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社会資本整備総合交付金チェックシート

（汎用タイプ）

都道府県名：浜松市

計画の名称：高塚駅周辺の良好な住環境の創出と交通結節点の機能強化

チェック欄

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性

Ⅲ．計画の実現可能性

①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施
の確実性）

②地元の機運（住民、民間等の活動･関連事業との連携等による事業効果発現
の確実性）

①上位計画等との整合性

②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）

Ⅱ．計画の効果・効率性

①整備計画の目標と定量的指標の整合性

②定量的指標の明瞭性

③目標と事業内容の整合性



社会資本総合整備計画　事前評価シート

高塚駅周辺の良好な住環境の創出と交通結節点の機能強化

平成２６年　２月

静岡県浜松市



（H26当初） （H28末） （H30末）

百万円 百万円 百万円 百万円

事業 地域 交付 直接 道路 省略
種別 種別 団体 間接 種別 工種 H26 H27 H28 H29 H30

21-A-1 都再区画 一般 浜松市 直接 －
21-A-2 街路 一般 浜松市 直接 － S街路 改築
21-A-3 街路 一般 浜松市 直接 － S街路 改築
21-A-4 街路 一般 浜松市 直接 － 区画 改築
21-A-5 街路 一般 浜松市 直接 － S街路 改築
21-A-6 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築
21-A-7 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築
21-A-8 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築

事業 地域 交付 直接
種別 種別 団体 間接 H26 H27 H28 H29 H30

21-B-1 下水道 一般 浜松市 直接 －

番号 備考
21-B-1

事業 地域 交付 直接
種別 種別 団体 間接 H26 H27 H28 H29 H30

21-C-1 施設整備 一般 浜松市 直接 －
21-C-2 施設整備 一般 浜松市 直接 －
21-C-3 施設整備 一般 浜松市 直接 －
21-C-4 施設整備 一般 浜松市 直接 －
21-C-5 施設整備 一般 浜松市 直接 －
21-C-6 計画・調査 一般 浜松市 直接 －

番号 備考
21-C-1
21-C-2
21-C-3
21-C-4
21-C-5
21-C-6

社会資本総合整備計画（浜松市・事前評価）
計画の名称 21  高塚駅周辺の良好な住環境の創出と交通結節点の機能強化
計画の期間 平成26年度から30年度（5年間） 交付団体 浜松市
計画の目標

・地域生活拠点及び交通結節点である高塚駅周辺において、高塚駅北土地区画整理事業と合わせて高塚駅南北連絡線、高塚駅南口駅前広場及び高塚駅北通り線（北口駅前広場）の街路整備事業等を実施し、日常生活の拠り所
である地域生活拠点にふさわしい良好な住環境の創出と交通結節点の機能強化を目指す。

計画の成果目標（アウトカム指標）
・歩道設置率を8.2％から18.4％に高め、歩行者の通行の安全性を向上させます。
・接道不良宅地を9,800㎡解消し、良好な住環境を創出します。
・高塚踏切の歩行者及び自転車の通行数を50％削減し歩行者等の安全性を向上させます。

アウトカム指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

　 当初現況値 中間目標値 最終目標値

歩道設置率
　高塚駅周辺（23.5ha）の「（整備済み歩道及び歩道付き道路延長）／（道路総延長）」

8.2% 10.8% 18.4%

接道不良宅地の解消
　土地区画整理事業区域内の解消された「幅員4m以上の道路に無接道地の面積」

0㎡ - 9,800㎡

高塚踏切の通行数（通勤・通学のピーク時（午前7～9時及び午後5時～7時）における歩行者及び自転車）の削減率
　削減数（駅北口利用者）／当初通行量（555）

0% 30% 50%

全体事業費
合計 3,013

Ａ
222 効果促進事業費の割合

7.4%
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

2,731
Ｂ

60
Ｃ

交付対象事業
Ａ　基幹事業

番号 事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

備考
（事業箇所） （延長・面積等）

高塚駅北土地区画整理事業 都市再生区画整理　A=2.3ha 浜松市
高塚駅南北連絡線 自由通路　L=100m 浜松市
高塚駅南口駅前広場 駅前広場　A=1,900㎡ 浜松市
高塚駅北地区（(都)高塚駅北通り線） 区画整理　A=2.3ha 浜松市
高塚駅北通り線 道路改築　L=250m 浜松市
市道高塚2号線 道路改築　L=193m 浜松市
市道高塚3号線 道路改築　L=209m 浜松市
高塚駅西側市道整備事業 道路改築　L=80m 浜松市

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業者 省略工種 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

備考
（延長・面積等）

新設 下水道整備事業 下水道本管L=755m 浜松市

一体的に実施することにより期待される効果
高塚駅北土地区画整理事業（A-1）とあわせて下水道を整備することで、都市の健全な発達と公衆衛生を向上させ、地域生活拠点にふさわしい良好な住環境の創出を図る。

