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第１ 外部監査の概要 

 １ 選定した特定の事件  

道路インフラの整備・維持管理に関する事務の執行について 

 ２ 特定の事件を選定した理由  

国土交通省「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（平成 26年 4月 14日 社

会資本整備審議会道路分科会）によれば、わが国には道路橋は全国に約 70万橋、道

路トンネルは約 1 万箇所存在する。全国約 70 万橋の橋梁のうち、7 割以上となる約

50 万橋が市町村道にあり、大部分は地方公共団体が管理するものである。 

全国の橋梁やトンネルには高度経済成長期以降に集中的に整備されたものも多く、

建設後 50 年を経過した橋梁やトンネルの割合は平成 25 年で橋梁が 18％、トンネル

が 20％である。平成 35年には建設後 50年を経過する橋梁が 43％、トンネルが 34％

になると見込まれている。近年では痛ましいトンネル事故も発生しており、道路イ

ンフラの老朽化対策が国全体で課題となっている。 

浜松市が管理している道路における橋梁の数は 5,888 橋、トンネルの数は 45 箇所

（土木部道路課資料 平成 27年 3月末現在）であり、全国の市における浜松市の橋

梁の数の順位は 2位、トンネルの数も 2位である（道路統計年報 2014）。浜松市には

中山間地域も多く、橋梁、トンネルの老朽化による通行止め等は都市部と中山間地

域の分断を招くうえ、通行止めは産業の活性化を阻害する要因となる。また、防災

の面からも橋梁等の老朽化は安全性を欠き、対応が必要である。 

浜松市も平成 43 年には建設後 50 年を経過する橋梁が全体の 67％に達すると見込

まれており、老朽化した橋梁、トンネルの修繕等を計画的に実施し、道路インフラ

の安全対策を図っている。よって、浜松市の道路インフラ整備・維持管理事業を具

体的に把握するとともに問題点、課題を見出し、改善点を提示することは有意義で

あると考え、本年度の包括外部監査の対象に選定した。 

 ３ 主な監査要点  

道路インフラの整備・維持管理に関する事務の執行手続きが、関連する法令等に

従って、適正に処理されているか（合規性）、また、当該事務の執行が経済性、効率

性、有効性の観点から適正に実施されているかどうかについて監査を実施した。 

監査対象とした部局等は以下のとおりである。 

① 土木部土木総務課 
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② 南土木整備事務所 

③ 北土木整備事務所 

④ 東・浜北土木整備事務所 

⑤ 天竜土木整備事務所 

⑥ 土木部道路課 

⑦ 土木部河川課 

⑧ 財務部調達課 

⑨ 財務部技術監理課 

⑩ 総務部人事課 

 ４ 実施した監査手続き  

道路インフラの整備・維持管理に関する事務の執行に関して作成された関係書類

の閲覧、分析、関係者に対する質問、土木整備事務所への往査を実施した。 

監査の結果については、合規性、事務の効率性等の観点から、是正を要する事項

については、「指摘事項」、検討が望ましい事項については、「意見」として本報告書

に記載した。 

 ５ 監査従事者  

（１）包括外部監査人 

       公認会計士  山  田  夏  子 

（２）補助者 

       公認会計士  松  島  達  也 

       公認会計士  藤  田  将  司 

       公認会計士  太  田  恵  輔 

弁護士    山 崎  俊  和 

       弁護士    河 島  多  恵 
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第２ 浜松市の道路インフラの整備・維持管理の概要

１ 浜松市の整備状況 

（１）道路の整備状況 

浜松市は平成 19 年 4 月 1日の政令指定都市移行に伴い、静岡県から国県道の管理

移管を受け、現在、市道と合わせて約 23,000 路線、8,457km（平成 26 年 4 月現在）

の道路を管理している。これは全国 20政令指定都市の中で最長である。 

他方、都市計画道路の整備率は東京都（区・部）及び 20 政令指定都市の中で 17

番目（平成 25 年度末調査資料）である。都市計画道路とは将来の都市像を踏まえ、

都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保することを目的に都市計画法で定めら

れた道路をいう。今後、都市計画道路の整備が進めば、さらに管理する道路が増加

していくと考えられる。 

（２）橋梁、トンネルの整備状況 

浜松市の橋梁数は平成 27年 3 月末現在で 5,888 橋である。このうち、橋長 15ｍ以

上が 918 橋、橋長 2ｍ以上 15ｍ未満が 4,970 橋となっている。また、トンネル数は

平成 27 年 3 月末現在で 45 箇所である。 

（３）道路インフラの現状 

前述したとおり、我が国の道路インフラは高度成長期に集中的に建設されており、

現在、建設から 50年を経過するものも多い。道路インフラの老朽化対策は全国的な

課題となっている。国土交通省「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（平成

26 年 4 月 14 日 社会資本整備審議会道路分科会）によれば、日本の橋梁の 7割以上

を占める市町村が管理する橋梁では、通行止めや車両重量等の通行規制が約 2,000

箇所に及び、その箇所数も増加し続けている。他方、地方自治体の技術者の削減と

あいまって点検すらままならないところも増えている。 

浜松市も建設後 50 年以上が経過する橋梁が平成 43 年には全体の 67％に達すると

見込まれている。また、道路舗装も同様に老朽化している一方、道路ネットワーク

の整備は着実に進んでおり、管理道路は拡大の方向にある。これら道路インフラの

老朽化と拡大により今後は維持管理費が増加すると見込まれる。 

一方、浜松市の人口は平成 17年から減少傾向にあり、今後も減少することが予想
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されている。今後の歳入は人口の減少の影響を受けるものと予測されている。 

道路インフラ以外にも浜松市は公共施設を保有していることから、それらの整備

費、維持管理費も減少していくと予測される歳入から捻出していかなくてはならな

い。よって、浜松市は道路インフラを含む資産については新設改良から既存ストッ

クの長寿命化、予防保全へ対応をシフトさせている。 

２ 管理体制 

浜松市の道路インフラの管理は土木部が担っている。土木部は土木総務課、土木整

備事務所（南土木整備事務所、北土木整備事務所、東・浜北土木整備事務所、天竜土

木整備事務所）、道路課、河川課で組織されている(平成 27 年度)。 
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第３ 長寿命化修繕計画 

前述したとおり、道路インフラの老朽化と拡大により今後は維持管理費が増加すると

見込まれる。このため、浜松市は道路インフラの修繕について長寿命化修繕計画を策定

し、それに基づいた修繕を行っている。 

１ 舗装長寿命化修繕計画

（１）計画の経緯 

舗装長寿命化修繕計画は「公共施設長寿命化基本方針（土木施設編）」を受けて策

定されたものである。同基本方針に準拠し、まず、「舗装長寿命化計画ガイドライン

（案）（平成 21 年 2 月）」が策定された。同ガイドラインは舗装を対象とした維持管

理方法、健全度評価、経済性評価等についてとりまとめるとともに、後述する重要

度「レベルＡ～レベルＣ」路線の策定、予算制約下における各路線の特性に合わせ

た最適な維持管理計画の立案方法、事業実施のための具体的な評価・実施手法を定

めている。 

また、同基本方針策定に先行して、浜松市は重要度「レベルＡ」の路線について

平成 19 年度から路面性状調査を実施しており、平成 21 年度をもって「レベルＡ」

に該当する路線の全ての路面性状調査は完了した。 

これらを受け、平成 22 年度以降、「レベルＢ」に該当する路線の舗装現況調査を

実施するとともに、レベルＡ,Ｂについて舗装長寿命化修繕計画の策定を進めること

となった。 

修繕計画はまず、路面性状調査の終了している「レベルＡ」路線から、平成 24年

度から平成 28 年度の 5 箇年計画が策定され、実施されている。また、「レベルＡ」

路線 については平成 27 年度に点検が行われ、平成 29 年度から平成 31 年度の計画

を現在策定中である。 

「レベルＢ」路線については平成 27 年度から平成 31 年度の計画が策定され、現

在、実施されている。 

現在、「レベルＡ」路線、「レベルＢ」路線の計画は時期がずれて進行しているが、

平成 32 年度以降は計画期間を併せて策定・実施される予定である。 

（２）維持管理方法 

ア 路線の分類 
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路線の重要度に応じた道路の管理計画の基準を定め、修繕計画を策定する。長寿

命化修繕計画は「レベルＡ」路線及び「レベルＢ」路線を対象とするものである。

舗装維持管理ガイドライン（平成 27 年 3 月改訂）では、以下のとおり分類されてい

る。 

平成 26 年 6 月現在 

重要度 対象施設 
延長 

合計 

レベルＡ 交通区分Ｎ6以上の路線 112km  

レベルＢ 緊急輸送路に指定されている交通区分Ｎ５以下の路線 228km  

レベルＣ 重要度「レベルＡ」および「レベルＢ」以外の路線 8,117km  

計 8,457km  

イ 修繕方法 

「レベルＡ」路線、「レベルＢ」路線は中長期管理計画策定における、ライフサイ

クルコストの削減を図るため、予防保全型修繕を行う。 

「レベルＣ」路線は膨大な路線延長のなかで修繕箇所ごとに優先順位を設定し、

予算制約下で可能な限り、修繕を行う。長寿命化修繕計画は予防保全型修繕により

予算を平準化するものであるため、その対象は「レベルＡ」路線及び「レベルＢ」

路線である。 

（３）事業の実施方法 

路面性状調査の結果により、路面性状が一定値以上に保てるよう修繕を行う。損

傷が一定値を下回る路面に対して概ね 5年計画で修繕を行う。路面性状調査は概ね 5

年に 1度実施される。 

各年度における事業実施に当たっては、補修区間及び前後区間の路面状況、占有

工事の実施時期、予算の整合性を確認し、必要に応じて事業実施計画を修正し、補

修工事を実施する。 

２ 橋梁長寿命化修繕計画 

（１）計画の経緯 

浜松市は「浜松市土木施設長寿命化計画橋梁点検マニュアル（案）（平成 20 年 3

月）」により独自に橋梁の点検を行っていた。同マニュアルに従って平成 19 年度か
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ら平成 22年度に点検を実施し、その結果をもとに橋梁長寿命化修繕計画は策定され

た。また、平成 21 年 2 月には「公共施設長寿命化基本政策方針（土木施設編）」を

受けて、橋梁を対象とした長寿命化修繕計画が策定されている。 

（２）維持管理方法 

管理対象橋梁全てを効率的、継続的に管理し、将来的な財政負担の低減及び道路

交通の安全性の確保を図るため、重要度に応じた分類を行う。重要度は、道路ネッ

トワークや落橋時の孤立集落の発生等の条件を考慮して設定され、橋梁を「レベル

Ａ：予防保全型Ａ」、「レベルＢ：予防保全型Ｂ」、「レベルＣ：巡回監視型」に分類

する。 

この分類のうち、「レベルＡ」で 15m 以上の橋梁と「レベルＢ」で国道・県道の橋

梁を併せた 323橋が、橋梁長寿命化修繕計画の対象とされた。 

なお、現在策定中の新ガイドラインでは橋梁の分類の見直しが行われ、予防保全

段階までの維持管理対象は 1,500～1,600 橋となる予定である。ここで、予防保全段

階とは、道路橋定期点検要領（平成 26年 6 月 国土交通省道路局）において用いら

れている判定区分Ⅱの解釈をいう。 

（３）事業の実施方法 

「浜松市土木施設長寿命化計画橋梁点検マニュアル（案）平成 20年 3 月」に基づ

き、定期点検を行う。定期点検は 5年ごとに行われる。 

３ 監査の結果 

（１）指摘事項 

① 本庁における計画の進捗管理 

現在、単年度の工事計画は各土木整備事務所によって策定され、実施されている。

年度末にその実施状況は道路課が把握することとなるが、期中においてその進捗情

報は道路課では管理されていない。執行が遅れ、繰越手続き等が行われると、5年間

の修繕計画が予定どおりに執行されなくなる。よって、道路課においても進捗度を

タイムリーに把握し、長寿命化修繕計画が計画どおり執行されているかを管理する

必要がある。例えば、毎月の予算の執行状況の報告の中で長寿命化修繕計画の執行
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状況の報告を受け、予定どおり執行されているかどうか、遅れがあれば、その理由

