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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：安全で快適に暮らせる住環境の創出

チェック欄

Ⅰ．目標の妥当性



社会資本総合整備計画　事前評価シート

安全で快適に暮らせる住環境の創出

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

23-A-1 街路 一般 浜松市 直接 － 区画 改築

23-A-2 街路 一般 浜松市 直接 － 区画 改築

23-A-3 街路 一般 浜松市 間接
浜松市船明

土地区画整理組

合
区画 改築

23-A-4 街路 一般 浜松市 間接
浜松市船明

土地区画整理組

合
区画 改築 ※

23-A-5 街路 一般 浜松市 間接
浜松市中瀬南部

土地区画整理組

合
区画 改築

23-A-6 街路 一般 浜松市 間接
浜松市中瀬南部

土地区画整理組

合
区画 改築 ※

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

23-B-1 下水道 一般 浜松市 直接 －

23-B-2 公園 一般 浜松市 直接 －

23-B-3 公園 一般 浜松市 直接 －

番号 備考

23-B-1

23-B-2

23-B-3

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

23-C-1 施設整備 一般 浜松市 直接 －

23-C-2 宅地整備 一般 浜松市 直接 －

23-C-3 施設整備 一般 浜松市 直接 －

23-C-4 公園 一般 浜松市 直接 －

23-C-5 施設整備 一般 浜松市 間接
浜松市中瀬南部

土地区画整理組

合

23-C-6 公園 一般 浜松市 直接 －

23-C-7 計画・調査 一般 浜松市 直接 －

番号 備考

23-C-1

23-C-2

23-C-3

23-C-4

23-C-5

23-C-6

23-C-7

22.0%

社会資本総合整備計画（浜松市・事前評価）
計画の名称
計画の期間 交付団体

23　安全で快適に暮らせる住環境の創出
平成26年度から30年度（5年間） 浜松市

・接道不良宅地を60,300㎡解消し、快適に暮らせる住環境を創出します。

交付対象事業
Ａ　基幹事業

中瀬南部土地区画整理事業（23-A-5）とあわせ公園を整備することで、緑豊かな都市環境の形成を推進し、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

番号 事業者

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。

砂山公園整備事業 公園整備　A=0.2ha 浜松市新設

寺島西公園整備事業 公園整備　A=0.2ha 浜松市新設

要素となる事業名 事業内容
（事業箇所）

事業内容
市町村名

船明地区((都)船明東線外)

計画の目標

地域の特性に合わせた良好な都市環境を有する健全な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業により公共施設の整備を行ない、子育て世代や高齢者など、誰もが安全で快適に暮らせる住環境の創出を目指します。

計画の成果目標（アウトカム指標）

・歩道設置率を8.9％から22.0％に高め、安全に暮らせる住環境を創出します。

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

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

歩道設置率
8.9% 21.7%

　土地区画整理事業区域内の「（整備済み歩道及び歩道付き道路延長）／（計画道路延長）」

接道不良宅地の解消
212,700㎡ 267,000㎡ 273,000㎡

　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」

全体事業費
合計 5,768

Ａ
1,031 効果促進事業費の割合

17.9%
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

4,663
Ｂ

74
Ｃ

市町村名
事業実施期間（年度）

（延長・面積等）
備考

高竜地区((都)竜禅寺雄踏線外) 区画整理　A=11.3ha 浜松市

上島駅周辺地区((都)有玉南中田島線外) 区画整理　A=5.7ha 浜松市

区画整理　A=43.5ha 浜松市

船明地区((都)船明東線外) 区画整理　A=43.5ha 浜松市

中瀬南部地区((都)中瀬西部線外) 区画整理　A=45.3ha 浜松市

中瀬南部地区((都)中瀬西部線外) 区画整理　A=45.3ha 浜松市

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業者 省略工種
事業実施期間（年度）

備考

高竜地区下水道整備事業

（延長・面積等）

新設 下水道整備　L=150m 浜松市

要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

高竜土地区画整理事業（23-A-1）とあわせて整備することで、緑豊かな都市環境の形成を推進し、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

