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第１ 包括外部監査の概要

Ⅰ 監査の種類

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 252 条の 37 第

１項及び第２項の規定に基づく包括外部監査である。

Ⅱ 選定した特定の事件（テーマ）

１ 監査テーマ

道路事業に関する財務事務の執行について

２ 監査の対象期間

原則として平成 29 年度（必要に応じて他年度についても対象とする。）

３ 監査対象の範囲

１．対象とする部局等

都市局

建設局

２．対象とした事務等

監査の対象は、道路事業に関する財務事務としている。

Ⅲ 事件を選定した理由

さいたま市は、平成 15 年の政令指定都市移行に伴い国道・県道の移譲を受け

ているが、都市計画道路の整備が他の大都市に比べて遅れている状況にある。ま

た、市民の生活に身近な生活道路においても、狭あい道路、路面排水の悪い道路、

舗装や側溝の老朽化などの問題を抱えている状況にある。

そのため、幹線道路の整備をより推進するとともに、あわせて生活道路の整備

も進めていくことが求められている。

一方、平成 21 年度に「さいたま市道路整備計画」を策定し、また、平成 26 年

度には、少子高齢化、将来的な人口減少などの社会情勢の変化に対応するため、

「さいたま市道路網計画」を上位計画に加えるとともに、渋滞交差点の先行整備

などの新しい考え方を取り入れた「さいたま市道路整備計画（第２期）」（平成 26
年度から 30 年度）の策定も行っている。

このような中、さいたま市民に身近な道路事業を取り上げ、道路に関する財務

事務が、関係法規等に則り適正に、かつ、時代の要請を反映した経済性・効率性・

有効性を十分に追求して執行されることは、さいたま市の財政及び市民生活に及
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ぼす影響が大きい。よって、監査対象として選定することが有用と判断したため

選定した。

Ⅳ 監査の視点

監査の視点は、以下のとおりである。

１．道路事業に関連して策定された整備計画等の進捗管理状況

２．道路の主要構造物である橋梁・舗装等の維持・修繕計画等の進捗管理状況

３．道路事業に関する収入・支出及び資産の管理状況

４．情報セキュリティ対策の実施状況

５．その他、テーマを踏まえて包括外部監査人が必要と認める手続

Ⅴ 主な監査手続

１ 概要の把握

都市局及び建設局の組織、人員、財務等について概要を把握するため、道路

行政の状況及び課題等について担当者への質問及び関連する文書等の査閲を

行った。

２ 過去の包括外部監査における指摘事項（道路事業に関するもの）に対する都市

局及び建設局の措置状況の検討

過去の包括外部監査における指摘事項に対する建設局及び都市局の措置状

況について、各所管部署等の担当者への質問及び関連する証拠資料及び関連文

書等の査閲を行った。

以下の年度における包括外部監査のうち、建設局及び都市局への指摘事項に

対する措置状況について検討し、必要に応じて個別の監査手続に反映させた。

・平成 22 年度 契約について

・平成 23 年度 公有財産に関する事務の執行について

・平成 28 年度 危機管理に関する財務事務の執行について

３ 監査対象とした都市局及び建設局の各部署等の担当者への質問及び文書等の

査閲

都市局及び建設局の財務に関する事務手続について、各所管部署等の担当者

への質問及び関連する帳簿、証拠資料及び関連文書等の査閲を行った。

以下の各局及び各課に対して監査を実施した。
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都市局

都市計画部

・都市総務課

・都市計画課

まちづくり推進部

・まちづくり総務課

・市街地整備課

・区画整理支援課

・日進・指扇周辺まちづくり事務所

・浦和東部まちづくり事務所

・東浦和まちづくり事務所

・浦和西部まちづくり事務所

・与野まちづくり事務所

・岩槻まちづくり事務所

都心整備部

・大宮駅東口まちづくり事務所

・大宮駅西口まちづくり事務所

建設局

土木部

・土木総務課

・道路環境課

・道路計画課

北部建設事務所及び南部建設事務所

・土木管理課

・道路安全対策課

・道路建設課

・用地課

・道路維持課

また、事務管理の状況及び財産の状況を把握するため、現地往査を実施する

とともに、補修材料等の保管倉庫を視察した。

現地往査を実施した箇所は、以下のとおりである。

・北部建設事務所

・南部建設事務所
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Ⅵ 監査の実施期間

平成 30 年 4 月 2 日から平成 31 年 2 月 28 日

Ⅶ 包括外部監査人及び補助者

１ 包括外部監査人

公認会計士       山下 康彦

２ 補助者

公認会計士       稲垣 正人

公認会計士       大坪 秀憲

公認会計士       三枝 和臣

公認会計士       庄田 真樹

公認会計士       野本 裕子

公認会計士       松岡 良輔

公認情報システム監査人 野間 恭介

Ⅷ 利害関係

包括外部監査の対象となった事件につき、市と包括外部監査人及び補助者との

間には、法第 252 条の 29 に規定する利害関係はない。

Ⅸ その他

報告書中の表の内訳金額については、端数処理の関係で合計金額と一致しない

場合がある。また、文中に数値を引用した場合にも端数処理の関係で金額が一致

しない場合がある。
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第２ 監査の結果の概要

Ⅰ 「監査の結果」及び「監査の意見」について

監査の結果

今後、さいたま市において何らかの措置が必要であると認められる事項であ

る。主に、合規性に関すること（法令、条例、規則、規程、要綱等に抵触する

事項）となるが、経済性、効率性及び有効性の観点からの結論のうち、監査人

が措置を必要とする事項についても含めている。

なお、監査の結果については、文中においては「指摘」と表記している。

監査の意見

「監査の結果」には該当しないが、経済性・効率性・有効性の視点から、施

策や事務事業の運営の合理化のために、包括外部監査人として改善を要望する

ものであり、さいたま市がこの意見を受けて、何らかの対応を行うことを期待

するものである。

Ⅱ 「監査の結果」及び「監査の意見」の一覧

監査の内容と、「指摘」及び「意見」の区分は以下のとおりである。

内 容
区 分

指摘 意見

１．都市計画道路の計画に関する監査の結果及び意見 2 件 4 件

２．既存道路の改良（右折レーンの設置等）に関する監査の結

果及び意見

0 件 1 件

３．用地取得に関する監査の結果及び意見 0 件 1 件

４．行政財産（道路用地）及び未利用地に関する監査の結果及

び意見

1 件 5 件

５．区域線推進事業に関する監査の結果及び意見 1 件 3 件

６．橋梁の維持に関する監査の結果及び意見 0 件 4 件

７．道路の維持・管理に関する監査の結果及び意見 1 件 1 件

８．道路修繕の分担に関する監査の結果及び意見 1 件 2 件

９．スマイルロード整備事業に関する監査の結果及び意見 2 件 1 件

10．パトロール業務に関する監査の結果及び意見 0 件 2 件

11．道路情報システムに関する監査の結果及び意見 1 件 2 件

12．繰越に関する監査の結果及び意見 0 件 1 件

13．随意契約により実施している事業に関する監査の結果及

び意見

0 件 2 件
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内 容
区 分

指摘 意見

14．道路占用に関する監査の結果及び意見 0 件 2 件

15．備品の管理に関する監査の結果及び意見 4 件 2 件

合 計 13 件 33 件

また、監査の内容と「指摘」及び「意見」の区分は以下のとおりである。

監査の内容

区 分

ページ指

摘

意

見

１．都市計画道路の計画に関する監査の結果及び意見

・都市計画道路の見直しについて 〇 41
・道路網計画の目標年次について  〇 41
・区画整理区域と連続する道路が廃止候補路線、存続候補

路線となっていることについて
 〇 41

・PDCAサイクルの適用について 〇 42
・道路整備計画による効果の指標の見直しについて  〇 43
・「道路整備計画」の実現可能性について  〇 45

２．既存道路の改良（右折レーンの設置等）に関する監査の結果及び意見

・他の機関との連携について  〇 47
３．用地取得に関する監査の結果及び意見

・用地取得案件の進捗管理について  〇 50
４．行政財産（道路用地）及び未利用地に関する監査の結果及び意見

・所管替え及び行政財産の棚卸しについて 〇 54
・普通財産の引継ぎにかかる決裁文書について  〇 55
・大間木丸ヶ崎線の残地管理について  〇 56
・行政財産の有効活用及び普通財産への引継ぎについて  〇 56
・廃止路線等の近隣土地の短期間での活用について  〇 57
・未利用地の活用に関するシステム利用について  〇 57

５．区域線推進事業に関する監査の結果及び意見

・境界確定業務の記録の整理について  〇 61
・境界確定時に保留又は不調となった箇所について  〇 61
・境界確定により判明した占有地について 〇 61
・境界確定により判明した占有地（道路以外の官民境界）

の把握について
 〇 62

６．橋梁の維持に関する監査の結果及び意見

・長寿命化修繕計画における修繕予定橋梁について  〇 70
・区分Ⅲと診断された橋梁について  〇 70
・診断結果の公表について  〇 70
・長寿命化修繕計画におけるライフサイクルコスト削減効

果の把握について
 〇 71
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監査の内容

区 分

ページ指

摘

意

見

７．道路の維持・管理に関する監査の結果及び意見

・道路（舗装）維持管理計画の策定について 〇 76
・補修履歴のデータベース化について  〇 78

８．道路修繕の分担に関する監査の結果及び意見

・定期的な受付簿の棚卸しと情報共有について  〇 81
・道路維持課とくらし応援室の業務分担に関する規程につ

いて
〇 83

・道路維持課とくらし応援室の業務分担について  〇 83
９．スマイルロード整備事業に関する監査の結果及び意見

・道路維持課において実施されている単価契約について 〇 92
・スマイルロード整備事業の一般競争入札及び指名競争入

札に関す金額基準について
〇 93

・スマイルロード整備事業の単価契約における個別の工事

について
 〇 94

10．パトロール業務に関する監査の結果及び意見

・パトロールの委託について  〇 99
・工事委託業者との写真による現場状況の共有について  〇 99

11．道路情報システムに関する監査の結果及び意見

・道路情報システム更新時における刷新可能性調査の実施

について
 〇 103

・道路情報システムのセキュリティ対策について 〇 103
・窓口対応端末の覗き見防止策について  〇 104

12．繰越に関する監査の結果及び意見

・工事発注の早期化について  〇 107
13．随意契約により実施している事業に関する監査の結果及び意見

・随意契約の根拠について  〇 113
・駅前交通島の芝について  〇 115

14．道路占用に関する監査の結果及び意見

・道路占用減免伺の記載事項について  〇 119
・不法な道路占用に対する処置について  〇 120

15．備品の管理に関する監査の結果及び意見

・備品台帳への登録漏れについて 〇 124
・所在不明の備品について 〇 124
・備品台帳と備品シールの不一致について 〇 124
・消耗品及び材料品管理に関する規程の作成について 〇 125
・消耗品及び材料品に関する管理台帳の作成について  〇 125
・消耗品及び材料品の購入時の予算管理について  〇 125
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第３ 監査対象の事業概要

Ⅰ 市の道路に関する事業の概要

１ 市が管理する道路の概要

市が管理する道路等土木施設に関する主なものは、下記の（表 1）のとおりで

ある。

（表 1）市が管理する主要な土木施設

管理対象施設 数量・施設数 単位

道路 国道 2 路線 延長 46,308m
主要地方道 14 路線 延長 109,032m
一般県道 24 路線 延長 91,360m
市道 21,293 路線 延長 3,909,674m