の報告も受ける体制が必要と考える。 

長寿命化修繕計画のマネジメントの体系の中で工事情報、修繕情報等をデータベ

ースにより一元化して管理することを計画している。データベース化により本庁で

情報が入手できれば、各土木整備事務所の報告を待たずに管理することができる。

しかし、道路課がその情報にアクセスしなければ、データベース化したとしても現

状と変わらない。データベース化が行われた場合にはそのデータを有効に利用して、

進捗を管理し、遅れがある場合には各土木整備事務所がその理由を報告する等の体

制の構築が必要である。 

② 実行性のあるマニュアル作り 

平成 23 年 3 月に策定された「道路パトロールによる舗装点検マニュアル（案）」

は長寿命化修繕計画の対象外の舗装点検マニュアルであるが、実際には舗装修繕の

判定に使用する指標を参考として各土木整備事務所に示しているのみであり、当該

マニュアルは運用されていない。その理由としては当該マニュアルに基づき点検を

行い、修繕の必要性を判断すると舗装修繕が必要な個所が多数となり、財政的に対

応できないことがあげられる。 

長寿命化修繕計画の対象外の舗装については各土木整備事務所が道路パトロール

により巡回監視を行い、損傷が発見されればその状態によって修繕等の措置が取ら

れる。しかし、マニュアルが整備されていない現状では各土木整備事務所の道路パ

トロールの巡回監視方法等にばらつきが生じる結果となる可能性がある。よって、

運用可能なマニュアルを策定し、道路パトロールによる巡回監視方法等を画一的な

ものとする必要がある。 

③ 事業の実施状況の確認・評価方法 

舗装長寿命化計画ガイドラインによれば事後評価として「毎年の点検、補修・更

新等の実施に伴い、「コスト縮減効果」と「安全性向上効果」等により事業の実施状

況の確認・評価を行い、次年度以降の事業実施計画の見直し等を検討する」となっ

ている。事後評価については舗装マネジメントの体系の一部でもある。しかし、こ

れを具体的にどのように実施するかについては明確になっていない。 

平成 27 年 3 月の改訂ガイドラインでは「事業実施の状況の確認・評価と事業実施

計画の見直し」は毎年実施するとなっている。次年度以降の事業実施計画の見直し

等は毎年行うものかもしれないが、その前提として「コスト縮減効果」と「安全性

向上効果」等の視点により事業の実施状況を毎年確認・評価するのは、負担も大き
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いと感じる。事後評価をしながらより適切な修繕計画を策定することは必要である

が、実行性を勘案して、具体的な事後評価方法を構築する必要がある。 

④ 委託で作成した長寿命化修繕計画 

業者に委託して作成された長寿命化修繕計画は具体的な計画内容を示すものとは

いいがたい。道路課及び各土木整備事務所が「長寿命化修繕計画」としてとらえて

いるものは公共施設長寿命化基本方針やガイドラインであり、「計画」として考えて

いるものは「業務実施計画」である。「業務実施計画」は点検結果に基づき作成され

る 5 年間の修繕計画であり、長寿命化修繕計画の中で具体的に計画されているが、

それ以外の計画については具体的な内容があいまいである。

長寿命化修繕計画の実施状況があいまいであるのはこの点にあると推測される。

長寿命化修繕計画として作成された成果物は計画というよりは、方針やガイドラ

インを示すものである。すでに公共施設長寿命化基本方針が作成され、ガイドライ

ンも作成されている。方針、ガイドライン、計画の 3者は記載内容が類似しており、

これを読んだだけでは位置付けがあいまいな印象を受ける。方針があり、その方針

を実践するためのプロセス等が記載されたものがガイドラインであり、そのプロセ

スに従って、具体的な実行内容を策定したものが計画である。 

また、方針、ガイドライン、計画の成果物、の全てに記載されているマネジメン

トの体系を具体的にどのように遂行するかという点は明確にされていない。同様に、

データベース化を行うということは記載されているが、具体的にどのようなデータ

ベースをいつまでに作成するのかということについても明確にされておらず、よう

やく平成 28 年度で予算取りをする段階になったという程度である。

よって、方針なのか、ガイドラインなのか、計画なのか、策定すべきものが何で

あるのかを明確にし、具体的な計画が策定されるようにする必要がある。
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第４ 今後求められる整備・維持管理

１ 概要 

平成 25 年 9 月 2 日に道路法が改正され、国土交通省令で定める道路の維持又は修繕

に関する技術基準その他の必要事項は、次のとおりとなった。 

①橋梁、トンネル等は、国が定める統一的な基準により、5年に 1回の頻度で、近接

目視により点検を行うことを基本とすること 

②点検、診断の結果等について、記録・保存すること 

③統一的な尺度で健全性の診断結果を分類すること 

  （「国土交通省道路局 平成 26 年 4 月 2 日 道路の維持修繕に関する省令・告示

の制定について」抜粋） 

トンネル、シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等にも定期点検要領

が策定され、近接目視による 5年に 1度の点検の対象は拡大されている。 

今後は点検対象が増えるだけでなく、点検方法も近接目視が原則となり、法定点検

について国への報告も義務化されるため、維持修繕への負担が大きくなると考えられ

る。 

２ 監査の結果 

（１）指摘事項 

①本庁での道路インフラ情報の管理

平成 26 年度に「レベルＣ」に該当する橋梁について各土木整備事務所で職員点検

が行われている。この結果は各土木整備事務所統一の調査票により報告され、土木

部の共有フォルダで保管されている。 

しかし、点検結果は平成 27 年の年末から道路課にて情報の整理が行われ始めたも

のの、点検後、しばらくの間、共有フォルダ内に保管されたままであった。国への

報告義務の対象となる事項については道路課も把握しているが、各土木整備事務所

の点検の状況の確認、今後の橋梁管理の方向性を決める等の視点での情報収集を行

う体制としては不十分である。国への報告義務の対象とならない情報のうち、橋梁

管理上、検討すべき事項等については道路課も把握すべきところ、情報の整理が行

われていないため、各土木整備事務所が把握しているに過ぎない。一方、各土木整

備事務所は調査票を全件提出することで、道路課への報告は行われているという認
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識である。 

今後、データベース化等が行われ、本庁が適時に情報を得られるようになったと

しても、その情報をもとに各土木整備事務所の実施状況を管理できる体制がなけれ

ば、現状とあまり変わらない。よって、集積された情報により、本庁は各土木整備

事務所の業務の執行状況、浜松市の道路インフラの情報を把握し、その情報をもと

に、管理する道路インフラを今後どのように維持管理していくかを決定するための

資料として有効に活用できる体制の構築が必要である。 

②管理対象から除外すること等を検討する体制の必要性

将来的に財政が縮小していくと見込まれる一方で、道路インフラは拡大し、維持

管理費も増加すると見込まれる。よって、今後は、管理対象から除外することを検

討することも必要であると考える。 

例えば、点検実施後、使用実績がない、橋梁としての形状をとどめていない等の

理由で通行止めになっている橋梁については橋梁自体を撤去する等の処置を検討し

てもよいのではないか。管理対象から除外することで今後の管理コストの削減が可

能となり、また、瑕疵担保責任の対象からも除外される。 

平成 25年に行われた水窪新道向島線第一弁天橋の撤去はワイヤーケーブルの損傷

により橋梁が傾く事故が発生したことを起因して行われているが、事故を起因とす

る撤去だけでなく、将来的なコスト等を考えて撤去を決定することも必要である。 

現在、道路課では橋梁の撤去を将来的に実施することを検討しているということ

であるが、そのためにもまず、①で述べたように集積された情報を道路課若しくは

土木総務課が適切に把握する必要がある。そのうえで、撤去等を検討して管理コス

トの削減を可能とする体制づくりが必要である。 

（２）意見 

①橋梁等の架替え費用も見込んだ計画

長寿命化修繕計画は橋梁の寿命を延ばし、修繕費用を平準化するためのものであ

るが、寿命を延長してもいずれは架替えをしなくてはならない時期が到来する。現

在、「レベルＣ」に該当する橋梁 2箇所の架替えが行われているが、工事費用は数千

万円から数億円要する。 

架替え時期が一度に到来すれば、将来的に予算を確保するのは困難と思われる。

よって、今後は、橋梁等の架替えも含めた計画の策定の検討が望まれる。 
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第５ 工事契約

１ 工事契約の概要 

（１）種類 

【契約内容による分類】 

工事契約はその契約内容により、建設工事契約と業務委託契約とに大別される。 

【契約方法による分類】 

契約は、一般競争入札、指名競争入札（地方自治法施行令第 167 条）及び随意契

約（地方自治法施行令第 167 条の 2）の方法により締結される。 

（２）監査の結果 

ア 指摘事項 

①土木部の随意契約について 

現在、250 万円以下の工事については、そのほとんどが随意契約となっている。こ

れは、浜松市調達課の方針が 250 万円以下の工事契約については随意契約によるこ

とにしているためである。随意契約においては 130 万円以下の契約は 2者以上、130

万円超 250 万円以下の契約は 3 者以上の見積合せを求めている。制度上、一定の競

争原理は働かせており一者特命の場合には理由書添付の上、決裁を受けるなど手続

面の瑕疵は認められなかった。 

しかし、地方自治法施行令第 167 条の 2 では随意契約とすることが「できる」と

する規定であり、一般競争入札が地方公共団体の契約の原則である。また、浜松市

の「特殊施行工事事務取扱について」には「小額工事とは、設計金額 250 万円以下

の工事及び 60万円未満の建物・設備等の修繕工事であって、詳細な設計を省略して

も適正な履行が確保できるもの（高度な技術を必要としない工事、積算基準等によ

る見積りが可能な工事等）について、随意契約により施工する工事をいう。」と小額

工事が定義されている。土木部の現場の運用として「詳細な設計を省略しても適正

な履行が確保できるもの」かどうかという判断を行う手続きが明確ではないのでは

ないか。特に、土木部は、他部署と異なり、工事設計等の技術を持つ部署であるか

ら、この判断を適切に行えると考えられる。よって、安易に随意契約とすることな

く、その契約の性質又は目的が競争入札に適さないことや競争入札に付することが
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不利となることなどを慎重に検討のうえ、選択する理由を明確にして行うなどの手

