
平成27年度包括外部監査指摘事項等に係る対応

令和２年11月

浜    松    市

（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）



内　　　　　　容 件数

法令等に違反し、又は不当と認められるため、是正を求め
ること又は３Ｅ(経済性・効率性・有効性)の視点から、改
善を求めること。

34

「指摘」には当たらないが将来的に改善を検討することが
望ましいもの、又は包括外部監査人としての提言を述べる
もの

10

内　　　　　　容 件数

◎ 措置済
指摘事項に対して、措置を講じたもの又は一部ついて措置
を講じたもの

34

― 非措置

指摘事項に対して、法令の趣旨等から措置できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど措置しな
いもの又は外部状況等により措置する必要がなくなったも
の

0

○ 対応済
意見事項に対して、対応したもの又は一部について対応を
したもの

8

― 非対応

意見事項に対して、法令の趣旨等から対応できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど対応しな
いもの又は外部状況等により対応する必要がなくなったも
の

2

空欄 措置対応中
指摘又は意見事項に対して、措置又は対応を継続している
もの又は今後行う予定のもの

0

         措置欄（令和２年6月末現在）

区分

監査結果

区分

指摘

意見



第３　長寿命化修繕計画

1 指摘 ① 本庁における計画の進捗管理 35
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

2 指摘 ② 実行性のあるマニュアル作り 36
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ1

3 指摘 ③ 事業の実施状況の確認・評価方法 36 道路保全課 ◎ Ｒ1

4 指摘 ④ 委託で作成した長寿命化修繕計画 37 道路保全課 ◎ Ｈ29

5 指摘 ① 本庁での道路インフラ情報の管理 39
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

6 指摘 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

40 道路保全課 ◎ Ｈ29

7 意見 ① 橋梁等の架替え費用も見込んだ計画 40 道路保全課 ○ Ｈ29

8 指摘 ① 土木部の随意契約について 46
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ1

9 意見 ① 業者の選定について 46 調達課 ○ Ｈ29

10 指摘 ① 繰越しの解消 51 道路企画課 ◎ Ｈ29

11 指摘 ② 発注時期の年次計画 52
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

12 指摘 ③ 予算配当時期 52
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

13 指摘 ④ 管理資料の統一化 55
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

14 意見 ① 土木技術職員の手当て 55
人事課

道路企画課 ○ Ｈ29

15 意見 ② 総合評価落札方式の運用方法 56 調達課 ○ Ｈ29

16 指摘 ① 工事発注・施行時期の平準化 66
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

17 指摘 ② 施行前準備段階の入念な検討 66
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

18 指摘 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

67
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

19 指摘 ④ 同一工事に対する予算の分割要求 67
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

20 指摘 ⑤ 繰越工事残高を反映した予算要求 68
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

３　監査の結果

第５　工事契約

１　工事契約の概要

２　工事の発注管理

３　繰越工事

措置等
決定年度

№
報告書
の頁

区分

４　長寿命化修繕計画進捗状況

第４　今後求められる整備・維持管理

監査
結果

監査項目 主管課



措置等
決定年度

№
報告書
の頁

区分
監査
結果

監査項目 主管課

21 指摘 ① より効果的な協議会の運営の必要性 70 道路保全課 ◎ Ｈ28

22 指摘 ① 工事資料の保管について 73 各土木整備事務所 ◎ Ｈ29

23 指摘 ① 情報の管理 94 道路保全課 ◎ Ｈ29

24 指摘 ② 変更理由の適切な記載 94
道路企画課

各土木整備事務所 ◎ Ｈ30

25 指摘 ① 浜松市を退職した職員の再就職について 127 人事課 ◎ Ｈ28

26 意見 ① 予定価格の適正な設定 128 技術監理課 ― Ｈ29

27 意見 ② 予定価格の情報管理 129 調達課 ○ Ｈ28

28 指摘 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

138
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ2

29 指摘 ② 道路台帳閲覧制度の改定 139 道路保全課 ◎ Ｈ30

30 指摘 ③ 修正業務発注にかかる職務分掌 139 道路保全課 ◎ Ｈ29

31 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