橋梁 946 橋 うち重点管理橋梁 268 橋

歩道橋 54 橋

トンネル 1 基 延長 79m
（平成30年4月1日現在）

２ 市における道路に関する事業の実施

市では、平成 13 年（2001 年）5 月 1 日、浦和市・大宮市・与野市の 3 市合併

により、埼玉県下で初めての 100 万人都市となった。市の発足を機に「さいたま

市総合振興計画基本構想」を策定し、「私たちがつくり、共に生きるまち」を合

言葉に、誰もが住んで良かった、住み続けたいと思える都市の実現を目指し、「市

民と行政の協働」「人と自然の尊重」「未来への希望と責任」を都市づくりの基本

理念として掲げている。また、同時に作成した基本計画とあわせて総合振興計画

書「さいたま希望（ゆめ）のまちプラン」を策定し、その後、平成 17（2005）
年 4 月に岩槻市との合併に伴い改訂版を策定している。平成 19（2007）年には

人口が 120 万人を突破するなど、順調に発展してきたが、その一方で、少子高齢

化や経済のグローバル化、地球温暖化の進行、地方分権改革の進展、東日本大震

災の発生を契機とした安全・安心意識の高まりなど、さいたま市を取り巻く状況

は大きく変化しつつある。

このような状況の中、前期基本計画の計画期間が平成 25（2013）年度末をも

って満了したことから、さいたま市を取り巻く経済情勢の変化に的確に対応しつ

つ、市政を総合的かつ計画的に運営するため、目指すべき将来都市像の実現に向

けた施策を総合的かつ体系的に示し、また、市民と市との共同によって、市民本

位の自立した都市づくりを進めていくための基本的な指針となる後期基本計画

を策定した。平成 17 年度に制定した基本構想と後期基本計画は、総合振興計画

書「2020 さいたま希望（ゆめ）のまちプラン」を構成している。その中では、
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前期の基本計画に記載されていた 7 つの分野別の施策展開に加え、新たに 5 つ

の重点戦略を掲げるとともに、全 10 区の将来像とまちづくりのポイントを示し

ている。市民と、この計画のビジョンを共有しながら協働をしっかりと進め、本

市の強みや可能性を、未来に向かって発展・進化させ、活力あふれる地域社会の

実現に全庁をあげて取り組んでいる。

本包括外部監査のテーマは、「道路に関する事業の管理及び財務事務の執行に

ついて」であり、都市局都市計画部及び建設局土木部に係る道路建設計画、道路

建設及び維持に関する事業全般、公有財産の管理、北部・南部建設事務所の事務

などに関することを監査対象とした。

３ 基本計画（後期基本計画）等における道路に関する事業

１．基本計画（後期基本計画）におけるめざすまちの姿との関係

さいたま市総合振興計画は、「基本構想」・「基本計画」・「実施計画」から構

成されており、このうち「基本計画（後期基本計画）」は「重点戦略」、「分野別

計画」、「各区の将来像」から構成されている。「重点戦略」は、今後予測され

る人口減少や急激な高齢化、変化の激しい社会経済情勢などの本市を取り巻く

厳しい環境に的確に対応し、基本構想に掲げる将来都市像の実現を目指すため、

本市の強みを有効に活用し、限られた経営資源（人材、財源など）を集中的に

配分する 5 つの重点戦略を掲げている。「分野別計画」は、将来都市像の実現

に向けて、基本構想の「施策展開の方向」に基づき、「環境・アメニティ」「健

康・福祉」「教育・文化・スポーツ」「都市基盤・交通」「産業・経済」「安全・

生活基盤」「交流・コミュニティ」の 7 つの分野について、各行政分野の施策

を総合的・体系的に示すものである。また、「各区の将来像」は地域の特性を

生かし、区民に身近なまちづくりを進めるため、10 区の将来像とまちづくり

のポイントを示している。

２．基本計画（後期基本計画）における重点戦略との関係

基本計画（後期基本計画）における重点戦略は、相互に関連し合う重点ポイ

ントが各重点戦略につき 2 つずつ存在し、それを踏まえて分野横断的に取り組

みながら、市の強みや可能性を市民と共に未来に向かって発展、進化させてい

くことで、市らしさの創出につなげていくものである。

道路に関する事業は、「重点戦略」及び「重点ポイント」のうち、重点戦略

「自然と共生し、低炭素に暮らす都市 さいたま」の創造における重点ポイン

ト「ライフスタイルの転換を促す低炭素なまちづくりの推進」及び重点戦略「み

んなで安全を支える都市 さいたま」の創造の重点ポイント「いつ起きるかわ

からない災害に対する備えの強化」に一部事業が含まれている。



10

３．分野別計画及び実施計画

市では、分野別計画「第 4 章 都市基盤・交通の分野」において、基本構造

の④施策展開の方向（4)「人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる。」を元

に、第 1 節から第 3 節の 3 つの節に分類し、それぞれ施策展開を行っている。

また、実施計画は、さいたま市総合振興計画の一部を構成するものであり、

定められた施策を展開するための個別の実施計画事業を掲げ、各事業を計画的

かつ効果的、効率的に推進することを目的として策定されている。実施計画は、

後期基本計画が「重点戦略」と「分野別計画」の 2 つに分かれて記載されてい

ることを受け、第 2 編「重点戦略の推進の考え方」と第 3 編「実施計画事業」

の 2 つに分けて記載を行なっている。当該実施計画の計画期間は平成 30 年

（2018）年度から平成 32（2020）年度までの 3 年間であり、毎年度の予算編

成及び事務事業の指針とするものである。

このうち、道路に関連する施策は、次のようになる。

（後期基本計画及び実施計画より抜粋）

【後期基本計画】

第 4 章 都市基盤・交通の分野

第 1 節 低炭素で質の高い生活環境を提供する市街地の形成

地域の均衡ある発展のため、市街地の再生に取り組み、都市機能の集積・

再配置を図るとともに、環境との調和を保ちながら、質の高い生活環境を提

供する市街地の形成を目指す。

（方向性具体化する施策）

施策 コンパクトで質の高い市街地の形成

○ ユニバーサルデザインや環境負荷の軽減に配慮しながら、既成市

街地内における低・未利用地の有効利用を促進するとともに、各

地区の位置付けや特性を踏まえた都市機能の集積及び良好な住環

境の創出に取り組む。

○ 市民の主体的な活動を支援するとともに、事業者等との連携を図

り、多様な主体の参加と合意形成のもと、都市づくりを進める。

○ 都市基盤整備の必要性の高い地区では、計画的に市街地の形成を

図るとともに、都市計画決定後、長期にわたり事業化されていな

い地区では事業の必要性や実現性等の検証を行い、必要に応じて

都市計画の見直しを行う。
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（実施計画事業）

事業名・事業概要・所管課

●都市計画に関するマスタープラン推進事業 [都市計画課]
本市の健全な発展と秩序ある整備を進めるため、「都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針」（都市計画区域マスタープラン）と「さいたま市都市計画

マスタープラン」の、2 つの都市計画に関するマスタープランの関係性を整理

するとともに、都市計画区域マスタープランの定期見直しを進める。

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度までに見直し

目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

都市計画区域

マスタープラ

ン等の見直し

検討 素案作成 関係機関等協

議・案作成

見直し

（方向性を具体化する施策）

施策 生活道路の整備

○ 安全で快適な生活空間を確保するため、地域住民のニーズを踏ま

え、生活道路の整備を進める。

○ 幅員が 4ｍに満たない狭小な道路については、地域住民と協力し

ながら改善を進める。

○ 住宅地区内で通過交通の少ない道路については、周辺の状況や市

民の意向を考慮しながら、通行規制などを通じて、歩車共存道路

としての整備を進める。

（実施計画事業）

事業名・事業概要・所管課

●暮らしの道路・スマイルロード整備事業 [道路環境課]
安全で快適な道路環境の向上を早期に図るために、沿線住民の要望に基づ

き、道路の排水能力の向上や歩行空間の確保、舗装の再整備、4ｍ未満の狭い

道路の道路後退用地の寄附による拡幅整備などを速やかに進める。

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度までに 90％
目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

暮らしの道

路・スマイル

ロード整備事

業の申請から

2 年以内で

実施した着手

率（注）

65％ （平成

28 年度）

83％ 88％ 90％

（注）申請から 2 年以内で実施した着手率とは、当該年度に工事着手した件数

のうち、申請から 2 年以内の件数をいう。
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第 2 節 にぎわいや交流を創出する魅力的な都心・副都心の形成

施策 都市基盤整備の推進

○ 2 つの都心（大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区及び浦和駅周

辺地区）と 4 つの副都心（日進・宮原地区、武蔵浦和地区、美園

地区、岩槻駅周辺地区）において、拠点としてのそれぞれの位置

付けにふさわしい都市基盤の整備を計画的に推進する。

施策 多様で高次な都市機能の集積

○ 都心においては、規制誘導手法を必要に応じて活用しながら、都

市機能の更新と土地の高度利用・複合利用を推進することにより、

多様で高次な都市機能を集積し、副都心においては、それぞれの

地域特性に応じた都市機能の集積を図る。

○ 都市機能の集積による利便性の高い良質な居住空間の創出を図る。

施策 都心・副都心における機能分担のある相互連携

○ 2 つの都心はそれぞれの魅力を生かしながら、一体的な都心エリ

アとして機能集積を進めるとともに、4 つの副都心は都心及び副

都心と相互に連携しながら、その機能補完や各地区の特性を 大

限活用した多様な魅力を創出する拠点として育成する。

（実施計画事業）

事業名・事業概要・所管課

●大宮駅周辺の旧中山道歩道整備・無電柱化 [道路環境課]
東日本の玄関口としてふさわしい歩行者ネットワークを形成するために、大

宮駅周辺地区において、旧中山道の大栄橋交差点から裏参道通り交差点までの

歩道整備と無電柱化を推進する。

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度までに用地取得の推進（取得率 60％）

目標指標：平成 32 年度までに電線共同溝工事着手

目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

歩道整備の事

業進捗

・用地取得率

7％ （平成

28 年度）

・用地取得の

推進（取得

率 25％）

・歩道整備予

備設計

・用地取得の

推進（取得

率 40％）

・歩道整備詳

細設計

・用地取得の

推進（取得

率 60％）

無電柱化の事

業進捗

― 電線共同溝予

備設計

電線共同溝詳

細設計

電線共同溝工

事の着手
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事業名・事業概要・所管課

●大栄橋の耐震化の推進 [道路環境課]
震災時の道路交通ネットワークの確保を図るために、大宮駅周辺地区におい

て、鉄道を跨ぐ重要な橋りょうである大栄橋の耐震補強設計や耐震補強工事

を、鉄道事業者との協議を行いながら、早期に実施します。（アーチ部及び西

側スロープ部：鉄道事業者施工、東側スロープ部：市施工）

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度までに東側スロープ部の耐震補強設計の完了

目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

耐震化の事業

進捗

アーチ部の耐

震補強設計完

了（平成 28年

度）

西側スロープ

部の耐震補強

設計の完了

アーチ部工事

の着手

東側スロープ

部の耐震補強

設計の完了

第 3 節 暮らしや交流、活力を支える交通体系の構築

施策 幹線道路ネットワークの充実

○ 幹線的な道路の整備を進め、都市活動を効果的に支えることが可

能な南北軸と東西軸からなるネットワークを形成する。

○ 交通渋滞解消や交通安全の向上のため、交差点の改良、踏切の拡

幅等を計画的に進めるとともに、歩道の設置、植栽による道路の

緑化、無電柱化など、道路環境の向上を図る。

○ 今後の社会情勢の変化に柔軟に対応できるよう、都市計画道路の

定期的な見直しを行うとともに、効率的かつ効果的に道路整備を

推進する。

施策 交通施策の戦略的推進

○ 都市活動を支える利用しやすい移動環境を確保し、コンパクトな

まちの形成を図るため、市民をはじめ、交通事業者、関係行政機

関と相互に連携し、交通に関する課題や目標を共有しながら、ハ

ード・ソフトの両面からなる交通施策を総合的かつ戦略的に推進

する。
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（実施計画事業）

事業名・事業概要・所管課

●幹線道路整備事業  [道路計画課]
都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成するために、「さ