続きが必要である。 

イ 意見 

①業者の選定について 

「小額工事における業者選定運用基準」によれば、施工場所近くに本店・営業所

等を置く者を選定の基準としている。しかし、適正価格の把握と適正業者の選定の

意味でも、近隣業者の割合は一定割合に留め、浜松市内全域から業者選定をするこ

とも必要ではないかと考える。また、業者選定に際しては調達課及び北区・浜北区・

天竜区の区振興課で情報を共有し、より優良な業者を選定できる体制も必要と考え

る。 

２ 工事の発注管理 

（１）上期、下期の発注実績 

平成 26 年度における工事の執行実績は、次のとおりとなっている。なお、執行額

は、支出負担行為額をいう。 

上半期は、前年度からの繰越工事をこなすのに注力し、現年分の工事執行に手が

回っていない状況がうかがえる。また、現年予算額も当該年度中の執行が完了せず、

相当額の繰越しが常態化している。 

（平成 25年度から平成 26 年度への繰越分）             （単位：千円） 

事業 
繰 越 

予算額 

9月 3月 翌 5月（最終） 

執行額 執行率 執行額 執行率 執行額 執行率 

交付金・補助事業 3,934,055 2,978,487 75.7% 3,847,489 97.8% 3,933,510 99.9% 

単独事業 607,947 461,106 75.8% 561,770 92.4% 562,718 92.6% 

合計 4,542,002 3,439,593 75.7% 4,409,259 97.1% 4,496,228 99.0% 
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（平成 26 年度現年分）                      （単位：千円） 

事業 
予算額 

()は繰越後 

9月 3 月 翌 5月（最終） 

執行額 執行率 執行額 執行率 執行額 執行率 

交付金・補助事業 8,378,884 

(4,536,188） 

2,879,328 34.4% 5,310,702 63.4% 4,529,772 99.9% 

単独事業 9,875,577 

(7,795,028) 

4,007,667 40.6% 7,479,339 75.7% 7,649,575 98.1% 

合計 18,254,461 

(12,331,216) 

6,886,995 37.7% 12,790,041 70.1% 12,179,347 98.8% 

浜松市の上半期の発注実績は極めて低い水準にある。工事発注が年度後半に偏っ

ている理由としては、次のような理由が考えられる。 

①国の交付金・補助事業の予算が 4月の内示を受けて申請手続き・決定となるため、

年度当初からの執行ができない。 

②用地交渉が想定どおりにいかない場合がある。 

③市単独事業であっても、入札の場合指名競争で 1箇月弱、一般競争入札で約 40日、

総合評価落札方式（簡易型）に至っては 2箇月以上、契約までの期間を要する。 

④予算配当時期が 9月や 11 月補正時にずれ込む傾向にある。 

⑤繰越明許費が毎年度、相当額発生しており、年度末には繰越しのための事務手続

きが必要になる（議会提出資料の作成や工期延長による変更契約書類の作成）。こ

のため、1月下旬に内示される来年度予算を受けた工事の設計事務への取り掛かり

時期に遅れが生じ、年度当初の契約に間に合わない。 

⑥繰越明許費は、1年内に消化することが必須であり、これを優先させている。 

（２）工事発注時期 

工事の発注は、各土木整備事務所が行っており、発注時期も各土木整備事務所が

管理している。浜松市単独事業は、年度当初からの発注が可能となるが、補助事業・

交付金事業については、国・県からの内示、浜松市からの申請、決定という手続き

を踏むため、内示の時期が遅れるとその分、発注時期も遅れる。 

（３）発注管理 

事業課（本庁道路課）が財政課との間で予算要求を行い、査定・内示を受け予算

が決定されるが、個々の予算要求内容は各土木整備事務所にて作成されており、道

路課はその取りまとめを行っているに過ぎない。 



第５ 工事契約

18

従って、個別工事の発注管理は各土木整備事務所が行い、道路課は毎月の予算執

行額から工事に遅れが出ていないかを総括的に確認し必要な時に指示を出す役割と

なっている。 

（４）監査の結果 

ア 指摘事項 

① 繰越しの解消 

政令指定都市移行時の国道、県道の管理移管に伴い事務が膨大し、また様々な懸

案事項が確認されたことで、その対応に追われたため年度内完了ができず「翌年度

への繰越案件」が増加したことが繰越明許費の発生原因としてあげられる。政令指

定都市移行（平成 19 年 4月）から相当年数が経っているとはいえ、玉突きのような

状態で現在に至っているように映る。 

そもそも繰越明許費は特例として認められるものであり、繰越事由となるケース

は限定されている。また、この事由を見るとその多くは「・・・不測の日数を要し

たため」となっている。つまり、発注を早期化できれば、相当程度の繰越しは回避

できるといえるのではないか。 

繰越し解消には、一度繰越しを解消する年度を設け事業執行計画をリセットする

必要があるのか、各土木整備事務所人員を増員する必要があるのか、方途について

は検討を要するがいずれにしても繰越しを真にやむを得ないものに抑え、発注業務

を年度当初から円滑に消化していく体制とすることが重要であると考える。 

繰越明許費（道路課）の経過について 

（単位：千円）

  平成 22→23 平成 23→24 平成 24→25 平成 25→26 平成 26→27 

交付金事業 3,737,525 1,863,486 5,764,596 3,934,055 3,830,697 

単独事業 615,098 914,452 637,164 607,947 2,221,257 

合計 4,352,623 2,777,938 6,401,760 4,542,002 6,051,954 

※繰越明許：予算執行は「会計年度独立の原則」が財政法に規定されており、毎会計年度による予算の「単年度主義」

となっているが、年度末の使い切りや不正経理を防ぎ、予算の効率性を高めるため、特例として認められ

ている。自然的・社会的諸条件（設計又は計画に関する諸条件、気象又は用地・補償の関係、資材の入手

難など）に支配され、当該工事が年度内に完了しないものに限られ、年度内の支出を終わらない見込みの
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あるものについて議会の議決を経て認められる。 

②発注時期の年次計画 

現在、各土木整備事務所の予算執行状況は毎月、道路課に報告され、各土木整備

事務所は他の土木整備事務所の執行率を知ることができる状況にはある。しかし、

これが各土木整備事務所に早期の発注を促す手段にはなっていないのが現状である。 

浜松市の第 1 四半期における契約率は政令指定都市の中でワースト 1 の結果であ

る。よって、当初予算を策定する段階で、工事の発注時期の計画も策定し、発注が

遅れている場合にはその原因を報告するなど、発注時期を管理する体制が必要であ

る。 

③予算配当時期 

予算配当が、当初予算ではされずに 9月、11 月補正となる傾向がある。例として、

平成 26 年度北土木整備事務所の予算配当実績を掲げた。これを見ても当初予算に対

して、35％の補正が 9 月に行われている。歳出削減の意味から当初予算が厳しくな

る傾向になるのは理解できるが、形式的に補正に回しているものがないか、先に補

正ありきとなっているものがないか。補正予算での対応となると、発注が後ろ倒し

となり年度末の工事集中・入札辞退や繰越しにつながる要因になる。 

平成 26 年度 北土木整備事務所実績                  （単位：千円） 

市予算事業名 
平成25年度-26

年度繰越予算 

平成 26年度 

当初予算 

9月補正前の 

追加配当 

平成 26年 

9 月補正 

平成 26年 9月 

補正後 

道路維持修繕事業 

国交付金事業 3,098 83,000 0 170,000 253,000 

道路維持修繕事業 

国県道単独事業 18,235 398,134 0 47,000 445,134 

道路維持修繕事業 

市道単独事業 0 428,829 0 0 428,829 

道路防災事業 

単独事業 15,261 69,550 0 80,000 149,550 

橋りょう耐震補強事

業 国交付金事業 80,000 200,000 0 0 200,000 

橋りょう耐震補強事

業 単独事業 0 0 0 0 0 
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交通安全施設等整

備・修繕事業 

国県道単独事業 0 26,085 3,000 0 29,085 

交通安全施設等整

備・修繕事業 

市道単独事業 0 174,054 15,000 0 189,054 

わかりやすい公共サ

イン整備事業 22,500 0 0 0 0 

市道整備事業 

国交付金事業 213,574 29,000 0 0 29,000 

市道整備事業 

単独事業 65,582 156,110 0 0 156,110 

国県道整備事業 

国交付金事業 21,200 95,900 0 0 95,900 

国県道整備事業 

地方特定道路整備事

業 0 0 0 0 0 

国県道整備事業 

単独事業 7,827 195,260 0 582,000 777,260 

道路維持整備推進事

業 0 10,840 0 0 10,840 

スマートインターチ

ェンジ関連整備事業 

国交付金事業 50,860 120,000 0 0 120,000 

道路施設管理事業 

道路施設維持管理事

業 0 33,599 0 0 33,599 

道路施設管理事業 

地下道等維持管理事

業 0 8,080 0 0 8,080 

道路施設管理事業 

道路情報システム運

用事業 0 395 0 0 395 

道路施設管理事業 

街路樹等育成管理事

業 0 51,417 0 0 51,417 
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道路維持整備運営経

費 0 10,300 0 0 10,300 

河川改良事業 

単独事業 102,850 156,160 0 0 156,160 

河川維持修繕事業 

河川・排水路維持修

繕事業 0 74,758 0 40,000 114,758 

河川維持修繕事業 

安全保護柵設置・修

繕事業 0 3,825 0 0 3,825 

土木施設災害復旧事

業 国庫補助事業 0 0 13,707 0 13,707 

土木施設災害復旧事

業 単独事業 64,608 0 39,450 0 39,450 

河川管理対策事業  

ポンプ場等維持管理

事業 0 4,580 0 0 4,580 

河川管理対策事業  

河川愛護支援事業 0 4,250 0 0 4,250 

水防活動事業  

水防団活動事業 0 220 0 0 220 

水防活動事業  

水防施設等整備事業 0 2,116 0 0 2,116 

土木管理運営経費 0 8,946 0 0 8,946 

道路管理・占用・認

定・境界確定事業  0 14,073 0 0 14,073 

道路管理事業 

道路愛護事業  0 120 0 0 120 

道路管理事業  

道路台帳整備事業  0 120,000 0 0 120,000 

河川管理事業 河川

管理・占用・認定・

境界確定事業 0 94 0 0 94 

北土木整備事務所計 744,335 2,569,495 71,157 919,000 3,559,652 
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④管理資料の統一化 

発注管理は、各土木整備事務所が行っている。現場に近いところで管理すること

自体は合理性もあり、特に問題ではないが、発注における管理方法や資料が、各土

木整備事務所で異なっており、浜松市としての統一的な管理となっていない。 

浜松市全体としてのデータを取りまとめるうえでも、また、業務の重複や漏れを

回避し、各土木整備事務所の管理手法の中でより良いものに集約していく意味でも、

管理資料は土木整備事務所間で統一することが望ましいと考える。また、土木技術

職員は土木部門間の異動も多いとのことであり、異動時の引継業務の省力化を図る

ためにも作成資料の統一化は有用であると考える。 

イ 意見 

①土木技術職員の手当て 

浜松市では「定員適正化計画」の中、人員配置の適正化を図るとともに、“再任用

化”により経験者の有効活用も行っているところである。しかし各土木整備事務所

にてヒアリングをする中で土木技術職員の業務が追い付かず、業務の遅れや超過勤

務が生じているケースがあるように思われる。これは近年、募集人数に対して採用

人数が不足する状況が続いていることが原因と考えられるが、当該業務を再任用職

員にて全てまかなうことは困難と思われる。また、他の部署とは異なり専門性（ス

ペシャリスト）が求められるものであること、浜松市のインフラを担う重要な事業

であり、大きな予算を占める事業であることを考えると、土木技術職員の質・人員

の維持、適正配置は今後とも重要な課題といえることから、必要人員の採用が可能

となるよう採用活動の強化や中途採用の検討等を行っていくことが肝要と考える。 

また、前述したとおり、今後は点検等の対象も増え、職員の点検能力の向上も求

められている。技術的能力は土木整備事務所の職員だけでなく、管理する本庁職員

にも求められると考えられる。そのためにもノウハウが蓄積する人事体制が望まれ

る。 

②総合評価落札方式の運用方法 

各土木整備事務所から入札関係書類を調達課へ持ち込んでから、契約まで相当期

間を要している。特に、最近、力を入れている総合評価落札方式の場合には長期間

を要する（概ね 2箇月程度）。 

平成 26 年の総合評価落札方式をサンプル抽出し契約書類を閲覧したところ、金額
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で最低価格となっていないが、評価が高く落札した例はなかった（北土木整備事務