140 道路保全課 ― Ｈ28

32 意見 ② 道路台帳の保管方法 140 道路保全課 ○ Ｈ28

33 意見 ③ 道路台帳閲覧制度の全面改定 141 道路保全課 ○ Ｈ28

34 指摘 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

146 道路保全課 ◎ Ｈ29

35 指摘 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

146 道路保全課 ◎ Ｈ29

36 指摘 ③
利害関係人の同意を要する規定を廃止するこ
と

147 道路保全課 ◎ Ｈ29

37 指摘 ① 警察との協議 154
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ1

38 指摘 ② 工事完了届提出の徹底 155
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ1

39 意見 ① 道路占用台帳の電子化 155 道路保全課 〇 Ｈ30

５　個別工事事務

６　工事契約の変更事務

２　境界確定

３　道路占用

第６　入札及び完成検査

６　監査の結果

第７　道路管理

１　道路台帳

４　浜松市道路規制協議会



措置等
決定年度

№
報告書
の頁

区分
監査
結果

監査項目 主管課

40 指摘 ① 土木総務課での情報の管理の必要性 162 道路保全課 ◎ Ｒ1

41 指摘 ② 事故情報の共有 162
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ1

42 指摘 ③ 事故発生後のパトロール 162
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ1

43 指摘 ④ パトロール結果の報告 163
道路保全課

各土木整備事務所 ◎ Ｒ1

44 指摘 ⑤ 通報受付及びその後の対応ルールの統一化 164 道路保全課 ◎ Ｒ1

４　管理瑕疵

※平成28年4月の組織改正に伴い土木総務課と道路課を再編し、「道路企画課」及び「道路保全課」と
した。



№１
監査内容 35

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

計画に基づき修繕工事を行う施設につきましては、各施設
ごとに担当者会議及び執行状況ヒアリングを適宜実施し、本
庁と各土木整備事務所の情報共有、進捗管理を図る体制を構
築します。
なお、データベースシステムは平成31年度からの運用を予

定していますが、当システムは、単年度の進捗管理を行うシ
ステムではなく、メンテナンスサイクル（点検⇒診断⇒措置
（修繕計画・工事）⇒記録）を回していくための複数年計画
の一元的システムです。今後、当システムにより、点検・診
断結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率
的・効果的に実施するとともに、施設の状態や修繕履歴等の
情報を記録し、次期の点検・診断等に活用するなどし、施設
を適正に維持管理してまいります。

◎ 平成29年度

№２
監査内容 36

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

平成30年９月に浜松市舗装維持管理ガイドラインを改定し
ました。このなかで、業務委託による舗装定期点検の対象外
の道路について、職員が統一的な尺度で舗装点検が行えるよ
う、新たな舗装点検マニュアルを定めるとともに、点検方法
に関する説明会、実施研修を開催するなど、継続的に運用し
ていく体制を整えました。 ◎

令和元年度

報告書の頁

報告書の頁
  ②実行性のあるマニュアル作り
  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。

対応方針

対応方針

  ①本庁における計画の進捗管理
  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。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。
  長寿命化修繕計画の中で工事情報、修繕情報等の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。



№３
監査内容 36

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

平成30年９月に浜松市舗装維持管理ガイドラインを改定し
ました。このなかで、これまでの実施状況ついて確認・評価
を行ない、見直し事項を整理しました。
また、今後の事後評価方法につきましても、ガイドライン

に基づき、毎年度実施する舗装定期点検・修繕計画策定業務
において評価・見直しを行っていくこととしました。

◎
令和元年度

№４
監査内容 37

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

公共施設長寿命化基本方針は、土木部が管理する土木施設
について、長寿命化に向けた対応方針を示したものです。ま
た、ガイドラインについては、基本方針に基づき長寿命化の
観点から各施設ごとに施設の特性に応じて維持管理水準や点
検方法など、維持管理手法を具体的に示したものです。そし
て、長寿命化修繕計画は、ガイドラインに基づき点検を行
い、修繕の必要な施設について実際に修繕工事を実施してい
く年度を示したものであり、従来からそれらを区分して策定
しています。
今後のガイドライン、修繕計画の策定作業に当たっては、

位置付けや目的等の明確化に努めてまいります。

◎ 平成29年度

報告書の頁
  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。

報告書の頁
  ④委託で作成した長寿命化修繕計画
  公共施設長寿命化基本方針、ガイドライン、長寿命化修繕計画の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。