高竜土地区画整理事業（23-A-1）とあわせて整備することで、緑豊かな都市環境の形成を推進し、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

Ｃ　効果促進事業

高竜土地区画整理事業（23-A-1）とあわせて整備することで、都市の健全な発達と公衆衛生が向上され、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

番号 事業者 省略工種 要素となる事業名

高質空間形成施設整備 高竜土地区画整理事業 高質空間形成施設整備､移転補償 浜松市

事業内容 市町村名
事業実施期間（年度）

備考

宅地整備 上島駅周辺土地区画整理事業 宅地整地､移転補償 浜松市

高質空間形成施設整備 上島駅前広場高質空間施設整備事業 シェルター、ラック、案内板等 浜松市

公園整備 上島駅周辺地区公園整備事業 公園整備1箇所　A=0.2ha 浜松市

調整池整備 中瀬南部土地区画整理事業 調整池築造、移転補償 浜松市

公園整備 中瀬南部地区公園整備事業 公園整備5箇所　A=1.4ha 浜松市

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

高竜土地区画整理事業（23-A-1）とあわせ街路灯などの高質空間形成施設整備等を行うことで、歩行者の安全性を向上させ、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

上島駅周辺土地区画整理事業（23-A-2）とあわせて宅地整地等を行うことで、道路との高低差を解消し、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

上島駅周辺土地区画整理事業（23-A-2）とあわせて駅前広場高質空間施設整備を行うことで、駅利用者の利便性を向上させ、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

中瀬南部土地区画整理事業（23-A-5）とあわせ調整池の整備等を行うことで、治水安全度を向上させ、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。

上島駅周辺土地区画整理事業（23-A-2）とあわせ公園を整備することで、緑豊かな都市環境の形成を推進し、安心で快適に暮らせる住環境の創出を図る。



・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

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)

　各地区とも、資金計画や事業期間の延長を含む事業計画の見直しを行っており、本計画期間内の完了を予定している。また、全地区とも仮換地指定率１０
０％ととなっており、地権者等の概ねの合意は得ており順調に事業進捗が図れる。

■：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、高竜地区は都心、上島駅周辺地区は地域生活拠点及び交通結節点に位置づけされている。
　また、区の整備構想の中で各地区とも、高竜地区は都心機能集積地区、上島駅周辺地区は地域生活機能集積地区、船明地区は工業・流通業務地区、
　中瀬南部地区は沿道利用地区に位置づけされている。

④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性

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。

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)

事　前　評　価

　各地区とも、本整備計画内の事業完了と予定しており、地権者も早期の事業完了を望んでいる。また、公園整備の際には、ワークショップにより住民の意見
を取り入れ、整備後の維持管理について地元住民の協力が見込まれる。

　整備計画完了時に、区域内の歩道設置箇所を把握することにより、歩行者の安全が確保され安心に暮らせる住環境の創出が確認できる。また、宅地の接道状
況を把握するにより、快適に暮らせる良好な住環境の創出が確認できる。

　土地区画整理事業、下水道整備事業、公園整備事業や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、安全で
快適に暮らせる住環境の創出されるため、目標と事業内容は整合している。

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22％に歩道が整備され歩行者の安全確保が見込まれる。更に、整備されて歩道が通学路として
        指定されることも見込まれ、児童の安全が確保される。
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、宅地の質の向上により土地利用の促進も見込まれる。
　      また、殆どの道路が6m以上の幅員が確保されたことにより、緊急車両の通行が容易になる。加えて、震災時の火災の延焼を防止する効果や
        震災時の被害拡散を抑制するなどの効果があるため、地区の緊急時の安全性・防災性が向上する。

　各地区とも市街化区域でありながら、公共施設整備が遅れており、有効な土地利用がされていない。このため、土地区画整理事業による公共施設整備より、
子育て世代や高齢者など、誰もが安全で快適に暮らせる住環境の創出を目指すこととした。

平成26年2月20日

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

　「安全に暮らせる住環境」に係る指標として、歩行者の交通の安全性の向上を計る“歩道設置率”、「快適に暮らせる住環境」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”を設定した。

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)

○事前評価の実施体制、実施時期

事前評価の実施体制