所）。総合評価落札方式の意義はおおいに認めるところであるが、実績を見る限り手

間が上回っているように感じる。総合評価落札方式を採用するケースは業者の良し

悪しが重要な要素となる工事とし、金額以外の比重を高めるなど、メリハリのある

運用が必要ではないかと考える。 

３ 繰越工事 

（１）繰越工事残高 

平成 25 年度及び平成 26 年度における道路事業に関する繰越工事の残高は次のと

おりである。 

平成 25 年度 

事業 事務所 予算額 繰越額 

交付金補助事業 道路課 884,078 80,352 

南 3,179,180 1,188,611 

北 807,677 463,677 

東・浜北 1,660,866 1,008,869 

天竜 2,321,157 1,192,546 

交付金補助事業計 8,852,958 3,934,055 

単独事業 道路課 954,727 54,009 

南 2,842,411 246,222 

北 1,253,008 127,723 

東・浜北 1,455,138 76,726 

天竜 1,528,798 103,267 

単独事業計 8,034,082 607,947 

合計 道路課 1,838,805 134,361 

南 6,021,591 1,434,833 

北 2,060,685 591,400 

東・浜北 3,116,004 1,085,595 

天竜 3,849,955 1,295,813 

合計 16,887,040 4,542,002 
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平成 26 年度 

事業 事務所 予算額 繰越額 

交付金補助事業 道路課 116,398 37,235 

南 3,187,066 1,319,662 

北 864,000 387,132 

東・浜北 1,264,620 545,184 

天竜 2,946,800 1,541,484 

交付金補助事業計 8,378,884 3,830,697 

単独事業 道路課 1,133,780 299,666 

南 3,187,338 428,274 

北 2,050,594 581,059 

東・浜北 1,939,573 263,439 

天竜 1,564,292 648,819 

単独事業計 9,875,577 2,221,257 

合計 道路課 1,250,178 336,901 

南 6,374,404 1,747,936 

北 2,914,594 968,191 

東・浜北 3,204,193 808,623 

天竜 4,511,092 2,190,303 

合計 18,254,461 6,051,954 

※ 単位は千円。 

※「事務所」は、市管轄の土木整備事務所を意味し、南、北、東・浜北、天竜の 4 事務所。上

表はこれに道路課管轄分を加えたものとなっている。 

（２）繰越理由 

繰越理由の多くは、次に記載する事由に集約されている。 

①工事を実施するに当たって、対象となる土地の権利者との交渉が難航した。 

②工事を実施するに当たって、近隣住民への説明・調整に予想外の時間を要した。 

③工事を実施するに当たって、電柱の配置、水道管等他のインフラの調整を原因

として施工計画を見直しする必要が生じた。 

④施工方法に対する安全面（車両通行）について、警察から施工方法の変更を要

請された。 

⑤他のインフラ工事（水道など）と工事個所が重複し、調整に予想外の時間を要

した。 
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前記の繰越理由は、工事の立案から工事完了という一連の流れにおいて、工事の

施工前の段階で生じた案件が非常に多く、反面、工事の施工過程で生じた案件はほ

とんどないという結果であった。 

特に、工事業者が決定し、施工に当たっての具体的な工事計画を策定する時点で

生じているケースが非常に多く、当該時点における進捗の遅れが年度末までの工事

完了を困難にし、その結果、繰越しが発生するという状態となっている。 

（３）監査の結果 

ア 指摘事項 

①工事発注・施行時期の平準化 

現在の予算に対する消化率の低さは、「２ 工事の発注管理」でも述べたとおり、

工事の契約や施行の時期が下半期に集中していることが大きな原因の１つとなって

いる。このことは、四半期ごとの予算消化率の推移からも明らかである。 

下半期に集中する原因の１つとして、国からの交付金の決定が年度開始後に通知

されるため、国からの交付金を受ける事業に関しては、発注処理を年度開始直後よ

り実施することが困難である一方、予算消化を意識して年度末までに発注処理を完

了しようとすることが考えられる。 

国からの交付金の決定が年度開始後に通知されることは、少なくとも市の関係者

にとっては周知の事実である。周知の事実であるならば、交付金に関与する事業に

ついては、例えば下半期に実施し、それ以外の工事は年度開始直後から実施する、

という計画を事前に策定することは、可能だと考える。 

平準化の実施は、上半期の予算消化割合の上昇を通じて、相対的に下半期の施行

が減少することとなる。これは不測の事態等による遅延を原因とした繰越しを減少

させる効果を有する。 

②施行前準備段階の入念な検討 

繰越原因を検証すると、工事対象となる地面の地質が予想と異なる状態であった

など、やむを得ないと思われる案件がある一方、水道工事と場所が重複した、電柱

の配置・移設に問題があった、交通整理上の問題があったなど、事前の入念な交渉

や現場視察などによって、問題点・懸念事項を早期に把握でき、計画変更を事前に

防止できたであろう案件が確認された。 

計画立案・予算要求時に、過去事例の検証や関係すると予想される各所への事前
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交渉も含めた入念な準備作業を実施し、予算計上時までに「不測」の事態そのもの

の発生可能性を削減する手続きを実施することが望ましい。 

③過去の工事における繰越理由のフィードバックと今後の工事への反映 

繰越工事が大量に発生している原因の多くが、以前も同様の理由で繰り越されて

いる事案である。 

同様の理由かつ事前予想可能と思われる事案が何度も繰越理由としてあげられて

いるのは、過去の繰越理由に対するフィードバックや対策が実施されていない、若

しくは、不十分であるのでないか、との印象を受ける。 

十分なフィードバックと対策を講じた場合、今後同様の工事が実施された場合に

おいて、事前対策によって不測の事態及びそれを原因とする繰越しの発生を抑制で

きる、と思われる。 

工事の立案、予算要求を実施する際、過去の類似事例における問題点とその対策

を検討し、反映させるための正規の手続き・仕組みを構築、運用することが望まし

い。 

④同一工事に対する予算の分割要求 

道路や橋の工事は、長期間にわたって実施されることが、計画段階から明らかで

あるものも多数存在する。 

それ自体は工事の規模に依存する面もあることから、必ずしも否定されるもので

はない。 

一方そのような長期大規模な案件に対しても、予算額を準備段階から完了に至る

までに見込まれる全ての支出をまとめて要求・計上している。 

繰り越されることが計画の段階で明らかなものについては、当該計画の進捗状況

を年度ごとに細分化し、年度ごとに予算を要求することで、多額の繰越しを計上し

なくて済むことになる。 

例えば工事の計画・設計から用地取得等までと工事着手以降で計画を分割し、ま

ず、計画・設計から用地取得等までに見込まれる支出を予算計上すれば、計画・設

計から用地取得等の各手続きに遅れが生じたとしても、工事着手以降に見込まれる

支出については予算計上されていないので、繰越しをする必要がなくなる。 

また、計画を分割することで、工事施工時期を計画・設計から用地取得等の各手

続きの進捗状況に応じて柔軟に設定することが可能となる。これは、工事の平準化

を達成するうえで、有効な手段となる。 
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⑤繰越工事残高を反映した予算要求 

過去の実績から、予算計上した金額の内、契約ベースで約 2割、支出ベースで約 4

割が繰越しとなっている。 

予算消化率の表から、繰越しの発生の割合が高い水準で恒常化していることが、

推測される。これは翌年度予算の一部を当年度に前倒しで要求・計上している状態

ともいえる。 

この状態は、単年度予算・決算を前提とする市の方針を考慮すると、決して望ま

しい方法ではない。予算の繰越しは、あくまで不測の事態を原因としたやむを得な

い状況の時のみに認められる措置だからである。 

工事の施工を急ピッチで多数完了させる年度があれば、繰越工事の残高は大幅に

減少することになるが、それを実行することは、市や施工業者に対する時間・手間

などの負担を考えると、あまり現実的ではない。 

また過度に急ピッチな工事の施工は安全面・品質面からも望ましい方法とはいえ

ない。 

ただ現在の状況は、繰越事業費という消化されていない予算が、常に数十億円単

位で保持されている状態になっており、これは公的サービスに寄与していない予算

が多額・恒常的に存在するという状態を意味する。 

税金や交付金によって得られた予算という金銭が、繰越しという名目で恒常的に

数十億円単位で公的サービスに寄与していないことは、早急に解決すべき課題だと

考える。 

繰越額を減少して、公的サービスに寄与していない予算を恒常的に軽減させると

いう観点から、年度予算を要求する際に、繰越工事分も含めて、全ての工事が年度

内に確実に完了する総括的な計画を立案する、すなわち消化率が早い段階で高水準

となる計画を立案し、予算要求をすることも検討すべきだと考える。 

確かに安全面の観点から緊急を要する工事については、早急に実施する必要があ

り、そのために予算を確保しなければならない、というのは確かである。 

しかし、現状ではそのような緊急を要する工事に対しても、計画どおりに実行で

きる保証はなく、繰り越されてしまうことも十分にあり得る状況である。 

そのため、新規工事の案件を減少させることで繰越工事を大幅に減少させるとい

う方法によって、計画に即した工事を実施するとともに、繰越しによって発生した

未利用となっている資金を減少させていく、という方法も検討するのが望ましいと

考える。 
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４ 浜松市道路規制協議会 

（１）概要 

浜松市道路規制協議会（以下「協議会」という。）とは、道路の地下埋設工事等に当

たり総合的かつ効果的な調整を行い円滑な道路交通を確保し、もって事故の防止を図

ることを目的として設置されるものである。 

協議会は年 2回開催される。第 1回は 9月下旬から 10月に、第 2回は 3月に開催さ

れる。第 1 回協議会では前年度第 2 回協議会以降の変更・追加工事の規制を調整し、

第 2 回協議会では新年度の工事の規制を調整する。協議会は道路規制に影響のある関

係機関及び実際に道路工事等の事業を行う 43 の関係機関から構成される。 

協議会の事務局は土木総務課におかれ、会議は、土木総務課長が、必要の都度、上

述の関係機関の全て又は一部を招集し、その議長となり、開催される。会議では、各

関係機関の区役所管内別の事業計画を確認し、道路規制等の調整は土木整備事務所ご

とに必要に応じて行われている。 

（２）監査の結果 

ア 指摘事項 

①より効果的な協議会の運営の必要性 

前述のとおり、協議会は 43 の関係機関で構成されており、協議会の日程を調整す

るだけでも難しいものと考えられるが、現在、協議会では関係機関が集まるものの、

各関係機関の事業計画の情報提供を行う場にすぎず、実際の調整までは行われてい

ない。実際の調整は、後日、各土木整備事務所において必要に応じて行われている。 

浜松市道路規制協議会要綱第 2 条第 2 項には「道路工事の施行による道路交通の

障害を最小限度にとどめるため工事の施行時期及び施行方法についての合理的な調

整に関すること」が協議会の所掌事務とされているが、実際の調整が各土木整備事

務所で行われている現状は、当該要綱に合致しない。また、これだけの数の関係機

関が日程を調整して一同に会しているにも関わらず、情報提供を行うだけである現

状は非効率なものといえる。 

よって、事前に事業計画等の情報を各関係機関に提供し、その情報を確認したう

えで協議会に臨む体制を整え、協議会をより効果的なものとする必要がある。これ

により、工事自体も円滑に施行がされ、不測の日数を要して工事の変更手続きや繰
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越手続きをとらざるをえない工事件数を減らす効果があると考えられる。 