対応方針

対応方針



№５
監査内容 39

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

計画に基づき修繕工事を実施する施設については、各施設
ごとに担当者会議及び執行状況ヒアリングを適宜実施し、本
庁と各土木整備事務所の情報共有、進捗管理を図る体制を構
築します。

◎ 平成29年度

№６
監査内容 40

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

現在、実施している橋梁の点検等において情報把握に努め
ているところです。また、撤去の検討については、平成28年
度に策定した橋梁ガイドラインにおいて整理します。なお、
当該ガイドラインの策定及び撤去する橋梁は、土木部長を筆
頭とした公共土木施設マネジメント検討委員会において決定
してまいります。

◎ 平成29年度

  ①本庁での道路インフラ情報の管理
  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。

対応方針

対応方針

報告書の頁
  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
  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、集積された道路インフラの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。

報告書の頁



№７
監査内容 40

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

平成28年度に橋梁ガイドラインを策定の上、更新等の計画
を含めた長寿命化計画の策定を進めてまいります。

○ 平成29年度

№８
監査内容 46

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

　小額工事については「特殊施行工事事務取扱について」に
基づき、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）について適用しています。施行に当たっ
ては、発注者が作成した仕様書に基づき見積合わせを実施
し、公平性・経済性を確保したうえで、受注業者を決定して
います。
　また、小額工事での施行可否を明確にするため、平成31年
３月から土木部小額工事契約方法チェックシートを作成し、
小額工事発注について適正な運用を図っております。

◎ 令和元年度

対応方針

報告書の頁
  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。
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。

対応方針

報告書の頁
  ①土木部の随意契約について
  浜松市の「特殊施行工事事務取扱について」で小額工事が定義されているが、土
木部の現場の運用として、この定義の中の「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。



№９
監査内容 46

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

業者選定は、「小額工事における業者選定運用基準」に挙
げられた各項目を総合的に勘案し行っています。選定に当
たっては、業種により異なりますが、内容的に難易度の低い
ものが多いことから、業者側の負担も考慮し、施工場所に近
い業者を指名する場合が多くなっています。特に、道路イン
フラなどの土木工事については、地域インフラの維持管理を
担う業者の育成の趣旨もあり、地域の状況に精通している近
隣の業者を指名しています。今後は、ご意見の適正価格の把
握という観点から、運用基準の検証を行う中で、より適正な
選定方法を検討してまいります。
また、調達課及び北区・浜北区・天竜区の区振興課等の契

約担当者を集めた小額工事制度検討会で、制度における課題
の検討や業者選定などの情報共有を行ってまいります。

○ 平成29年度

№10
監査内容 51

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課

平成28年度から土木部各課職員による「土木部業務適正化
ＰＴ」を組織し、予算の早期執行や適正な事業計画に基づく
予算要求ルールの設定などを行うことで、繰越しの削減に向
けた取組を強化します。
また、早期発注や債務負担行為の活用等により、工事の平

準化や適切な工期の確保に努めるとともに、必要な土木技術
職員の確保に向けた調整を進めてまいります。
平成28年度につきましては、上半期執行率８割以上を目標

とし、次年度への繰越しの削減に向けて早期発注などに取り
組み、適切な執行管理に努めます。

◎ 平成29年度

  ①業者の選定について
  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。

対応方針

報告書の頁
  ①繰越しの解消
  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。

対応方針

報告書の頁



№11
監査内容 52

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

予算の早期執行に向けて、平成28年度から土木部各課職員
による「土木部業務適正化ＰＴ」を組織し、毎月の予算執行
状況の確認を行うとともに、進捗に遅延が見られる場合には
早期に是正を図ります。
また、予算要求時点において具体的な執行計画を策定し、

必要に応じ債務負担行為を活用するなど、適切な発注管理を
行うとともに、平準化や適正工期の確保に努めてまいりま
す。

◎ 平成29年度

№12
監査内容 52

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

当初予算においては、その年度を通じて必要となる額を過
不足なく見込み計上しています。
しかし、年度途中の国庫補助事業内示において補助金額を

減額された場合においても、その必要性から市単独事業とし
て不足分を補てんしなければならない案件である場合や当年
度急きょ発生した事案に対応しなければならない場合など
は、やむを得ず、補正予算にて対応しています。
その金額が多額である場合は、ご指摘のとおり、年度末の

