を見ない多様性のある都市づくり～クラスター型都市の形成～ 
リーディングプロジェクト 
①拠点の形成と一体的な発展 
②総合交通ネットワークの充実 
③都市の顔としての中心市街地の形成 
３、戦略6では 
すべての人が暮らしやすい自立社会づくり 
①ユニバーサルデザインの普及・啓発 
②安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進 
③安全に暮らせるまちづくりの推進 
４、重点戦略を受けた分野別計画の都市・生活基盤分野で今後の道路建設計画に当たっての政策

を述べている 

 
（４）快適な居住環境の創出と公共建築物の整備―公共建築物のユニバーサルデザイン化の推進 
 
このように、浜松市の基本計画におけるユニバーサルデザイン化計画は公共建築物については明示さ

れているが、道路建設計画に関しては明示されていない。 
 
参照資料 第3章3-1 第1次浜松市総合計画・・はままつやらまいか創造プラン<2007-2014>から 

4-39 頁 
説明並びに意見 
 
浜松市にはユニバーサルデザイン条例が制定されていること、また国がバリアフリー新法を制定し、

両法規ともに道路建設に当たってのユニバーサルデザインを重視しているのであるから、建築物と道

路建設の双方でユニバーサルデザインの推進を取り上げることが適当である。 

適正な道路・河川管理の推進 
活発な交流を促進する道路整備の推進 
市街地を快適に結ぶ道路整備の推進 
河川、海岸の保全及び整備の推進 

（３）安全・安心な道路河川空間の創出 

道路の適正な維持管理の推進 
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監査結果２４ 浜松市総合計画や浜松市のみちづくり計画などの中で自動車の通行を考慮し

た総合交通ネットワークの構築は明示しているが、歩行者空間ネットワークの構築につい

ての計画は立てられていない。 
 
第1次浜松市総合計（はままつやらまいか創造プラン）では浜松市の都市づくりの重点戦略として次

のように記載されている。 
道路や鉄道などの総合交通ネットワークの基本的あり方を示すため、環境にも配慮した新しい総合交

通計画を策定します。これに基づき、都心、副都心、周辺市域を結ぶ都市計画道路などの基盤整備を

進め、都市内の活発な経済活動や市民交流活動を促進します。 
浜松市のみちづくり計画でも道路計画はこのように自動車交通中心であり、歩行者空間ネ

ットワークの構築についての計画は立てられていない。 
 
参照資料 第3章3-1 第1次浜松市総合計画・・はままつやらまいか創造プラン<2007-2014>から 

4-39 頁 
 第3章4-3 第 34 回 市民アンケート調査報告書（平成 19 年 6 月実施）より 

4-59 頁 
     第5章5-8 道路構造令の解説と運用より   4-72 頁 

別表１ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(抜粋)  4-175 頁 
説明並びに意見 
「道路構造令の解説と運用」では歩行者空間ネットワークの構築の必要性について次のように述べ

られている。 
歩道、自転車道等の設置の考え方 

道路構造令では,歩行者を自動車や原動機付自転車から分離して通行させることを目的と

して、車両の通行を目的とする車道とは別に、自転車歩行者道（第 10 条の 2）、歩道（第

11 条）の設置について定めている。 
歩行者空間ネットワークの検討 

歩道等の設置にあたっては、まず、歩行者空間ネットワークの連続性の観点から検討す

る必要がある。ネットワークの検討範囲としては、通勤、通学、買い物等の日常生活の中

心となる駅、学校、商店街等を含む一体的なまとまりのある地域を対象とし、当該地域の

実状や各道路の沿道状況等に即することが必要である。 
住宅地域では、幹線道路で囲まれた地域の居住環境を確保するために、歩行者空間ネッ

トワークの整備とあわせて、通過交通の排除を考えるべきである。また、都市や地区の中

心部では、都市、地区の骨格を形成するため、歩行者空間ネットワークが都市、地区内に

張り巡らされる必要がある。 
鉄道駅の周辺や商業施設が集中している地区、病院、学校等の公共施設の周辺では、一

般に歩行者の交通量が多く、また、通行形態も通常と異なる場合があるので、これらの立

地を把握し、歩行者の経路を検討することが重要である。特に、通学路や交通バリアフリ

ー法上の特定経路については、一般的な歩行者空間ネットワーク計画とは別に検討するこ

とが必要である。 
道路構造令だけでなく高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律また浜松市

ユニバーサルデザイン条例などの諸法令も歩行者のための空間ネットワークを重要視している。

また、第 34 回市民アンケート調査報告書（平成 19 年 6 月実施）では、（３）ユニバーサル

デザインで取り組むべき課題として「安全で快適な歩道や自転車道の整備」と「思いやり

の心を育てる教育の充実」が も高く共に 43％に達している。こうしたことから歩行者空

間ネットワークの構築についての計画への期待は大きなものと考えられる。 
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監査結果２５ 「浜松市総合計画」や「浜松市のみちづくり計画」などの中で自動車の通行を

考慮した総合交通ネットワークの構築は明示しているが、自転車空間ネットワークの構築

についての計画は立てられていない。 
 
第1次浜松市総合計画（はままつやらまいか創造プラン）では都市づくりの重点戦略として次のよう

に記載されている。 
道路や鉄道などの総合交通ネットワークの基本的あり方を示すため、環境にも配慮した新しい総合交

通計画を策定します。これに基づき、都心、副都心、周辺市域を結ぶ都市計画道路などの基盤整備を

進め、都市内の活発な経済活動や市民交流活動を促進します。 
浜松市のみちづくり計画でも道路計画はこのように自動車交通中心であり、自転車空間ネ

ットワークの構築についての計画は立てられていない。 
 
参照資料 第3章3-5 浜松市環境方針について   4-53 頁 
 第3章3-1 第1次浜松市総合計画・・はままつやらまいか創造プラン<2007-2014>から 

4-39 頁 
 第3章4-3 第 34 回市民アンケート調査報告書(平成 19 年 6 月実施)より 4-59 頁 
 第5章5-8 道路構造令の解説と運用より   4-72 頁 
 

説明並びに意見 
「道路構造令の解説と運用」では自転車空間ネットワークの構築の必要性について次のように述べら

れている。 
 
自転車道等の設置の考え方 
（1）自転車道等の設置の考え方 

道路構造令では,自転車を自動車や原動機付自転車から分離して通行させることを目的と

して、車両の通行を目的とする車道とは別に、自転車道（第 10 条）、自転車歩行者道（第

10 条の 2）の設置について定めている。 
自転車空間ネットワークの検討 

自転車については、一般に歩行者に比べて利用距離が長く、また、駅、学校や商店街へ

の交通手段として利用されることが多いという特徴を有している。このため、歩行者空間

ネットワークのように、密なネットワークとする必要はないが、広域的、面的なネットワ

ークとする必要があり、歩行者空間ネットワークと別に検討する必要がある 
 

道路構造令だけでなく高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律また浜松市ユ

ニバーサルデザイン条例などの諸法令や浜松市環境方針も、自転車のための空間ネットワークを

重要視している。また、第 34 回市民アンケート調査報告書（平成 19 年 6 月実施）では、

（３）ユニバーサルデザインで取り組むべき課題として「安全で快適な歩道や自転車道の

整備」と「思いやりの心を育てる教育の充実」が も高く共に 43％に達している。こうし

たことから自転車空間ネットワークの構築についての計画への期待は大きいものと考えら

れる。 
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第 4 章 ユニバーサルデザイン条例及び同推進計画（道路関係） 
 

監査結果２６ 浜松市ユニバーサルデザイン条例第15条2項は「市は，公共施設等の新築等をしよ

うとするときは，あらかじめユニバーサルデザインの観点から利用者等の意見を聴くものとする」と

定めている。このために「浜松市利用しやすい施設づくり市民懇話会」という組織が作られているが、

平成16年間から3年間、道路については一度も懇話会が活用されたことがない。 
 
浜松市ユニバーサルデザイン条例第15条(公共施設等の整備)は次のように定めている。 
 
１項 市は，市が設置し，又は管理する建物，道路，公園等の公共施設及びこれらに附帯する工作物

(以下「公共施設等」という。)の新築等(新築，新設，増築，改築及び用途の変更(施設の用途を変更

して公共施設等とする場合を含む。)をいう。次項において同じ。)をしようとするときは，すべての

人が安心，安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づき整備するものとす

る。 
2項 市は，公共施設等の新築等をしようとするときは，あらかじめユニバーサルデザインの観点か

ら利用者等の意見を聴くものとする 
 
しかし、「浜松市利用しやすい施設づくり市民懇話会」の議事録を閲覧したところ、平成16年からの

3年間一度も道路についての議題があげられたことがない。 
  
参照資料  第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54 頁 
      浜松市利用しやすい施設づくり市民懇話会議事録（未掲載） 
 
説明並びに意見 
 
道路建設についても浜松市ユニバーサルデザイン条例第15条第2項に対応した措置が採られること

が望ましいと考える。
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監査結果２７ 浜松市ユニバーサルデザイン条例第15条2項は「市は，公共施設等の新築等をしよ

うとするときは，あらかじめユニバーサルデザインの観点から利用者等の意見を聴くものとする」と

定めている。このために「浜松市利用しやすい施設づくり市民懇話会」という組織が作られているが、

平成16年間から3年間、公園については一度も懇話会が活用されたことがない。 
 
浜松市ユニバーサルデザイン条例第15条(公共施設等の整備)は次のように定めている。 
 
市は，市が設置し，又は管理する建物，道路，公園等の公共施設及びこれらに附帯する工作物(以下

「公共施設等」という。)の新築等(新築，新設，増築，改築及び用途の変更(施設の用途を変更して公

共施設等とする場合を含む。)をいう。次項において同じ。)をしようとするときは，すべての人が安

心，安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づき整備するものとする。 
2 市は，公共施設等の新築等をしようとするときは，あらかじめユニバーサルデザインの観点から

利用者等の意見を聴くものとする 
 
しかし、「浜松市利用しやすい施設づくり市民懇話会」の議事録を閲覧したところ、平成16年からの

3年間一度も公園についての議題が取り上げられたことがない。 
 
参照資料   第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54 頁 
       浜松市利用しやすい施設づくり市民懇話会議事録（未掲載） 
 
説明並びに意見 
 
公園の建設と管理についても浜松市ユニバーサルデザイン条例第15条第2項に対応した措置が採ら

れることが望ましいと考える。 
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監査結果２８ 浜松市ユニバーサルデザイン条例第 16 条は「一般の旅客の運送のための鉄道，自

動車を所有し，又は管理する者は，その運行に必要とし，かつ公共のために使用する施設及び工作物

について，すべての人が安心，安全かつ円滑に利用することができるようユニバーサルデザインに基

づく整備に努めるものとする」と定めている。しかし、本条に該当する遠州鉄道、JR 東海などとの

間で、実施計画の提出や計画の推進を求めていない。 
 
浜松市ユニバーサルデザイン条例第16条(公共施設等の整備)は次のように定めている。 
 
第 16 条(公共交通事業者等の努力) 一般の旅客の運送のための鉄道，自動車又は船舶等(以下「公共

車両等」という。)を所有し，又は管理する者(以下「公共交通事業者等」という。)は，その運行に必

要とし，かつ公共のために使用する施設及び工作物について，すべての人が安心，安全かつ円滑に利

用することができるようユニバーサルデザインに基づく整備に努めるものとする。 
2 公共交通事業者等は，ユニバーサルデザインに基づき公共車両等の整備に努めるものとする。 
 
本条項は遠州鉄道とJR東海、天竜浜名湖鉄道などが該当する。しかし、本条に該当する遠州鉄道と

JR東海などとの間で、実施計画の提出や計画の推進を求めていない。 
 
参照資料  第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54 頁 

第11章11-5 利用客区分別のバス停別降車人員上位100停留所   4-130頁 
 
説明並びに意見 
下記の表は遠鉄バス停留所を性格別に区分し、そこの乗降客の人数が多いバス停を抽出したものであ

る。平成 19 年 4 月 17 日の遠鉄の調査結果を基にしている。こうした利用者が多いバス停などのユ

ニバーサルデザインに基づく整備については、公共交通事業者等としての努力義務が求められるとこ

ろである。浜松市では本条に該当する遠州鉄道などに対し、実施計画の提出や計画の推進を求めてい

ないが、適切な対応への期待は大きいものと考える。 
 
 

順

位 
区分 駅周辺 学校 官公庁施

設 
公園 工場 集合住宅 住宅地 商業施設 病院 

バス停 浜松駅 浜松北高 市役所前 浜松城 
公園入口

JR 浜松

工場 
ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ

入口 
根上り松 かじ町 聖隷三方原

病院 
1 

降車人数 20,206 977 1,259 284 386 304 676 2,006 839
バス停 磐田駅 六間坂上 美術館   県営住宅 泉町南 南口 医療ｾﾝﾀ  ー2 
降車人数 1,412 718 281 253 330 1,475 439
バス停 西鹿島

駅 
西遠学園 県総合 

庁舎 
  佐鳴台 

団地 
鴨江坂上 田町中央

通り 
医科大学 3 

降車人数 516 529 267 225 304 1,247 388
バス停 磐田駅

南口 
浜松学院

大学 
保健所   西山団地 住吉町 尾張町 せいれい病

院 
4 

降車人数 313 505 262 169 285 514 383
バス停  浜商前 西郵便局    追分 伝馬町 遠州病院前 5 
降車人数  418 191 270 482 173
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監査結果２９ 浜松市ユニバーサルデザイン条例 17 条 1 項は「施設を設置し，又は管理する

者が新築改築等をしようとするときは，すべての人が安心，安全で快適に利用することができるよう

ユニバーサルデザインに基づく整備に努めるものとする」と定めている。しかし、民間事業者に対す

る具体的な整備基準や目標を定めていない。 
 
参照資料 第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54 頁 
     第8章8-2 浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱（平成12年4月1日策定） 