５ 個別工事事務 

（１）各工事の進捗管理体制 

個々の工事の発注、管理等は各土木整備事務所で行われている。各土木整備事務所

の個別工事の進捗管理方法は「浜松市土木工事共通仕様書」に従い、共通の書式、手

順に従って行われている。

（２）監査の結果 

ア 指摘事項 

①工事資料の保管について 

工事ファイルを確認したところ、根拠資料が綴られているものとそうでないもの

が見られた。国交付金事業は事後的な会計検査等のために、根拠資料を綴っている

が、市単独事業については特に決まりはなく、根拠資料が綴られている工事の決定

過程に特殊な事情があったというわけでもない。資料をどこまで綴るかは各担当者

の判断に任されているということである。 

根拠資料等は各担当者が保管している。担当者が変わる場合には根拠資料等も引

継ぎが行われるが、それまではほとんどが各担当者の手元にあるのが現状である。 

各工事ファイルは整理され、いつでも職員や所属長が見ることができる状態にな

っている。根拠資料等も必要なものであれば、工事が完了した時点で保存場所を確

保し、いつでも見ることができる状態で保管することが必要である。なお、この際、

情報を整理して、決定過程が他の職員や所属長が理解できるようにして保管する必

要がある。 

６ 工事契約の変更事務 

（１）変更理由 

工事契約の変更事務は「浜松市建設工事設計変更事務処理要領（平成 26 年 4 月 1

日施行）」に従って行われている。契約の変更の際には、変更執行伺明細書に変更理

由を記載する必要がある。同要領によれば、変更を行う基準は以下のとおりである。 
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１ 条件変更に伴う処理によるもの 

２ 発注後発生した次に掲げる外的条件によるもの 

 ア 天然現象、その他不可抗力によるもの 

 イ 他事業との関連によるもの 

３ 発注時において確認困難な要因に基づくもの 

 ア 推定岩盤線の確認に基づくもの 

 イ 地盤支持力の確認に基づくもの 

 ウ 地質等の確認に基づくもの 

 エ 地下埋設物の撤去等に基づくもの 

 オ その他確認困難な要因でやむを得ないもの 

４ その他 

 ア その他の理由により必要と認められるもの 

５ 工事精算に伴うもの 

（２）監査の結果 

ア 指摘事項 

①情報の管理 

工事契約の変更理由を検証すると、舗装厚等の履歴が適切に把握されていれば、

変更手続きは不要だったのではないかと考えられる案件がある。舗装工事の理論上

の寿命はかつては 10 年設計であったが、現在は 20 年設計となっている。次回の舗

装まで、理論上は 20 年のタイムラグがあるので情報をどの程度管理していくのか、

工事手続きの効率化のためには検討が必要である。

平成 28 年度以降、道路課において道路インフラに関する情報のデータベース化が

検討されているが、工事手続きの効率化も念頭にいれた構築が望まれる。 

②変更理由の適切な記載 

変更執行伺書に記載されている変更理由を読むと、工事の段取り等に問題があり、

契約を変更せざるを得ないものの今後の契約において改善すべき事項があるのでは

ないかと思われるもの、変更理由がやや理解しにくい記載がされているものがいく

つか見られた。これらは、担当者に状況をヒアリングした結果、やむを得ない理由

であったと納得できるものではあった。 

土木整備事務所では担当者間での話し合い等が行われているため、記載が不十分
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若しくは不適切であったとしても特に問題とはならない。しかし、書面で決裁が行

われる以上、書面に適切な記載が行われなければ、各決裁権限者がその都度、内容

を確認することが必要となる。上層の決裁権限者まで、担当者に直接説明を求めな

ければならない状況は非効率的である。また、事後的に書面を確認する者が、再度、

担当者に説明を求めなければ、変更理由に疑念を生じる結果となる。よって、変更

理由を適切に記載し、書面を作成する必要がある。 

なお、浜松市建設工事設計変更事務処理要領には変更理由の記載例が提示されて

いる。しかし、あくまでも記載例であるため、この記載例に従って記載することで

かえって記載があいまいになるのであれば、適切な文言で記載することが必要であ

る。

７ 新設道路用地等の管理  

（１）長期未着工用地の状況 

長期に渡って未着工となっている用地の有無について、ある場合には、その理由、

今後の進展についての計画を、各土木整備事務所担当者へのヒアリングや関連資料

の閲覧を通じて確認したところ、該当する用地は発見されなかった。 

（２）管理体制 

長期未着工の用地の有無を確認する、存在している場合にその原因と対策を検討

することを主目的とした特別な手続きや資料は有していない。 

その代わり、用地の状況については、関連する工事に関する進捗状況・予算消化

などを管理している手続き・資料を通じて、まとめて管理している。 

つまり、長期未着工用地の管理を実施していないのではなく、工事全体の管理を

通じて、用地管理も同時に実施している。 
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第６ 入札及び完成検査

１ 入札及び契約等に関する資料の公表と情報漏えい防止

（１）公表の方法

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、浜松市が発注す

る建設工事及び建設工事関連業務委託の入札及び契約等に関する資料の公表につい

て必要な事項を「浜松市建設工事等の入札及び契約等に関する資料公表要領」に定

めている。 

当該年度に発注することが見込まれる建設工事及び建設工事関連業務委託で、消

費税及び地方消費税相当額を含む予定価格が 130 万円を超える工事等がこの要領の

対象となる。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等であって、

市の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が 250 万円以下であって詳細な

設計を省略しても適正な履行が確保できる工事を除くものとする。

（２）業務上の問題点及び再発防止策

平成 25 年度の上下水道部の職員による情報漏えい及び加重収賄事件を受け、上下

水道部では市長事務部局の関係課と連携し、不祥事件調査検討委員会を立ち上げ、

業務上の問題点及び再発防止策について検討を行った。また、不祥事件調査検討委

員会において検討した再発防止策を市コンプライアンス推進会議に諮り、浜松市と

しての再発防止策を定めた。また、浜松市総務部人事課は、平成 26年 5月 1 日から

5 月 31 日までの期間をコンプライアンス推進月間とし、部局長・区長による職場訪

問、コンプライアンスセルフチェックシートによる自己点検を実施するよう事務連

絡をした。浜松市役所の各職場で情報漏えい及び加重収賄事件を題材とした公務員

倫理研修の実施をして、各職場の執務状況に応じた独自の再発防止策を検討するな

ど職員の倫理意識の高揚を図った。

（３）公務員としての意識

浜松市では平成 13 年 12 月に浜松市職員倫理条例を制定し、職員の職務に係る倫

理の保持に資する様々な措置を講じているが、上下水道部の職員による情報漏えい

及び加重収賄事件を受けて平成 26年 7月、職員が発注に係る秘密情報の漏えい等に

関与することがないよう、綱紀保持に関する理解と意識を向上させ、コンプライア

ンスの重要性を再認識するために浜松市官製談合防止マニュアルを作成した。
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（４）業務執行方法

浜松市では、浜松市を退職した職員の再就職について、その透明性を確保するた

め、再就職先における活動の自粛、再就職状況の公表に関し必要な事項を定めるも

のとして、「浜松市退職者の再就職に関する要綱」を定め、浜松市退職者の再就職状

況及び外郭団体等の役員への就任状況を毎年 9 月に公表している。平成 26 年度は、

平成 25 年度中（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）に課長級以上で

浜松市を退職した職員の再就職の状況を公表している。 

２ 入札・契約制度の予定価格

予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、履行の難易、

数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めることになってお

り（浜松市契約規則第 10 条第 2 項）、浜松市では、土木工事等の予定価格を算出する

ために、静岡県が制定した積算基準や資材価格等を適用し、積算をしている。積算基

準は、静岡県の改定日の同日以降に積算する工事に適用している。なお、静岡県に定

めのない建設資材等については、浜松市において市場価格を調査し、浜松市独自の資

材価格を定めている。 

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年法律

第 56 号）で、原則として予定価格を事後公表とすることが示され、平成 27 年 1 月に

発表された「発注関係事務の運用に関する指針」において、予定価格については、入

札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生

じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこ

と等から、原則として事後公表とする旨が定められた。この際、入札前に入札関係職

員から予定価格に関する情報等を得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止する

ため、談合等に対する発注者の関与を排除するための措置を徹底することになってい

る。 

３ 監査の結果

（１）指摘事項 

① 浜松市を退職した職員の再就職について 

浜松市では「浜松市退職者の再就職に関する要綱」を定め、浜松市退職者の再就

職状況及び外郭団体等の役員への就任状況を毎年 9月に公表している。 浜松市は、
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退職者が民間企業等に再就職をしたことを知り得たときは、当該民間企業等に対し、

当該職員を退職後 2 年間は、退職前 5 年間に従事していた業務に関連する営業活動

に従事しないよう要請することになっている（浜松市退職者の再就職状況に関する

要綱第 3条第 2項）。今回の監査では民間企業に対して営業活動自粛等を要請する手

続きがとられていたとは認められなかった。 

地方公務員の再就職については法令による規制はないが、浜松市は営業活動自粛

等の要請や再就職状況等の報告を行うことを要綱で定めている以上、要綱の実効性

のある運用が必要である。確かに、再就職状況を報告することは一定の牽制機能を

持つが、本人への要請手続きを適切に行うことが必要と考える。 

退職者に対しては退職手続きの中で、再就職先における営業活動自粛等を促し、

退職後に再就職状況等を要綱に従った様式によって報告させている。市側はこの記

載内容を確認し、状況によっては例えば、再度、営業活動自粛等を促す等の手続き

をとる等、実効性を高め、市民に不適切な関係を疑われかねない事案に対して透明

性を確保するよう対策を講じる必要がある。 

なお、国家公務員法の再就職等規制には、①他の職員・元職員の再就職依頼・情

報提供等規制（国家公務員法第 106 条の 2）、②現職職員による利害関係企業等への

求職活動規制（国家公務員法第 106 条の 3）、③再就職者（元職員）による元の職場

への働きかけ規制（国家公務員法第 106 条の 4）の 3つの規制があり、職員が利害関

係企業等に対し、離職後に再就職することを目的として、自己に関する情報を提供

すること、再就職しようとする地位に関する情報の提供を依頼することは禁止され

ている。また、利害関係企業等に再就職することを要求したり、再就職を約束する

ことは禁止されている。平成 26 年 5 月 14 日に公布された「地方公務員法及び地方

独立行政法人法の一部を改正する法律」（平成 28 年 4 月 1 日施行）により、地方公

共団体は、国家公務員法に規定されている退職管理に関する規定の趣旨を踏まえ、

退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずることになっている

（地方公務員法第 38 条の 6 新設）。今後は、この法改正に浜松市も対応していく必

要がある。 

（２）意見 

① 予定価格の適正な設定 

予定価格は、入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、契約

の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履

行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定め、その予定価格を記載した書面

を封かんして開札の際これを開札場所に置くことになっている（浜松市契約規則第 9
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条、第 10 条第 2 項）。予定価格は、設計金額を基に決定され、通常は積算額が予定