工事集中や繰越しにつながる要因になることから、財政関係
部署をはじめとした関係各課との連携を密にすることで、事
業費平準化に向けて柔軟な対応が可能となる体制づくりに努
めるとともに、「土木部業務適正化ＰＴ」における予算の早
期執行や適正な事業計画に基づく予算要求ルールの設定によ
り、本件に起因する繰越しなどの削減に努めてまいります。

◎ 平成29年度

対応方針

  ②発注時期の年次計画
  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。

対応方針

報告書の頁
  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。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。

報告書の頁



№13
監査内容 55

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

土木部では、業務の省力化や情報の共有等を目的として、
以前から「事業管理システム」を導入し、事業計画から執行
状況までを一括管理することとしています。
しかし、現状では事務所ごとの運用状況に差異が見られる

ことから、担当者説明会の開催によりシステムの運用方法を
再度周知・徹底することで、更なる情報の共有化や資料の統
一化に努めてまいります。

◎ 平成29年度

№14
監査内容 55

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

人事課
道路企画課

近年、東日本大震災の復興事業や東京オリンピック関連の
公共事業などの影響により、全国的に土木技術者が不足して
いるため、平成24年度から採用試験を複数回行うなど採用活
動を強化しています。
また、土木技術職員の採用試験において、受験資格から専

門課程の履修要件を外すことにより、受験者の増加を図って
います。
土木職員を含む職員の人事異動は、所属長とのヒアリング

を踏まえ、ノウハウの蓄積と組織の活性化のバランスに配慮
しながら行っています。

○ 平成29年度

  ①土木技術職員の手当て
  各土木整備事務所は、他の部署とは異なり専門性が求められるものであることな
ど、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。
  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。

報告書の頁
  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が、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作成資料の統一化は有用であると考える。

報告書の頁

対応方針

対応方針



№15
監査内容 56

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

　「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等の趣旨に基
づき、工事の品質確保を目的に総合評価落札方式の適用拡大
を図るなど、毎年、制度の見直しを行うとともに、発注時期
や工事内容など案件に応じて適用の判断をしてまいりまし
た。今後につきましても、実施状況の効果検証を行い、評価
項目や評価値算定式などを見直すとともに、適切な運用に努
めてまいります。

○ 平成29年度

№16
監査内容 66

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

国交付金事業については、事業規模が比較的大きく、適正
工期確保の観点からも上半期での早期発注が必要となりま
す。
予算要求時点において具体的な執行計画を策定し、適切な

発注管理を行うとともに、必要に応じ債務負担行為を活用す
るなど、工事の平準化や適正工期の確保に努めてまいりま
す。

◎ 平成29年度

報告書の頁
  ②総合評価落札方式の運用方法
  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。

対応方針

報告書の頁
  ①工事発注・施行時期の平準化
  国からの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。

対応方針



№17
監査内容 66

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

事業の執行に当たり、過去の事例を検証し、関係機関との
調整・協議、諸手続き等を発注前年度から実施することで、
発注後における不測の事態の発生を回避するよう努めるもの
とします。特に河川工事など施工期間が限られるものについ
ては、関係機関との事前協議や諸手続きを前年度までに実施
することで、適正工期の確保や不測の事態に備えることとし
ます。

◎ 平成29年度

№18
監査内容 67

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

　事業の執行に当たり、過去の事例を検証し、関係機関との
調整・協議、諸手続き等を発注前年度から実施することで、
発注後における不測の事態の発生を回避するよう努めるもの
とします。
　また、予算要求時点において問題点等を確認し、適正な執
行計画に基づき発注規模の設定や執行管理を行うものとしま
す。

◎ 平成29年度

報告書の頁
  ②施行前準備段階の入念な検討
  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
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。

対応方針

報告書の頁
  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
  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、不十分であるのではないか。
  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。

対応方針



№19
監査内容 67

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

予算要求時点において具体的な執行計画を策定し、必要に
応じ債務負担行為を活用するなど、適切な発注規模の設定や
執行管理を行うことにより、繰越の削減や工事の平準化、適
正工期の確保に努めることとします。

