
                                      （一般質問） 

※二重線は、分割方式を選択した場合の分割箇所を示すものです。

質問日   令和元年 12 月９日（月） 質問方式 分割方式 

質問順位 ５ 会派名 自由民主党浜松 議席番号 29 氏名 倉田 清一 

表  題 質 問 内 容 答弁者の職名 

１ 地域コミュニテ

ィの体制強化につ

いて 

(1) 協働センター

管理運営業務の

委託化について 

(2) 再任用職員の

配置について 

(3) 協働センター

の自立電源確保

について 

２ 道路の維持管理

に ついて 

(1) 樹木枝葉等の

不法占用物に対

する対応につい

て 

本市では、協働センター職員にコミュニティ担当とし

て地域と行政をつなぐ役割を与え、再任用職員を段階的

に配置している。平成29年度からは若手職員をコミュニ

ティ担当にするなど、その機能強化を図った。また、昨

年４月から、和地協働センター管理運営業務の一部を和

地地区コミュニティ協議会に委託している。協働センタ

ーは市民サービスの窓口や地域コミュニティの活動拠

点であるとともに、その多くは緊急避難場所にもなって

いる。そこで、以下伺う。 

(1) 委託後１年半が経過した和地協働センターのこれま

での状況と評価について、また、協働センター管理運営

業務の委託化を今後、全市へどのように展開していくの

か伺う。 

(2) 平成29年度から若手職員がコミュニティ支援を担う

こととなったが、再任用職員等が配置されなければ本来

の体制への見直しができないと考える。段階的に進めて

いる協働センターへの再任用職員の配置状況と伊佐見

協働センターへの今後の配置予定を伺う。 

(3) 本市は、「スマートシティ・浜松」の構築を目指し、

官民一体となって太陽光発電を中心とした再生可能エ

ネルギーの導入拡大に取り組んでいる。昨年の台風第24

号では市内各所で大規模な停電が発生する中で、緊急避

難場所が開設された各協働センターも停電し、通常業務

にも支障が出た。そこで、エネルギーの効率的利用と緊

急避難場所であることやＢＣＰなどの観点から、緊急避

難場所に位置付けられている協働センターに太陽光発

電と蓄電池の設備を設置し、協働センターの防災力強化

を図ることは重要と考えるが、見解を伺う。 

(1) 道路に隣接した民地内樹木等が適正管理されず、枝葉

や雑草が通行に支障を来たし、景観も阻害している状況

が多く見られ、対応に苦慮していると思われる。昨年の

台風第24号では、そうした樹木が強風で電線・電柱を巻

き添えに倒れ、大規模停電の要因となり、また、幹線道

路や通学路を塞ぐなど、市民生活の大きな障害となっ

た。今後、その状況がさらに悪化すると思われる。道路

管理者として、道路法に基づく命令等、厳しい対応も必

要と考えるが、課題も含め見解を伺う。 

山下市民部長

 〃 

渡瀬産業部長

柴山土木部長



表  題 質 問 内 容 答弁者の職名 

（2）空地等の対策

について 

(3) 橋梁の維持管

理について 

(4) 道路舗装の維

持管理について 

(2) 近年、空き家に関する問題が顕在化し、本市では、特

別措置法に基づく「浜松市空家等対策計画」を策定した。

空き家については対策が進むこととなったが、山林や耕

作放棄地も含む空地、相続未登記の所有者不明土地もさ

らにふえ、空き地等の問題が一層顕在化してくると思わ

れる。そこで、以下伺う。 

 ア 市民がみずからの所有物を適正に管理し、他人に迷

惑をかけないという意識の醸成を主目的に、他人に迷

惑がかかる場合には、所有者に指導勧告できる空地等

対策に関する条例を制定する考えはないか伺う。 

 イ 所有者不明空家等の所有者調査を、行政手続や不動