価格となっている。工事を発注する課の担当職員が積算基準に基づいて積算を行い、

積算額に基づいて予定価格を決定する。 

予定価格に関しては、発注者が市場実態等を的確に反映した積算による予定価格

の適正な設定をしなければ、入札参加者にとって適正な利潤が確保されないため地

域の建設業者が疲弊するばかりか、下請業者へのしわ寄せが生じ、公共工事の担い

手が将来に渡って確保されないことになる。現在、予定価格の設定に当たっては、

適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場

における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ、実際の施工に要

する通常妥当な経費について適正な積算を行う体制となっている。今後も、さらに、

経済社会情勢を反映する制度について研究等を期待したい。 

② 予定価格の情報管理 

地方公共団体の発注する公共工事は、入札及び契約において法令順守を徹底し、

談合や収賄その他の不正行為が排除されなければならない。地方公共団体は、予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするこ

とになるから、入札における予定価格の意義は大きい。予定価格又は積算金額等の

情報が漏えいすると、公正な入札が阻害され、より安く調達するという競争原理も

機能しないことになる。入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする

者の間の公正な競争を促すために、事業者に対して公表していない予定価格又は積

算金額その他公表していない発注情報を漏えいしてはならない。前述のとおり、元

浜松市職員が、市が発注する水道工事の予定価格を入札前に業者に漏らし、見返り

として現金を受け取ったとされる贈収賄事件があったが、今後も再発防止のために

策定した「浜松市官製談合防止マニュアル」「浜松市入札・契約事務に係る働きかけ

への対応要綱」等の再発防止策の周知徹底が望まれる。 
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第７ 道路管理 

１ 道路台帳 

（１）道路台帳の作成・保管に関する法律等の概要 

浜松市は、道路法及び同法施行規則を踏まえ、「浜松市道路台帳作成要領（平成 20

年 4 月版）」（以下「作成要領」という。）を制定し、道路台帳の記載事項等具体的な

内容を定める。 

作成要領により浜松市が道路台帳を作成する対象道路は、道路法第 16 条、第 17

条第 1 項により、市道、浜松市域内にある静岡県道及び浜松市域内にある国道の一

部である。 

作成要領は、道路台帳を作成する過程で形成される具体的な成果品として以下の

物を定める（同要領第 3章第 25 条）。 

記 

１．航空写真測量による成果品 

 イ 撮影フィルム及びポジフィルム 

 ロ 密着写真 

 ハ 標定図 

 ニ 撮影記録 

 ホ 空中三角測量成果表及び一覧表 

 ヘ 標定点測量成果表及び点の記（配点図含む） 

 ト 対空標識点明細簿 

 チ 偏心要素測定簿及び偏心計算書 

 リ 1/500 地形図（ポリエステルシート#500） 

 ヌ 1/500 第二原図（ポリエステルシート#500） 

 ル 精度管理表 

 ヲ 水準測量成果表及び路線網図 

 ワ その他資料（野帳及び現調写真等） 

２．道路台帳成果品 

 イ 1/2500 道路網図（ポリエステルシート#500） 

 ロ 1/500 道路台帳図（ポリエステルシート#500） 

 ハ 地籍図（ポリエステルシート#500） 

 ニ 区域線図（青焼き） 

 ホ 道路台帳調書 

 ヘ 実延長調書 
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 ト 現況（幅員別）調書 

 チ 総括表 

 リ 橋梁台帳 

 ヌ 踏切道台帳 

 ル トンネル台帳 

 ヲ 敷地調書 

（２）道路台帳の現況について 

作成要領第 3章第 25 条に定める道路台帳成果品は概ね完成済である。未完成の成

果品は、浜松市天竜区及び北区に属する一部道路の区域線図（同条第 2 項ニ）及び

敷地調書（同ヲ）である。 

（３）道路台帳の修正 

ア 修正要因及び修正対象物 

一旦作成された道路台帳も、道路の現況が日々変更することを踏まえ、これを修

正する必要がある。これは道路法施行規則第 4 条の 2 第 5 項でも要求されており、

浜松市は、その修正事務を作成要領第 15 章に定める。 

 イ 修正手順 

修正作業は毎年度末日を基準に年 1 回実施する。その修正作業は、浜松市が外部

業者に業務委託して行う。契約締結事務及び修正のための支援作業は、浜松市の各

土木整備事務所が１年単位の持ち回りで行う。平成 26年度は北土木整備事務所であ

った。 

（４）閲覧・写し交付 

写しの交付は、浜松市土木総務課及び各土木整備事務所における手交の方法で行

われ、郵送・データ交付の形式はとらない。写しの交付対象は、写し交付要領別表

に定める。 
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（５）監査の結果 

 ア 指摘事項 

①道路台帳構成物を定義し、諸規定における用語の統一を図ること 

作成要領は、第 3 章第 25 条において作成すべき成果品を定め、第 15 章において

修正すべき成果品を定める。修正業務は外部事業者に委託するが、修正業務委託契

約書の仕様書第 22条でも修正すべき成果品を定める。また、写し交付要領では、写

しを交付すべき対象成果品を定める。 

しかし、これら各規定（作成要領第 3 章第 25 条、第 15 章、修正業務委託契約書

の仕様書第 22条、写し交付要領別紙）が定める成果品には混乱ないし不一致が認め

られる。本監査の過程で、浜松市から、作成要領第 3 章第 25 条、第 15 章及び写し

交付要領の対応を示す一覧表が提出されたが、各条項の文言からそのような対応を

認めることはできない。例をあげると、①作成要領第 15 章では、「道路台帳調書」

の表題の下に「道路台帳、実延長調書、現況調書（路面幅員別）、橋・トンネル・鉄

道等との交差調書、道路現況（独立専用自歩道）、（部分自歩道）台帳、交通安全施

設調書、道路現況（総括）台帳、現況調書（路面幅員別）総括、橋・トンネル・鉄

道等との交差調書各総括、道路現況（独立専用自歩道）（部分自歩道）台帳総括、道

路・橋梁数値総括表、道路・橋梁数値比較表、構造物写真、認定路線網図、橋梁・

踏切位置図」が掲げられ、これらを総称して「道路台帳調書」と呼称する扱いであ

る。しかし、作成要領第 3 章第 25 条では、「道路台帳成果品」の掲示の下に「道路

台帳調書」があり、かつ、「道路台帳調書」とは別に、実延長調書、現況（幅員別）

調書、総括表があって、成果品のくくり方に明らかな相違がある。また、作成要領

第 15 章は、修正すべき成果品に「交通安全施設調書」や「道路、橋梁数値総括表」

をあげるが、作成要領第 3章第 25条にはこれに対応する成果品はない。更に、③写

し交付要領では、図面類が「現況平面図、認定図、地形図」とあるが、作成要領に

は「1/500 地形図（ポリエステルシート#500）」があるのみで、「現況平面図」「認定

図」と呼称ないし総称される図面はない。以上は例であるが、道路台帳成果品の特

定に混乱があることは否めない。 

また、本監査で調査した道路台帳構成物にかかる規定及び契約は上記 4 種である

が、他にも道路台帳を参照ないし道路台帳に関係する規定があり得るところであっ

て、そこでも、成果品の不一致や定義の不統一が起きている可能性がある。 

道路台帳は、道路を管理するうえで最も基本となる情報源であるから、これら定

義ないし呼称の不統一は回避する必要がある。よって、道路台帳を構成する成果品

が何であるかを明文をもって定義し、各規定、契約における成果品の呼称を統一す
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る必要がある。そのうえで、道路台帳を構成する成果品のうち何に修正義務を持た

せ、何を閲覧に供するかを明確にする必要がある。 

道路台帳管理にかかる現実の運用を見ると、作成要領第 3章第 25 条第 2項の成果

品、ないし業務委託契約書の仕様書に記載された成果品が基本となっていることが

伺われるから、これらを基本とするのが望ましい。 

②道路台帳閲覧制度の改定 

道路台帳を構成する図面と調書には秘密性のある情報は認められない。従って、

市が保有する道路台帳構成物は、その全てを写しの交付対象とすることが望ましい。

しかし、現在の写し交付要領は交付すべき対象物を列挙する方式であり、かつ、前

①で指摘した混乱との関係で、個別具体的な成果品のうち何が写し交付対象であり、

何が写し交付対象でないのかが、規定上、判然としない。浜松市の担当者からは、

地籍図（作成要領第 3章第 25条第 2項ハ）及び区域線図（同ニ）を除き写し交付対

象であるとの回答が得られているが、文言上、そのようには解釈しづらい。 

従って、道路台帳構成物を明確化したうえで、端的に、その全てを写しの交付対

象とすべきである。 

③修正業務発注にかかる職務分掌 

現在、道路台帳成果品の修正発注業務は、各土木整備事務所が持ち回りで行って

いる。その理由は明確には把握できないが、監査を通じて各担当者から得られた説

明を総合すると、概ね以下の背景事情が推測される。 

浜松市が平成 17年に大規模合併する前、各自治体は個々に土木整備事務所を持ち、

各土木整備事務所が個々に道路台帳を作成、保管、修正していた。浜松市が合併し

てからもその方式は続き、各土木整備事務所が、個別に、所管する地区の道路台帳

を発注する扱いであった。平成 22,23 年頃、これを浜松市全域で統一的に発注する

ことになったが、その際、発注のあり方については従前の手順が踏襲されて土木整

備事務所が担当することとなり、土木整備事務所が複数あるため、持ち回りとされ

たものである。 

しかし、この方式は改めるべきである。修正業務の発注対象は、浜松市全域の道

路台帳であり、個々の土木整備事務所は各土木整備事務所の域内についてこそ情報

を豊富に持つが、他の土木整備事務所の情報に精通するわけではないし、他の土木

整備事務所の動向が自動的に集積されるわけでもない。また、土木整備事務所の持

ち回りとすると、土木整備事務所ごとに実務運用のあり方に相違が生じる可能性が

あり、これが整備の混乱につながる可能性もある。さらに、ここ数年の修正業務落
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札業者は特定一社に限られているが、発注側を土木整備事務所の持ち回りとすると、

ノウハウの集積の点で落札業者に劣後し、落札業者の業務の精度を評価できなくな

る懸念がある。 

浜松市全域の情報が集積されるのが土木総務課であることを踏まえると、同課が

発注業務を行うのが、情報集積のあり方と整合し、望ましい。 

 イ 意見 

①道路台帳構成物及び保持すべきデータ項目の整理統合を図ること 

道路法施行規則は道路台帳を構成する図面と調書の記載事項、及び調書の様式を

具体的に定める（道路法施行規則第 4 条の 2 及びそこで援用された様式第 4）。従っ

て、規則で指定された情報は保持する必要がある。また、国土交通省が道路施設現

況調査要項に基づき報告を求める情報も、報告に対応するために事実上保持する必

要がある。 

しかし、現実に管理されている道路台帳構成物の様式を見ると、道路法施行規則

や道路施設現況調査要項で要請されているかどうか疑わしいものも散見される。ま

た、道路台帳を構成する調書類にも、独立した調書として保持する必要があるのか

疑問を感じるものもある。 

管理上の便宜、誤情報の掲載リスクを低下させるための制度的な担保、維持管理

コスト低減（道路台帳の修正業務委託対価は作業量に応じて定まり、保持する情報

量、調書や図面の量が増えれば増えるほどコストがかかる。）に照らし、保持する情

報量、調書、図面の種別を整理統合することは有意義である。 

今回の監査では、時間の制約により、個別具体的な記載事項ないし調書の必要・

不必要までは指摘しないが、情報を保持し、更新する必要性、独立した調書として

管理する必要性がどこまであるかを検討し直し、保持する情報と調書の縮減を図る

必要があるように思われた。 

②道路台帳の保管方法 

現在、道路台帳を構成する図面やデータは全て電算化され、その修正作業も電算

化されたデジタルデータを対象に行われている。その意味で、原本ないしオリジナ

ルはデジタルデータである。 

一方、道路法第 28 条第 1 項は、「道路管理者は、その管理する道路の台帳（以下

本条において「道路台帳」という。）を調製し、これを保管しなければならない。」

と定め、道路法施行規則第 4 条の 2 第 1 項は「道路台帳は、調書及び図面をもつて
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組成するものとする。」と定め、その調書及び図面は、制定当時は紙媒体のものが想