4-88 頁 
説明並びに意見 
 
浜松市ユニバーサルデザイン条例第 17 条は民間事業者が工場やビル、店舗などを新築したり改築し

たりする場合の、民間事業者に対する努力義務を定めたものであるが、1項(施設の設置等をする者の

努力)は次のように規定している。 
 
(施設の設置等をする者の努力) 
第17条1項 施設を設置し，又は管理する者(前2条に規定するものを除く。)が新築等(新築，新設，

増築，改築及び用途の変更をいう。)をしようとするときは，すべての人が安心，安全で快適に利用

することができるようユニバーサルデザインに基づく整備に努めるものとする。 
 
しかし、浜松市では事業者に対する具体的な整備基準や目標を定めていない。土地利用の際の届出を

定めた「土地利用要綱」にも、ユニバーサルデザインに対する基準の定めは置かれていないの

で、条例の適切な運用が求められていると考える。 
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第5章 国道、県道、市道 
 
監査結果３０ 道路構造令第11条2項は「第三種又は第四種第四級の道路には、安全かつ円滑な交 
通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする」と規定しているが、浜松市 
には「安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合」の基準の定めがない。 
 
道路構造令第11条は自動車交通量に応じて道路に等級を設け、歩道の設置基準を定めている。同条 
2項は「第三種又は第四種第四級の道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合に 
おいては、歩道を設けるものとする」と規定しているが、「安全かつ円滑な交通を確保するため必要が

ある場合」の基準の定めがない。 
 
参照資料 別表第 4 表 道路構造令（抜粋）   4-184 頁 
 
説明並びに意見 
道路構造令は道路の種類と等級を次のように定め、歩道などの設置基準を規定している。  
道路の種類 

道路の存する地域 
高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 

地方部 都市部

高速自動車国道及び自動車専用道路 第一種 第二種

その他の道路 第三種 第四種

第4種の道路について 
計画交通量（単位 一日につき台） 
道路の種類 

一〇、〇〇〇以上四、〇〇〇以上 
一〇、〇〇〇未満

五〇〇以上 
四、〇〇〇未満 

五〇〇未満 

一般国道 第一級 第二級 
都道府県道 第一級 第二級 第三級 
市町村道 第一級 第二級 第三級 第四級 

 
ところで、第11条（歩道）第1項は「第四種の道路は第四級を除いて、地形の状況が許す限り歩道

を設置すること」としている。第四種は1日の自動交通量が500台未満の道路であり、自動車交通量

が少ないため、歩道の設置を不要としているが、第2項は第四級であっても必要がある場合は歩道設

置を必要としている。しかし、「安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合」の基準の定め

がないため、第2項の運用に公平を欠く場合が生ずる恐れがある。必要な場合の基準は学校、病院、

駅、バス停、商店街などが該当するとされているので、基準を作成して、基準に沿った歩道設置を行

う努力が求められるものと考える。
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監査結果３１ 県道には、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除いては歩道を

設置することと規定されている。浜松市は平成19年度から政令市になり、県道を管理するようにな

ったが、それまでは県が県道の管理責任を負っていた。静岡県は県道への歩道設置をあまり行ってこ

なかったため、県道の相当距離について歩道設置がされていない。 
 
道路構造令第11条第1項は次のように規定している。「第四種（第四級を除く。）の道路・・（略）・・

には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、この限りでない」。静岡県は県道への歩道設置をあまり行ってこなかったため、

県道の相当距離について歩道設置がされていない。 
 
参照資料  別表第 4 表 道路構造令（抜粋）   4-184 頁 
 
説明並びに意見 
道路構造令は道路の種類と等級を次のように定め、歩道などの設置基準を規定している。  
道路の種類 

道路の存する地域 
高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 

地方部 都市部

高速自動車国道及び自動車専用道路 第一種 第二種

その他の道路 第三種 第四種

第4種の道路について 
計画交通量（単位 一日につき台） 
道路の種類 

一〇、〇〇〇以上四、〇〇〇以上 
一〇、〇〇〇未満

五〇〇以上 
四、〇〇〇未満 

五〇〇未満 

一般国道 第一級 第二級 
都道府県道 第一級 第二級 第三級 
市町村道 第一級 第二級 第三級 第四級 

 
また第11条1項の規定は次のようになっている。 
「第十一条（歩道）第1項 第四種（第四級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、

歩行者の交通量が多い第三種（第五級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は

自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない」 
 
第4種の道路を見ると、上記のように県道は自動車交通量には関係なく第1級から第3級に該当する

ので、歩道を設置しなくてはならない。浜松市は平成19年度から政令市になり、県道を管理するよ

うになったが、それまでは県が管理責任を負っていた。しかし静岡県は県道への歩道設置をあまり行

ってこなかったため、県道の相当距離について歩道設置がされていない状況になっており、今後こう

した県道の管理責任を負うことになる。
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監査結果３２ 国道には、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除いては歩道を

設置することと規定されている。浜松市は平成19年度から政令市になり、国道1号線を除く国道を

管理するようになったが、それまでは県が国道の管理責任を負っていた。県は中心市街地を除き国道

への歩道設置を行ってこなかったため、国道の相当距離について歩道設置がされていない状況が生じ

ている。 
 
道路構造令第11条第1項は次のように規定している。「第四種（第四級を除く。）の道路・・（略）・・

には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、この限りでない」。県は中心市街地を除き国道への歩道設置を行ってこなかっ

たため、国道の相当距離について歩道設置がされていない。 
 
参照資料  別表第 4 表 道路構造令（抜粋）   4-184 頁 
 
説明並びに意見 
道路構造令は道路の種類と等級を次のように定め、歩道などの設置基準を規定している。  
道路の種類 

道路の存する地域 
高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 

地方部 都市部

高速自動車国道及び自動車専用道路 第一種 第二種

その他の道路 第三種 第四種

第4種の道路について 
計画交通量（単位 一日につき台） 
道路の種類 

一〇、〇〇〇以上四、〇〇〇以上 
一〇、〇〇〇未満

五〇〇以上 
四、〇〇〇未満 

五〇〇未満 

一般国道 第一級 第二級 
都道府県道 第一級 第二級 第三級 
市町村道 第一級 第二級 第三級 第四級 

 
また第11条1項の規定は次のようになっている。 
「第十一条（歩道）第1項 第四種（第四級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、

歩行者の交通量が多い第三種（第五級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は

自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない」 
 
第4種の道路を見ると、上記のように国道は自動車交通量には関係なく第1級または第2級に当たる

ので歩道を設置しなくてはならない。浜松市は平成19年度から政令市になり、国道1号線を除く国

道を管理するようになったが、それまでは県が管理責任を負っていた。しかし県は国道への歩道設置

を中心市街地などは別にして行ってこなかったため、国道の相当距離について歩道設置がされていな

い状況になっており、今後こうした国道の管理責任を負うことになる。
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監査結果３３ 都市計画道路阿蔵山線は旧天竜市が阿蔵山の宅地開発を実施する過程で先行的に

340メートルが完成した。建設費は3億58百万円をかけて、舗装、歩道（タイル敷き）、街路灯など

全て完成している。しかし、宅地開発の中断に伴って道路入口を封鎖した状態で、利用されていない。

今後の供用開始時期も定まっていない。 
 
参照資料  第5章5-7 天竜阿蔵山天神団地造成と都市計画道路阿蔵山線   4-69 頁 
 
説明並びに意見 
 
都市計画道路阿蔵山線は建設費として3億58百万円をかけて、旧天竜市が阿蔵山の宅地開発を実施

する過程で先行的に340 メートルが完成した。舗装、歩道（タイル敷き）、街路灯など全て完成して

いる。しかし、宅地開発の中断に伴って道路入口を封鎖した状態で、利用されていない。今後の供用

開始時期も定まっていない。現状のままでは、タイル敷きの歩道も、街路灯も劣化して使用不能とな

る恐れがある。 
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監査結果３４ 浜松市の都市計画道路の計画に対する進捗率は50.2％とされている。 開通している

都市計画道路は両側に歩道が設置され、更に街路樹も植えられており、安全性、景観、環境などの面

から見て申し分ないものである。しかし、こうした道路の対計画進捗率は計画の 50％程度に過ぎな

いため、少し走ると旧来の質的に劣る道路に行き着つくが、こうした未整備の区間は劣る状態のまま

に置かれている。 
 
参照資料 浜松市のみちづくり計画12頁（未掲載） 
 
説明並びに意見 
 
 浜松市の都市計画道路の対計画進捗率は50.2％であるが、この整備率は15政令市の中でさいたま

市（43.7％）、静岡市（50.1％）についで低い。都市計画道路は両側に歩道が設置され、更に街路樹

も植えられており、安全性、景観、環境などの面か見ても完成度が高い。しかし、こうした完成した

都市計画道路は 50％程度に過ぎないため、少し走ると旧来の質的に劣る道路に行き着いてしまう。

こうした旧来の道路を都市計画道路として完成させるには何世代かの相当の長期を要すると考えら

れる。これは道路整備に期限がないことからして当然である。しかし、こうした未整備区間がその何

世代にも渡って改良がほとんどされないとすると好ましくない。未整備区間について、改良基準など

を設け、道路としての一定水準の質まで高めることが望まれるところである。
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監査結果３５ 浜松市の中心部を横断する東名高速道路は、通勤時間帯の 50％割引制度が導入され

て、渋滞緩和策としての代替交通ルートに位置付けがされたが、片道だけの適用になっている。 
 
参照資料 浜松市のみちづくり計画11頁（未掲載） 
 
説明並びに意見 
 
東名高速道路は浜松市中心部を横断しているが、有料道路であり、長らく遠方の他都市への出口とし

てだけ位置付けがされて来た。東名高速道路は浜松市内に3つ、磐田や袋井も含めると浜松市の通勤

圏内に5つのインターチェンジを持っている。 近になって、ETC利用者への通勤時間帯の50％割

引制度が導入されて、渋滞緩和策としての代替交通ルートに位置付けがされたが、依然として片道だ

けの適用になっており、不十分の感は否めないと思われる。浜松市内、また浜松市内と隣接都市の通

勤圏を通勤道路として代替する割引制度を確立することが望ましい。 
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監査結果３６ 浜松市の中心市街地はユニバーサルデザインの下に、交通バリアフリー基本構想の取

組が進んでいる。しかし、この区域内の主要道路の横断は依然として横断地下道に依存しており、自

転車、ベビーカーなどの利用者には利用できず、また高齢者などの交通弱者にも障害になっている。 
 
参照資料 浜松市のみちづくり計画32頁（未掲載） 
 
説明並びに意見 
 
浜松市のみちづくり計画32頁は「浜松市交通バリアフリー基本構想」につき次のように述べている。 
 
JR浜松駅・遠鉄新浜松駅を中心に、高齢者・身体障害者等が通常徒歩で移動する概ね500～1000メ

ートルの範囲にある官公庁施設、福祉施設、文化施設等（特定施設等）を含む範囲内を「重点整備地

区」に指定し、重点整備地区内の施設を結ぶ特定経路において、バリアフリー化を推進する。 
この主要施策として、 
①歩道の拡幅、段差の解消等のフラットな歩行者空間の整備を推進する 
②主要な鉄道駅周辺のユニバーサルデザイン化を推進する 
 
を掲げている。しかし、この区域内の主要道路の横断は依然として地下道に依存しており、自転車、

ベビーカーなどの利用者には利用できず、また高齢者などの交通弱者にも障害になっている。今後、

より一層、ユニバーサルデザイン化の取組を示す必要がある。
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監査結果３７ 道路台帳の更新の基準時点は、毎年4月1日であるが、道路台帳の経年変化修正作業

が多く、予算を超過する場合は、修正作業は翌年に繰越されるため、必ずしもその年のすべての道路

情報が掲載されていない。 
 
参照資料  未掲載 
 
説明並びに意見 
 
道路台帳の更新の基準時点は、毎年 4 月 1 日である。 しかし、4 月 1 日時点の道路情報が網羅され

ているわけではない。これは、道路台帳の経年変化修正作業、つまり、新規に追加拡幅、拡張された

道路の道路台帳への更新作業が、予算枠の範囲で行われているためである。道路台帳の更新状況は、

「予算枠」と「更新を必要とする案件数」によって、年度ごとに、「いつまでの道路情報が更新され

るか」は異なっている。なお、道路台帳に未更新の道路情報については、「告示書類」として公表さ

れており、その閲覧を行うことでカバーされることになっている。 しかし、道路台帳利用者によっ

て、正確な情報を把握する体制が十分に整備されているとは言いがたい。現状においても、2月の議

会において承認を必要とする認定道路案件については、もれなく更新が行われている。  
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監査結果３８ 道路台帳は、昭和53年より作成が開始され、昭和60年にその年分のものまでの完成

を見た。当初は道路台帳の作成は、数社の JV によって行われていた。その後、このJV の中の１社

によって、現在に至るまで、20 年以上の長期にわたり、継続して、経年変化修正業務が受注されて

いる。 
 
参照資料  未掲載 
 
説明並びに意見 
 
道路台帳経年変化修正業務の近年の入札状況を見ると、直近の4年間では指名競争入札は行われてい

るものの、特定の8社が入札に参加し、入札の結果、㈱フジヤマが継続して当該業務を受注している。 
直近4年間以前も、㈱フジヤマが継続して受注しており、現実的には、㈱フジヤマの一社独占業務化

している。㈱フジヤマが、当初の作成に携わると共に、長期間にわたり経年変化修正業務を行ってい

ることによって、蓄積されたノウハウがあり、他業者より効率的に、より安価に業務を行うことがで

きることは推定できる。しかし、20 年以上にわたり、㈱フジヤマの実質独占業務となっている点は

問題といわざるを得ない。また、入札結果を比較すると、かなりの近似価格での入札を行っている他

業者があり、その他業者によっても、同レベルの入札価額による業務履行が可能であることが考えら

れる。そのため、受注機会の平等及び業者との馴れ合いの防止等のためにも、指名業者の定期的な入

替を行うことも、検討することが望ましい。なお、土木事業費の縮小に伴い、道路の新設等は減少し

ていることもあり、年々、経年変化修正業務に係る契約額も減少傾向にある。 
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監査結果３９ 道路建設に関し、複数年での予算額と実績額の比較が行われていない。現状

は国や県の補助事業の場合、国や県への報告が単年度となっているため、事業期間が複数

年度にわたる場合は、管理は前年度までの実績と今年度の予算で行っており、計画当初の

予算額と累積して実際にかかった額との比較は行っていない。 
 
参照資料  未掲載 
 
説明並びに意見 
 
道路の建設には、長い期間を要するケースがあり、平成 18 年に完成したものについても、

平成 2 年から平成 18 年までの事業期間のものがある。この場合でも、あくまでも予算額と

実績額の比較は単年度単位で行っているので、 終年度の 18 年度では平成 2 年から平成 17
年までは実績額のみが管理されている。そのため、事業開始から完成までの実際にかかっ