いたま市道路整備計画」の改定及び必要な調査を行いながら、効率的かつ効

果的に、広域幹線道路（国道 122 号蓮田岩槻バイパス、道場三室線など）

及び市内幹線道路（三橋中央通線、田島大牧線など）の整備を推進する。

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度までに 53.0％
目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

都市計画道路

整備率

51.6％（平成

28 年度）

52.4％ 52.7％ 53.0％

事業名・事業概要・所管課

●新大宮上尾道路の整備促進  [道路計画課]
新大宮上尾道路を整備することで、圏央道内側の広域交通ネットワークが

構築され、圏央道を介し信越・東北地方がつながり、取引機会の拡大や販路

の開拓などの企業活動の活性化を促し、東日本における対流拠点を創出する

ために、事業化区間の早期完成と圏央道までの未事業化区間の早期事業化を

目指し、関係機関への要望活動を実施する。

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度まで関係機関への要望の実施

目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32 年度

新大宮上尾道

路の要望活動

首都高速道

路株式会社

が有料道路

事業に着手

関係機関へ

の要望の実

施

関係機関への

要望の実施

関係機関へ

の要望の実

施

事業名・事業概要・所管課

●都市計画道路見直し事業  [都市計画課]
人口減少や急激な高齢化等に対応し、低炭素型のコンパクトなまちづくり

を実現するために、「さいたま市道路網計画」において、廃止、存続等に類

型化した未整備の都市計画道路のうち存続候補路線について、事業課や地元

等の要請により都市計画変更に着手し、関係権利者の合意形成を図りながら

手続きを進める。

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度までの 3 年間の累計で 3 路線

目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

存続候補路線

の見直し着手

路線数

1 路線 1 路線 1 路線 1 路線
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事業名・事業概要・所管課

●道路環境整備事業 [道路環境課]
道路利用者の安全を確保するために、狭隘な踏切道や交通事故が多発して

いる交差点における安全対策などを実施するほか、道路補修の費用削減や平

準化を図るために、路面性状調査を実施する。

【 終目標】

目標指標：平成 32 年度までの 3 年間の累計で 3 か所

目標指標：平成 32 年度までの 3 年間の累計で 22 か所

目標指標：平成 32 年度までの 3 年間の累計で 295km
目標指標 現状 各年度目標

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

踏切の構造改

良箇所数

1 か所 用地取得 1 か所 2 か所

事故危険箇所

の緊急対策箇

所数

計画策定 7 か所 7 か所 8 か所

路面性状調査

の調査延長

97.6km（平

成 28 年度）

97km 100km 98km

４ さいたま市の道路に関する個別計画に関して

１．さいたま市都市計画マスタープランとは

さいたま市都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の 2 に規定さ

れている「市町村の都市計画に関する基本的な指針」であり、住民に も近い

立場にある市町村が、住民の意見を反映しながら策定する計画である。当該計

画は「さいたま市総合振興計画」及び「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」に即し、都市全体や地域の将来像を示すもので、今後の個別具体的な都

市計画の基本的な方針となるものである。さいたま市都市計画マスタープラン

の策定の目的は以下の 2 つである。

○ 地域の特性や魅力を生かした、将来都市像の確立と共有

○ 市民、事業者、行政の協働によるまちづくりの推進

また、さいたま市都市計画マスタープランの役割は以下の 3 つである。

○ 「目指すまちの姿」を市民・事業者・行政が共有できるようにわ

かりやすくする。

○ 都市計画法に基づく個別具体的な都市計画の決定または、変更を

行う際の方針となる。

○ まちづくりへの多様な主体の参画を促す。

２．さいたま市都市計画マスタープランの構成

さいたま市都市計画マスタープランは「全体構想」と「地域別まちづくり構

想」から構成される。
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〇全体構想

全体構想は、構想について示した「将来都市構想」「分野別の方針」と、推

進策である「都市マネジメントの導入と推進」「まちづくりの進め方」から構

成される。「将来都市構想」は、本市の将来像として「目指すまちの姿」とそ

の実現に必要な「環境」「生活」「経済」の 3 つの「まちづくりの視点」を示

している。

そして、その 3 つの視点に基づく「まちづくりの目標」を掲げ、それらを

実現するために、目指すべき「将来の都市構造」を示している。さらに、「将

来の都市構造」において、重要な地域についての方針を定めている。

「分野別の方針」では、「将来都市構想」実現のため、都市を構成する 6 つ

の分野の方針と、区全体の基本的な方針であり、「地域別まちづくり構想」の

枠組みとなる「区別まちづくりの方針」を示している。

「都市マネジメントの導入と推進」では、社会資本の費用管理を適正に行

いつつ、市民などの多様なニーズへの対応や地域主体のまちづくりのために

「エリアマネジメント」や「都市施設マネジメント」を推進していくことを

示している。

「まちづくりの進め方」では、市民・事業者・行政がパートナーシップの

もと、協働によりまちづくりに取り組むことや「地域別まちづくり構想」の

仕組み、「都市計画マスタープランの評価と見直し」について示している。

○地域別まちづくり構想

「地域まちづくり構想」は地域に係る多様な主体が役割分担のもと協働し

ながら、「全体構想」に即してまちづくりの構想を作成することにより、地域

の実情を踏まえたまちづくりを推進するものである。

３．都市計画マスタープランにおける全体構想

（１）将来都市構想

さいたま市都市計画プランにおける将来都市構想について、「目指すま

ちの姿」「まちづくりの視点」「まちづくりの目標」を記載している。

さいたま市都市計画プランにおいて、市の将来像として「目指すまちの

姿」を以下の 2 つとしている。

(ア) 環境と共生し、安心・安全で郷土として愛着と誇りが持てる「住み

続けたくなるまち」

(イ) 活力があり、美しく、魅力に満ちた「訪れたくなるまち」

上記を踏まえ、さいたま市では「環境」、「生活」、「経済」の 3 つの視点
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に基づき、以下の「まちづくりの視点」を定め、それぞれにまちづくりの

目標を掲げている。

○まちづくりの視点

・「環境」次世代に継承する良好な環境のあるまち

・「生活」誰もが安心して快適に暮らすことのできるまち

・「経済」都市の活力や自立性の向上につながる活発な経済活動のある

まち

（２）分野別の方針

市では、将来都市構想に基づく形で 7 分野における方針及び施策を策定

している。マスタープランに掲げたまちづくりの視点から導き出されるま

ちづくりの目標に対し、横断的に分野別の方針を策定している。

道路に関連する施策は、「2 交通体系の方針」に記載されている。

（さいたま市都市計画マスタープランより）

（基本方針）

2 交通体系の方針

集約型都市構造の実現のため、自動車に過度に依存しない交通体

系の確立を図り、都市活動を支える交通網の整備を進めるととも

に、必要に応じて道路網の適切な見直しを行なう。

また、公共交通の整備、徒歩や自転車による移動環境の向上、生活

環境に配慮した適切な交通需要マネジメントを行うことにより誰も

が移動しやすい都市の実現に努める。

（分野別の方針）

2 活力ある都市活動を支える道路網形成

市が目指す集約型都市構造をもとに、広域の自動車専用道路などとの

アクセスを考慮し、都市活動を支える幹線道路の整備を進めつつ、定期

的に道路網の計画の見直しを行なう。

2－① 道路網の形成

2－② 道路網の計画の見直し

2－③ 自動車交通への対応

3 誰もが移動しやすい都市空間の確保

歩車共存の交通環境の確保や、歩行者・自転車交通のネットワーク作

りを進める。また、道路の整備にあたっては、高齢者や障害者、歩行者、

自転車など誰もが安全で快適に利用できる道路空間づくりに取り組む。

3－① 歩行者環境の向上
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Ⅱ 予算及び決算の概要

１ 建設局及び都市局の過去 3 年分の予算及び決算

市における監査対象である、建設局及び都市局の過去 3 年分の予算及び決算

は以下の通りである。

（表 2）建設局 一般会計 歳入

（単位：百万円）

年度 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

平成 27 年度 6,172 5,880 5,041 1 837
平成 28 年度 5,085 4,880 4,334 4 542
平成 29 年度 4,281 4,267 3,770 5 491

（表 3）建設局 一般会計 歳出

（単位：百万円）

年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

平成 27 年度 35,132 25,698 6,722 2,711
平成 28 年度 37,489 26,611 8,744 2,133
平成 29 年度 36,526 27,384 6,857 2,284

（表 4）都市局 一般会計 歳入

（単位：百万円）

年度 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

平成 27 年度 18,844 16,639 15,434 0 1,205
平成 28 年度 15,980 13,995 13,156 0 839
平成 29 年度 15,997 14,053 12,118 0 1,935

（表 5）都市局 一般会計 歳出

（単位：百万円）

年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

平成 27 年度 45,760 37,555 5,924 2,280
平成 28 年度 47,486 34,558 11,347 1,580
平成 29 年度 49,182 41,872 6,150 1,160

また、市における建設局及び都市局の平成 29 年度の歳出にかかる予算及び

決算は以下の通りである。
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（表 6）建設局 一般会計 歳出

（単位：百万円）

項目 当初予算額 補正予算額 前年度繰越額 流・充用額

土木費 33,290 △ 5,509 8,744 0
災害復旧費 0 0 0 0

項目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

土木費 36,526 27,384 6,857 2,284
災害復旧費 0 0 0 0

（表 7）都市局 一般会計 歳出

（単位：百万円）

項目 当初予算額 補正予算額 前年度繰越額 流・充用額

土木費 37,104 731 11,347 0

項目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

土木費 49,182 41,872 6,150 1,160

２ 都市局の各事業に関する予算及び決算の概要

都市局が実施した事業の内、監査対象とした、事業に係る平成 29 年度決算

は以下の通りである。
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●都市計画推進事業（都市計画課）

  （単位：千円）

事業名 都市計画推進事業（都市計画課） 予 算 現 額 60,879
局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課 支 出 済 額 59,088
款/項/目 8 款 土木費/4 項 都市計画費/1

目 都市計画総務費

翌年度繰越額 0
不 用 額 1,790
前年度支出済額 86,693
増 減 △ 27,604

主な事業の成果

1 都市計画審議会の運営 金額（千円） 414
都市計画審議会を 2 回開催し、市が決定する都市計画に関する事項等について審

議を行った。

2 都市計画道路見直し事業 金額（千円） 10,190
「さいたま市道路網計画」の時点更新を行うとともに、都市計画道路の見直し候

補となった路線について、関係権利者の合意形成を図り、都市計画変更の手続を

進めた。

3 地域地区・地区計画の策定、調

査等業務

金額（千円） 16,247

地域地区及び地区計画の決定・変更に係る調査業務等を行った。

4 都市計画調査等業務 金額（千円） 27,488
都市計画基礎調査結果を踏まえ第 8 回区域区分見直しに向けた調査・研究や都市

計画基本図等の修正を行った。

5 事務費その他 金額（千円） 4,748
都市計画に関する会議への参加や車両等の賃借を行った。

３ 建設局の各事業に関する予算及び決算の概要

建設局が実施した事業の内、監査対象とした、事業に係る平成 29 年度決算は

以下の通りである。

●道路管理事業（土木総務課）

   （単位：千円）

事業名 道路管理事業（土木総務課） 予 算 現 額 888,729
局/部/課 建設局/土木部/土木総務課 支 出 済 額 876,592
款/項/目 8 款 土木費/2 項 道路橋りょ

う費/1 目 道路橋りょう総務

費

翌年度繰越額 0
不 用 額 12,136
前年度支出済額 842,182
増 減 34,409

主な事業の成果

１ 区域線推進事業 金額（千円） 396,640
市が管理する道路及び水路と民地との境界線（区域線）の整備を行った。

平成 29 年度実施面積 684.7ha
累計実施済面積  14,297.2ha
2 道路管理業務 金額（千円） 479,951
市道の延長、幅員、面積等の測量を実施し、道路台帳の整備を行なう。また、道路