産登記の代行などを業務としている公の専門団体等

に委託する考えはないか伺う。 

(3) 本市は約 5900 橋の橋梁を管理しているが、老朽化が

進んでいる。予防保全型維持管理を行うとともに、全て

の橋梁について５年に１回の点検が義務化され、昨年度

で一巡したと思う。先般の新聞報道では、全国の橋梁の

うち約６万 9000 橋が５年以内の修繕が必要との判定区

分Ⅲ・Ⅳであったとのことである。そこで、本市の判定

区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数と長寿命化修繕の進捗状況、今後の

必要予算と予算確保の見通しを伺う。 

(4) 本市は約8500キロメートルに及ぶ膨大な道路延長を

管理しているが、舗装修繕の今年度当初予算は約10億円

で、管理延長当たりの予算は静岡市の５分の１程度であ

る。国県道は約900キロメートルで管理延長の10％程度

であるが、その舗装修繕に要する費用は70％に及んでい

る。市道の舗装修繕費が慢性的に不足し、その結果、舗

装の損傷が顕在化するまで先送りすることで事故リス

クが高まるとともに、工事費が３倍以上となる不経済な

事後保全型維持管理を続けざるを得ない状況である。道

路舗装の適切な維持管理を行うためには、修繕費を安定

的に確保するとともに、劣化のサイクルを考慮して、最

も効果的なタイミングで修繕することで、ライフサイク

ルコスト（以下ＬＣＣ）を縮減することができる。そこ

で、以下伺う。 

 ア 現在の舗装修繕計画では、大型車の交通量が多い道

路や緊急輸送路の340キロメートルを対象に点検し、

損傷が顕著である108キロメートル区間を、今年度を

最終年度として舗装修繕する計画であるが、その進捗

状況を伺う。 

 イ 平成30年度に改定した浜松市舗装維持管理ガイド

ラインでは、リスクベース・メンテナンスの考えによ

り、大型車の交通量が多い道路や主要な市道など2210

キロメートル区間について点検し、修繕計画を策定し

て修繕を行うとともに、その中で特に大型車の交通量

が多い445キロメートル区間については、予防保全型

山下市民部長

柴山土木部長

 〃 



表  題 質 問 内 容 答弁者の職名 

３ 中期財政計画に

ついて  

(1) 中期財政計画

の見直しについ

て 

(2) 社会資本等形

成における世代

間負担の公平性

について 

(3) 道路施設維持

管理予算の確保

について 

４ 公共工事におけ

る情報共有システ

ムの導入について 

維持管理を行っていくとしている。そこで、対象延長

を前計画の340キロメートルから2210キロメートルに

拡大した理由を伺う。また、前計画の積み残し分を含

め、ガイドラインに基づく適正なタイミングでの舗装

修繕を行なうために必要なＬＣＣ推計額と、適正なタ

イミングを失い舗装の損傷が顕著化してから修繕を

行う場合を比較して、縮減できるＬＣＣ推計額を伺う

とともに、予算確保の考えを伺う。 

本市は平成27年度から10カ年の中期財政計画を策定

し、市民１人当たりの市債残高を中心指標に据え、実質

公債費比率と将来負担比率を補足目標とした。平成30

年度決算では、本市の財政は計画を上回る良好な状態で

ある。一方、４年半が経過し、働き方改革や生産性革命

など、国策としての新たな視点や地方税財政制度の変化

に加え、本市も大規模建設事業の実施時期などの変更や

小・中学校へのエアコン設置、市民音楽ホール建設など

が加わり、道路施設の予防保全型維持管理に必要な推計

額も具体化するなど、策定当時とは異なる状況があらわ

れている。そこで、以下伺う。 

(1) これまでの中期財政計画の取り組みに対する総括と

見直しの考えを伺う。また、計画は各年度の将来負担比

率ゼロ近傍を目指すものであるが、政令市唯一のマイナ

