
参考様式1-2（第6関係）

23 安全で快適に暮らせる住環境の創出

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

23-A-1 街路 一般 浜松市 直接 1,642 －

23-A-2 街路 一般 浜松市 直接 284 －

23-A-3 街路 一般 浜松市 間接 863 －

23-A-4 街路 一般 浜松市 間接 48 －

23-A-5 街路 一般 浜松市 間接 1,748 －

23-A-6 街路 一般 浜松市 間接 120 －

4,705 －

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）

23-B-1 下水道 一般 浜松市 直接 3

23-B-2 公園 一般 浜松市 直接 30

23-B-3 公園 一般 浜松市 直接 34

67

番号 一体的に実施することにより期待される効果

23-B-1

23-B-2

23-B-3

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）

23-C-1 施設整備 一般 浜松市 直接 46

23-C-2 宅地整備 一般 浜松市 直接 36

23-C-3 施設整備 一般 浜松市 直接 60

23-C-4 公園 一般 浜松市 直接 3

23-C-5 施設整備 一般 浜松市 間接 127

23-C-6 計画・調査 一般 浜松市 直接 2

274

番号 一体的に実施することにより期待される効果

23-C-1

23-C-2

23-C-3

23-C-4

23-C-5

23-C-6

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。

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。

高質空間形成施設整備､移転補償

宅地整地､移転補償

公園整備1箇所　A=0.2ha

調整池築造、移転補償

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

シェルター、ラック、案内板等 浜松市

浜松市

高竜土地区画整理事業

上島駅周辺土地区画整理事業

上島駅周辺地区公園整備事業

中瀬南部土地区画整理事業

上島駅前広場高質空間施設整備事業

整備効果調査

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。

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。

浜松市

備考

備考

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市船明土地区画整理組合

浜松市船明土地区画整理組合

高竜地区((都)竜禅寺雄踏線外)

船明地区((都)船明東線外)

歩道設置率
　　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）」

区画整理　A=43.5ha船明地区((都)船明東線外)

4,705百万円 Ｂ

22.0%

273,000㎡

8.9%

212,700㎡

区画整理　A=11.3ha

区画整理　A=43.5ha

浜松市

中瀬南部地区((都)中瀬西部線外)

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」

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。

浜松市中瀬南部土地区画整理組合

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。

浜松市中瀬南部土地区画整理組合 区画整理　A=45.3ha

浜松市

浜松市

浜松市

寺島西公園整備事業

砂山公園整備事業

公園整備　A=0.2ha

公園整備　A=0.2ha

中瀬南部地区((都)中瀬西部線外)

整備効果調査

事業内容

（延長・面積等）

事業内容

備考

21.7%

267,000㎡

浜松市中瀬南部土地区画整理組合

上島駅周辺地区((都)有玉南中田島線外)

合計

合計

要素となる事業名

合計

要素となる事業名事業者

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。

浜松市

浜松市

下水道整備　L=150m

市町村名

区画整理　A=45.3ha

事業実施期間（年度）

浜松市

市町村名

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。

浜松市

浜松市

浜松市

高竜地区下水道整備事業

備考

浜松市

－Ｃ

浜松市

市町村名 備考

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

67百万円

番号
要素となる事業名

事業者
事業内容

（延長・面積等）（事業箇所）

　　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

274百万円 Ｄ5,046百万円 Ａ 5.4%

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

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象

計画の目標

定量的指標の現況値及び目標値

番号

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

・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。
・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。

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。

番号 事業者

備考

浜松市 区画整理　A=5.7ha



・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】

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。

２　改善措置等の検討

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

最終実績値

　指標①（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）」）

　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

公表の方法

最終実績値

１　事業効果の発現状況、目標値の達成状況

20.6%

②　定量的指標の達成状況

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。

特になし。

273,000㎡

最終目標値

 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

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

事後評価の実施時期

22.0%

273,000㎡

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

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。