台帳の閲覧など窓口業務実施に伴うパソコン機器等の賃借料や、道路賠償責任保険

料等を負担した。
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●道路管理事業（道路環境課）

   （単位：千円）

事業名 道路管理事業（道路環境課） 予 算 現 額 14,280
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課 支 出 済 額 13,367
款/項/目 8 款 土木費/2 項 道路橋りょ

う費/1 目 道路橋りょう総務

費

翌年度繰越額 0
不 用 額 912
前年度支出済額 13,482
増 減 △ 114

主な事業の成果

1 道路管理業務 金額（千円） 13,367
窓口での問合せ等に対応するため、道路側溝台帳の修正を行った。

●道路橋りょう事務事業

   （単位：千円）

事業名 道路橋りょう事務事業 予 算 現 額 7,547
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課 支 出 済 額 5,724
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう

費/1 目 道路橋りょう総務費

翌年度繰越額 0
不 用 額 1,822
前年度支出済額 6,409
増 減 △685

主な事業の成果

1 道路橋りょう事務 金額（千円） 5,724
現地調査に使用する車両の賃借及び事務を行うため必要となる事務用品等を購入

した。

●道路維持事業

   （単位：千円）

事業名 道路維持事業 予 算 現 額 6,367,881
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課 支 出 済 額 5,405,747
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう

費/2 目 道路維持費

翌年度繰越額 900,301
不 用 額 61,832
前年度支出済額 5,044,407
増 減 361,340

主な事業の成果

1 スマイルロード整備事業 金額（千円） 2,175,966
生活道路について、沿道の方々からの申請に基づいて、後退用地の拡幅を伴わず舗

装・側溝の整備を実施した。

1 道路修繕事業 金額（千円） 3,229,781
道路パトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道路附属物などの損傷箇所を修

繕した。

・一般国道 122 号 外

また、地震や降雪等の災害発生時に道路パトロール等の緊急対応を実施した。



22

●道路整備事業

   （単位：千円）

事業名 道路整備事業 予 算 現 額 1,017,045
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課 支 出 済 額 751,767
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう

費/3 目 道路新設改良費

翌年度繰越額 184,860
不 用 額 80,417
前年度支出済額 849,466
増 減 △ 97,699

主な事業の成果

1 暮らしの道路整備事業 金額（千円） 417,873
幅員が 4 メートル未満の生活道路について、沿道の方々からの申請に基づき、道

路後退用地の寄附を受けて整備を実施した。

2 道路整備事業 金額（千円） 333,894
道路環境の向上を図るため、拡幅が必要な道路の整備を実施した。

市道 40408 号線（西区、大宮区）外

●道路管理事業（道路計画課）

   （単位：千円）

事業名 道路管理事業（道路計画課） 予 算 現 額 40,625
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課 支 出 済 額 38,516
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう

費/3 目 道路新設改良費

翌年度繰越額 0
不 用 額 2,108
前年度支出済額 30,344
増 減 8,172

主な事業の成果

1 事業用地維持管理 金額（千円） 38,516
取得した事業用地の草刈・舗装・防護柵等の設置を実施した。
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●道路新設改良事業

   （単位：千円）

事業名 道路新設改良事業 予 算 現 額 3,625,606
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課 支 出 済 額 1,915,972
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょ

う費/3 目 道路新設改良費

翌年度繰越額 1,388,295
不 用 額 321,339
前年度支出済額 1,859,513
増 減 56,458

主な事業の成果

1 道路整備マネジメント 金額（千円） 28,738
効果的かつ効率的な道路整備を進めるために必要な調査等を実施した。

2 広域幹線道路整備 金額（千円） 1,002,466
一般国道 122 号蓮田岩槻バイパスほか 4 路線において、設計委託、工事、用地補

償・物件補償等を実施した。

3 市内幹線道路整備 金額（千円） 884,766
市道Ｂ第 486 号線ほか 12 路線において、設計委託、工事、用地補償・物件調査等

を実施した。

●橋りょう維持事業

   （単位：千円）

事業名 橋りょう維持事業 予 算 現 額 2,067,225
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課 支 出 済 額 1,248,438
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう

費/4 目 橋りょう維持費

翌年度繰越額 748,178
不 用 額 70,608
前年度支出済額 1,283,637
増 減 △ 35,199

主な事業の成果

1 橋りょう耐震化事業 金額（千円） 254,923
震災時における道路ネットワークを確保するため、緊急輸送道路にある橋りょう

について、橋脚の耐震補強及び桁の落橋防止対策を実施した。

・新浦和橋（一般国道 463 号：浦和区）外

2 橋りょう長寿命化修繕事業 金額（千円） 993,515
老朽化による損傷のある橋りょうについて、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、対策

工事を実施した。

・鶴巻陸橋（一般国道 463 号：緑区）外

また、橋りょうの健全度を把握するため、橋りょう点検を実施した。
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●橋りょう整備事業

   （単位：千円）

事業名 橋りょう整備事業 予 算 現 額 53,128
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課 支 出 済 額 26,676
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう

費/5 目 橋りょう新設改良費

翌年度繰越額 0
不 用 額 26,452
前年度支出済額 16,346
増 減 10,329

主な事業の成果

1 橋りょう架替え事業 金額（千円） 26,676
橋りょう架替え事業の実施に向けて、詳細設計業務等を実施した。

・田原橋（一般県道蒲生岩槻線：岩槻区）

●街路管理事業（土木総務課）

   （単位：千円）

事業名 街路管理事業（土木総務課） 予 算 現 額 6,393
局/部/課 建設局/土木部/土木総務課 支 出 済 額 5,521
款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/3

目 街路事業費

翌年度繰越額 0
不 用 額 871
前年度支出済額 5,085
増 減 435

主な事業の成果

1 先行取得用地及び代替地の管理 金額（千円） 5,521
先行取得用地及び代替地の管理を実施した。

●街路整備事業

   （単位：千円）

事業名 街路整備事業 予 算 現 額 6,212,983
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課 支 出 済 額 3,614,146
款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/3

目 街路事業費

翌年度繰越額 1,882,061
不 用 額 716,775
前年度支出済額 3,531,603
増 減 82,543

主な事業の成果

1 道路整備マネジメント 金額（千円） 74,068
効果的かつ効率的な道路整備を進めるために必要な調査等を実施した。

2 広域幹線道路整備 金額（千円） 2,566,506
産業道路ほか 3 路線において、設計委託、工事、用地補償・物件補償等を実施し

た。

3 市内幹線道路整備 金額（千円） 973,571
三橋中央通線ほか 5 路線において、設計委託、工事、用地補償・物件調査等を実施

した。
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Ⅲ 組織の概要

１ 都市局都市計画部

平成 30 年 4 月 1 日現在において、監査の対象となる都市局都市計画部各課の

組織図は、（図 1）都市局都市計画部の組織のとおりである。監査の対象となる

ものは道路事業に関連したもののみであるが、都市局都市計画部が行う事業は、

道路に関する事業に限らない。また、職員数は、都市総務課が 14 名、都市計画

課が 17 名である。

（図 1）都市局都市計画部

２ 建設局土木部

平成 30 年 4 月 1 日現在において、監査の対象となる建設局土木部各課の組織

図は、（図 2）建設局土木部の組織のとおりである。監査の対象となるものは、

道路事業に関連したもののみであるが、建設局土木部が行う事業は、道路に関

する事業に限らない。なお、職員数は、土木総務課が 16 名、道路環境課が 13
名、道路計画課が 13 名、である。

・都市計画の決定及び変更（他の所管に属するものを除く）に
　関すること

・北部都市・公園管理事務所管理課及び南部都市・公園管理
　事務所管理課との連絡調整（他の所管に属するものを除く）
　に関すること

・景観審議会に関すること

・屋外広告物の規制に係る調査、企画及び調整に関すること

・屋外広告業の登録及び指導に関すること

・都市計画マスタープランに関すること

・都市施設の調査及び計画に関すること

・都市計画審議会に関すること

・地区計画の推進に関すること

・都市景観の調査、企画及び調整に関すること

・市民参加のまちづくりに係る総合調整に関すること

都市計画課
・都市計画の企画及び調整に関すること

・都市計画情報に関すること

・都市計画基礎調査に関すること

・北部都市・公園管理事務所及び南部都市・公園管理事務所
　との連絡調整（他の所管に属するものを除く）に関すること

・都市政策に係る調査、研究及び企画に関すること

都市局 都市計画部 都市総務課
・都市計画行政の総合調整に関すること
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（図 2）建設局土木部

３ 建設局北部建設事務所及び南部建設事務所

平成 30 年 4 月 1 日現在において、監査の対象となる建設局北部建設事務所お

よび南部建設事務所各課の組織図は、（図 3）建設局北部・南部建設事務所の組

織のとおりである。監査の対象となるものは、道路事業に関連したもののみで

あるが、建設局北部及び南部建設事務所が行う事業は、道路に関する事業に限

らない。

・公有地の拡大の推進に関する法律に関すること

・土地収用に関すること

道路環境課

・踏切構造改良事業の調査及び計画に関すること

・無電柱化の推進に関すること

・道路及び水路に係る紛争及び訴訟の調整に関すること

・公共基準点の保全に関すること

・公共用地の取得に伴う損失補償基準に関すること

・用地事務の調査及び研究に関すること

・北部建設事務所道路建設課及び用地課（道路事業
　用地及び街路事業用地取得事務に限る）並びに
　南部建設事務所道路建設課及び用地課（道路事業
　用地及び街路事業用地取得事務に限る）との連絡
　調整に関すること

・国、首都高速道路株式会社等が建設する道路の建設
　促進に関すること

・交通安全施設整備事業の調査及び計画に関すること

・道路環境対策に関すること

道路計画課

・都市計画道路の調査及び計画に関すること

・北部建設事務所土木管理課及び南部建設事務所
　土木管理課との連絡調整に関すること

・道路及び橋りょうの新設及び改築の調査及び計画に
　関すること（道路計画課において所掌するものを除く）

・北部建設事務所道路安全対策課、用地課（交通安全
　事業用地取得事務に限る）及び道路維持課並びに
　南部建設事務所道路安全対策課、用地課（交通安全
　事業用地取得事務に限る）及び道路維持課との連絡
　調整に関すること

・道路及び橋りょうの新設及び改築の調査及び計画に
　関すること（国道、県道並びに1級及び2級幹線市道に
　係るものに限る）

・都市計画法第65条に規定する許可（他の所管に属す
　るのものを除く）に関すること

・立体交差事業の調査及び計画に関すること

土木部 土木総務課建設局
・道路及び水路に係る認定、廃止及び変更に関すること
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（図 3）建設局北部・南部建設事務所

なお、北部建設事務所及び南部建設事務所の職員数は、下記の通りとなる。

（表 8）北部建設事務所及び南部建設事務所の職員数

課 北部建設事務所 南部建設事務所

土木管理課 26 名 20 名

道路安全対策課 20 名 13 名

道路建設課 12 名 11 名

用地課 11 名 11 名

道路維持課 26 名 24 名

・道路及び橋りょうの新設及び改築に関すること。

　（国道、県道並びに1級及び2級幹線市道に係るものに限る）

・他の所管からの依頼による土木工事の設計及び監督に

　関すること

・区役所の道路修繕及び道路清掃に係る総合調整に
　関すること

道路維持課
・道路及び橋りょうの維持及び清掃に関すること

・道路緑地の管理に関すること

・道路案内標識の管理に関すること

道路建設課

・都市計画道路の整備に関すること

用地課

・道路、街路（他の所管に属するものを除く）、河川、水路
 及び下水道の事業用地の取得に関すること

・無電柱化の整備に関すること

・道路案内標識の整備に関すること

・開発行為に係る道路の指導に関すること

・無電柱化に係る路線の指定及び占用許可に関すること

・自費施行の承認に関すること

・道路及び水路の事故に関すること

・公共基準点の使用承認及び成果表の交付に関すること

道路安全対策課

・道路及び橋りょうの新設及び改築に関すること

　（道路建設課において所掌するものを除く）

・橋りょうの補修に関すること

・交通安全施設の整備に関すること

・私道整備の助成に関すること

・特殊車両の通行許可及び認定に関すること

北部・南部建設事務所 土木管理課建設局
・道路及び水路の境界の明示確認に関すること

・区域線測量の推進に関すること

・道路台帳の整備及び管理に関すること

・道路及び水路の占用許可に関すること

・開発行為に係る道路及び水路の協議に関すること
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第４ 監査の結果及び意見