た経費が当初予算と比較しての増減分析をすることは出来ない。事業着手から完成までの

実際経費の合計と当初予算との比較をすることが望ましい。公会計においても、将来的に

は貸借対照表の作成が予定されている。貸借対照表には当年度の支出だけでなく、累積的

な支出が反映する。累積的な支出が当初の事業計画と対比して適当であったかどうかの検

証は重要と考える。 
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監査結果４０ 市道整備優先順位評価表の記載方法については、「市道整備優先順位評価表」

を作成し、これに基づき道路整備計画をたてている。各評価項目について出来る限り客観

的に行うと共に、道路整備の必要性と道路整備の困難度を整理することが大切と考える。 
 
参照資料 未掲載 
 
説明並びに意見 
 
市道整備優先順位評価表には様々な評価項目があるが、「整備の効率性」の中の「維持管理

コスト」及び「市民の満足度」については、評価対象で「高」の評価になっているものが

多い。また一次評価では「高」ランクにもかかわらず、「市民の協力体制」が「低」のため、

凍結となっているものも見受けられる。現実問題として協力が得られない場所で工事にか

かることは難しい。道路建設には期限はないのであるから、道路整備の必要性と実現の困

難・容易さは表の中でも明確に区分し、実現の困難な場所については長期的な対応などを

具体的に記載することが望ましいと考える。通学路危険箇所調査の中では、歩道設置や通

学路の改築などの要望が寄せられるが、「市民の協力が得られない」という理由で、対策が

取られない場合がある。こうした場合でも、長期的な視点に立った対応が期待されるもの

と考える。 
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監査結果４１ 新設道路の整備に当たり、生活道路を新設する場合、ユニバーサルデザイン

や環境に配慮した道づくりに対する投資をどの程度行うのか、市中心街や郊外等に区分し

た具体的な指針を作成することが望ましいと考える。 
 
参照資料 未掲載 
 
説明並びに意見  
 
平成 18 年度の「道路橋りょう費」について、「道路新設改良費」の中の工事請負費から金

額の大きい 18 の工事について確認を行った。その結果 
①UD ブロック・点字ブロック使用  4 件 
②歩道に透水性舗装         1 件 
の設置が確認出来た。 
車道への排水性舗装については、18 の工事では実施されていない。予算との関係や補助金

交付元（国交省道路局や防衛省等）の意思もあるかと思われるが、生活道路に対するユニ

バーサルデサイン・環境に配慮した排水性・透水性舗装の導入に対する方針や原則を出来

る限り具体化し、統一的に設置することが望ましいと考える。 
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監査結果４２ 道路用地の買収に関する土地の評価日について、道路用地の取得のための売

買契約に適用する土地評価額については出来る限り 新のものを使用することが望ましい

と考える。 
 
参照資料  未掲載 
 
説明並びに意見 
 
平成 19 年 3 月 5 日締結の土地売買契約書に、土地の評価について平成 17 年 9 月 1 日現在

のものを使用しているものが見受けられた。平成 18 年の公示価格や路線価は 8 月にすでに

公表されており、評価が変わっている場合がある。やむをえない事情で、評価時点として

新のものを使用しない場合であっても、 新の評価情報を入手し、時価の妥当性の確認

を行っておくことが望ましい。 
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監査結果４３ 道路用地の買収に関する営業補償の評価日は出来る限り 新の資料を使用す

ることが望ましいと考える。 
 
参照資料   未掲載 
 
説明並びに意見 
 
平成 18年 10月 16日締結の物件移転補償契約書に中の営業補償額を算定するための資料と

して、平成 17 年 6 月期の決算資料を利用しているものがある。本件の場合は平成 18 年 6
月期の決算書を入手でき、評価が変わることもありうることである。やむをえない事情で、

評価時点として 新のものを使用しない場合であっても、 新の評価情報を入手し、評価

額の妥当性の確認を行っておくことが望ましい。 
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監査結果４４  道路設置に伴う物件移転補償の中に営業補償がある。その細目として休業

（人件費）補償と固定的経費の補償があるが、補償期間を異にする場合が見受けられる。 
 
参照資料   未掲載 
 
説明並びに意見 
 
道路設置に伴う、物件移転補償費の中に休業（人件費）補償と固定的経費の補償がある。 
平成 18 年度の事例では、その期間について、 
休業（人件費）補償   30 日 
固定的経費の補償   55 日 
と相違しているものが見られる。 
どちらの補償も営業を一時休止する必要が生じたために、この期間の損失を補償するもの

であるが、固定的経費の補償の中には、給与と関係の深い法定福利費も含まれているので、

期間については統一することが望ましいと考える。期間を異にする場合は法定福利費は人

件費であるから、科目区分に問題があると考える。 
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 第5章 国道、県道、市道 
 
監査結果４５ 公共事業再評価の範囲について、既に実施されている事業についての再評価

を実施しているが、市の単独事業の道路新設工事については再評価の実績が見られない。 
 
参照資料   未掲載 
 
説明並びに意見 
 
浜松市では、「浜松市公共事業再評価実施要領」を作成し、長期間経過している事業等の再

評価を実施している。 
その理由として、 
①「浜松市公共事業再評価実施要領」では、「事業採択後既に長期間が経過している事業」

が対象となっている。 
②市の単独事業は市民の要望による事業が多いため、市民の反対による用地買収の遅れ等

は少ない 
③市の単独事業は、比較的小規模のものが多く、工期も比較的短い 
④市単独事業は長期的な計画決定や事業採択という手続きを採用していない 
 
と言った理由が考えられる。 
 
浜松市単独事業についても、計画決定に基づいて実施される場合は公共事業再評価の対象

になるものと考えられるので、単独事業の計画決定や事業採択のあり方を見直すことが望

ましい。監査結果４０で指摘の通り、市単独事業についても長期的な視点に立った道路改

築計画が必要と考える。 
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監査結果４６ 組合施行区画整理事業で理事に就任している者の会社が工事を受注してい

るケースがある。この組合施行区画整理事業では法人の元代表者が理事に就任し、工事を

受注している。定款第 14 条 1 項は「組合員たる法人の場合は代表者が、選挙を経て理事に

就任する」ことになっている。また第 29 条 2 項は「理事は工事を受注することができない」

と定めている。今回のケースでは理事に就任するに当たってこの代表者は妻に代表者を変

更している。第 14 条の定款趣旨から照らして、運用上問題がないかチェックすることが望

ましい。 
 
参照資料 第 6 章 6-3 各組合施行区画整理事業決算年度比較表   4-77 頁 
 
説明並びに意見 
 
区画整理事業では多額の浜松市の財政資金が投入される。組合施行の場合は原則的には民

間の意思決定が優先されると考えられるが、公的資金が投入される以上、運営の透明性と

資金の公開性には十分に配慮されるべきである。理事会、地権者、工事業者、保留地の取

得者の 4 者間の何れかの取引は運営の透明性と資金の公開性が確保される必要性が高いも

のと考える。この組合施行区画整理事業で理事に就任している者の会社が工事を受注して

いる。理事に就任しているのは法人の元代表者である。定款第 14 条 1 項は「組合員たる法

人の場合は代表者が、選挙を経て理事に就任する」ことになっている。また第 29 条 2 項は

「理事は工事を受注することができない」と定めている。今回のケースでは理事に就任す

るに当たってこの代表者は妻に代表者を変更しているとはいえ、第 14 条の定款趣旨から照

らして、運用上問題がないかチェックすることが望ましい。 
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監査結果４７ 組合施行区画整理事業での道路延長と歩道延長の関係を分析すると、西都

では 24％、西美薗西地区では 16％、その他の現在施行中の組合施行区画整理事業でも 35％
前後となっている。また事業地内の公園についても周囲への歩道設置の考え方は予定され

ていない。 
 
組合施行区画整理事業では都市計画道路の国・県道は浜松市が用地費を補償金として負担

しているが、その他の施行地区内道路の歩道については減歩された土地があれば、浜松市

が工事を行う。この結果、歩道率は西美薗西のように市街地に近いほど低くなっている。

こうした考え方は、生活道路や公園の歩道はそこの居住者が用地を提供しなくてはならな

いということに通ずる。これではバリアフリー新法やユニバーサルデザイン条例を遵守し

た道路建設は困難を来す恐れがある。 
 
参照資料  第 3 章 3-4 バリアフリー新法について   4-50 頁 
      別表第 4 表 道路構造令（抜粋）     4-184 頁 
      別表第 1 表 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抜粋） 

4-175 頁 
説明並びに意見 
西遠広域都市計画事業 西都土地区画整理事業 設計図並びに 近の組合施行区画整理事

の歩道率は下表のとおりである。 
   は、歩道のある道路   は、歩道のない道路 

各土地区画整理組合の歩道率 単位：m

組合名 道路延長 歩道延長 歩道率
西都地区 18,847.5 4,539.1 24.1%
西美薗西地区 2,779.0 454.0 16.3%
中瀬南部地区 10,040.4 3,740.1 37.3%
船明地区 14,180.0 4,800.0 33.9%
井伊谷地区 6,015.3 2,152.6 35.8%
堀出前地区 9,352.0 3,085.0 33.0%

堀出前地区には緑道が961メートル設置されているが
上記数量には含めていない。

↓笠井坪井線 

↑竜禅寺

雄踏線

↑西鴨江雄踏線 

九領川↑ イオン 

調整池 

近隣公園 

↓1 号街区公園 

↓1 号緑地 

↓5 号街区公園 

↓2 号街区公園 3 号街区公園↓ 
4 号街区公園↓ 
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監査結果４８ 区画整理事業は浜松市の財政資金が多額に投入されて、道路、公園、宅地

開発が行われる。しかし、町づくりをどうするかという計画については以前に実施された

区画整理事業地区ではほとんど協定が作られていない。 
 
広大な土地を区画整理して道路、公園、新しい住宅地などの宅地開発を行った場合は、将

来的な街並みの形成を考慮した町づくり計画が重要と考えられる。近年実施されている区

画整理事業では地区協定などが締結され、将来的な一定水準の街並みが確保されるように

なっている。しかし、過去実施された区画整理事業ではこうした協定はないため、街並み

が揃わず、区画整理事業が実施された区域なのかどうかも明瞭ではない。 
 
参照資料 都市計画法 12 条の 5（地区協定） 
     別表第8表 浜松市都市景観条例   4-214 頁 

都市緑地法第45条（緑地協定） 
 
説明並びに意見 
 
区画整理事業などを行った区域で、将来的に一定水準の街並みを維持していくためには地

権者や住民による、次のような協定が結ばれなくてはならない。 
都市計画法 12 条の 5（地区協定） 
浜松市都市景観条例第8 条(都市景観形成地区の指定) 、同第38 条(都市景観の形成に関する協定の

締結) 
都市緑地法第45条（緑地協定） 
建築基準法第69条（建築協定） 
 
現在施行中の区画整理事業や 近完了した区画整理事業では、これらの中の何れかの協定

が締結され、将来的にも整然とした街並みの形成が期待されている。しかし、過去実施さ

れた区画整理事業では街並みの形成を高める協定はほとんど結ばれていない。このため、

こうした地区では区画整理事業が本当に実施されたのかどうか外見上では分からない地域

まで水準は下がっている。区画整理事業には財政資金が多額に投入されており、道路や公

園はある程度整備されたものになっている。こうした過去に実施された区画整理事業地区

にも町づくりの協定ができるよう検討が望まれるところである。 
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監査結果４９ 街づくりコーディネート業務委託として、東第2土地区画整理事業施工地域

内の中北ブロック街づく協議会を対象に、仮換地後の土地利用等について情報提供を行いな

がら、グループ勉強会を行い、都心として良好な町並み及び健全な土地利用を育成すること

を目的に㈱東海開発研究所等民間事業者に業務委託をしている。平成18年度は、勉強会の実

施、街づくり会議の支援等の委託として、472千円が支出され、定時総会支援、幹事会の支

援、清算の支援が報告されている。過年度においては、平成8年度～17年度において56,000
千円が支出されている。  
 
参照資料  都市計画法 12 条の 5（地区協定） 
      別表第8表 浜松市都市景観条例   4-214 頁 

都市緑地法第45条（緑地協定） 
 
説明並びに意見 
 
仮換地の後の街づくりについて、専門家（コーディネーター）に個別相談、勉強会等を託す

ことにしたものである。区画整理事業や市街地再開発事業を行った区域で、将来的に一定水

準の街並みを維持していくためには地権者や住民による、次のような協定が結ばれなくては

ならない。 
① 都市計画法 12 条の 5（地区協定） 
② 浜松市都市景観条例第8 条(都市景観形成地区の指定) 、同第38 条(都市景観の形成に関する協

定の締結) 
③ 都市緑地法第45条（緑地協定） 
④ 建築基準法第69条（建築協定） 
東第２土地区画整理事業施行地域内の中北ブロックでは、街づくり協議会が組織され、都市

景観形成地区協定の締結もされて、新しい街づくりに貢献している。しかし、こうした街づ

くり協定の締結の作業は本来住民自身が、浜松市の都市計画課等の指導を受けて実施すべき

ものと考えられる。浜松市が多少の金銭的支援を行うことはやむを得ないが、コンサルタン

ト料までを支払うことは過大な支援と思われる。 
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監査結果５０ 浜松市施行の区画整理事業は完成までの期間が当初の計画から大幅に延長

され、浜松市側から見るとコストの高騰、事業地区内住民側から見ると長期にわたって生活

上の不便を被っている。 
 
参照資料  未掲載 
 
説明並びに意見 
 
区画整理事業の完成までの期間が当初の計画から大幅に延長されている。中心市街地に近

い事業地区について見ると次のように延長されている。 
 
（イ）南浅田地区の事例 
当初計画は、平成 7 年度から平成 16 年度までの事業の予定。しかし、資金計画の変更や事 
業の見直し等を主たる原因として、以下のとおり事業延長が行われた。 
①平成 16 年度から平成 19 年度までの延長 
②平成 19 年度から平成 24 年度までの再延長 
 
（ロ）高竜地区の事例  
当初計画は、平成９年度から平成 18 年度までの事業の予定。しかし、地権者との交渉の中 
で、仮換地指定が遅れたこと等を主たる原因として、以下のとおり事業延長が行われた。 
①平成 18 年度から平成 23 年度までの延長 
②平成 23 年度から平成 26 年度までの再延長申請中 
 