定されていたと思われる。そのため、現在も、原本たるデジタルデータを所定の形

式に印刷した紙媒体資料を道路台帳構成物として保管し、写しの対象としている。

しかし、法の要請に応えるには必ずしも紙媒体資料の保管は必要なく、デジタルデ

ータで図面及び調書構成データを保持し、所定の形式に沿った印刷物を出力できれ

ば足りると考えられる。 

ただし、これは道路法及び同法施行規則にかかる解釈がかかわるため、参考意見

としてのみ提示する。御庁において検討されたい。 

③道路台帳閲覧制度の全面改定 

道路台帳に掲示される情報が秘密性のないものであること、情報が全てデジタル

化されていることを考慮すると、将来的には、写し交付要領によることなくインタ

ーネット上に情報を掲示して自由にダウンロードできることが望ましい。 

２ 境界確定 

（１）手続き 

ア 概要 

境界確定事務は、道路等を構成する筆の隣接筆所有者の申請により始まる（要領

第 3条）。申請者は、要領第 4条所定の書類を添えて市長に申請書等を提出する。 

申請を受けた浜松市は、境界確定申請書受付簿にその旨の記録を登載し、手続要

件を確認する（要領第 5条第 1項）。手続要件を満たす時には、公益社団法人静岡県

公共嘱託登記土地家屋調査士協会に対し、現地立会い、申請者に対して境界確定図

書の提出を促すこと、提出された境界確定図書が当事者の合意と一致しているかど

うかの照合、浜松市に対する結果報告など、手続き全般の遂行を委託する。同公益

社団法人は、受託業務を遂行するために土地家屋調査士を指名し、その業務に当た

らしめる。 

指名された土地家屋調査士は、申請者ないしその代理人と現地立会いを行い（要

領第 6条、第 8条）、立会者一覧表に立会者全員の署名を求め（要領第 8条第 4項）、

各種資料に基づき必要な協議を行う。 

また、申請人に対して協議を踏まえた境界確定書の作成及び提出を求め、境界確

定書につき関係者の同意が得られたときは、境界標を申請者へ支給し各境界点に設

置依頼し（要領第 10 条）、境界確定協議を確定させる（要領第 11 条）。 
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一方、関係者の同意が得られない場合は浜松市から返戻通知と申請図書を申請者

に返戻し、境界未確定のまま手続きを終了する（要領第 13条）。 

イ 境界確定協議成立のために同意を要する関係者の範囲 

要領では、境界確定協議を成立させるには、申請者（申請筆所有者）と浜松市に

加え、①申請筆の隣接筆の所有者及び②利害関係人の同意を要する（要領第 13条第

1 項第 5 号、第 6 号）。なお、利害関係人は申請筆の借地人、借家人等を指す（要領

様式 2 号注 2）。また、③道路の幅員が 4 メートル未満の時は、申請筆の対側筆の所

有者の同意も要する（要領第 13 条第 1項第 6号）。 

道路幅員が 4 メートル未満の場合に、申請筆の対側筆の所有者の同意を要するこ

ととした理由は以下のとおりである。すなわち、道路幅員が 4 メートル未満の場合

は、建築基準法第 42 条第 2項により、道路と指定された時点での道路幅員の中心線

から水平距離にして原則 2 メートルの線を道路の境界線とみなすため、幅員 4 メー

トル未満の道路の片側の筆界を確定するときに、対側地側の道路との筆界も事実上

確定させ、確定した両側筆界を基準に道路中心線を定め、将来的な道路後退線も取

り決めておこうとするものである。 

ウ 境界確定図の記載事項 

境界確定図には申請筆とこれに隣接する道路を構成する筆の筆界を記述する。ま

た、申請筆とその隣接筆との筆界の起点（申請筆、道路を構成する筆、隣接筆の 3

筆が交差する起点）も確定させる。 

他方で、幅員 4 メートル未満の道路につき対側筆の同意を得た場合であっても、

記述するのは筆界のみであり、将来的な道路後退線、あるいは後退線の前提となる

道路中心線は境界確定図に記述しない。 

（２）監査の結果 

ア 指摘事項 

①申請筆の隣接筆所有者の同意が得られない場合の要領改定 

現行要領では、境界確定協議を成立させるには申請筆の隣接筆の所有者の同意を

要し、同意が得られない時は返戻手続きを行う。確かに、申請筆とその隣接筆との
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筆界に争いがあると、申請筆と道路を構成する筆との筆界全部を確定させることは

できない。しかし他方、全部について返戻措置を要する現在の要領は不適当である。 

申請筆とその隣接筆の筆界に争いがある場合であっても、その対立はごく一部に

とどまるのが通常で、申請筆と道路を構成する筆の筆界全部が争いとなることはま

れと考えられる。換言すれば、申請筆とその隣接筆の筆界に対立があっても、対立

がない部分も存在するのが通常であって、その範囲では申請筆と道路を構成する筆

との筆界確定は可能である。 

筆界確定が極めて煩雑かつ対立の起きやすい事象であること、筆界確定手続きを

実施すると浜松市にも一定の支出（公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査

士協会への対価支払）があることなどを考慮すると、一旦手続きを始めた以上、可

能な範囲で筆界を確定させることが望ましい。従って、現行の要領を改め、隣接筆

との筆界に争いのない申請筆の一部についてのみ筆界を確定させる手続きを設ける

べきである。 

②幅員 4メートル未満の道路で対側筆所有者の同意を要する規定を廃止すること 

現行要領では、幅員 4 メートル未満の道路筆界を確定する場合、申請筆の対側筆

所有者の同意を要する。しかし、この要領を変更し、対側筆所有者の同意を不要と

する扱いに改めるべきである。 

そもそも、要領は、申請筆と道路を構成する筆との筆境を確定させる手続きであ

り、道路たる敷地と道路でない敷地との境（将来後退する境界線）を確定させる手

続きではない。従って、筆界確定において、道路後退線がどこであるかを考慮する

必要はなく、対側筆所有者の同意を得る必要はない。 

なお、幅員 4 メートル未満の道路について、道路を幅員 4 メートルに拡張する場

合の後退線がどこであるか、現実に後退する前にあらかじめ合意・確定しておくこ

とは有意義である。また、その作業を、筆界を調査することと同時並行して行うこ

とも、効率性の観点から有意義である。従って、幅員 4 メートル未満の筆界確定手

続きにおいて、将来的な道路後退線を確定させるべく試みることそれ自体は有意義

である。しかし、それは筆界の調査とは別の課題であるから、仮に本手続きに道路

後退線を確定させる制度を設けたとしても、道路後退線を確定できたかどうかにか

かわらず、申請筆所有者、その隣接筆所有者の同意がある限り、境界確定協議を成

立させる制度設計とすべきである。 

また、道路幅員 4 メートル未満の道路について筆界確定を行う場合、筆界確定と

同時に道路両側の道路後退線を確定することは有意義であるから、現行要領等に「幅

員 4 メートル未満の道路について筆界確定を行う場合は同時に道路両側の道路後退

線を確定させる」こと及びそのために必要な手続きを別に規定する必要がある。具
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体的には、申請筆の対側筆所有者に立会いを求め、その立会いのもとに道路後退線

を確認し、確認した道路後退線を図面に記述し、申請筆及び対側筆所有者に道路後

退線を承諾する趣旨で記名捺印等を得るなどの条項を新設すべきである。 

③利害関係人の同意を要する規定を廃止すること 

現行要領では、申請筆の借地人、借家人（以下「借地人等」という。）の立会いを

求め、その承諾がない場合は返戻手続きをとる。しかし、これは要領を変更し、借

地人等の同意を不要とする扱いとすべきである。 

借地人等は境界紛争について直接の利害関係を持たない。もちろん、借地境界線

の設定結果いかんにより借地人等が不利益を被る場合はあるが、それは賃貸人と借

地人等の課題として解決が図られるべきもので、筆界確定には影響しない事情であ

る。 

よって、現行規定は修正すべきである。 

３ 道路占用 

（１）道路占用許可手続きの流れ 

浜松市の平成 26 年度における道路占用の許可件数は 5,514 件であった。 

（内訳：中区 1,556 件、南区 690 件、西区 522 件、北区 662 件、東区 1,038 件、

浜北区 780 件、天竜区 266 件） 

浜松市では、道路法及び同施行令の規定を踏まえ、「浜松市道路占用許可事務取

扱要領」（以下「事務取扱要領」という。）を制定し、道路占用の許可手続等の具

体的な内容を定めている。 

まず、占用の許可を申請する者は、必要事項を記載した前記の道路占用許可申請

書に、事務取扱要領に定める書類を添えて、占用の場所を管轄する各土木整備事務

所に提出する。 

申請書を受け付けた土木整備事務所では、事務取扱要領に従い申請書等を審査す

る。審査に当たり、申請者と見解の相違がある場合など必要に応じて浜松市土木総

務課に相談をし、許可の可否を判断する。 

ところで、道路における工事など、道路占用が道路交通に影響を与える一定の場

合に該当するときには、申請者は、道路管理者の占用許可に加えて、占用の場所を

管轄する警察署長（所轄警察署長）の使用許可も受けなければならない（道路交通

法第 77 条第 1項）。そして、この場合には、道路管理者は、当該道路占用について、
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あらかじめ所轄警察署長に協議しなければならない（道路法第 32 条第 5項）。 

これを踏まえて、事務取扱要領では、申請された道路占用が道路の通行の禁止又

は制限を伴い道路交通法第 77条第 1項の適用を受けるときには、あらかじめ所定の

様式に従い、所轄警察署長に意見聴取並びに協議し、その回答を得なければならな

いとしている。 

これらの手続きを経て許可の要件を満たした場合、各土木整備事務所で道路占用

許可書を申請者に交付する。 

道路占用許可書の交付に際しては、あわせて、占用料の納付書も申請者に交付す

る。申請者は許可日から１箇月月以内に占用料を納付する。 

なお、占用料の納入と、工事の着手は関連づけられておらず、占用料の納入前で

も工事着手は可能である。 

許可を受けた道路占用者は、その占用工事を行うときは、あらかじめ工事着手届

を提出しなければならない。また、占用工事が完了したときは、必要書類を添えた

工事完了届を提出しなければならない。 

（２）道路占用台帳と道路河川占用台帳システム 

事務取扱要領では、道路占用の許可を行ったときは、「道路占用台帳」を作成し

なければならないとしている。この台帳は、紙媒体で、占用の目的、期間、場所な

どを記載し、場所については位置図も付されている。 

一方、浜松市では、平成 23 年より電子媒体を使った「道路河川占用台帳システム」

が利用されている。これは、占用期間の管理や占用料算出の事務処理のためのシス

テムであり、事務処理に必要な占用の目的、期間、場所などが登録されているが、

「道路占用台帳」とのリンクはない（対応する台帳番号の記載はある）。システム

では、台帳に記載された位置図の情報はなく、道路占用がなされている場所につい

て一元的に電子媒体上の図面で管理できてはいない。 

そのため、通行規制を伴う工事期間・場所の調整について、このシステムを利用

することは困難である。 

（３）占用料の徴収 

各土木整備事務所では、占用許可をするに当たり、「道路河川占用台帳システム」

を利用して占用料を算出し、「コアら」にて道路占用収入として調定する。 

このシステムは会計にリンクしておらず、「コアら」システムにより各土木整備

事務所にて納入通知書を作成し、納入義務者である占用者に送付し、納入させる。 

未納の場合の督促は各土木整備事務所にて行うが、納入されると金融機関から領
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収済通知書が会計課に送付され、「コアら」の収入済み処理がされた後、領収済通