Ⅰ 建設関連

１ 都市計画道路の計画に関する監査の結果及び意見

１．都市計画道路の概要

（１）都市計画道路に関する計画

① さいたま市道路網計画

市は、人口減少、高齢化社会に対応し、低炭素型のコンパクトなまちづ

くりを実現する効率的な道路ネットワークを構築するため、平成 24 年度

に道路網計画を策定し、都市計画道路の抜本的な見直しを進めている。

当該道路網計画は、さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平

成 26 年～30 年）の上位計画として位置付けられ、以下の 5 つを基本方針

としている。

＜道路網計画の基本方針＞

・都市計画の目標と整合を図ります

・都市づくりの基本戦略（将来都市構造のあり方）と整合を図ります

・不確実性を考慮します

・代替措置の可能性を検討します

・財政へ配慮します

また、道路網計画を実現するため、都市計画道路の計画や整備を時間管

理するために道路網形成プログラムを定め、都市計画道路の必要性や事業

化の目処に合わせて、都市計画道路を以下の類型Ⅰから類型Ⅴの 5 つの類

型に分類している。

（図 4 路線類型）
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（出所：さいたま市道路網計画）

道路網計画では、道路網の前提となる人口動向を整理し、道路網計画の

対象とする路線を設定し、都市構造と道路の役割・機能の 2 つの観点から

評価・検討している。具体的には、以下の手順により市が目指す道路網計

画を定めている。

(ア) 前提条件の整理

道路網計画の目標年次は、都市計画の目標年次である平成 42 年度

としている。平成 42 年度における夜間人口、就業人口、従業人口を

推計した結果、夜間人口はやや広い範囲となるものの、両者は概ね同

一区域となった。これを受け、対象路線を設定している。

（図 5）2030 年における人口予測と人口密度

夜間人口の密度（平成 42 年度）従業人口の密度（平成 42 年度）

（出所：さいたま市道路網計画）

(イ) 対象路線の設定

道路網計画は、市の道路ネットワークを規定する計画であり、走行

性が高い路線が対象とされる。そのため、都市計画道路に加えて都市

計画決定していない以下の道路も評価対象路線として設定している。
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＜対象路線＞

①高速道路（高速自動車国道、自動車専用道路）

②国道 （一般国道）

③県道 （主要地方道、一般県道）

④市道 （幅員 12m 以上）

(ウ) 道路網計画の検討

都市構造（「４）路線の評価」における STEP1）と道路の役割・機

能（「４）路線の評価」における STEP2）の 2 つの観点から路線を評

価している。

（出所：さいたま市道路網計画）

(エ) 路線の評価

STEP1 都市構造からみた評価

都市づくりの基本戦略（将来都市構造のあり方）を踏まえ、都市構

造の観点から路線を評価している。

評価指標としては、拠点のあり方、骨格的な交通体系のあり方、骨

格的な土地利用のあり方の考え方に合わせて、以下の４つの指標を設

定している。
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【評価 A：適切な市街地の誘導】

市街地の拡大を抑制し、コンパクトな都市空間を創出していく

ことが示されており、市街地の拡大を誘発するような道路整備を

抑制する観点から評価する。

【評価 B：都市の骨格に資するネットワーク形成】

移動の速達性、快適性、安全性の向上に寄与する広域的な幹線交

通ネットワークを評価する。

【評価 C：拠点の形成】

拠点は、都市の活力を牽引する重要な場であることから、拠点の

形成に資する路線を評価する。

【評価 D：市街地開発事業との整合性】

市街化区域については、良好な生活を送ることができる市街地

の形成が求められることから、良好な市街地の形成に寄与する路

線を評価する。

STEP2 道路の役割・機能からみた評価

都市計画の目標を踏まえ、道路に期待される役割・機能の観点から

路線を評価し、経済、社会、環境の考え方に合わせて、以下の 8 つの

評価指標を設定している。

【評価 1：拠点間の連携強化】

都心、副都心などの拠点間の移動性の向上を支える道路ネット

ワークを形成することで、地域経済の活性化に資する路線は評価

する。

【評価 2：周辺市との交流拡大】

周辺自治体との交流性の向上を支える道路ネットワークを形成

することで、地域経済の活性化に資する路線を評価する。

【評価 3：ボトルネック交差点の解消】

活発な産業活動を支えるためには、ヒト・モノが円滑に移動でき

るようにする必要があることから、市内の移動の円滑化に資する

路線を評価する。

【評価 4：移動時の安全性の向上】

日常生活において安全に移動できる都市環境の向上に資する路

線を評価する。

【評価 5：救急医療施設へのアクセス性】

突発的な事故や急病人等が生じた場合に、医療施設への早急な
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運搬に資する路線を評価する。

【評価 6：緊急輸送のためのネットワーク形成】

災害が発生した際に、被害を 小限に抑え、ヒト・モノの緊急輸

送に資する路線を評価する。

【評価 7：鉄道駅周辺の歩行者、自転車の走行空間の確保】

鉄道駅周辺での快適な回遊を実現するため、歩行者や自転車の

走行空間の形成に資する路線を評価する。

【評価 8：バスの移動性の向上】

誰もが容易に都市機能を利用できるようにするため、バスの円

滑な移動に資する路線を評価する。

STEP1 及び STEP2 の結果を受けて、未整備の路線を廃止候補路

線と存続候補路線に分類している。さらに、廃止候補路線を都市構造

上廃止すべき路線と都市構造面と道路の役割・機能面で評価されなか

った路線に分類している。

（表 9）未整備路線の分類

整備状況
今後の

取り扱い
評価の理由 凡例

未整備路線

廃止候補

路線

都市構造上廃止すべき

路線
評価 A に該当

都市構造面と道路の役

割・機能面で評価され

なかった路線

評価 B～D
かつ評価 1～8 で該

当しなかった路線

存続候補

路線

都市構造面と道路の役

割・機能面で評価され

た路線

評価 B～D
かつ評価 1～8 で該

当した路線

整備済路線 ― ―
整備済及び整備中

の路線

（出所：さいたま市道路網計画）

(オ) 道路網の検討

STEP1 及び STEP2 のいずれかの条件に当てはまる箇所を望まし

い道路網の検討（「５）道路網の検討」における STEP3）対象として

いる。そのうえで、全体が道路網となっているのかを検討している。

STEP3 望ましい道路網の検討

路線の評価結果を取りまとめたものが、さいたま市に適した道路網

となっているかの検討を行っている。具体的には、廃止候補路線を廃
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止した場合などの将来交通への影響を確認している。また、将来生じ

ると考えられる様々な状況を想定し、それらの対処について検討して

いる。当該検討は、検討ケースの設定、ネットワークパフォーマンス

の検証により行っている。

また、将来人口の見込みや、将来時点における広域的な幹線道路の

整備進捗状況など、路線評価の前提条件には不確実性が含まれている。

そのため、将来、自動車交通量の増加を招く可能性がある不確実性の

要因を想定し、廃止候補路線のうち前提条件が変化した場合に整備の

意義が生じる路線は予定路線と位置付けている。

(カ) さいたま市が目指す道路網計画

路線の評価結果を取りまとめた道路網（案）に、将来の不確実性に

対応する予定路線を加えたものは以下の通りとなり、これを望ましい

道路網としている。

（表 10）さいたま市が目指す道路網計画における路線

道路名 路線数 総延長

高速道路 4 路線 約 40 ㎞

国道 10 路線 約 95 ㎞

県道 35 路線 約 183 ㎞

市道 142 路線 約 191 ㎞

総路線数 191 路線 約 509 ㎞
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（図 7）さいたま市が目指す将来の道路網イメージ図

（出所：さいたま市道路網計画）

② 道路網形成プログラム

道路網形成プログラムでは、道路網計画の実現に向けて、未整備の都市

計画道路を類型化し、道路の整備や都市計画の見直し等について時間管理

するものである。

道路網形成プログラムは、①さいたま市道路網計画で定めた道路網（道

路網（案）及び予定路線）のうち、未整備の都市計画道路を 5 分類に類型

化している。類型Ⅰ（存続路線）・Ⅱ（存続候補路線）は道路整備の実施

や多様な実現手法を検討するとしている。類型Ⅲ（廃止候補路線・予定路

線）・Ⅳ（廃止候補路線）は、市が目指す都市構造等を踏まえて、関係権

利者や地元自治会等の意見を伺いながら、都市計画の廃止に向けた取り組

みを進めていくとしている。類型Ⅴ（予定路線）は、必要に応じて都市計

画決定を検討するとしている。
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③ さいたま市道路整備計画

合併以前に計画された都市計画道路は市街化が進み人口が密集した地

域に多く計画されており、また政令指定都市移行後は、県管理の道路も移

譲されたなどの理由が重なり、政令指定都市の中でも特に整備が遅れてい

る状況であった。

（図 8）都市計画道路（幹線道路）整備率（平成 24 年度末）

（出所：さいたま市道路整備計画（第 2 期） さいたまのみちづくり）

具体的な都市計画道路の整備率は、平成 24 年度末ではさいたま市は

47％、政令指定都市平均が 72％であった（都市計画道路（幹線道路）整

備率（平成 24 年度末）より）。平成 27 年度末の都市計画現況調査におい

ても、さいたま市が 57％（＋10 ポイント）、政令指定都市平均が 77％（＋

5 ポイント）であり、整備率において依然として政令指定都市の中で 下

位となっている。

そのため、市における幹線道路整備をより効率的かつ効果的に推進する

ため、平成 20 年度に「さいたま市道路整備計画（計画期間：平成 21 年～

25 年）」を策定し、5 年ごとに期間を区切り、優先的に整備する路線を定

めた。

④ さいたま市道路整備計画（第 2 期）

③の計画策定から 5 年間経過後に、計画の見直しを行い、平成 26 年度

に「さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30 年）」
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を策定した。

第 2 期計画では、少子高齢化、将来的な人口減少など社会情勢の変化に

対応するため、都市計画道路の見直しを進める「さいたま市道路網計画」

を上位計画に加えるとともに 新たに設定した「都市の機能強化を図る道

路整備」「効果的・効率的な道路交通円滑化対策の推進」「安全・安心な都

市生活に資する道路整備」の 3 つの方針に基づき、優先的に整備する道路

を選定している。

また、慢性的な渋滞等の緊急性の高い交通課題の解消に向けて、即効性

の高い事業をすすめるため、通常の路線整備の他に渋滞の原因となってい

る右折レーンのない（狭い）交差点の局所的整備を進める新しい考え方を

取り入れている。

（図 9）さいたま市道路整備計画（第 2 期）の位置づけ

（出所：さいたま市道路整備計画（第 2 期））

さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30 年）に

おいては、道路整備の効果は、以下の指標を使用して PDCA サイクルに

より評価することとしている。
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（図 10）道路整備の効果

（出所：さいたま市道路整備計画（第 2期））

一般的に、PDCA サイクルとは、生産・品質などの管理を円滑に進める

ための業務管理手法の一つであり、（1）業務の計画（plan）を立て、（2）
計画に基づいて業務を実行（do）し、（3）実行した業務を評価（check）
し、（4）改善（action）が必要な部分はないかを検討し、次の計画策定に

役立てる手法のことをいう。

さいたま市では、道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30
年）において PDCA サイクルを実施している。