Ｃ　効果促進事業

番号 事業者 省略工種 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度）

備考

高質空間施設整備 南口駅前広場高質空間施設整備事業 シェルター、案内板 浜松市
高質空間施設整備 北口駅前広場高質空間施設整備事業 シェルター、案内板 浜松市

駐輪場整備 高塚駅南口駐輪場整備事業 駐輪場整備　A=500㎡ 浜松市
駐輪場整備 高塚駅北口駐輪場整備事業 駐輪場整備　A=1500㎡ 浜松市

利便・防犯施設整備 高塚駅南北連絡線 エスカレータ－・監視カメラ等 浜松市

高塚駅北地区（(都)高塚駅北通り線）（A-4）とあわせて高塚駅北口駐輪場を整備することにより、交通結節点の機能強化を図る。

調査 整備効果調査 整備効果調査 浜松市

一体的に実施することにより期待される効果

高塚駅南北連絡線（A-2）にエスカレーター・防犯カメラ等を設置することにより、駅利用者の利便性・防犯性の向上を図る。
この地域のまちづくりに対する整備効果の検証を目的として、実態調査を実施する。

高塚駅南口駅前広場（A-3）とあわせて高塚駅南口駅前広場における景観に優れた空間を創出することにより、利用者の快適性・利便性の向上を図る。
高塚駅北地区（(都)高塚駅北通り線）（A-4）とあわせて高塚駅北口駅前広場における景観に優れた空間を創出することにより、利用者の快適性・利便性の向上を図る。
高塚駅南口駅前広場（A-3）とあわせて高塚駅南口駐輪場を整備することにより、交通結節点の機能強化を図る。



・実施主体：都市整備部　市街地整備課

・評価に係る審議：都市整備部審査会にて審議を行う

浜松市ホームページにて公表

部審査会　対応方針

部審査会審議日：平成26年2月20日

　　本計画は妥当であると認められるため、整備計画を国に提出し、事業を進めるものとする。

事前評価の実施時期

２　整備計画の効果及び効率性

①上位計画との整合性

公表の方法

１　計画の必要性及び目標の妥当性

②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)

　本地区は、公共施設整備の遅れにより有効な土地利用がされていない。また、交通結節点の機能強化を図るため、高塚駅南北連絡線、上島柏原線からのアクセ
ス道路及び南北の駅前広場の整備などが早急な課題となっている。
このため、高塚駅北土地区画整理事業と合わせて高塚駅南北連絡線、高塚駅南口駅前広場及び高塚駅北通り線（北口駅前広場）の街路整備事業等を実施すること
により、良好な住環境の創出と交通結節点の機能強化を目標に設定した。

②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業
効果発現の確実性)

　平成１２年度に高塚町まちづくりの会が発足し、まちづくりについて熱心な勉強会等が開催されており、本事業に対する期待が大きい。

　整備計画完了時に、区域内の歩道設置箇所及び宅地の接道状況を把握するにより、地域生活拠点にふさわしい良好な住環境の創出が確認できる。また、区域内
の歩道設置箇所及び高塚踏切の通行数を把握することにより、交通結節点の機能強化が確認できる。

　街路事業、土地区画整理事業、下水道整備事業、公園整備事業、駐輪場整備事業及び駅前広場の高質空間形成施設整備等による良好な都市環境を有する健全な
市街地の形成により、地域生活拠点にふさわしい良好な住環境が創出される。また、駅利用者の安全性と利便性が向上され交通結節点の機能強化が図られるた
め、目標と事業内容は整合している。

３　計画の実現可能性

①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等の合意形成
等を踏まえた事業実施の確実性)

　高塚駅南北連絡線については、平成２３年９月にＪＲ東海と工事協定を締結し、平成２６年度末の供用開始を目標に事業実施中である。
また、土地区画整理事業については、地元の同意状況、経済状況や事業効果の早期発現等から施行区域の見直しを行い約２ｈａに縮小した。更に、地権者への戸
別訪問を行い概ねの同意を得ている。

④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性

指標１：歩道設置率については、事業完了後には区域内道路の18％に歩道が整備され歩行者の安全確保が見込まれる。
指標２：接道不良宅地の解消については、事業完了後には全ての宅地が幅員４m以上の道路に接道することにより宅地の質の向上が見込まれる。更に、土地の
　　　　利用促進も見込まれる。。
指標３：高塚踏切の通行数の削減率については、事業完了後には駅利用者の約6割が北口駅前広場を利用することが予想されることから、踏切の通行数が減少し
　　　　歩行者等の安全確保が見込まれる。
　　　　　また、北側からの高塚駅へのアクセスが容易になることから、駅利用者の増加が見込まれる。

①整備計画の目標と定量的指標の整合性

③目標と事業内容の整合性

②定量的指標の明瞭性

　「良好な住環境の創出」に係る指標として、接道条件による宅地の質の向上を計る“接道不良宅地の解消”と歩行者の安全性の向上を計る“歩道設置率”、
「交通結節点の機能強化」に係る指標として、歩行者等の交通の安全性の向上を計る“歩道設置率”と“高塚踏切の通行数の削減率”を設定した。

■：上位計画の政策目的と整合している。
　上位計画名称と整合の概要：都市計画マスタープランでは、当地区を、身近な生活サービスなどの機能を地域に応じて集積し、市民の日常生活の拠り所となる

地域生活拠点として位置づけされている。また、公共交通と土地利用が連携すべき主要な交通結節点としても位置づけされている。

事　前　評　価

○事前評価の実施体制、実施時期

事前評価の実施体制

平成26年2月20日