◎ 平成29年度

№20
監査内容 68

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

　平成28年度から土木部各課職員による「土木部業務適正化
ＰＴ」を組織し、予算の早期執行や適正な事業計画に基づく
予算要求ルールの設定などを行い、繰越しの削減に向けた取
組を強化します。次年度の予算要求に当たり、事業進捗や予
算執行状況等を勘案することで年度内執行に努め、繰越の抑
制を図ってまいります。

◎ 平成29年度

  ④同一工事に対する予算の分割要求
  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、予算要求することで、多額の繰越しを計上しなくて済むこ
とになる。
  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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
  ⑤繰越工事残高を反映した予算要求
  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。
  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、繰越工事分も含めた全ての工事が年度内に確実に完了する総括的な
計画を立案し、予算要求をすることも検討すべきだと考える。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、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。

対応方針



№21
監査内容 70

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

　平成27年度第２回道路規制協議会から、開催前に事業計画
等を各関係機関に情報提供をし、合理的な調整を行うように
しました。

◎ 平成28年度

№22
監査内容 73

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

各土木整備事務所

　工事資料については、土木工事共通仕様書等により、完成
図書や指示・協議関係資料など、一定期間保管が必要となる
書類が定められているが、これらの書類に加え、設計根拠資
料についても、適切な構造物の維持管理のために継続的な保
管が必要となることから、資料の電子データ化を図るととも
に、適切な保管や情報共有に努めてまいります。

◎ 平成29年度

報告書の頁
  ①より効果的な協議会の運営の必要性
  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。

対応方針

報告書の頁
  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。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。
  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。

対応方針



№23
監査内容 94

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

　データベースシステム構築については、平成28年度から着
手し、本システム構築後は、各土木施設の工事履歴がデータ
ベースに記録されることから、修繕工事等が必要となった場
合は、当該情報を基に工事発注を行い、工事手続きの効率化
に努めてまいります。

◎ 平成29年度

№24
監査内容 94

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路企画課
各土木整備事務所

　平成28年４月に土木部業務適正化プロジェクトチーム(Ｐ
Ｔ)を設置し、「浜松市土木工事請負契約における設計変更ガ
イドライン」に基づき、適正な変更手続きを行うよう周知す
るとともに、第三者にもわかりやすい変更理由を記載するこ
ととしました。
　また、各土木整備事務所に対して毎年度行っている執行ヒ
アリング（年度当初・８月・12月）において、第三者に対し
てわかりやすい変更理由を記載するよう指導を行うことによ
り、各土木整備事務所担当者に対し周知徹底を図りました。

◎ 平成30年度

  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。こうした情報をど
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。

対応方針

  ②変更理由の適切な記載
  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、変更執行伺書
の記載が不十分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。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
いるが、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№25
監査内容 127

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

人事課

　職員の退職管理の適正を確保するため地方公務員法の一部
が改正され、元職員による働きかけが禁止されることとなり
ましたが、地方公務員法で規制される内容以外にも、本市と
して公務の公正性に対する市民の信頼を確保するために必要
な措置として、再就職状況の公表や、あっせんの規制などを
行うため条例や要綱を整備し、適正な運用を図ってまいりま
す。

◎ 平成28年度

№26
監査内容 128

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

技術監理課

　ご意見のとおり、予定価格の適正な設定には、社会資本の
整備において大きな役割を担う建設業の健全性に大きく影響
を与えることと認識しています。
  本市の予定価格の積算システムでは、以前から単価、経費
等は経済社会情勢を反映したものを提供しており、必要に応
じて価格調査も実施しています。
  今後も、経済社会情勢を反映する制度については国、県と
も連携し、スピード感を持って対応してまいります。

― 平成29年度

報告書の頁
  ①浜松市を退職した職員の再就職について
  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
のある運用と、本人への要請手続きを適切に行うことが必要と考える。市は、再就
職状況等の報告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、透明性を確保するよう対策を講じる
必要がある。
  平成28年4月1日施行の改正地方公務員法第38条の6では、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ので、今後は、この法改
正に浜松市も対応していく必要がある。