（２）幹線道路整備事業に関する当初予算額及び決算額

市の平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 か年の幹線道路整備事業に関

する当初予算額及び決算額は以下のとおりである。

（表 11）平成 27 年度から平成 29 年度の幹線道路整備事業に関する当初

予算額と決算額

（単位：百万円）

当初予算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

広域幹線道路整備 8,029 7,382 7,259
市内幹線道路整備 3,744 3,197 3,339

（単位：百万円）
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決算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

広域幹線道路整備 2,502 2,595 3,569
市内幹線道路整備 2,676 2,769 1,858

（３）さいたま都市計画道路の状況

さいたま市の都市計画道路は、162 路線 370,700m となっている。

（表 12）さいたま市の都市計画道路

道路の区分 路線数 延長（m）

自動車専用道路 3 21,370
幹線街路 143 342,450
区画街路 13 5,960
特殊街路 3 920
合計 162 370,700

なお、各道路の機能等については、以下のとおりである。
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（表 13）各道路区分の機能等についての説明

道路の区分 道路の機能等

自動車専用道路 都市間高速道路、都市高速道路、一般自動車道等

の専ら自動車の交通のように供する道路で、広域

交通を大量でかつ高速に処理する。

幹線街路 主要幹線

街路

都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し

都市に出入りする交通や都市内の枢要な地域間相

互の自動車交通の用に供する道路で、特に高い走

行機能と交通処理機能を有する。

都市幹線

街路

都市内の各地区又は主要な施設相互間の交通を集

約して処理する道路で、居住環境地区等の都市の

骨格を形成する。

補助幹線

街路

主要幹線街路又は都市幹線街路で囲まれた区域内

において幹線街路を補完し、区域内に発生集中す

る交通を効率的に集散させるための補助的な幹線

道路である。

区画街路 街区内の交通を集散させるとともに、宅地への出

入り交通を処理する。また、街区や宅地の外郭を

形成する、日常に密着した道路である。

特殊街路 自動車交通以外の特殊な交通の用に供する次の道

路である。

① 専ら歩行者、自動車又は自転車及び歩行者のそ

れぞれの交通の用に供する道路

② 専ら都市モノレール等の交通の用に供する道

路

③ 主として路面電車の交通の用に供する道路

（出所：実務者のための新都市計画マニュアルⅡ）



40

２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）さいたま市道路網計画

は、将来のさいたま市

に本当に必要である

か。

①関係者へ質問するとともに、「都市計画

道路の見直し」を閲覧し、他の計画との

整合性を検討する。

②区画整理区域と連続する道路の接続が

廃止候補路線（類型Ⅳ）、存続候補路線

（類型Ⅱ）になっていないか検討する。

（２）PDCAサイクルが適切

に運用されているか

どうか。

①関係者へ質問するとともに、評価過程を

閲覧し、公表されている通りに評価を行

っているかを検討する。

②公表されている評価方法が適切である

か検討する。

③計画と実績を対比し、計画の実現可能性

を検討する。

３．実施結果

（１）計画は、将来のさいたま市に本当に必要であるか。

都市計画道路の見直しとして策定された道路網計画であるが、評価結果を

基にした都市計画道路への反映の要否検討、計画の実現可能性があいまいで

ある。例えば、公表されている評価手順について確認すると、評価は総合的

に勘案するものではなく、STEP1（都市構造）の 4 指標（うち評価 A のみ

見直しを求める指標）と STEP2（道路の役割・機能）の 8 指標を検討し、

各指標が必要とする路線を取捨選択せずに全てを抽出している。結果として、

都市構造の観点から優位性の高い路線、経済の観点から優位性の高い路線、

生活の観点から優位性の高い路線、環境の観点から優位性の高い路線がそれ

ぞれの視点で選ばれ、必要な道路網は整備済の路線を含め 193 路線、総延長

約 507km が選定されている。廃止手続済を含めて廃止候補路線として評価

された路線は、わずか 25 路線約 45kmであった。現在整備中の路線は 19 路

線であり、ヒアリングによると、193 路線のうち約 180kmが未整備の状態と

のことである。 近の予算の執行状況から算定した進捗は年に 2～3km 程度

のため、少なくとも着手してから 60 年～90 年はかかることとなる。

年々削減される予算や日本の総人口が減少することを鑑みると、いかに計

画をスリム化し、本当に必要な路線なのかを見極めることが重要となる。こ

の点、12 ある指標のいずれにも該当せず、必要性がないと判断されたとこ

ろだけを外し、総合的な判断をしないままでは、抜本的な見直しをしたとは

いえない。
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（指 摘）都市計画道路の見直しについて

都市計画道路の見直しとして策定された道路網計画であるが、評価結果を

基にした都市計画道路への反映の要否検討、計画の実現可能性があいまいで

ある。廃止手続済を含めて廃止候補路線として評価された路線は、わずか 25
路線約 45kmであり、整備中の 193 路線のうち約 180kmが未整備の状態であ

る。 近の予算の執行状況から算定した進捗は年に 2～3km 程度のため、少

なくとも着手してから 60 年～90 年はかかることとなる。

年々削減される予算や日本の総人口が減少することを鑑みると、いかに計

画をスリム化し、本当に必要な路線なのかを見極めることが重要となる。こ

の点、12 ある指標のいずれにも該当せず、必要性がないと判断されたとこ

ろだけを外し、総合的な判断をしないままでは、抜本的な見直しをしたとは

いえない。都市計画道路については、今後の見直し作業を有意義なものとす

るために、総合的な判断をすることを検討すべきである。

（意 見）道路網計画の目標年次について

「さいたま市道路網計画」では時間軸の決定はしないこととなっているが、

「都市計画道路の見直し」資料を見る限りでは、そこに描かれた存続路線・

存続候補路線を含めて目標年次である 2030 年には整備されるかのような印

象を与えている。現在の資料のままでは、市民に誤解を与えかねないため、

限られた予算を整備中路線に集中的に配分するためにも、公表の際には目標

年次である 2030 年までに着手する道路と着手しない道路について示してお

くなど、市民に誤解を与えないようにする必要がある。

（意 見）区画整理区域と連続する道路が廃止候補路線、存続候補路線とな

っていることについて

現在、市として施行中の（市 24）指扇の区画整理と隣接して南北に伸び

ている大谷場高木線は廃止候補路線（一部存続候補路線）、東西に長く伸び

ている指扇宮ヶ谷塔線は存続候補路線（一部廃止候補路線）となっている。

存続候補路線は、廃止はされていないものの、少なくとも 20 年以内に着

手することが難しく、見通しが立たない路線となる。

（市 24）指扇の区画整理については、都市計画決定が平成 16 年 4 月 15
日、当初事業計画公告日が平成 17 年 10 月 11 日、事業期間は平成 17 年 10
月 11 日から平成 42 年 3 月 31 日であるが、平成 30 年 3 月 20 日に事業期

間の延伸を含めた第 2 回目の事業計画の変更が行われており、工事の進捗が

芳しくないことを窺わせる。

道路事業と区画整理事業の両者が連携し、整合性を図りつつ、長期的な観
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点から、方向性の検討が必要である。

（２）PDCA サイクルが適切に運用されているかどうか。

① PDCA サイクルの適用とその期間について

都市計画課の所管である①さいたま市道路網計画及び②道路網形成

プログラムでは、5 年ごとに 5 分類の見直しは実施しているものの、

PDCA サイクルは実施していないとの回答であった。

「さいたま市都市計画マスタープラン」では、都市計画のマスタープ

ランは「地域別まちづくり構想」や「個別・関連計画」により推進され

るため、「全体構想」の進捗状況の把握・評価は、「地域別まちづくり構

想」や「個別・関連計画」を PDCA サイクルにより評価し、その評価を

フィードバックすると明示している。道路網計画や道路網形成プログラ

ムは「個別・関連計画」に含まれるものである。

一方、さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30
年）は、PDCA サイクルの評価期間を 1 年ごとではなく、5 年単位で考

えている。

民間企業にて中長期の計画を立案した場合には、単年度にて計画の進

捗状況を評価することが可能であり、評価指標（売上等）も容易に確認

できるため、PDCA サイクル評価期間は計画期間内で短期的（例えば 1
年ごと）となり、適宜計画を変更していくことが可能となる。

これに対し、地方公共団体等が行う社会資本の整備を進めるにあたり

国が支援する制度において、整備計画の評価期間は 3 年から 5 年とな

っている。また、整備計画の評価は、「中間評価」については中間年度

の終了後、「事後評価」については期間の終了後とされている。

（指 摘）PDCA サイクルの適用について

「さいたま市都市計画マスタープラン」では、都市計画のマスタープ

ランは「地域別まちづくり構想」や「個別・関連計画」により推進され

るため、「全体構想」の進捗状況の把握・評価は、「地域別まちづくり構

想」や「個別・関連計画」を PDCA サイクルにより評価し、その評価を

フィードバックすると明示している。

市民にとって有益な都市計画道路とするためにも道路網計画におい

ては、整備における時間軸を含めて PDCA サイクルを実施すること、

道路網形成プログラムおいては、道路整備の実施、多様な実現手法の検

討、廃止に向けた取り組みに対して明確に成果指標を定めて PDCA サ

イクルを実施することが必要であると考える。
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② 公表されている指標について

さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30 年）

で公表されている指標は、下記のとおりである。なお、この指標は道路

整備の効果として目標設定されているものであり、方針 1～3 まで、4
つの指標が設定されている。

指標 1：都心・副都心間アクセス時間合計

⇒平成 30 年度完了予定路線を見極めながら、第 3 期計画制

定時に測定し、検証実施予定とのことである。

指標 2：緊急輸送道路の 4 車線化率

⇒平成 25 年度末 42.1％のところ、平成 30 年度末では、

48.9％を目標としている。平成 29 年度の進捗状況につきヒ

アリングした結果からは、平成 30 年度の目標指標の達成は

困難であるとのことである。

指標 3：主要渋滞個所数

⇒平成 25 年度末で未対策箇所が 59 か所のところ、平成 30
年度末までに 3 か所の渋滞解消を目標としている。平成 29
年度の進捗状況をヒアリングした結果から、路線整備の完

了箇所に渋滞ボトルネック交差点が含まれている箇所があ

り、平成 30 年度の目標指標の達成は困難であるとのことで

ある。

指標 4：歩道整備延長

⇒平成 30 年度末までの目標は、歩道を 12.6km 整備すること

である。平成 29 年度の進捗状況につきヒアリングの結果か

らは目標指標の達成は困難であるとのことである。

さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30 年）

の振り返りは現在実施中とのことである。近年は国庫補助金が減少する

等、事業を進めるにあたり予算執行への影響も考えられ、道路整備の効

果として掲げた 4 つの指標である「都心・副都心間アクセス時間合計」

「緊急輸送道路の 4 車線化率」「主要渋滞個所数」「歩道整備延長」は、

平成 30 年度末及び平成 42 年度末にて目標未達が見込まれる指標が多

いため、第 3 期の評価指標は見直す予定であるとのことである。

（意 見）道路整備計画による効果の指標の見直しについて

公共事業での評価期間は、民間企業の評価期間よりも長くなることは
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否めないが、目標年次が近づいてきているため、できる限り PDCA サ

