
参考様式1-2（第6関係）

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

平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 浜松市

（H26当初） （H28末） （H30末）

Ａ１　道路事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 策定状況

21-A-1 都再区画 一般 浜松市 直接 299 －

21-A-2 街路 一般 浜松市 直接 133 －

21-A-3 街路 一般 浜松市 直接 566 －

21-A-4 街路 一般 浜松市 直接 81 －

21-A-5 街路 一般 浜松市 直接 600 －

21-A-6 道路 一般 浜松市 直接 127 －

21-A-7 道路 一般 浜松市 直接 110 －

21-A-8 道路 一般 浜松市 直接 30 －

1,946 －

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円）

21-B-1 下水道 一般 浜松市 直接 60

60

番号 一体的に実施することにより期待される効果

21-B-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円）

21-C-1 施設整備 一般 浜松市 直接 80

21-C-2 施設整備 一般 浜松市 直接 48

21-C-3 計画・調査 一般 浜松市 直接 2

130

番号 一体的に実施することにより期待される効果

21-C-1

21-C-2

21-C-3

・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。

・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。

Ｃ全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

備考

事業実施期間（年度）
番号 要素となる事業名事業者 事業内容 市町村名

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。

備考

整備効果調査

　　計画の成果目標（定量的指標）

浜松市

高塚駅北土地区画整理事業浜松市 都市再生区画整理　A=2.3ha

60百万円

平成31年　2月20日

計画の名称 重点計画の該当

当初現況値 中間目標値

計画の期間 交付対象

計画の目標

定量的指標の現況値及び目標値　　定量的指標の定義及び算定式

社会資本総合整備計画（浜松市・事後評価）

効果促進事業費の割合

最終目標値

130百万円 Ｄ －2,136百万円 Ａ 6.1%

備考
（事業箇所）

1,946百万円 Ｂ
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号
要素となる事業名

市町村名

整備効果調査

事業者

浜松市

備考

自由通路　L=100m

駅前広場　A=1,900㎡

区画整理　A=2.3ha

道路改築　L=250m

浜松市

（延長・面積等）

浜松市浜松市

合計

高塚駅南北連絡線

番号

備考

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。

要素となる事業名

浜松市浜松市 高塚駅北口駐輪場整備事業

高塚駅北土地区画整理事業（A-１）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。

備考

合計

合計

30% 50%

浜松市

浜松市

浜松市

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%

0㎡ - 9,800㎡
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%

浜松市

　削減数（駅北口利用者）／当初通行量（555）

エスカレータ－・監視カメラ等

道路改築　L=209m

事業内容

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

浜松市

事業内容

（延長・面積等）

高塚駅南北連絡線

高塚駅南口駅前広場

市道高塚2号線

市道高塚3号線

浜松市

道路改築　L=193m

高塚駅北地区（(都)高塚駅北通り線）

高塚駅北通り線

浜松市

浜松市

浜松市 下水道整備事業 下水道本管L=755m

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

駐輪場整備　A=1500㎡

浜松市 市道高塚119号線 道路改築　L=80m 浜松市

事業者 市町村名



・実施主体：都市整備部　市街地整備課

・評価に係る審議：浜松市都市整備部　公共事業評価審査会

浜松市ホームページに掲載

今後の事後評価の必要性　【無】

改善措置の必要性　【無】

最終実績値

18.4%

9,800㎡

最終目標値　指標①（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）」）

③　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　　（必要に応じて記述）

最終目標値

最終実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

中間評価（平成28年度末時点）においての削減率は68.8％だった。高塚駅自由通路の供用開始によ
り、高塚駅北側の利便性が向上し、踏切通行量が大幅に削減された。

物件移転補償に時間を要し、工事進捗に遅れが生じたことによるもの。今後、整備を進め、指標を
達成する見込み。

１　事業効果の発現状況、目標値の達成状況

目標値と実績値
に差が出た要因

部審査会　対応方針
事業効果、指標の達成状況、今後の方針等を確認し審議を行った結果、本整備計画は適正に執行されたと認める。

特になし。

9,800㎡

最終目標値

２　改善措置等の検討

①　定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況
歩道設置率が向上し、歩行者の安全性が向上した。
幅員4m以上の道路に無接道地の面積が減少し、土地区画整理地区内の接道不良宅地が解消した。
高塚踏切の通行数が減少し、歩行者及び自転車使用者の安全性が向上した。

 部審査会審議日：平成31年2月20日

４　特記事業（今後の方針等）

②　改善措置の必要性

①　同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

①　今後の事業評価の必要性

３　同種事業へのフィードバック

公表の方法

②　定量的指標の達成状況

50%

18.2%

70.6%

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

　指標③（削減数（駅北口利用者）／当初通行
量（555））

　指標②（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」）

平成31年　2月20日

事後評価の実施時期



費用便益比個別施設計画
策定状況

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） 交付対象 　浜松市

当該地区

JR東海道線

上
島
柏
原
線

JR高塚駅

高塚駅南口駅前広場

高塚駅南北連絡線
高塚駅南北連絡線

市道高塚3号線整備事業

市道高塚2号線整備事業

高塚駅北口駐輪場整備事業

高塚駅北土地区画整理事業

高塚駅北通り線

市道高塚119号線整備事業

下水道整備事業