事業延長の結果、浜松市側から見るとコストの高騰、事業地区内住民側から見ると長期に

わたって生活上の不便を受けることになる。完成に至る隘路を検証し、代替策などを模索

して事業延長による不利益を 小限にする努力が求められる。 
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監査結果５１ 高竜地区土地区画整理事業の場合、計画設定の段階から、この地区の土地区

画整理事業が完了した場合であっても、砂山寺島線が開通しないことを原因とした変則五差

路を生み出す計画図となっている。 
 
参照資料  未掲載 
 
説明並びに意見 
 
高竜地区土地区画整理事業では、計画設定の段階から、変則五差路を生み出す計画図とな

っている。しかしこれは、区画整理事業における都市計画道路などの道路建設に関わる問

題の一例に過ぎない。すなわち、土地区画整理事業の計画段階において、どの地区におい

ても、仮段階の全体計画（たとえば、浜松市都市計画マスタープラン等を前提とした計画）

はあっても、具体的な土地区画整理事業の実務段階においては、全体計画をあまり意識さ

れていないと見られる。つまり実務段階では、地権者との交渉や予算の関係から、現実的

に実効可能な地域に絞り、地域枠を決定し、その中で、事業完了を目指すような手法がと

られている。その地域枠決定の段階での問題点として、変則五差路を出現させるとか、幹

線道路が開通しないまま事業が終了するような計画が採用される。こうして出現した変則

的な都市計画道路などは次の新たな計画履行まで長期にわたって据え置かれる。こうした

状態を長期にわたって据え置くことは浜松市の道路投資の無駄につながるものと見られる

ので、適切な対応が求められる。 
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監査結果５２ 土地区画整理事業内での道路工事進行計画について、道路が飛び石的に建設

され、建設した道路への支出効果が減殺されている。 
 

参照資料  未掲載 
 
説明並びに意見 

 
土地区画整理事業地内での道路工事進行計画について、道路が飛び石的に建設され、一定

期間その道路の使用が制限されるため、建設した道路への支出効果が減殺されているケー

スを現在施行中の土地区画整理事業の中から一例として挙げる。 
 
（イ）南浅田地区の事例 
幹線道路である元浜米津線の工事は、平成 17 年度から平成 20 年度までの期間を要する予

定である。また、年度ごとにみると、道路が飛び石のように完成していく区間がある。 
 
（ロ）高竜地区の事例 
幹線道路である砂山寺島線の工事にあたり、平成 21 年度から、平成 25 年度までの期間を

要する予定になっている。また、年度ごとにみると、道路が飛び石のように完成していく

区間がある。また、もう一つの幹線道路である龍禅寺雄踏線の工事にあたり、両側車線の

完成が、平成 21 年度から平成 22 年度と年度をまたいでいる。 
 
道路工事進行計画によっては、権利者の仮換地期間の不公平を少なくすること、また幹線 
道路の完成によって、交通量が増え、交通事故が発生する可能性を高める可能性もあって 
一概に都市計画道路などの幹線道路の完成を優先させることが困難であることは理解でき 
ることである。しかし、一方で、市内の幹線道路の完成は、駅周辺等の交通量の緩和に役 
立ち、投資効果を高めることになる。また区画整理地域内に限ってみた場合、工事期間が

長引き、道路が長期にわたり使用できないことは問題があると考える。 
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第 7 章 市街地再開発事業 
 

監査結果５３ 旭板屋Ｂ地区市街地再開発組合が建設する施設建築物への補助金の内、共用

通行部分に対して補助された額は、補助を受けないで建設された近くの分譲マンションと対

比すると公平を欠くものと見られる。 
 
参照資料 第7章7-2 市街地再開発事業の実施位置   4-82頁 
     第7章7-3 浜松市が実施してきた市街地再開発事業の事業内容と事業費及び補

助金一覧   4-83頁 
 
説明並びに意見 
 
市街地再開発事業の目的は中心市街地で、防災・土地利用上課題のある地区を再開発するこ

とである。旭板屋は、市街地再開発事業として、旧来の密集店舗と住宅地区から新たな都市

機能の更新を目的としてＡ，Ｂ，Ｃ地区に分けて事業を実施している。このうちＢ地区には

Ｂ－1棟（マンション棟）とＢ－2棟（ホテル棟）が建設された。Ｂ－1棟には１階が店舗、2
～6階が駐車場、7～34階が住宅となっている。平成18年度の補助金は、404,100千円（Ｂ地

区に対する浜松市の補助金支出総額は29億円）であるが、そのうち共同施設整備補助金は

392,502千円となっている。共同施設整備費は、①周囲の空地整備費、②供給処理施設、③

その他の施設の事業ごとに補助対象が決められている。③のその他の施設の事業のうち共用

通行部分として、183,609千円が補助対象事業費として補助金申請がされ、2／3の122,406
千円が補助されている。共用部分は専らマンション入居者の共用に供されているのが実情で

ある。市街地再開発事業費補助交付要綱では、共用通行部分の整備に要する費用とは、廊下、

階段、エレベーター、エスカレーター、及びホールが含まれるが、実際に補助の恩恵を受け

るのはマンションの販売事業者またはマンション居住者であると見られる。中心市街地には

他にも分譲マンションが建設されているが、こうしたマンション事業者や購入者と比較する

と公平を欠くと考えられる。 
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第 7 章 市街地再開発事業 
 

監査結果５４ 市街地再開発事業では浜松市から補助金などを受けて再開発が実施される。

過去の事業を視察したところ、補助金の中で共同施設整備として補助されたものが、本来の

補助の目的から逸脱した使用がされている場所がある。 
 
参照資料 第7章7-2 市街地再開発事業の実施位置   4-82頁 
     第7章7-3 浜松市が実施してきた市街地再開発事業の事業内容と事業費及び補

助金一覧   4-83頁 
 
説明並びに意見 
 
市街地再開発事業の目的は中心市街地で、防災・土地利用上課題のある地区を再開発する

ことである。再開発は地権者が組合を結成し、浜松市からの補助金を受けて実施される。

補助金は大きく 3 つに分類される。 
 
１、調査設計計画費用 
２、土地整備費用 
３、共同施設整備費用 
 
共同施設整備費は、(1)空地等に係る費用、(2)供給処理施設、(3)その他の施設の事業ごとに

補助対象が決められている。このうち(1)の空地等に係る費用とは新たに建設される建築物

の外周部の ①通路整備費、②駐車場整備費、③児童遊園整備費、④緑地整備費、⑤広場

整備費などの設置に対して補助される。過去に実施された市街地再開発事業地区を視察し

たところ、次の 2 か所では補助を受けている敷地内の空地を本来の目的に利用していない。 
 
浜松駅前 12 街区（名鉄ホテル北側）・・・自己駐車場や駐輪場として使用しており、公共

空地としての目的に使用していない 
 
田町地区（ビオラ田町北側）・・・歩道部分をロープで囲い、歩行者の通行の妨げとなって 
いる。 
 
浜松市の補助金が有効に生かされるような対応が望まれる。長い年月が経過したところで

は補助があったのかどうかもわからなくなるのであれば、公共空地等の表示を行うことも

検討する必要がある。
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第 8 章 土地利用事業の適正化要綱 
 
監査結果５５ 土地利用事業の適正化要綱の個別基準では「敷地外周部は、耐久性を有する外柵

を施工し、景観に配慮すること」と規定しているが、外柵を施工することは視界を遮断し景観を害す

るものと考えるので、矛盾した規定である。 
 
 
参照資料 第8章8-3 土地利用事業の適正化要綱の個別基準の主な内容（第6条に基づく別表） 

4-90 頁 
別表第8表 浜松市都市景観条例   4-214頁 

 
説明並びに意見 
 
浜松市都市景観条例第2条と第3条は次のように定めている。 
 
第2 条(市の責務) 市は、都市景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、及びこれを実施する

責務を有する。 
第3 条(市民及び事業者の責務) 市民は、自らが都市景観の形成の主体であることを認識し、その個

性と創意を発揮することにより、都市景観の形成に努めなければならない。 
2 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、都市景観の形成について必要な配慮をしなければ

ならない。 
3 市民及び事業者は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 
 
土地利用にあたって、外柵を設置するかどうかは一般的には土地利用者が決定することで、

浜松市が一律に規制することではないと考えられる。また、外柵は景観を害するだけでな

く、歩行者にとっても好ましいものではない。「敷地外周部は、耐久性を有する外柵を施工し、

景観に配慮すること」は矛盾した規定であるといわざるを得ない。 
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第 8 章 土地利用事業の適正化要綱 
 
監査結果５６ 「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」は民間事業者が一定以上の土地

利用を行う際の土地利用基準を定め、土地利用上の指導を行っている。しかし、この基準の中には歩

道の設置についての規定がない。 
 
参照資料 第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54頁 
 第8章8-4 土地利用事業の適正化要綱個別基準 別表(2)   4-91頁 
 第8章8-3 土地利用事業の適正化要綱の個別基準の主な内容（第6条に基づく別表） 

4-90頁 
 第3章3-4  バリアフリー新法について   4-50 頁 

 別表第 4 表 道路構造令（抜粋）   4-184 頁 
  別表第 1 表 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抜粋） 

4-175 頁 
 
説明並びに意見 
 
民間事業者が一定以上の土地利用を行う際の土地利用基準は「浜松市土地利用事業の適正化に関する

指導要綱」と要綱個別基準で定められている。この基準には「浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱」

というものがあり、一定の緑地化を定めている。しかし敷地外周部への歩道設置の規定が用意されて

いないが、浜松市の歩道建設の考え方では都市計画道路などの主要道路を除いては、歩道設置は土地

所有者が土地を提供することが事実上の措置になっているのであるから、要綱に規定を設けることが

必要である。今回の監査で、土地利用事業の届出があって開発された現場の幾つかを視察したところ、

イオン志都呂店の東側や市野店の東側には歩道がなく自動車利用が前提になっており、歩いて行く店

舗の利用者や近隣の住民に対し、安全への配慮を欠いているものと見られる。 
 



2-60 

第 8 章 土地利用事業の適正化要綱 
 
監査結果５７ 「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を定めて、一定規模以上の土地

開発に対して届出指導を行っているが、届出を行わないで開発を行う事業者の把握を行っていない。 
 
参照資料 第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54頁 
 第8章8-4 土地利用事業の適正化要綱個別基準 別表(2)   4-91頁 
 第8章8-3 土地利用事業の適正化要綱の個別基準の主な内容（第6条に基づく別表） 

4-90頁 
 第3章3-4  バリアフリー新法について   4-50頁 

 別表第 4 表 道路構造令（抜粋）   4-184頁 
  別表第 1 表 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抜粋） 

4-175 頁 
 
説明並びに意見 
 
民間事業者が一定以上の土地利用を行う際の土地利用基準は「浜松市土地利用事業の適正化に関する

指導要綱」と要綱個別基準で定められている。この要綱はあくまでも届出に基づくものであり、無届

の開発についての効力は有していない。浜松市ではこうして無届で一定規模以上の開発を行った事業

者を把握する仕組みを用意していないが、他部門との連携で把握は可能と考えられるので、そのよう

な仕組みを作ることが望ましいと考える。 
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第 9 章 土地改良事業 
 
監査結果５８ 土地改良事業は多額な税金を投入して、農道整備、灌漑施設の建設を行う

ものである。こうした土地改良事業地内の農地で耕作放棄されている農地がかなりの面積

に上っている。浜松市は適切な対応を取っていると考えるが、改善効果が見られない。 
 
参照資料 第 9 章 9-8 総農家数、自給的農家、販売的農家数、耕作放棄地、土地持ち非農

家の耕作放棄地   4-108頁 
 
説明並びに意見 
 
2005 年の国の農業センサス調査では浜松市の耕作放棄地面積は 243,175 アール（24.3 ㎢）

とされている。この面積は販売農家、自給的農家それと土地持ち非農家の合計面積である。

浜松市には土地課税台帳上で田が 42 ㎢、畑が 129 ㎢計上されている（第 1 次浜松市総合計

画 54 頁）。耕作放棄地の面積は浜松市の田と畑の合計総面積の 14.2％に達している。また、

総農家の耕作面積（現に耕作中の農地）901 千アールと総農家の耕作放棄地面積 117 千ア

ール、それに非農家の耕作放棄地 126 千アールの合計 1,144 千アールに対しては、耕作放

棄地の面積は 21％になる。浜松市は土地改良事業の施行に平成 18 年度 40 億円の支出を行

った。しかし、生産農地内に散在するこうした耕作放棄地のため、課税台帳上の比率を基

にすると、40 億円の 14.2％、6 億円程度、農業センサスによるデータでは 21％の 8 億円程

度は、農政費支出としては無駄になっていると計算される。耕作放棄地を生産農地に変え

ることで、浜松市の支出効果は高まるが、浜松市はこうした耕作放棄地の解消のため適切

な対応を取っているものの、改善効果が見られない。 
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第 9 章 土地改良事業 
 
監査結果５９ 浜松市は土地改良区に対して、平成 18 年度に 22 億円の補助金などの支出

を行った。これは農林水産業費の支出総額 86 億円からフラワー・フルーツパークへの繰出

金 12 億円と農排水事業への繰出金 1 億円、林業と森林事業への支出 18 億円を除く純粋な

農業関連支出 55 億円の 40％を占めている。土地改良区への支出目的の多くは過去に行った

農道や灌漑施設の建設に対する借入金の返済である。 
 
参照資料 第 1 章 1-11 平成 18 年度農林水産業費 目的別集計   4-21頁 
 
説明並びに意見 
下表は監査結果 10 で示した土地改良関係支出 40 億円の内訳である。浜松市が平成 18 年度

に土地改良区に対して補助金などとして支出した 22 億円のうち、土地改良区が借入金の返

済に充てた金額は 17 億円。借入金の返済は過去に行った農道や灌漑施設の建設に対するも

ので、新たな事業への投資とは言い難いものである。土地改良区の事業や存在意義、その

あり方全体について定義の見直しと、新たな理念を構築することが望まれる。 
 
 
 単位：千円

目  天竜川 浜名湖 
 節         土地改良推進費                  土地改良費                     三方原用水費                    下流用水費                北部用水費         合 計