イクルの評価期間は短期間とし、柔軟に計画を変更していく必要がある。

さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30 年）

では、4 つの指標をかかげている。上述のとおり、一部の指標では平

成 30 年度末の目標から遅れている。さらに 10 年後である平成 42 年

度末については、達成できない可能性が高い。

第 3 期については、社会情勢の変化を踏まえた適切な目標設定を行

い、効果的な PDCA サイクルを実施されたい。また、公共事業での評

価期間は、民間企業の評価期間よりも長くなることを勘案すると、5
年の評価期間は長期といえるため、中間時点での評価実施についても

検討すべきである。

③ 計画と実績の比較及び計画の実現可能性について

平成 42 年度を目標年次としている道路整備計画であるが、予算面や

計画中の地権者との交渉など様々な面から実現可能性が低い状況にな

っている。都市計画道路の計画決定は昭和時代というものも散見さ

れ、計画策定から 50 年余り経過していること、その後何年かかるかも

不透明である。

（表 14）道路整備計画路線の執行状況（計画・実績）

（単位：百万円）

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

計画 10,747 10,372 10,931 11,475
実績 5,549 4,180 4,137 4,816
執行率 52% 40% 38％ 42％

平成 26 年度から平成 29 年度までの計画策定時に想定していた事業

費に対する決算額の割合は平均で 43％であり、平均執行金額は 4,671
百万円である。

公表されている「さいたま市道路整備計画（第 2 期）（計画期間：平

成 26 年～30 年）」において、「さいたま市道路網計画」の目標年次

（平成 42 年度末）の幹線道路の整備イメージが掲載されている。これ

は、道路整備計画の策定時に平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年

計画と同程度の水準で整備が進んだ場合を想定して作成されていると

のことであった。平成 26 年度から平成 29 年度までの計画値の平均は

10,880 百万円程度であり、それを前提とすると平成 26 年度から平成

42 年度までの計画額は 184,965 百万円程度と試算される。
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また、平成 26 年度から平成 29 年度までの平均執行額は 4,670 百万

円程度となり、当該執行額で平成 42 年度まで進捗する場合、平成 42
年度までの実績の想定額は 79,392 百万円、計画額から実績の想定額を

差し引いた残額は 105,573 百万円と算定される。また、計画額から実

績の想定額を差し引いた残額 105,573 百万円を平均執行金額 4,670 百

万円で除した超過期間は 22 年程度となる。

現状の予算額と決算額の状況で考えると、「さいたま市道路整備計画

（第 2 期）（計画期間：平成 26 年～30 年）」において示されている

「さいたま市道路網計画」の目標年次（平成 42 年度末）の幹線道路の

整備イメージの完成までの事業期間は当初予定していた倍以上かかる

ことになる。当該執行額が続くようであれば、新たな路線整備を行う

ことは困難な状況である。

（意 見）「道路整備計画」の実現可能性について

平成 26 年度から平成 29 年度までの計画策定時に想定していた事業

費に対する決算額の平均執行金額は 4,670 百万円程度である。これは

計画に対し平均で 43％の事業しか実施できていない状況であり、当該

執行額で平成 42 年度まで進捗する場合、幹線道路の整備イメージの完

成までの事業期間は当初予定していた倍以上かかることになる。

総人口が減少し、予算が年々削減される前提や、自動車の交通量が

減少する前提を具体的に見積もった結果や用地買収の難航により事業

期間が予定通りにならないこと等、長期にわたり、計画の具体的な見

通しを立てられない現状を鑑みると、現在の整備状況を考慮しながら

次期以降の整備計画を策定する必要がある。
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２ 既存道路の改良（右折レーンの設置等）に関する監査の結果及び意見

１．既存道路の改良（右折レーンの設置等）の概要

さいたま市は、「首都圏渋滞ボトルネック対策協議会」において、市内の

市管理交差点のうち、59 か所の渋滞ボトルネック交差点の存在が指摘され

ている。この協議会での指摘を踏まえ、市では、道路整備計画（第 2 期）の

中で、通常の路線整備の他に、新たに渋滞の多い交差点を先行整備する、よ

り効率的な手法を取り入れることで、即効性の高い右折レーンの設置等を通

じて渋滞ボトルネック交差点の解消に努めている。

２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）既存道路の改良（右

折レーンの設置等）

の対象抽出方法に問

題はないか。

①関係者へ質問するとともに、対象路線

を閲覧する。

②抽出された路線への整備着手は、実現

可能なものであるか、現在の状況を踏

まえたうえで検討する。

３．実施結果

（１）既存道路の改良（右折レーンの設置等）の対象抽出方法に問題はないか。

関係者へ質問した結果、都市計画道路と都市計画道路の交差点にかかる整

備状況を踏まえて、特に先に整備した方が良いであろう箇所だけを対象路線

として抽出している。また、用地取得等の制約を受けるため、実際に工事に

取り掛かれる箇所としている。その結果、先行整備する交差点としては 3か

所を指定している。

右折レーンが無い交差点は、当然に右折したい車両が連なると詰まってし

まうため、抽出の条件として、右折レーンが無く、現道を拡幅する計画を持

つ都市計画道路同士が交差している交差点を抽出している。



47

（図 11）交差点改良イメージ図

（出所：都市計画道路本町通り線（鈴谷交差点）事業計画に関する説明会）

また、事業費全体の予算から考えても、これまでの路線的な整備も引き続

き行うことを考慮すると、計画策定時には 5年間で 3か所程度が妥当な状況

である。

平成 29 年度の進捗状況につきヒアリングしたところ、路線整備の完了箇

所に渋滞ボトルネック交差点が含まれている箇所があり、その他にも、平成

29 年度までに東町交差点（大宮区東町）と鈴谷交差点（中央区鈴谷）の 2 か

所の整備に着手している。東町交差点については平成 28 年 12 月、鈴谷交

差点については平成 30 年 1 月に説明会を実施している。

ただし、平成 30 年度末を基準として、平成 42 年度には、渋滞箇所を 21
か所減らすことを目標としているが、予算の状況を考えると、現ペースで達

成可能であるかは、不透明である。

（意 見）他の機関との連携について

交差点の整備については、市だけで進めることができるわけではなく、警

察との調整も必要となってくる。両者の言い分が異なる場合、調整が難航す

ることになる。交通管理者である警察と意思疎通を図りながら、協議期間を

できるだけ短くするよう努め、早期の事業化に向け取り組むべきである。
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３ 用地取得に関する監査の結果及び意見

１．用地取得に関する業務の概要

道路等の整備をする際には、必要な用地を地権者から譲り受ける必要が

ある。用地取得の際は、適正な土地価格を算定するとともに、建物や工作

物等が支障となる場合は、権利者に建物や工作物等の移転や撤去にかかる

費用を補償している。

用地取得には、任意取得と収用による取得がある。任意取得は、市と地

権者の合意を基に、契約を締結して土地の取得を行う方法であり、多くの

場合、この方法により取得される。一方、収用による取得は、土地収用法

に基づき土地を取得する方法で、任意取得による合意が成立しない場合な

ど収用委員会の裁決により、法的手続を経て土地を取得する方法である。

用地取得の手順は以下のとおりである。

(ア) 地元説明会の実施

(イ) 用地測量（面積の確定、境界確定）

(ウ) 国税局との事前協議（譲渡所得の特例対象かの確認）

(エ) 土地・建物等の調査及び積算（物件調査・評価）

(オ) 用地交渉（補償説明）

(カ) 契約（更地にて引き渡し。代金の 7割を前払し、更地を確認後に残金

支払）

(キ) 支払い（前金）

(ク) 建物等の移転、土地の引渡し等

(ケ) 支払い（残金又は一括）

(コ) 取得用地の管理（柵を立てるなど）

市では、北部建設事務所と南部建設事務所の用地課がそれぞれの管内の

道路、街路（他の所管に属するものを除く。）、河川、水路及び下水道の事

業用地の取得及び補償業務を行っている。
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２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）用地取得は手順書に

従い処理されている

か。

①関係者へ質問するとともに、用地取得に

かかる報告書等を閲覧することで、用地

取得にかかる手順書通りに実施されて

いるかを検討する。

②用地課の人員の勤務状況と報告書との

整合性について検討する。

（２）用地取得の管理は適

切になされているか

どうか。

①関係者へ質問し、用地取得にかかるスケ

ジュール管理状況を、調査報告書等を閲

覧することにより検討する。

②用地取得にかかる管理表の有無につき、

関係者への質問、管理表がある場合には

当該管理表を閲覧することにより検討

する。

３．実施結果

（１）用地取得は手順書に従い処理されているか。

用地課へヒアリングし、手順書とおりに実施していることを確かめた。ま

た、用地取得時の調査報告書を閲覧するとともに、サンプルで用地課の人員

の勤務状況を確認し、報告書との整合性を確かめた。

複数の部署へのヒアリング結果にて、ボトルネックは用地取得の進捗であ

るとの回答があった。

市の建設にかかるすべての予算につき効果的かつ効率的な執行実現のた

めにも、用地取得の業務は 適化されることが必要であり、少ない人員をよ

り効果的かつ効率的に配分することを検討するべきである。

南部建設事務所だけでも現在 700 人ほどの権利者と交渉中とのことであ

る。このことを鑑みると、案件ごとの調書があるだけでは、担当者レベルと

しては必要十分であるとしても、管理職としては個々の案件の進捗状況を適

時にすべて把握することは容易なことではなく、適時適切な進捗管理の面で

支障が生じている可能性がある。

（２）用地取得の管理は適切になされているかどうか。

関係者へ質問し、用地取得にかかるスケジュール管理状況を確かめた。担

当者は、自身の進捗管理は報告書（案件ごとにまとめたファイル）により行

っている。管理職は、担当者へ直接ヒアリングするほか、それぞれの報告書

を閲覧することで管理しているとのことである。更に、用地課の一部サンプ

ルの勤務状況（特に時間外・休日勤務）について、担当者作成の報告書と整
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合していることを確かめた。

（意 見）用地取得案件の進捗管理について

案件ごとの調書だけでなく、全案件の進捗管理表として一表を作成し、当

該一表にてすべての案件のステータスを管理されたい。これにより、各担当

者の業務進捗状況、苦慮している事象等を適時に管理職が把握することとな

り、そこから担当者へ案件ごとに掘り下げる仕組みが確立され、当該進捗管

理表により管理することで業務の進捗状況の把握と優先順位付けも容易と

なり、少ない人員の中で適時適切な配置や適切な業務配分も可能となると考

える。
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４ 行政財産（道路用地）及び未利用地に関する監査の結果及び意見

１．行政財産（道路用地）及び未利用地の概要

（１）行政財産（道路用地）及び未利用地とは

① さいたま市における財産の区分及び管理の方法

さいたま市では地方自治法第 238 条第 1 項における公有財産に関し

て同第 3 項及び第 4 項に基づき、行政財産及び普通財産に分類してい

る。

行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又

は供することと決定した財産の事をいう。行政財産の取得及び管理に関

する事務は、その事務事業を所管する局の局長が分掌（さいたま市財産

規則第 3 条）することとされている。

普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。普通財産の取

得、管理及び処分に関する事務は、財政局長が分掌するが、財政局長が

各局の事務事業に関連があると認める普通財産の取得、管理又は処分に

関する事務については、当該局の局長に分掌させることができるとされ

ている（さいたま市財産規則第 4 条）。

市では、道路事業を目的として取得した土地に関しては、行政財産、

普通財産ともに建設局において管理を行っている。

また、未利用地とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかか

わらず、長期間に渡り利用されていない土地のことをいう（国土交通省

ホームページより）。

市では、地方自治法に基づき、さいたま市財産規則を定め、財産（物

品を除く。） の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めている（さ

いたま市財産規則第 1 条）。

② 未利用地の管理について

道路に関する未利用地は、道路用地もしくは代替地等の目的で取得し

ている土地、及び道路整備の範囲外であったため整備されずに残ってし

まった土地（残地）等であり、土木総務課で管理している。未利用地の

多くが管理されない又は管理が不十分な状態にあると、ゴミの不法投棄

や防犯・防災面の不安を増大させ、地域住民の生活環境に弊害をもたら

すことが懸念されるため、未利用地の適正な管理が必要とされる。

未利用地の雑草の刈り取り等は、その土地の所有者（管理者）が行わ

なくてはならない。市が管理している未利用地についても同様である。

さいたま市財産規則によると、公有財産の管理に関しては、特に次に

掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認められるときは、速や
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かに適切な措置を取らなければならないとされている（さいたま市財産