ス指標が続くことは、健全化を重視する余り、投資を必

要以上に抑制していると考えるが、見解を伺う。 

(2) 本市の社会資本等形成の世代間負担率は平成30年度

決算9.6％、平成29年度は10.6％と他の政令市と比較し

て低い率が続いている。現役世代の負担が高過ぎると考

えるが、本市の世代間負担の公平性についての考えを伺

う。 

(3) 市民生活の安全安心を確保するためには、定期的な点

検による道路施設の状況把握と、その状況に応じた適正

な維持管理を行うことが重要である。特に道路舗装は、

最適なタイミングで修繕を行う予防保全型維持管理を

行うことでＬＣＣを大幅に縮減できる。国土強靭化３カ

年緊急対策が、来年最終年度を迎える中、今後の道路施

設維持管理予算の確保についての考えを伺う。 

建設業は社会資本整備の担い手であると同時に、社会

の安全安心を担う「地域の守り神」である。公共工事の

品質確保の促進に関する法律の一部改正が本年６月に

施行され、基本理念として、調査等、施工及び維持管理

の各段階における情報通信技術の活用等を通じて、生産

性向上の配慮義務が規定された。受発注間の業務の効率

化を図る情報共有システムの活用が国や静岡県で始ま

ったが、本市においても、情報共有システムを活用する

森本財務部長

森本財務部長



表  題 質 問 内 容 答弁者の職名 

５ 新たな工業団地

の確保について 

６ 消防ヘリコプタ

ー運航について 

(1) 運航再開につ

いて 

(2) 運航体制につ

いて 

ことで、受発注者双方の事務量の削減や生産性向上が図

られると思う。そこで、本市の公共工事における情報共

有システムの導入についての考えを伺う。 

本市は、都田テクノポリス、第二都田地区などの工場

用地を開発・整備し、積極的に企業誘致に取り組むとと

もに、現在開発を進めている第三都田地区工場団地につ

いても、ナブテスコ株式会社の拠点工場の誘致に成功す

るなど、順調に推移しており、本市で新たな産業が育成

されることによる地域経済の活性化を期待している。第

三都田地区工場用地が完売に近づく中で、新たな工場用

地の確保が必要と考えるが見解を伺う。また、第三都田

は強固な地盤と交通の利便性を強調していたが、新たな

工場用地の確保の取り組みについて考えを伺う。 

  消防防災ヘリコプターは、その高速性や機動性を活か

し、情報収集を初め、地上から接近困難な場所での救

助・救急活動や林野火災の空中消火活動においても大き

な成果を上げている。近年、消防防災ヘリコプターの墜

落事故が全国的に相次いだことから、国では消防防災ヘ

リコプターの２人操縦士体制を強く求めている。本市の

消防ヘリコプターは１人操縦士運航であったことから、

昨年 10 月から緊急運航が休止している。本年 10 月に、

国は消防防災ヘリコプターの運航に関する基準を定め、

消防防災ヘリコプターの安全運航体制等について、２人

操縦士体制などの体制強化を明確に示した。先般の決算

審査特別委員会でも、「航空隊操縦士の採用に努め、消

防ヘリコプターの早期運航再開を図ること」との指摘が

あった。そこで、以下伺う。 

(1) 現在、消防ヘリコプター操縦士を一般募集するととも

に、航空自衛隊浜松基地の救難隊を定年退官した救難業

務等の経験が豊富で、事業用ヘリコプター免許を所持す

る操縦士を本市が採用できたと聞いている。また、本定

例会に、消防ヘリコプターの操縦に必要な資格取得にか

かる経費が提案された。そこで、本市の消防ヘリコプタ

ーの運航再開の見通しを伺う。 

(2) 今後、運航基準への対応や年間を通じて安全かつ安定

的・継続的に航空消防活動を行うためには、適切な運航

管理体制の構築とともに、操縦士４人以上の運航体制が

必要と考えるが、見解を伺う。 

渡瀬産業部長

鵜飼消防長 