報酬 0 6,905 0 0 0 6,905
給料 5,648 100,115 0 0 0 105,763

職員手当等 3,462 61,270 0 0 0 64,732
共済費 1,499 27,003 0 0 0 28,502
報償費 0 193 0 0 0 193
旅費 0 233 0 0 0 233

需用費 0 27,280 0 0 0 27,280
役務費 0 929 0 0 0 929
委託料 0 146,268 0 0 0 146,268

使用料及び賃借料 0 1,225 0 0 0 1,225
工事請負費 0 647,219 0 0 0 647,219
原材料費 0 2,904 0 0 0 2,904

公有財産購入費 0 50,344 0 0 0 50,344
備品購入費 0 7,840 0 0 0 7,840

負担金補助及び交付金 1,183,433 9,206 289,773 313,881 1,141,898 2,938,191
補償、補填及び賠償金 0 1,487 0 0 0 1,487

合 計 1,194,042 1,090,421 289,773 313,881 1,141,898 4,030,015
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第 9 章 土地改良事業 
 
監査結果６０ 土地改良事業が実施され、浜松市が多額の投資を行った農用地区域内の農

地が農業放棄されたりして、投資効果を生まない状況が生じている。こうした耕作放棄地

などの解消に向けた努力は主に農業委員会が行うことになっているが、効果が見られない

のが現状である。 
参照資料 第 9 章 9-7 農業委員会の業務   4-106頁 
     第 9 章 9-9 農業振興地域制度について   4-109頁 
     第 9 章 9-10 農業委員会委員の報酬について   4-111頁 
 
農業委員会が行う業務は農業委員会法第 6 条に規定されており、法律上 3 つに区分される。 
【1】農業委員会法第 6 条 1 項にもとづく法令業務 
1 農地法にもとづく業務 

（1） 農地の権利移動の審査・許可業務（売買・貸し借りは農業委員会が許可） 
（2） 農地転用の審査・許可業務 
（3） 小作地の所有制限に関連する業務 
（4） 農地等の賃貸借解約等の業務 
（5） 和解の仲介の業務 
（6） 農業生産法人の要件確認と指導等 
（7） 標準小作料の設定等の業務 
（8） 農地法にもとづくその他の業務 

2 農業経営基盤強化促進法にもとづく業務 
（1） 農用地利用集積計画の決定の業務 
（2） 認定農業者への利用権の設定等の促進 
（3） 農業生産法人の構成員要件の特例のための「農業経営改善計画」の認定業務 
（4） 遊休農地解消に向けた業務 

3 特定農地貸付法・市民農園整備促進法にもとづく業務 
（1）特定農地貸付法の業務 
（2）市民農園整備促進法の業務 

4 農業振興地域整備法にもとづく業務 
（1）農業振興地域整備計画の業務 
（2）交換分合等の業務 

5 土地改良法にもとづく業務 
（1）土地改良事業に参加の資格者認定の業務 
（2）交換分合の業務 

6 独立行政法人農業者年金基金法の業務 
7 租税特別措置法の業務（証明事務） 
8 土地区画整理法の業務 
9 その他法令にもとづく業務 
【2】農業委員会法第 6 条 2 項にもとづく農業振興業務 
1 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務 
2 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務 
3 法人化その他農業経営の合理化に関する業務 
4 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査・研究の業務 
5 農業及び農民に関する情報提供の業務 
【3】農業委員会法第 6 条 3 項にもとづく意見の公表、建議、答申 
 
このように農業委員会の業務は多岐にわたっているが、農地の権利移動や賃貸借の業務、
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それに耕作放棄地に関する次のような業務について現状では役割を果たしていないと見ら

れる。 
10 【1】農業委員会法第 6 条 1 項にもとづく法令業務の、2 農業経営基盤強化促進法にも

とづく業務（4）遊休農地解消に向けた業務、4 農業振興地域整備法にもとづく業務 
（1）農業振興地域整備計画の業務 

【2】農業委員会法第 6 条 2 項にもとづく農業振興業務、1 農地等として利用すべき土

地の農業上の利用の確保に関する業務 
 
農業委員の報酬は他の行政委員と比較しても低い状態に置かれていることも影響している

と考えられる。行政委員等の報酬を比較すると次のようになっている 
浜松農業委員会委員 月額 44,000 円（浜松農業委員会以外の委員 月額 27,000 円） 
選挙管理委員会委員 月額 59,000 円  
公平委員会委員  月額 59,000 円 
教育委員会委員  月額 81,000 円 
人事委員会委員  月額 164,000 円 
監査委員会委員  月額 164,000 円 
 
土地改良事業や農地の有効活用が成果を上げられるように、報酬額の引き上げも含め農業

委員制度のあり方を抜本的に見直すことが望まれる。
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監査結果６１ 林道の建設は森林の間伐などの森林環境の維持や材木の搬出などのために

建設される。しかし、こうした林道沿いまたは林道の沿いの周辺地域でも間伐や枝うちが

適切にされないため、荒廃した山林が至るところに点在している。 
 
多額な投資を行って林道建設を行っても、こうした林道沿いまたは林道の沿いの周辺地域

で間伐や枝うちが適切にされないため、荒廃した山林が至るところに点在している。こう

した山林を放置することは林道投資の採算や投資効果を著しく損なうものであるから、浜

松市は適切な対応を行う必要がある。 
 
参照資料 第 10 章 10-1 浜松市の森林行政と林道   4-112頁 
 
説明並びに意見 
静岡県の下表調査結果の通り、間伐や枝うちが適切にされないで荒廃した人工林面積は静

岡県全体では 23％、浜松市では 16％に及ぶとされている。浜松市には民有森林面積が

81,549 ヘクタール（約 815 ㎢）あるとされているので、この比率を当てはめると、約 1 万

3 千ヘクタール（130 ㎢）の人工林が適切に管理されていないことになる。この面積は浜松

市の田の面積 42 ㎢の 3 倍以上の面積に達する。また、平成 18 年度の浜松市の森林や林道

関係に支出した金額は 18 億円であるので、この 16％、約 3 億円は支出効果に乏しいこと

になる。林道建設などの森林関係の支出は森林経営の強化と森林環境の維持改善のために

投資されるものであるから、こうした荒廃した人工林を放置することは財政支出効果を弱

めることになるので荒廃山林の管理方法の再検討が望まれるところである。 
 
荒廃森林についての静岡県の調査結果は下表のとおり。下層植生のない森林面積が荒廃森

林に当たる。 
 

単位 ヘクタール 
 
 
 
 
 
 
県森林税で緊急に整備すべき森林（要整備森林） 
 

 県計 浜松市計 
要整備森林（Ａ） 12,000 1,628 
民有森林面積（Ｂ） 409,388 81,549 
要整備率Ａ／Ｂ 2.9% 2.0% 

 

 県計 浜松市計 
下層植生のない森林面積（Ａ） 7,844 2,014 
現地調査面積（Ｂ） 34,043 12,510 
荒廃率Ａ／Ｂ 23% 16.1% 
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監査結果６２ 交通事故の多い交差点として挙げられている 10 か所の地点について、

平成 16 年を基準に 3 年間の推移を見ると、4 か所は著しい改善が見られたが、6 地点

については改善が見られない。 
 
参照資料 第11章11-1 事故多発交差点と交通安全対策組織   4-119頁 
 
説明並びに意見 
 
平成16年度を基準にして事故多発交差点の事故件数の移りを見ると下表のとおり。  
著しく改善している交差点は国道1号大柳交差点（大柳町）、大正坂下大昭橋東交差点（和合町）、半

田上交差点（半田町）、飯田市民サービスセンター北交差点（飯田町）の4 箇所だけで、他の6 地点

では大きな改善は見られない。南九領橋交差点（志都呂町）、八幡町交差点（八幡町）、東三方北交差

点東交差点（東三方町）などは、事故件数が増えている。適切な原因分析と対策が求められると考え

る。 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 № 交差点名 道路 人身事故件数 
 （町名）  16年 17年 18年

1 南九領橋交差点（志都呂町） 県道×県道 15 9 16
2 国道152号浜松市体育館前交差点（元城町） 国道×市道 15 14 11
3 八幡町交差点（八幡町） 市道×市道 8 6 14
4 国道152号子安北交差点（子安町・植松町） 国道×市道 8 10 5
5 国道1号大柳交差点（大柳町） 国道×県道 7 10 1
6 半田上交差点（半田町） 市道×市道 7 0 2
7 大正坂下大昭橋東交差点（和合町） 市道×市道 6 4 1
8 東三方北交差点東交差点（東三方町） 市道×市道 6 5 7
9 栩木交差点（大瀬町） 県道×市道 6 4 7
10 飯田市民サービスセンター北交差点（飯田町） 市道×市道 5 3 1
  合計 83 65 65
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監査結果６３ 浜松市は静岡県で も交通事故が多い都市になっている。平成 18 年は件数

9,936、負傷者数 12,665、死者数 49 人と、何れも増大傾向を示している。なお、平成 18 年静岡

県全体では件数 39,491、負傷者数 50,999、 死者数 242 であり、浜松市の比率はそれぞれ 25％、

25％、20％である。なお静岡県の人口 379 万 3 千人に対し浜松市は 80 万 7 千人で 21％を占め

ている。 
 
参照資料 別表第 7 表 第 8 次交通安全計画より（抜粋）   4-202 頁 
 
説明並びに意見 
 
浜松市の交通事故の発生状況は次のようになっている。 
年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 

件数 6,881 6,519 7,130 7,391 8,460 9,425 9,252 9,620 9,757 9,855 9,936
負傷者

数 
8,369 7,947 8,923 9,168 10,677 12,047 11,655 12,292 12,522 12,697 12,665

死者数 61 45 44 64 53 53 44 63 51 38 49
 
平成 18 年は件数 9,936、負傷者数 12,665、死者数 49 人と、何れも増大傾向を示している。平成

18 年静岡県全体では件数 39,491、負傷者数 50,999、死者数 242 であり、浜松市の比率はそれぞ

れ 25％、25％、20％と高い数値を示す。静岡県の人口 379 万 3 千人に対し、浜松市は 80 万 7
千人で 21％を占めており、人口が一番多いのであるからやむを得ない理由はあると思われる。し

かし、交通事故の件数は増大傾向を表しているので、適切な対応が求められる。
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監査結果６４ 平成 18 年 6 月作成の第 8 次浜松市交通安全計画の中で、交通事故の安全に

ついての目標として、浜松市は平成 20 年末と平成 22 年末の目標を定めている。それによ

ると人身事故発生件数を 9,600 件以下から 9,400 件以下、年間死者数は 36 人以下から 35
人以下という目標になっている。削減幅が僅かであることについて、短期間の目標として

はやむを得ない数値と見られるが、長期間の数値目標を示すことによって、目標と効果が

明瞭になる。 
 
参照資料 別表第 7 表 第 8 次交通安全計画より（抜粋）   4-202 頁 
 第11章11-1 事故多発交差点と交通安全対策組織   4-119頁 
 
説明並びに意見 
 
第 8 次浜松市交通安全計画は平成 18 年 6 月作成になるもので、5 年ごとの計画として作成さ

れる。交通安全計画作成には手順があって、国の中央交通安全対策会議が決定した計画を基に

静岡県交通安全対策会議が静岡県としての計画を策定し、それを基に浜松市交通安全対策会議が

浜松市交通安全計画を作成する。このように、5 年ごとの交通安全計画は国 － 県 － 市と

一連になっている。しかし、平成 20 年から 22 年の目標値の削減は僅かであり、目標としての効

果に乏しいと考えられる。目標年数を短くても 10 年程度において、交通安全対策目標と実績が

はっきり分かるようにすることが望ましい。
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監査結果６５ 浜松市交通安全対策会議の委員の中に市民が含まれていないが、含めるこ

とが望ましい。 
 
参照資料 別表第 7 表 第 8 次交通安全計画より（抜粋）   4-202 頁 
 第11章11-1 事故多発交差点と交通安全対策組織   4-119頁 
 
説明並びに意見 
浜松市交通安全対策会議の委員の構成は次のようになっている。 
会長 浜松市長 
特別委員 
・中日本高速道路㈱横浜支社袋井管理事務所長 
・東海旅客鉄道㈱浜松駅長 
・遠州鉄道㈱運輸事業部長 
・天竜浜名湖鉄道㈱ 
幹事 委員の属する機関の職員 
委員 
・国の関係地方行政機関の長 
・県の関係地方行政機関の長 
・市内８警察署長 
・市教育長・市消防長 
・市助役・市技術統括監 
事務局：浜松市交通政策課 
 
このように、浜松市交通安全対策会議の委員の中には障害者や高齢者の代表や市民が含ま

れていない。会議の透明性を確保するためには、障害者や高齢者の代表や市民を含めるこ

とが望ましい。第 8 次浜松市交通安全計画の「２ 講じようとする施策は」の（オ） 道路交通

環境整備への住民参加の促進は次のように述べている。 
道路交通環境の整備にあたっては、地域住民や利用者から意見を広く聴取していくことが重要で

あることから、「標識ＢＯＸ」、「道の相談室」、「市長へのご意見箱」等を活用して市民の意

見を取り入れ、道路交通環境の整備に反映していく。また、交通の安全は、住民の安全意識によ

り支えられていることから、道路交通環境整備にあたっては、住民が計画段階から参加し、安全

で良好な交通環境を実現させる仕組みをつくり、行政と地域住民の連携による交通安全対策を推

進する。 
 
このような第 8 次浜松市交通安全計画でも宣言しているところであるから、浜松市交通安全対

策会議の委員の構成も見直すことは適当と考える 
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監査結果６６ 道路構造令によれば第４種第４級の道路の設計速度は時速 20 ㎞、30 ㎞、

40 ㎞の何れかとされているが、浜松市には 20 ㎞を制限速度とする道路はなく、設計速度と

制限速度の関係が適切に設定されているか検討が必要と思われる。  
 
参照資料  別表第 4 表 道路構造令（抜粋）   4-184 頁 
 
説明並びに意見 
 
道路構造令第 13 条は次の定めを置いている。 
 
第十三条（設計速度）  道路（副道を除く。）の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度

の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、高速自動車国道である第一種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲

げる値とすることができる。 
区分 設計速度（単位 一時間につきキロメートル）

第一級 一二〇 一〇〇 
第二級 一〇〇 八〇 
第三級 八〇 六〇 

第一種 

第四級 六〇 五〇 
第一級 八〇 六〇 第二種 
第二級 六〇 五〇又は四〇 
第一級 八〇 六〇 
第二級 六〇 五〇又は四〇 
第三級 六〇、五〇又は四〇 三〇 
第四級 五〇、四〇又は三〇 二〇 

第三種 

第五級 四〇、三〇又は二〇   
第一級 六〇 五〇又は四〇 
第二級 六〇、五〇又は四〇 三〇 
第三級 五〇、四〇又は三〇 二〇 

第四種 

第四級 四〇、三〇又は二〇   
 
浜松市には 20 ㎞を制限速度とする道路はない。道路の設計速度と制限速度の関係が適切に

設定されているか検討が必要と思われる。
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監査結果６７ 第 8 次浜松市交通安全計画の「２ 講じようとする施策は」13 項目の主要施策

を掲げている。交通安全計画は静岡県交通安全計画を基にして浜松市のものを作成している。静

岡県の計画では 13 項目の内、「人優先の安全・安心な歩行空間の整備」を第一番目の項目とし

たが、浜松市の計画では「エ」として四番目に下げられている。 
 
参照資料 別表第 7 表 第 8 次交通安全計画より（抜粋）   4-202 頁 

 第 8 次静岡県交通安全計画 12 頁～30 頁（未掲載） 
 
説明並びに意見 
第 8 次浜松市交通安全計画「２ 講じようとする施策は」の項目は次の通り。 
ア  道路ネットワークの整備と規格の高い道路の利用促進（静岡県 2） 
イ 交通安全施設等整備事業の推進（静岡県 3） 
ウ 効果的な交通規制の推進（静岡県 4） 
エ 人優先の安全・安心な歩行空間の整備（静岡県 1） 
オ 地域住民と一体となった安全な道路交通環境の整備（以下、静岡県と同じ順番） 
カ 効果的で重点的な事故対策の推進 
キ 高速自動車国道等における交通安全施設等の整備 
ク 高速道路交通システムの活用 
ケ 円滑・快適で安全な道路交通環境の整備 
コ 交通需要マネジメントの推進 
サ 総合的な駐車対策の推進 
シ 災害に備えた道路交通環境の整備 
ス 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 
 
このように浜松市は静岡県が 1 番目としたものを 4 番目に下げ、静岡県が 2 番目とした項目を

1 番目とした。 
静岡県が 1 番目に置いた「人優先の安全・安心な歩行空間の整備」の項目は次の通り。 
これまで一定の成果を挙げてきた交通安全対策は、主として「車中心」の対策であり、歩行者

の視点からの道路整備や交通安全対策は依然として十分とはいえず、また、生活道路への通過交

通の流入等の問題も依然として深刻である。このため、身近な生活道路等において、「人」の視

点に立った交通安全対策を推進していく必要がある 
(ｱ) 通学路等の歩道整備等の推進 
(ｲ) 生活道路における交通安全対策の推進 
(ｳ) 中心市街地等のバリアフリー化を始めとする歩行空間等の整備 

また、浜松市が 1 番目とした「道路ネットワークの整備と規格の高い道路の利用促進」の項目は

次の通り。 
基本的な交通の安全を確保するため、高規格幹線道路から居住地域内道路に至るネットワーク

によって、適切に機能が分担される道路の体系的整備を推進する 
(ｱ) 適切に機能分担された道路網の整備 
(ｲ) 改築による道路交通環境の整備 
(ｳ) 高規格幹線道路等の利用促進 
「人優先の安全・安心な歩行空間の整備」と「道路ネットワークの整備と規格の高い道路の利

用促進」とでは、思想や取組が根本的に異なる。浜松市は自動車交通を主眼とした道路ネットワ

ークの構築を主要な施策としているが、交通安全計画の中で「人優先の安全・安心な歩行空間の

整備」に優先させることは好ましくない。 
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監査結果６８ 第 8 次浜松市交通安全計画の「２ 講じようとする施策は」13 項目の主要施策

を掲げている。こうした施策の年度ごとの成果や結果はまとめられていない。 
 
参照資料 別表第 7 表 第 8 次交通安全計画より（抜粋）   4-202 頁 

第 8 次静岡県交通安全計画 12 頁～30 頁（未掲載） 
 
説明並びに意見 
第 8 次浜松市交通安全計画「２ 講じようとする施策は」は 13 項目を上げている。 
ア  道路ネットワークの整備と規格の高い道路の利用促進 
イ 交通安全施設等整備事業の推進 
ウ 効果的な交通規制の推進 
エ 人優先の安全・安心な歩行空間の整備 
オ 地域住民と一体となった安全な道路交通環境の整備 
カ 効果的で重点的な事故対策の推進 
キ 高速自動車国道等における交通安全施設等の整備 
ク 高速道路交通システムの活用 
ケ 円滑・快適で安全な道路交通環境の整備 
コ 交通需要マネジメントの推進 
サ 総合的な駐車対策の推進 
シ 災害に備えた道路交通環境の整備 
ス 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 
この中で、例えば「オ 地域住民と一体となった安全な道路交通環境の整備」の具体的な実施

計画は次のようになっている。 
道路交通の安全は、道路利用者の生活、経済・社会活動に密接に関係するため、対策の立案に当

たって地域住民や道路利用者の意見を十分に反映させる必要がある。 
また、地域によって道路環境や道路利用者の実態及び交通の状況が異なることから、地域の実情

を踏まえた道路交通環境の整備を行う。 
(ｱ) 道路交通環境整備への住民参加の促進 
道路交通環境の整備にあたっては、地域住民や利用者から意見を広く聴取していくことが重要で

あることから、「標識ＢＯＸ」、「道の相談室」、「市長へのご意見箱」等を活用して市民の意

見を取り入れ、道路交通環境の整備に反映していく。また、交通の安全は、住民の安全意識によ

り支えられていることから、道路交通環境整備にあたっては、住民が計画段階から参加し、安全

で良好な交通環境を実現させる仕組みをつくり、行政と地域住民の連携による交通安全対策を推

進する。さらに、安全な道路交通環境の整備を推進するためには、住民の理解と協力が不可欠で

あり、このため事業効果や当年度事業計画等を公表していく。 
 
交通安全の諸施策は多岐にわたっており、計画に対する結果や成果を検証することは重要と考え

る。  
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第 11 章 交通安全計画と諸施策 
 
監査結果６９ 浜松市では毎年、通学路危険箇調査を行っており、幼稚園や小中学校から

危険箇所と対策の要望を受けている。平成 18 年度は 118 件、平成 17 年度は 165 件の危険

箇所の改善要望が寄せられた。こうした改善要望に対して、平成 18 年度 41 件（35％）、平

成 17 年度 38 件（23％）の要望を「対応できない」と回答している。 
 
参照資料 別表第 5 表 平成 18 年度通学路実施報告書   4-191 頁 

別表第 6 表 平成 17 年度通学路実施報告書   4-195 頁 
 
説明並びに意見 
通学路危険箇所調査に対する回答結果は次の通りである。 
 

判定 平成 18 年度 平成 17 年度 
当年度対応 23 48 

翌年度以降対応 34 55 
実施できない 41 38 

その他 17 23 
完了 0 1 

要望なし 3  
合計 118 165 

 
この結果を見ると浜松市は適切な対応を行っていると見られる。しかし平成18年実施できないと回答した41個
所のうち11個所を視察したが、9箇所の結果は次の通りである。 
場所 要望 回答 視察結果による意見 
竜禅寺小西側(8) 登下校時、車交通量が多い

ので信号機の設置 
車交通量は少ない 要求内容自体を否定する

のは不適切 
泉小北側(10) 朝夕、許可車両のみの通行

にしてほしい 
無回答（地元自治会の了解

次第） 
地元自治会への文書での

指導は可能ではないか 
上島小東側(23) 交通量が多いのに、横断歩

道ない 
すぐ南に信号機があるた

め設置不可 
代替策が検討されていな

い 
曳馬中南側(18) 道路が狭く、登下校時危険

のため、道路拡幅 
用地取得困難 代替策が検討されていな

い 
丸塚中南側(83) 歩道橋をやめて、横断歩道

に 
歩道橋撤去は出来ない 歩道橋はユニバーサルデ

ザイン条例にも不適合 
蒲小北側(86) 歩道橋老朽化のため改築 98 年塗装実施のため修繕

不要 
錆が発生。通路階段に水溜

りができる 
丸塚中東側(84) 国道152号に横断歩道を 交通量多く危険 ユニバーサルデザイン条

例にも不適合 
芳川小東側(112) 横断歩道が片側にしかな

い 
横断歩道は同一路線で１

個所が原則 
意味が不明 

相生小西側(１) 路側帯の設置 現行幅員 5.5m のため不

可能 
代替策が検討されていな

い 
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第 12 章 公園 
 
監査結果７０ 浜松市は土地区画整理事業を実施する際、法令によって都市公園を設置し

ている。しかし、こうした公園の周囲は歩道の設置がない。このため安全対策などを理由

にしてフェンスで囲っているが、浜松市ユニバーサルデザイン条例や景観条例上好ましく

ない。 
 
参照資料 第 12 章 12-1 都市公園等の種類と配置基準   4-132 頁 
     第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54頁 

別表第8表 浜松市都市景観条例   4-214頁 
       
説明並びに意見 
 
区画整理事業を行う際は、都市計画法と都市公園法に基づいて、街区公園、近隣公園、地

区公園を一定の距離を置いて設置することになっている。浜松市は多数の区画整理事業を

行っており、この結果、公園の数も相当数確保されている。しかし、これらの多くの公園

の周囲には歩道は設置されていない。これは、都市計画道路などの主要な道路以外の歩道

は、土地所有者が土地を提供することが原則であり、公園への歩道設置の余裕がないのが

現実になっているからである。逆に、安全を確保するため、歩道がないために公園をフェ

ンスで囲んでいるところが多い。公園を利用する子供などの飛び出しを防ぐためであれば、

周囲に歩道を設置することが筋であり、こうした状況はユニバーサルデザイン条例に照ら

しても景観条例に照らしても好ましくない。 
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第 12 章 公園 
 
監査結果７１ 浜松市には多数の街区公園や近隣公園が設置されている。こうした公園の

草刈りや清掃の管理は公園愛護会の協力を得ているが、公園愛護会がない公園は浜松市が業者に委

託して行われている。しかし、公園の現場視察を行うと、草刈りなどの管理状況にはバラツキが見ら

れる。公園愛護会については「浜松市公園愛護会報償金交付要綱」で、取り決めがされるが、要綱の

内容にも問題があると見られるので適切な内容に改めることが必要である。 
 
参照資料 第 12 章 12-1 都市公園等の種類と配置基準   4-132 頁 

 第 12 章 12-2 浜松市の公園愛護会の団体数と報償金額   4-136頁 
  第 12 章 12-3 浜松市公園愛護会報償金交付要綱について   4-137頁 
 
説明並びに意見 
 
浜松市公園愛護会報償金交付要綱の問題となる文章は主に次のような点にある。 
 

浜松市公園愛護会報償金交付要綱 
 
第１条（趣旨） この要綱は、公園等の美化と地域の連帯を深めるとともに、公園愛護思想の高揚を

図るため、公園等の愛護活動を行う市民の組織に対して交付する報償金について、必要な事項を定

める。 
第２条（用語の定義） この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 
(1) 公園等とは、浜松市（南部・北部公園管理事務所）が管理する公園及び緑地等をいう。 
(2) 愛護活動とは、公園等の敷地のうち、面積５，０００㎡以下の区域の清掃及び除草、軽易な剪定

刈り込み、樹木等への散水、その他市長が必要と認める活動をいう。 
(3) 公園愛護会とは、公園等の愛護活動を行う市民の組織で、市長に届け出たものをいう。 
第３条（公園愛護会結成の届出） 前条第３号に規定する届出は、公園愛護会結成届（第１号様式）

に次に掲げる図書を添えて行うものとする。 
(1) 公園愛護会の規約 
(2) 公園愛護会の役員名簿 
(3) 愛護活動を行う公園等の区域を明示する図面 
(4) その他市長が必要があると認める書類 
２ 公園愛護会は、前項各号に掲げる図書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出

なければならない。 
第４条（計画書の提出） 公園愛護会は、公園愛護会活動計画書（第２号様式）を毎年度当初に、市

長に提出しなければならない。 
第５条（報償金額） 報償金額は、予算の範囲内で、愛護活動を行う区域の面積に応じて次に定める

面積割額及び基本割額を合計した額とする。 
(1) 面積割額 （１００㎡未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た面積）         

１㎡につき２０円 
 
問題点は次のところにある。 
① 公園愛護会を浜松市との関係では業者のような扱いをしている。これは「届出」を要することや、

「しなければならない」などと規定していることから読み取れる。 
② 報奨金の支払いを「予算の範囲内」とし、活動に応じた支払を行っていない 
③ 支払額を１㎡につき２０円としているが、規定上は当然に1回と読み取れるのに、1年という解釈を取って

いる。公園愛護会は市民の奉仕活動ではあるとはいえ、回数などの労務に応じた報奨規定に改めるべきである。 
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第 13 章 街路樹 
 
監査結果７２ 歩道に設置された街路樹は落葉樹が多く、夏は草刈り、秋になると落葉の

ため清掃が必要となる。こうした歩道街路樹の管理は街路樹愛護会の協力を得ているが、街路

樹愛護会がない所では浜松市が業者に委託して行われている。街路樹愛護会については「浜松市街路

樹愛護会報償金交付要綱」で、取り決めがされるが、要綱の内容に問題があると見られるので適切な

内容に改めることが必要である。 
 
参照資料 第 13 章 13-1 街路樹の概要   4-140 頁 

第 13 章 13-3 街路樹愛護会の団体数と報奨金の推移   4-147頁 
第 13 章 13-4 浜松市街路樹愛護会報償金交付要綱   4-148頁 

 
説明並びに意見  
 
浜松市街路樹愛護会報償金交付要綱の問題となる文章は主に次のような点にある。 

 
浜松市街路樹愛護会報償金交付要綱 

 
第1条（趣旨） この要綱は、街の美化と地域の連帯を助長し、街路愛護思想の高揚を図るため、街

路樹等の愛護活動を行う市民の組織に対し交付する報償金について、必要な事項を定める。 
第2条（用語の定義） この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 
（1）街路樹等とは、市が管理する街路樹及び植樹帯等で、その延長がおおむね100 メートル以上