対応方針

報告書の頁
  ①予定価格の適正な設定
  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。

対応方針



№27
監査内容 129

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

　これまでも入札契約制度の公正性、透明性、適正履行を推
進していくため、「官製談合防止に関する研修会」を実施し
てきました。また、平成26年度には、不祥事件の再発防止策
として、「官製談合防止マニュアル」「入札・契約事務に係
る働きかけへの対応要綱」を策定・周知し、取組みの徹底を
図ってきました。引き続き「官製談合防止に関する研修会」
の実施や「官製談合防止マニュアル」などの活用により、予
定価格等の情報管理の徹底を図っていくことで、入札契約制
度の公正性、透明性、適正履行を推進してまいります。

○ 平成28年度

№28
監査内容 138

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

　令和２年４月１日付けで、浜松市道路台帳作成要領及び道
路台帳等の写し交付事務取扱要領を改定し、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、修正業務委
託契約書仕様書との呼称を統一しました。これにより、道路
法第28条に基づく道路台帳の調製、保管並びに閲覧に必要な
事項が明確になりました。

◎
令和２年度

報告書の頁

対応方針

  ②予定価格の情報管理
  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。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。

対応方針

報告書の頁
  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
  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、浜松市道
路台帳作成要領、修正業務委託契約書の仕様書及び道路台帳等の写し交付事務取扱
要領の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。



№29
監査内容 139

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

　現在、道路台帳及び道路台帳整備事業等成果品の写しの交
付書類は、道路台帳等の写し交付事務取扱要領別表に定め、
交付取扱いをしています。
　個別具体的な成果品のうち、写しを交付していない地籍図
及び区域線図の交付について検討した結果、地籍図と区域線
図は、道路法に定められた道路台帳構成物ではなく、また、
現況道路敷と公図を整合させた資料ではなく精度が低いた
め、引き続き、閲覧及び交付対象外の内部資料として取り
扱っていくこととしました。
　今後も、現行の交付事務取扱要領に基づき、写しの交付を
行ってまいります。

◎ 平成30年度

№30
監査内容 139

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

道路台帳修正業務は、浜松市全域の道路を対象としている
ことから、平成28年度から道路保全課で業務発注を行うもの
とします。

◎ 平成29年度

  ③修正業務発注にかかる職務分掌
  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
が、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、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。
  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。

対応方針

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
  ②道路台帳閲覧制度の改定
  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、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。
　道路台帳構成物を明確にしたうえで、端的に、その全てを写しの交付対象とすべ
きである。



№31
監査内容 140

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

道路台帳は、道路法施行規則により定められている全国的
に統一された様式であるため、今後も同じ様式で対応を継続
いたします。

― 平成28年度

№32
監査内容 140

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

道路台帳は、平成28年度から全て電子データとして保管を
行っています。
また、平成28年４月から、道路台帳の写し交付について

は、道路保全課及び各土木整備事務所に設置しているパソコ
ン画面上から、タッチパネル式にて電子データを印刷できる
ようにしました。

○ 平成28年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
  ②道路台帳の保管方法
  道路台帳を構成する図面やデータは全て電算化され、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、道路法等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。

報告書の頁
  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
  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。
  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。



№33
監査内容 141

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

平成28年５月23日から浜松市ホームページにおいて、道路
台帳図の閲覧と印刷ができるように公開を行いました。

○ 平成28年度

№34
監査内容 146

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

境界確定事務処理要領第13条の申請書等の返戻処理につい
て、隣接地の土地所有者が境界確定協議に同意しない場合
を、全ての隣接地の土地所有者が境界確定協議に同意しない
場合に改定します。
境界確定通知は、一部のみの境界確定として処理を行うよ

うにします。
◎ 平成29年度

報告書の頁
  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。

対応方針

報告書の頁

対応方針

  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
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。
　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。



№35
監査内容 146

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

境界確定事務処理要領第６条及び第８条において、対側地
所有者へ立会いを求めない場合を記載するよう改正します。
立会いを求めない場合は、公共用財産の幅、機能及び現況

等、周囲の地物及び地形並びに立会者の意見等により、境界
が客観的に明確と認められ、公共物の幅員の確保に支障がな
いと認められる場合とします。

◎ 平成29年度

№36
監査内容 147

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

境界確定事務処理要領における利害関係人である借地人等
の規定を廃止（様式第２号の修正）します。 廃止する理由
は、浜松市の国土調査において、利害関係人の同意は得てい
ないため、境界確定事務処理要領においても同様の扱いとす
ることとします。 ◎ 平成29年度