知書が各土木整備事務所に送付され、保管される。 

（４）監査の結果 

ア 指摘事項 

①警察との協議  

道路法第 32 条第 5項では、道路占用・占用変更の許可を与えようとする場合にお

いて、当該許可に係る行為が、道路交通法第 77条第 1項の適用を受けるものである

ときは、あらかじめ所轄の警察署長に協議しなければならないとされている。 

しかし、事務取扱要領第 9 条では、所定の様式による警察署長の意見聴取及び協

議が要求される場合として、道路交通法第 77 条 1項の適用を受けるものという要件

に加えて、「当該許可に係る行為が道路の通行の禁止又は制限（以下「通行規制」

という。）を伴う」ことを要件にしている。 

そうすると、道路交通法第 77条第 1項に該当しても、通行規制が伴わないものに

ついては、所定の意見聴取及び協議がなされていないとも読める。 

この点、事務取扱要領第 9 条但し書では、一部の簡易な工事については、所轄警

察署長との事前の包括的な協定に基づき、意見聴取並びに協議を省略することがで

きるとしており、この場合には、協定をもって協議があったとみなすことができる。

また、実務の運用として、警察と道路管理者（当時は国・県）との間での「道路占

用と道路使用の取扱に関する取り決めについて」との通達によって、歩道、路肩の

工事や、法面における工事で路上の交通に著しく影響を及ぼさないものなど一定の

軽易な道路占用と道路使用については、この取り決めで協議されたものとみなし、

占用許可ができるものとされている。 

これらの協定、取り決めによって協議があったとみなすことで、個別協議がなく

とも違法とはいえないが、事務取扱要領での通行規制を伴わない場合との要件と、

前記協定・取り決めの内容が必ずしも整合しておらず、法律上要求されている協議

が漏れる事態が生じる可能性がある。 

従って、個別協議を要する場合と、その範囲を区切ったうえで一定の軽易な占用

については協議があったとみなす場合とを整理して規定し、「協議」の要件を満た

すようにすべきである。 

②工事完了届提出の徹底 
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工事完了届の未提出は、工事は完了しているが単に書類の提出を怠っている場合

が大多数であるが、完了届が提出されなければ、工事の完了、占用状態の解消が確

認できないことになり問題である。この問題については、工事を伴う占用では警察

の道路使用許可も必要であるため、警察でのチェックも働くこと、不法占用に対す

る指導は市で行う道路パトロールでも実施していること、その他住民の通報による

監視も機能すること等から、完了届の提出がなくとも、占用期間が遵守されないと

いう不都合は回避できているともいえる。 

しかし、他の制度による補完を期待するのではなく、占用許可手続きの中で工事

完了までを一連して把握することが、占用期間が遵守されているかのチェックとし

てもっとも機能的であり適切である。そして、これにより占用状況が適切に把握さ

れて、通行規制が最小限にとどめられ、また、占用料の適切な徴収にもつながる。 

従って、道路占用者に工事完了届の提出を遵守させるよう、許可時の指示及び期

限到来後の督促を徹底させるべきである。 

イ 意見 

①道路占用台帳の電子化 

道路占用は、路面上のみでなく、地下埋設物や空中の架線など三次元的に分布し

ているため、電子媒体で図面表示するには相当なコストがかかることから、現状、

占用台帳まで電子化していないことはやむを得ない。しかし、事務処理のための「道

路河川占用台帳システム」において、道路占用許可に関する大部分の情報がシステ

ム化されており、占用場所の位置情報についても取り込めば、占用許可に関する情

報を一元的に管理できて、事務処理や工事の調整にも資する。 

道路台帳ともリンクするような位置情報の投影の導入には費用対効果の問題が生

じるであろうが、少なくとも、紙媒体の占用台帳を逐一照合せずとも、占用台帳を

電子情報として取り込み、システム内の個別事案ページで閲覧できるようにする等

の工夫は可能であると考える。 

４ 管理瑕疵 

（１）手続き概要 

浜松市が管理する道路・河川等において設置・管理上の瑕疵による事故が発生し

た場合、市が賠償責任を負うことになるため、浜松市では、設置・管理上の瑕疵と

思われる事故が発生した場合の事務処理について、事務取扱要領を作成し、これに
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従って事務手続きを行っている。 

事故発生時の対応は各土木整備事務所で担当し、土木整備事務所ごとに当該年度

の事故受付一覧表を作成する。また個別の事案ごとに経過記録簿を作成し、逐次記

載する。 

事故に関する事務は電子決裁が採用されており、関係書面のやりとりもオンライ

ン化され、記録もデータ化して保管されている。 

（２）事故予防のための制度 

ア パトロール 

パトロールは「浜松市道路パトロール実施要領」に従って実施されている。 

土木整備事務所長は、翌月に実施するパトロールの日程及び重要項目を定め、道

路パトロール実施計画書を作成する。 

パトロール要員は、パトロール終了後その結果を道路パトロール日誌に記載し土

木整備事務所長に報告する。 

土木整備事務所長は、パトロール要員からの報告に基づき、必要に応じて所要の

処置を講じ、重要と認められるものは、土木部長（道路課）に報告する。 

土木整備事務所長は土木部長（道路課）から提出を求められた場合はパトロール

日誌を提出する。 

イ 住民からの通報・土木スマホ通報システム 

パトロール以外の異常の発見方法として、住民など（自治会長、警察）からの電

話等による通報があり、異常発見の端緒として高い割合を占めている。 

各土木整備事務所は、電話などで住民などから道路の危険な状況につき通報があ

ると、場所を確認したうえで現地に赴き状態を確認する。 

通報においては、場所の特定が重要となるため、平成 27年 4月より、浜松市では、

土木スマホ通報システム「いっちゃお！」の運用を開始している。 

（３）監査の結果 

ア 指摘事項 

①土木総務課での情報の管理の必要性 
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個別の事故については、各土木整備事務所と土木総務課とが連携して、対応・解

決しており、処理方法に問題はみられなかった。 

しかし、管理瑕疵において最も重要なのは、瑕疵を早期に発見して事故発生を防

ぐことなのであり、この点では、土木整備事務所間の情報共有と、土木総務課によ

る管理が不十分であり、改善が必要である。 

 ②事故情報の共有 

事故発生についての情報は、管轄の土木整備事務所から土木総務課に速報され、

その後は両者が連携して事故解決に当たるため、土木総務課では各区で発生した事

故について網羅的に把握することができる。しかし、土木総務課より各土木整備事

務所に対して、他の区で起こった事故について通知することは規定されておらず、

実際、通知もしていない。 

各土木整備事務所において、自らの区での事故だけでなく、他の区での事故情報

を知ることで、他区域で事故が発生した設備等をパトロールでの重要項目としたり、

また、事故発生時の瑕疵率決定において過去の同種事案を参考にしたりと、事故予

防や円滑な事故処理に役立てることができる。 

従って、土木総務課から各土木整備事務所に対して、市全体においての事故情報

を通知し、事故の内容、原因、解決までの経過、解決内容を情報共有できるよう改

めるべきである。 

そして、必要に応じて、当該事故の原因となった同種の瑕疵を防止するため、パ

トロール項目に追加する等の指示をすべきである。 

また、情報へのアクセス方法については慎重な対応を要するとしても、各土木整

備事務所が土木総務課の保有する市全体の事故情報を閲覧できるようにする等の制

度を整えることも望まれる。 

③事故発生後のパトロール 

現状では、事故発生・解決を踏まえての再発防止策において、土木総務課の関与

は乏しい。各土木整備事務所にて、管轄区内で発生した事故を受け、その後のパト

ロールにおいて重点的に点検する運用を行っている程度である。 

土木総務課が関与する場合としては、一般的な類型（倒木、ポットホール、グレ

ーチングの跳ね上がり等）以外で、特別な類型の事故があった場合、土木総務課よ

り各土木整備事務所に周知することはある。 

例えば、平成 25 年度の事案ではあるが、Ｌ字側溝が裏向きで取り付けられており、
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自転車のタイヤがはまったという事故が異なる区で 2 件発生し、土木総務課より各

土木整備事務所長にメール通知して点検を促した。 

しかし、このとき、土木総務課からの通知を受けて各土木整備事務所でどのよう

に対応したか、同種の瑕疵は発見されたかについては、回答を求めなかったとのこ

とであった。 

点検を促しても、その結果を把握していないのであれば、事故予防策が十分にと

られたかが確認できない。 

特に前記のような特別な類型の瑕疵は、一般的に想定される瑕疵より重大な事故

発生の危険が高く、一方で、日常のパトロール項目では当該瑕疵への着目が十分で

ないので、土木総務課による管理の必要性がいっそう高い。 

従って、土木総務課から特定の事項の点検を促す場合には、点検の実施及びその

結果について各土木整備事務所からの報告を求めるべきである。 

④パトロール結果の報告 

パトロールの運用において、土木整備事務所長から土木部長（道路課）への報告

は、「重要と認められるもの」のみである。 

そして、報告を受けた道路課にてどのように対応するかはなんら定められてはい

ない。 

また、作成・保管されたパトロール日誌について、土木整備事務所長から土木部

長（道路課）へ提出するのも「提出を求められた場合」だけである。 

加えて、通報により補修の対応をした場合、対応後の本庁（道路課ないし土木総

務課）への報告についてルールがない。（スマホ通報システムは、事案の処理状況を

本庁のコンピューター上で確認することはできる。） 

このように、現状では、パトロール等による異常発見とその後の処置をもって、

以後、他の箇所での異常発生の防止や異常の早期発見に生かす方策がとられていな

い。 

全てのパトロール結果を報告することまでは要求しないとしても、本庁にて市全

体の実状を把握するよう、各土木整備事務所が把握した異常については、全般的に

本庁に報告し、本庁にて異常の箇所・件数や異常発生の傾向について統計・分析を

行うべきである。 

そのうえで、本庁より、各土木整備事務所に分析結果を知らせ、パトロールの重

点項目を指示し、より効果的なパトロールを行わせるといった管理・監督体制を整

えることが必要である。 
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⑤通報受付及びその後の対応ルールの統一化 

電話などによる通報について、受付及びその後の対応について、処理方法は各土

木整備事務所に任されており、各土木整備事務所で独自に受付簿などを作成して対

応していた。各土木整備事務所における受付から補修までの対応には問題はみられ

なかったものの、前述した本庁の管理強化の点から見ても、市全体での統一ルール

を作って運用することが必要である。 