にわたるものをいう。 
（2）愛護活動とは、街路樹等の周辺の清掃及び軽易な除草、街路樹等への散水その他市長が必要

と認める活動をいう。 
（3）街路樹愛護会とは、街路樹等に対し愛護活動を行う市民の組織で、市長に届け出たものをい

う。 
第3条（報償金額） 報償金額は、街路樹等の延長1メートルにつき100円とする。 
第4条（交付の申請等） 報償金を受けようとする街路樹愛護会は、街路樹愛護会結成届（第1号様

式）に次の各号に掲げる図書を添えて市長に届け出ると共に、街路樹愛護会報償金交付申請書（第

2号様式）を市長に提出しなければならない。 
（1）街路樹愛護会の規約 
（2）街路樹愛護会の役員の名簿 
（3）愛護活動を行う街路樹等の区域を明示する図面 
（4）その他市長が必要があると認める書類 

 
この要綱の問題点は次のところにある。 
① 街路樹愛護会を浜松市との関係では業者のような扱いをしている。これは「届出」を要すること

や、「しなければならない」などと規定していることから読み取れる。 
② 支払額を１ｍにつき100円としているが、規定上は当然に1回と読み取れる。しかし、1年とい

う解釈を取っている。公園愛護会は市民の奉仕活動ではあるとはいえ、回数などの労務に応じた報奨規定に改

めるべきである。 
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第 13 章 街路樹 
 
監査結果７３ 歩道に設置される街路樹は浜松市の諸条例や諸計画が求める景観や環境の向上のた

めには不可欠なものと考えられるが、落葉や車両の出入りの障害などのためその直近の住民には歓迎

されない場合がある。このため、歩道上への街路樹計画や施設があっても、居住者の反対で、設置で

きなかったり、低木の植樹に止まったりするケースが生じている。 
 
参照資料 第3章3-5 浜松市環境方針について   4-53頁 

第13章13-5 ｢緑陰道路プロジェクト｣について   4-150頁 
 
説明並びに意見 
 
道路緑化については、浜松市の諸条例や諸計画の中でその推進を掲げている。また、国土

交通省も「緑陰道路プロジェクト」を推進している。しかし落葉や車両の出入りの障害などの

ためその直近の住民には歓迎されない場合がある。このため、歩道上への街路樹計画や施設があって

も、居住者の反対で、設置できなかったり、低木の植樹に止まったりするケースが生じている。 
国土交通省の「緑陰道路プロジェクト」は次のように述べている。 
 国土交通省では、良好な景観を形成し、温室効果ガスの吸収など大気環境への負荷を軽

減するため、良質な緑の道路空間を構築する道路緑化を積極的に進めています。緑陰道路

プロジェクトは、街路樹を極力剪定しない管理について地域の方々のご理解をいただき、

積極的に受け入れていただける地区において、市民の協力をいただきながら、試行的に取

り組んでいこうとするものです。街路樹を剪定しないことにより生じる標識や看板等の遮

蔽や枝葉の沿道民地への侵入などの問題を解決するため、地域住民と道路管理者と協力し

て次の項目を中心に街路樹の維持管理方法等に関する緑陰道路管理計画を策定します。町

会、商店街や小中学校などが維持管理に協力していただける場合は、関係者それぞれの役

割分担を決めます。 
・安全対策（点検の内容・頻度等） 
・落葉への対策（清掃内容・頻度等） 
・看板、標識、信号機への対策（視認性の確保、剪定の内容等） 
・電線、建築物等への対策（剪定の内容等） 
・その他（緑陰道路を活用したイベントやＰＲ等） 

 
浜松市も街路樹愛護会を育成するべき努力を行っているが、街路樹計画や施設があっても、居住者の

反対で、設置できなかったり、低木の植樹に止まったりするケースが起こらないような適切な対応が

望まれる。
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第 13 章 街路樹 
 
監査結果７４ 中央分離帯には低木は植栽されているが、高木や中木はほとんど植えられ

ていない。高木や中木を植栽すると管理費がかかることが主な理由である。このため、県

道では中央分離帯をセメントで覆って、草が生えないように工事をしているところもある。

しかし、浜松市道路緑化推進計画は「植樹帯、並木枡及び中央分離帯等の形態に応じ、高・

低木を配植する」（道路緑化推進計画 3-12）としており、中央分離帯の植栽について、歩道

側の植樹帯や並木枡と植栽の考え方を区別していない。 
 
参照資料 第 13 章 13-2 浜松市道路緑化推進計画   4-142 頁 
      
説明並びに意見  
 
街路樹については、国土交通省も「緑陰道路プロジェクト」を推進している。ここでは、「良

好な景観を形成し、温室効果ガスの吸収など大気環境への負荷を軽減するため、良質な緑

の道路空間を構築する道路緑化を積極的に進める」としている。 
道路緑化の目的は次の点にある（道路緑化推進計画 3-8）。 
①景観向上機能、②生活環境保全機能、③緑陰形成機能、④交通安全機能、⑤自然環境保

全機能、⑥防災機能 
 
浜松市の街路樹を、日本の諸都市との比較でみると、人口千人当たり高木本数は 10 位、中

低木本数では 8 位ということで街路樹の植栽率は高いところに位置しており、評価できる。

しかし、街路樹は歩道側ではすぐそばの住民に迷惑になり、中央分離帯は管理費が高くな

るということで、本来植栽可能な場所でも、計画が実施できないところが生じている。こ

うした事態に対しては、住民への周知や、別の管理方法を模索して、計画に沿った植栽を

行うことが望まれる。 
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第 14 章 用水路、排水路及び側溝 
 
監査結果７５ 排水路（側溝は含まない）は元をたどると小川であったり、灌漑用水路であったりし

たものである。こうした排水路は「普通河川」と呼ばれ、河川法の対象外ではあるが河川を構成して

いる。普通河川は浜松市には至るところを流れている。道路際を流れる交差点等では、歩行者の通行

の障害になったり、転落防止用ネットフェンスは破損や老朽化によって、景観を損ねたりしている。

本来こうした排水路のうち、学童通学路など交通安全上必要な箇所であれば暗渠化により歩道などの

機能を持たせ、小川であったものはなるべく元の自然に戻していくことが望ましいと考える。 
 
参照資料 第14章14-1 浜松市における河川等の概況説明   4-152頁 
 第14章14-2 河川の概念について   4-153頁 
 第14章14-3 浜松市準用河川の一覧表   4-155頁 
 第 3 章 3-4 バリアフリー新法について   4-50 頁 
 別表第8表 浜松市都市景観条例   4-214頁 
説明並びに意見  
 
旧浜松市の排水路であるところの普通河川と都市下水路の延長は下表の通り、1,697千mに上ってい

る。一方、市道延長は新浜松市のデータで3,892千m、歩道延長は573千mである。このように、

排水路の延長は市道延長の半分、歩道延長の3倍に迫る距離まで延びている。普通河川は道路際を流

れる交差点等では、通行の障害になったり、転落防止用ネットフェンスは破損や老朽化によって、景

観を損ねたりしている。本来こうした排水路のうち、学童通学路等交通安全上必要な箇所であれば、

暗渠化により、歩道などの機能を持たせ、小川であったものはなるべく元の自然に戻していくことが

望ましいと考える。浜松市では、区画整理事業では都市下水路事業として、普通河川も、一部暗渠化

しているが、旧来の普通河川については通行の障害になったり、景観を損ねたりした状況のまま、改

良計画を有していないので、適切な計画を用意することが望ましい。 
平成 19 年 4 月 1 日現在 

区 分 河 川 数 総延長（ｍ） 備 考 
普 通 河 川 5,840 1,659,372 旧浜松市分。用水路は除く 
都市下水路 36 37,373 下水道法第 27 条に基づき指定（雨水処理）

計 5,876 1,696,745  
 
平成 19 年 4 月 1 日現在の市道延長（旧浜松市） 

調査時期 道路実延長（ｍ） 歩道延長（ｍ） 中央帯延長（ｍ） 
H19.4.1 3,892,190.91 572,868.66 38,849.49 
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監査結果７６  歩道のない道路の両側に設置されている側溝には蓋掛けがされていない区間が随

所にあり、多くの所で自転車、歩行者、ベビーカーなどの交通の障害になっている。こうした側溝の

蓋掛けをどのような優先度で実施していくかについては、道路維持事業の整備方針と優先順位の中で

基準が設けられている。そこでの側溝蓋掛けの評価表において、公共施設の状況として「学校及び公

共施設」という評価要素が置かれているが、公共施設の内容が曖昧である。 
 
参照資料  第 3 章 3-4 バリアフリー新法について   4-50 頁 
 第 4 章 4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について   4-54 頁 
 第 14 章 14-4 側溝蓋掛け整備優先順位評価基準   4-157 頁 
 別表第 4 表 道路構造令（抜粋）   4-184 頁 
 別表第 1 表 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抜粋） 
                                                            4-175 頁 

別表第8表 浜松市都市景観条例   4-214頁 
       
説明並びに意見 
道路の両側に設置されている側溝には蓋掛けがされている区間とされていない区間がある。こうした

側溝は歩道のあるところでは道路下に埋設されて目に見えないが、歩道がないところでは目立つもの

である。側溝には蓋掛けがされていない区間が随所にあり、多くの所で自転車、歩行者、ベビーカー

などの交通弱者の障害になっている。側溝の蓋掛けをどのような優先度で実施していくかの基準は道

路維持事業の整備方針と優先順位の中で明らかにされている。しかし、下表の側溝蓋掛けの評価表に

ついては、次のような点で曖昧でありまた、配点に問題があると考える。 
 
① 公共施設の状況として「学校及び公共施設」という評価要素が置かれているが、公共施設には浜

松市営施設は当然に含まれるにしても、バス停、病院などの生活施設を含むのかが明確ではない 
 
② マンション、アパート、住宅の配置状況も重要な要素であるが内容に挙げられていない 
 
③ 道路の利用状況の項目では「歩行者等の多い道路（通学路等）」を挙げているが、こうした道路

は歩道設置で対応するべき箇所である 
 
④ 歩行者等の多い道路（通学路等）の配点に 高の50点と30点を与え、公共施設への配点40点、

20点よりも高くなっている。しかし、歩行者等の多い道路は歩道設置を要する箇所であるから、高

い配点を置くのは適当ではない。 
 
評価項目 配点 具体的な内容 

50 歩行者等の多い道路（通学路等） 
30 地区内準幹線道路 

道路の利用状況 

10 その他の生活道路 
40 学校及び公共施設を中心に500m未満 公共施設の状況 
20 学校及び公共施設を中心に500m以上 
10 段差・境界・上空空間確保等問題なし 施工地環境 
0 段差・境界・上空空間確保等問題あり 
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監査結果７７ 農業用水路は主に田に水を供給する施設であるが、土地改良事業で建設されたもの。

こうした農業用水路が道路際を流れる所では、通行の障害になったり、フェンスで仕切って景観を損

ねたりしている。 
 

参照資料 第 3 章 3-4 バリアフリー新法について   4-50 頁 
別表第8表 浜松市都市景観条例   4-214頁 

 
 
説明並びに意見  
 
用水路には蓋かけがされていない区間が随所にあり、多くの所で自転車、歩行者、ベビーカーなどの

交通弱者の障害になっている。浜松市には用水路の蓋かけをどのような優先度で実施していくかの基

準が設けられていない。交通弱者への手当を定めた諸法令の趣旨に照らした優先基準の策定が求めら

れる。 
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監査結果７８ 農業用水路には米の生産用に田に水を引く用水路と畑に水を供給する用水路に分

かれている。畑灌漑用水路は水道などと同じく管で供給され地下に埋設されるが、田への用水路は

道路面に露出している。こうした用水路の本数や延長距離のデータを浜松市は把握していない。 
 
参照資料   未掲載 
 
説明並びに意見 
 

道路の監査に併せて、農業用水路の本数と延長距離のデータを入手しようとしたところ、浜松市のど

の部門もデータを把握していない。農業用水路の管理計画や運用状況を把握するためには、必要デー

タを定義し、データ収集を行うことが望ましい。
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監査結果７９ 浜松市都市景観条例第8条（都市景観形成地区の指定）第1項は「市長は、都市景観

の形成を図る必要があると認める地区を都市景観形成地区として指定することができる」と定め、現

在16地区が指定されている。このうち13か所は中心部の繁華街で、郊外はテクノポリス・都田工業

地区、佐鳴湖西岸地区それと佐鳴台ホワイトストリートの3か所である。ここ5年間で新たに指定さ

れた区域は中心部繁華街の5か所で、郊外の指定はみられない。今後も、目標を決めて都市景観形成

地区を増やしていくことが望まれる。 
 
参照資料 第15章15-1 浜松市都市景観条例について   4-160頁 
     景観法(未掲載) 
 
説明並びに意見 
 
平成16年度に国の景観法が制定された。景観法の制度等に関する主な用語の解説を見ると次の通り

である（北海道ホームページより） 
景観行政団体（景観法第７条）・・景観計画を策定する主体であり、都道府県、政令指定都市、中核

市は景観法によって景観行政団体に位置付けられており、それ以外の市町村は、都道府県と協議して

同意を得て景観行政団体となる。 
景観計画（景観法第８条）・・景観行政団体が定める良好な景観の形成に関する計画である。具体的

には、景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項、景観重要建造物

又は景観重要樹木の指定の方針、景観重要公共施設の整備に関する事項などについて定める。 
景観重要公共施設（景観法第５条第２項第５号ロ）・・景観計画区域において、道路、河川、都市公

園等、良好な景観の形成に重要な公共施設を景観重要公共施設として景観計画に位置付け、景観計画

に定めた内容に即して、その整備や各種の占用許可等が行われる。 
景観農業振興地域整備計画（景観法第５５条）・・市町村が、景観計画区域のうち農業振興地域内に

あるものについて、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和のとれた良好な営農条件

を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地及び農業用施設その他の施設の整備を一体的に

推進する必要があると認める場合に定めることができる計画である。 
景観整備機構（景観法第９２条）・・景観行政団体が公益法人又はＮＰＯを、良好な景観の形成に関

する事業に関する知識を有する者の派遣、情報提供、相談その他の援助を行うこと、管理協定に基づ

き景観重要建造物や樹木の管理を行うこと、景観農振計画の区域内の土地について、委託により農作

業を行い、並びに当該土地についての権利を取得しその土地を管理すること等の業務を行う主体とし

て指定するものである。 
景観協議会（景観法第１５条）・・景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議