報告書の頁

報告書の頁
  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。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ので、
借地人等の同意を不要とする扱いとすべきである。

対応方針

  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。
  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。
  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、その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。

対応方針



№37
監査内容 154

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

令和元年６月に浜松市道路占用許可事務取扱要領の改定を
行い、警察との協議を省略できる簡易な工事を明確化しまし
た。

◎
令和元年度

№38
監査内容 155

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

平成30年度に占用システムの見直しを行い、道路占用許可
の条件書13「工事が完了したときは、工事完了届を提出する
こと。」の記載を太字で目立つように変更するとともに、土
木整備事務所から申請者には許可書を交付する際に必ず完了
届を提出するように指示しています。
また、工事の完了日から１ヶ月を経過しても、完了届が提

出されていない場合は、電話等で速やかに完了届を提出する
ように督促することとしました。

◎ 令和元年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
  ①警察との協議
  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、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、道路占用許可事務取扱要領では、警察署長の協議が要求される場合とし
て通行規制を伴うことを要件にしたり、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協議を省略することができるとしている。また、
警察と道路管理者との間での「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、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
な道路占用については、この取り決めで協議されたものとみなしている。
  事務取扱要領での通行規制を伴わない場合との要件と、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。

報告書の頁
  ②工事完了届提出の徹底
  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。
  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。



№39
監査内容 155

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

多量な道路占用申請件数及びそれに係るＧＩＳとのリンク
に要する費用並びにサーバー改修費を検討した結果、膨大な
費用を要することから、道路河川占用位置情報の電子化は、
現状では困難と判断しました。

〇 平成30年度

№40
監査内容 162

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

土木スマホ通報システム「いっちゃお！」を積極的に利用
してもらうことが危険個所の早期把握につながるため、平成
30年度から「いっちゃお！」の利用者拡大に向けた広報活動
を強化しました。
また、令和元年６月に「いっちゃお！」のシステムの見直

しをして市内全域の情報が全土木整備事務所で閲覧できるよ
う情報の共有化を図りました。

◎ 令和元年度

報告書の頁
  ①道路占用台帳の電子化
  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。
  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。

対応方針

報告書の頁
  ①土木総務課での情報の管理の必要性
  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。

対応方針



№41
監査内容 162

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

平成31年４月から、管理瑕疵による事故が発生する度に、
全土木整備事務所に情報を提供することで情報の共有化を図
りました。
併せて、事故現場と同様の箇所に注目したパトロール実施

の指示等を道路保全課長名で発信することとしました。
市全体の事故情報は、庁内ＬＡＮシステムにて管理し、土

木整備事務所でも閲覧ができるようにしました。

◎ 令和元年度

№42
監査内容 162

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

平成30年７月から、特殊な事故が発生した際には、必ず情
報を全土木整備事務所に提供し、同様の箇所に注目したパト
ロールの実施を道路保全課から指示するとともに、パトロー
ル結果について報告を受けることとしました。
点検結果については、道路保全課で取りまとめと事故予防

策の検討をし、各土木整備事務所へ周知しています。
◎ 令和元年度

  ②事故情報の共有
  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。
　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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
  ③事故発生後のパトロール
  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。

対応方針



№43
監査内容 163

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課
各土木整備事務所

各土木整備事務所がパトロールで発見した道路の異常につ
いては、舗装のポットホールやひび割れ等の事案の大小に関
わらず道路保全課に報告するよう徹底しました。
また、報告された事案は道路保全課にて異常発生の傾向等

の検証を行い、その結果を各土木整備事務所に報告するとと
もに、検証に基づいた重点項目に着目してパトロールを実施
するよう道路保全課長名で指示することとしました。

◎ 令和元年度

№44
監査内容 164

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

道路保全課

令和元年６月に通報等の受付に際して、統一様式として定
めている「要望チェックリスト（緊急対応用）」の使用とＰ
ＯＭ（公共事業優先順位管理システム）への入力を周知しま
した。ＰＯＭへの入力により、本庁でも通報等の処理状況が
確認できるようになりました。 ◎ 令和元年度

報告書の頁
  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。
  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。

対応方針

報告書の頁
  ④パトロール結果の報告
  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（道路課
ないし土木総務課）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。

対応方針