を行うため、景観行政団体、景観重要公共施設の管理者、景観整備機構のほか関係行政機関、関係団

体、事業者、住民等で組織する協議会である。 
 
浜松市は他都市に先駆けて景観条例を制定した。この条例の基づく、都市景観形成地区は現在16地

区が指定されている。このうち13か所は中心部の繁華街で、郊外はテクノポリス・都田工業地区、

佐鳴湖西岸地区それと佐鳴台ホワイトストリートの3か所である。ここ5年間で新たに指定された区

域は中心部繁華街の5か所で、郊外の指定はみられない。今後も、目標を決めて都市景観形成地区を

増やしていくことが望まれる。 
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監査結果８０ 屋外広告物は広告主にとっては事業を営む上で必要なものであるが、多くの屋外広告

物は景観を害している。浜松市では屋外広告物条例を制定し、一定の規制をかけている。規制は5つ

の地域に区分し、第1種・第2種特別規制地域それと第1種・第2種普通規制地域それと無規制の地

域としている。こうした規制にもかかわらず、主要な道路沿いには屋外広告物が乱立している状況が

見られる。屋外広告物法や屋外広告物条例の趣旨を生かし、無許可や景観を損ねている広告物を抑制

する方策を求めることが必要と考える。 
 
参照資料 第15章15-4 屋外広告物の諸規制の内容   4-164頁 

 第15章15-1 浜松市都市景観条例について   4-160頁 
 第15章15-2 国の景観法について   4-161頁 

 
説明並びに意見 
 
屋外広告物について、浜松市が作成している屋外広告物条例のルールの解説は概ね次のように説明し

ている。 
良好な景観を形成し、又は公衆に対する危害の防止を図る目的で、屋外広告物法に基づき、浜松市

屋外広告物条例によりルールを定め、広告物の面積や高さ等を制限するものである。 
そして、市内を、5つの地域に分け、規制内容を異にしている。 
 
第1種特別規制地域 良好な住宅地が形成された地域や自然環境・歴史環境の保全が望まれる地域 
第２種特別規制地域 新幹線沿線や高速道路沿道などのように、広告物が集中するおそれの高い地

域や都市公園・学校などの公共性の高い施設の敷地など 
第1種普通規制地域 市街地や主要な道路の沿道で、広告物を抑制する地域 
第２種普通規制地域 活発な商業活動が行われている地域 
規制を設けない地域 許可も届出も不要とする地域 
 
こうした規制にもかかわらず、主要な道路沿いには屋外広告物が乱立している状況が見られる。屋外

広告物法や屋外広告物条例の目的のひとつである良好な景観形成に向け、無許可や景観を損ねている

広告物を抑制するための新たな方策を求めることが必要と考える。 
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第15章 都市景観及び屋外広告物 
 
監査結果８１ 浜松市の主要な道路沿いには多数の屋外広告物が掲出され、景観を損ねている。屋外

広告物の掲出は一定のものについて許可制になっており、その基準は規制地域区分によって異なり、

地域区分ごとに個別基準を設けている。しかしこの個別基準は静岡県の個別基準とほぼ規制内容が同

様であり、浜松市独自の個別基準を設けることが望ましい。 
 
参照資料 第15章15-4 屋外広告物の諸規制の内容   4-164頁 

第15章15-1 浜松市都市景観条例について   4-160頁 
第15章15-2 国の景観法について   4-161頁 

 
説明並びに意見 
 
個別基準は下記の規制地域区分ごとに定められている。個別基準は屋外広告物の種類により、①屋外

広告塔、②野立広告板、③壁面利用広告、④屋上広告、⑤壁面突出広告、⑥のぼり旗、⑦案内図板、

⑧その他の広告物ごとに決められている。 
 
掲出の可否及び許可申請の要否 

自家広告物 
事務所、営業所等当たりの表示面積の合計 規制地域区分 

5㎡以内 10㎡以内 20㎡以内 20㎡超 

道標・ 
案内図板等 一般広告物 

第１種 
掲出可 
許可申請不要 

掲出可  
許可申請必要 

掲出可 
許可申請必要 掲出不可 特別 

規制 
地域 第２種 

掲出可 
許可申請不要 

掲出可 
許可申請必要 

掲出可 
許可申請必要 掲出不可 

第１種 
掲出可 
許可申請不要 

掲出可 
許可申請必要 

掲出可 
許可申請必要 

掲出可 
許可申請必要普通 

規制 
地域 第２種 

掲出可 
許可申請不要 

掲出可 
許可申請必要

掲出可 
許可申請必要 

掲出可 
許可申請必要

個別基準 ※野立広告塔、野立広告板、壁面広告、屋上広告、突出広告、のぼり旗の6種の広告物は

第1種特別規制地域、第2種特別規制地域の場合は、自家広告物に限る。 
 
この個別基準については、平成17年7月1日に屋外広告物条例の全面改正を行った際、定められた

ものであるが、静岡県の個別基準とほぼ同じ内容になっている。また、改正前条例に遡ってみても、

平成8年4月1日に浜松市が中核市になったとき制定した個別規準は、当時の静岡県とほぼ同じ内容

となっていた。 
屋外広告物法において、個別基準は条例で定めることができることから、地域の実情に合わせた浜松

市独自の個別基準を設けることが望ましいと考える。 
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監査結果８２ 規制区域内の屋外広告物の掲出は許可制になっており、その際手数料を納付すること

になっている。のぼり旗は道路沿いに事業者が立てるものであるが、浜松市屋外広告物条例によれば 

のぼり旗を置く場合の手数料は1本につき30日ごとに120円である。しかし、この手数料は全く徴

収されていない。 
 
参照資料  第15章15-4 屋外広告物の諸規制の内容   4-164頁 

別表第9表 浜松市屋外広告物条例   4-218頁 
 
説明並びに意見 
 
浜松市屋外広告物条例によれば のぼり旗を置く場合の手数料は1本につき30日ごとに120円であ

る。しかし、この手数料は全く徴収されていない。屋外広告物法及び浜松市屋外広告物条例に照らし

ても、のぼり旗の設置者から手数料を徴収する必要がある。 
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監査結果８３ 屋外広告物法の改正に伴い、浜松市も平成18年に屋外広告物条例を改正した。改正

目的の一つは屋外広告業の登録制の導入である。違反広告物を減らすためには、違反を繰り返す悪質

な屋外広告業者を規制する措置が必要であり、登録制によってそうした業者に罰則を与えることがで

きることとなった。しかし、現在、浜松市は広告の掲出を許可する際、広告業者名を広告に表示する

などの措置を取っていないため、違反業者の特定に過大な時間を要すると見られる。 
 
参照資料   第15章15-4 屋外広告物の諸規制の内容   4-164頁 

別表第9表 浜松市屋外広告物条例   4-218頁 
 
説明並びに意見 
 
屋外広告物法及び屋外広告物条例の改正の趣旨を適切に運用し、違反を繰り返す悪質な屋外広告業者

を規制し、そうした業者に罰則を与えることが必要である。しかし、現在、広告の掲出を許可する際、

広告業者名を広告物件に表示するなどの措置を取っていない。このため、違反する屋外広告物が相当

件数あると見られるが、屋外広告業者名を表示していないので、違反業者の特定に過大な時間を要す

るだけでなく、特定することも困難である。浜松市では許可を受けた広告物には許可証（シール）を

添付するようになっている。同様に、業者名シールも添付することなどを検討することが望ましい。
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監査結果８４ 浜松市の屋外広告物の許可又は更新の申請手数料は静岡県条例の金額よりも安くな

っているものがある。浜松市の手数料を静岡県の手数料よりも低く設定する理由に乏しいものと考え

る。 
 
参照資料 第15章15-4 屋外広告物の諸規制の内容   4-164頁 

 第15章15-1 浜松市都市景観条例について   4-160頁 
 第15章15-2 国の景観法について   4-161頁 

 
説明並びに意見 
浜松市の屋外広告物の手数料を静岡県のものと比較すると次の通りである。 

（単位 円） 
区分 種類 算定単位 期間 浜松市 静岡県 

第1種 広告塔、広告板 表示面積5㎡ごと 2年 1,240 1,330
第2種 のぼり旗 1本又は1個 30日 120 130
第3種 照明装置付きのもの 表示面積5㎡ごと 2年 1,490 1,590
第4種 はり紙 100枚までごと 30日 360 390

第5種 電柱巻き付け広告 1組 2年 120 260
 
浜松市は平成8年中核市になり条例を制定した際に、手数料を静岡県と同額に定めた。その後、静岡

県が平成12年4月に「静岡県手数料徴収条例」を制定した際、屋外広告物手数料の引上げを行った

が、浜松市は行わなかった。浜松市の手数料が静岡県の手数料よりも低く設定する理由に乏しいもの

と考える。なお、平成18年度の浜松市の屋外広告物手数料歳入金額は新規280件、2,821,580円、

更新が921件、14,560,385円、合計1,201件、17,381,965円である。
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第16章 駐車場案内システムその他 
 
監査結果８５ 駐車場案内システムは平成 3 年から 5 年かけて約 13 億円（内、浜松市負担

8 億 5 千万円）をかけて設備され、ブロック案内板 12 基、詳細案内板 30 基で供用開始さ

れ、自動車走行中のドライバーに中心市街地駐車場の満空情報の提供を行ってきた。しか

し、現在は機能的な陳腐化や故障で使えなかったりしている。毎年 2 千万円以上の維持支

出に見合う効果はないと考えられる。 
 
参照資料 第16章16-1 駐車場案内システム管理事業について   4-169頁 
     別表第 10 表 浜松市駐車場整備計画より（平成 16 年 3 月）   4-228 頁 
 
説明並びに意見 
 
駐車場案内システムは平成 3 年から 5 年かけて約 13 億円（内、浜松市負担 8 億 5 千万円）

をかけて設備され、ブロック案内板 12 基、詳細案内板 30 基で供用開始され、自動車走行

中のドライバーに駐車場の満空情報の提供を行ってきた。しかし、故障が頻繁に発生し、

現在、ブロック案内板 12 基は休止、詳細案内板 30 基のうち稼働している個所は僅かと見

られる。また、浜松市の駐車場計画では市中心部の駐車場は全体として供給過剰の状態に

あるとされる。平成 16 年 3 月策定の浜松市駐車場整備計画では中心市街地の駐車場整備地

区で、「将来(H27)の需給バランスの推計は、休日ピーク時においてゾーン３(東地区内)の需

給バランスが逼迫し、600 台の供給不足が発生する可能性がある。ただ、地区全体では 1,800
台分の供給超過となる」としている。こうしたシステムのために、毎年 2 千万円以上の維

持支出に見合う効果はないと考えられるので、速やかに稼働停止の検討が望ましいと考え

る。 
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第16章 駐車場案内システム、道路占有物件 
 
監査結果８６ 事業者などが道路上に占用物件を設置した場合は、「浜松市道路占用料徴収

条例」により、浜松市に占用料を支払うことになっており、浜松市としては歳入となる。

第 2 条は金額が 100 円に満たない場合は 100 円とすることになっている。しかし、こうし

た少額の占用料は徴収コストだけで 100 円を超える場合がある。 
 
参照資料 浜松市道路占用料徴収条例 
 
説明並びに意見 
平成 18年度決算で土木費が旧浜松市で歳入として計上した道路占用料合計額は 423百万円

である。第 2 条は金額が年 100 円に満たない場合は 100 円とすることになっている。しか

し、こうした少額の占用料は徴収コストだけで 100 円を超える場合がある。平成 18 年度に

おいて 200 円以下で歳入計上した件数は 169 件（以下、旧浜松市分のみ）である。内 72
件は納付書等を郵送している。この場合、徴収のための郵送コストだけで 80 円となり、諸

経費も勘案すると徴収コストが歳入を超過する場合が起こる。こうした歳入の在り方には

問題があるので、改善策を検討することが望ましい。 
平成 18 年旧浜松市分の道路占用料の内訳 
 

相手先 金額(千円) 
中部電力 166,153
NTT グループ 151,580
中テレ    7,532
遠州鉄道    9,044
その他   88,854
合計  423,163
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第16章 駐車場案内システム、道路占有物件 
 
監査結果８７ 平成 17年度に市道上に新たに設置され、道路占用料支払いの対象になった、

電柱の本数は旧浜松市だけで 42 本ある。平成 18 年度末現在の累計本数は 9,816 本である。 
電柱は車両、歩行者、自転車のどれに対しても通行の邪魔になっているため、原則的には

民地に設置されることになっている。 
 
参照資料 別表第 1 表 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抜粋） 
                               4-175 頁 

第 16 章 16-2 移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定め

る省令   4-173 頁 
 第4章4-1 浜松市ユニバーサルデザイン条例について    4-54頁 
 
説明並びに意見 
道路占用物の設置については道路法33条第1項で「道路の敷地外に余地がないためやむを得

ない場合」に限っている。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

第10条第4項の規定に基づく、移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定め

る省令の定めは概ね次の通り。 
道路法第32条第2項第3号によって、道路占用の許可を受けるに当たって、工作物、物件又

は施設などを設置する際の基準は次のとおりとする。 
一工作物等を歩道又は自転車歩行者道上に設ける場合においては、歩行者又は自転車が通

行することができる部分の幅員が移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定める省令第四条（歩行者道2m以上、歩行者自転車道3m以上）の規定により定められた有

効幅員以上となる場所であること。 
二工作物等を道路移動等円滑化基準附則第二項の規定により車道及びこれに接続する路肩

の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者

又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けた道路の区間に設ける場合に

おいては、歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行を著しく妨げない場所であること。 
 
この省令は新設の特定道路に対して適用されるが同条第3項はすべての道路への努力義務

を定めている。浜松市における、道路占用料支払いの対象になる電柱の本数は次の通り。 
 
 
 
 
 
道路上の電柱の本数は上記法令を参照すると、減ることは予想されるが、増加することは

特別な理由が求められる。電柱については事業者に対して民地への移動目標を求めるなど

して、道路上からの本数を減らしていくことが適当と考える。 

 16年度末 17年度増加 18年度末 
旧浜松市 9,774 42 9,816 
旧浜北   422 12   434 
旧細江   495  2   497 