規則第 20 条）。

・ 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

・ 公有財産が滅失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されて

いないかどうか。

・ 土地の境界が不明になっていないかどうか。

・ 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正で

あるかどうか。

・ 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

・ 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳記載事項と符

合しているかどうか。

・ 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

③ 未利用地の活用について

市では、市が所有する未利用地につき有効活用を進めており、土木総

務課で管理している先行取得用地、代替地、残地等について、有効活用

が進められている。

先行取得用地とは、過去に道路建設用に先行取得した土地のうち、工

事が開始されていない土地である。先行取得用地は行政財産であること

から、使用許可をする場合の要件が以下のように定められている（さい

たま市財産規則第 21 号）。

・ 職員又は行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売

店等の厚生施設を設置するとき。

・ 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため

に行われる講演会、研究会等の用に使用させるとき。

・ 当該行政財産を運送事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他

の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

・ 災害その他の緊急事態の発生により、市民の安全確保のため応急

的な対応として使用させるとき。

・ 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の事務遂行

上使用させることが特に必要と認められるとき。

・ 当該行政財産に隣接する土地の所有者等がその土地を利用するた

め、当該行政財産を使用させることがやむを得ないと認められる

とき。

・ 前各号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ないと認めると

き。
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（２）未利用地の状況

現在の先行取得用地（行政財産）、普通財産の保有状況と活用状況は、以

下のとおりとなる。

（表 15）未利用地保有状況及び未利用地活用状況

1）保有状況

件数 総面積（㎡） 行政財産 普通財産

179 89,158.98 145 34

2）活用状況（平成 30 年 7 月末現在）

（単位：件）

管理地 財産種類 活用状況
行政財産 普通財産 未利用 貸付 使用承認 使用許可 売払い

合計 179 145 34 156 10 8 3 2
西区 5 5 0 4 0 1 0 0
北区 16 13 3 15 1 0 0 0
大宮区 46 38 8 43 0 2 0 1
見沼区 58 52 6 48 6 3 1 0
中央区 10 6 4 8 1 0 1 0
桜区 18 14 4 17 0 0 0 1
浦和区 12 6 6 9 0 2 1 0
南区 5 4 1 4 1 0 0 0
緑区 4 3 1 4 0 0 0 0
岩槻区 5 4 1 4 1 0 0 0

２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）行政財産は適切に管

理されているか。

①関係者へ質問するとともに、一覧表を

閲覧し、普通財産とすべきものがない

かを検討する。

②行政財産から普通財産への引継ぎが適

正に行われているかを検討する。

③都市計画道路のうち廃止路線となった

付近の道路用地の管理状況を把握す

る。

（２）未利用地の活用がさ

れているか。

①関係者へ質問するとともに、現在の未

利用地を地図上にて把握し、取得・管

理が適切であるかを検討する。

②未利用地で活用されている事案が他へ

波及できないか検討する。
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３．実施結果

（１）行政財産は適切に管理されているか。

  ① 行政財産の中に道路の用途以外に利用されている行政財産がないか

について

  行政財産一覧表の閲覧、関係者への質問を行い、行政財産の中に道路

用途以外に利用されている行政財産がないかを検討した。その際、長期

にわたり公園と一体利用されている道路用地が存在していた。

通常、廃止路線上の土地については、近隣で都市計画道路としての代

替地として利用できるかどうか判断して、普通財産への引継ぎや所管替

えを検討する。本来は、廃止時に検討されているべきではあるが、従前

より堀崎中央公園に隣接する行政財産は公園の一部として利用されて

いるものの道路計画課から都市公園課への所管換えの手続は完了して

いない状況である。なお、現在も都市公園課と所管替えに向けた協議を

継続中であるとのことであった。

（指 摘）所管替え及び行政財産の棚卸しについて

従前から堀崎中央公園に隣接する行政財産は公園の一部として利用

されているものの、所管替えの手続は完了していない状況である。その

ため、堀崎中央公園に隣接する用地については、都市計画道路の用地と

して所管し、管理区分を設け、管理している。しかし、公園に隣接する

用地についての形態を確認すると、一般市民からは公園と都市計画道路

の事業用地との判別はつかない。

本来であれば、計画変更・廃止した際に普通財産にするか、所管替え

をしておくのが適切な処理となる。堀崎中央公園に隣接する都市計画道

路の事業用地については、普通財産とするか、所管替えをするのかにつ

いて確定し、適切な処理をすべきである。

また、このようなことが発生しないよう、定期的に所有財産を棚卸し、

利用の可否、所管替えの有無、普通財産への引継ぎの有無等を確認する

フローが必要である。

② 行政財産から普通財産への引継ぎについて

普通財産の引継ぎにかかる決裁文書は、後日第三者が見て、普通財産

に引継ぐ根拠及び廃止候補路線などにおいて引き続き行政財産として

活用するか否かについて、判断の過程を明確にする必要がある。現状は、

道路区域として指定された範囲を除く部分について、隣接する地権者等

からの購入意思がある土地も存在するが、その経緯は記録として保存さ
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れていない。

（意 見）普通財産の引継ぎにかかる決裁文書について

現状は、道路区域として指定された範囲を除く部分について、隣接す

る地権者等からの購入意思がある土地も存在するが、廃止候補路線など

において引き続き行政財産として活用するのかについて判断の過程が

記録として保存されていない。

判断の過程が記録された文書が残っていない場合には、将来必要とな

った際に遡って確認することが困難となる。道路にかかる検討は、数十

年と長期にわたるため、検討過程・結果は文書にて残すことが重要であ

る。

③ 都市計画道路のうち廃止路線となった付近の道路用地の管理状況に

ついて

行政財産の中で普通財産とすべきものがないかについては、特に都市

計画道路のうち廃止路線となった付近が行政財産として拘束されてい

ないかに留意した。その結果、廃止路線となった付近であっても、道路

区域として指定されている事例があった。

大間木丸ヶ崎線（廃止候補路線の都市計画継続路線）付近の細長く確

保している土地は、仮の道路として供用している。4 車線での供用を目

標としているが、2 車線であっても幹線道路を結ぶ道路として使用でき

る程度の敷地が確保できているため、2 車線にて利用を開始できるよう

工事を実施している。この場合、廃止候補路線以外が整備された後か、

社会情勢が変化し存続候補路線に変更され整備着手が確定し、前後区間

が 4 車線で整備される場合には、残りの敷地を取得し、追加的に 4 車

線へと整備することになる。大間木丸ヶ崎線は、4 車線化を前提として

土地を確保していることから、残地となっている土地の管理面積も広く、

かつ 4 車線化の見通しが立つまでに多くの時間を要することが予想さ

れることから、管理が長期化することが見込まれる

このような大規模な残地が生じている状況は、現在、大間木丸ヶ崎線

のみであるが、他の残地であっても、道路となっていない部分について

は、維持費をかけて管理し続けている。財産管理は土木総務課が、表面

管理は建設事務所が担当しているとのことである。行政財産として購入

した際に管理しやすいように整備してあるところは良いが、雑草などが

生えてしまう状況では、適宜手入れが必要となり、表面管理を担当して

いる建設事務所の負担となっている。
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（意 見）大間木丸ヶ崎線の残地管理について

行政財産として購入した際に管理しやすいように整備してあるとこ

ろは良いが、雑草などが生えてしまう状況では、適宜手入れが必要とな

り、表面管理を担当している建設事務所の負担となっている。

大間木丸ヶ崎線は、残地となっている土地の管理面積も広く、多くの

時間を要することが予想されることから、残地を簡易に舗装するなどし、

長期的な視点から可能な限り維持費のかからない方法を検討すべきで

ある。

（２）未利用地の活用がされているかについて

未利用地の活用について、関係者へ質問するとともに、現在の未利用地を

地図上にて確認し、取得・管理が適切であるかを確かめた。また、未利用地

で活用されている事例が他へ波及できないかを検討した。ヒアリングの結果、

他の都市計画道路の代替地として活用できる可能性もあるため難しいとの

回答であった。

廃止路線等の土地については、道路区域にあたるか否かによって普通財産

とするか行政財産として残すのかを検討しているとのことである。すなわち、

該当箇所が道路法で管理される土地である場合は、都市計画道路として廃止

しても、道路区域と指定しているために行政財産となっているものもある。

過去の状況からは、廃止路線や廃止候補路線の近隣の土地は、代替地として

利用する機会はほぼないように見受けられ、普通財産への切り替えも含めて

活用の方法を検討すべきである。

仮に行政財産のままとするにしても、当該財産の用途又は目的を妨げない

限度においてその使用を許可することができる（地方自治法第 238 条の 4 第

7 項）ため、更なる活用が期待される。

（意 見）行政財産の有効活用及び普通財産への引継ぎについて

廃止路線や廃止候補路線の近隣地の土地は、代替候補地という位置づけで

保有し管理していることから、行政財産となっている。しかしながら、過去

の状況からすると、当該箇所が代替地として利用される機会はほぼないよう

に見受けられる。そのような行政財産については、当該財産の用途又は目的

を妨げない限度においてその使用を許可することができることから、有効的

な活用方法を検討すべきである。

また、未利用地である行政財産を普通財産へ切り替えることも視野に入れ、

活用を検討すべきである。未利用地である行政財産から普通財産への切り替

えについては、移管可能なものから随時、手続を行っているとのことである
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が、対応の遅れが生じているものもある。未利用地である行政財産を有効活

用するためには、検討の結果普通財産に切り替えることとした場合には、速

やかに普通財産へ切り替えるべきである。

（意 見）廃止路線等の近隣土地の短期間での活用について

都市計画道路の中には、このままの状況が続くと整備が超長期となる道路

も存在する。そういった超長期で計画されている道路は、30年程度を短期と

とらえ民間に貸し出すなど活用の幅を広げることを検討されたい。

（意 見）未利用地の活用に関するシステム利用について

市の財産を有効活用するという点では、道路事業に限らず、各事業で取得

している土地（行政財産、普通財産ともに）のすべてを一つのシステムで管

理することで、より効果的な活用方法にかかる判断がしやすくなる。土地を

利用したい部署が土木総務課の地図を直接確認しに来るようなアナログな

手続も簡略化されることから、費用対効果を勘案し、検討されたい。
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５ 区域線推進事業に関する監査の結果及び意見

１．区域線推進事業の概要

市は、北部建設事務所及び南部建設事務所において、決められた区域で区

域線の測量を実施する区域線測量業務と確定された境界に基づき区域線測

量図を管理する業務を行っている。これら区域線推進事業は、市の基盤整備

に必要な官民境界の確定に向けて実施しているものである。

市の平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 か年の区域線推進事業に関す

る当初予算額及び決算額は以下のとおりである。

（表 16）平成 27 年度から平成 29 年度の区域線推進事業に関する当初予算

額と決算額

（単位：百万円）

当初予算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

区域線推進事業 400 400 400

（単位：百万円）

決算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

区域線推進事業 406 385 396

また、実施面積と累計実施済面積は以下のとおりである。

（表 17）区域線推進事業実施面積及び累計実施済面積

（単位：ha）
実施面積 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

北部実施面積 571 464 548
南部実施面積 6 44 137
実施面積合計 577 508 685

累計実施済面積 13,104 13,612 14,297

当該事業は、平成元年度から実施しているものであり、平成 23 年度から

は区域線整備推進係を組織し、重点的に事業を実施している。平成 29 年度

末の区域線の実施率は 89％になっている。また、当該事業については、総

合地震対策事業として位置づけており、平成 32 年度の完了を目標としてい

る。
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２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）区域線推進事業は実

施計画に沿って実施

されているか。

区域線推進事業の計画とその進捗につい

て関係者へ質問するとともに、関連資料を

閲覧する。

（２）区域線推進事業の実

施状況及び対処方法

は適切か。

区域線推進事業において、境界確定の実施

状況や保留となった場合についてどのよ

うな対処を行っているかについて、関係者

へ質問するとともに、関連する資料を閲覧

する。

３．実施結果

（１）区域線推進事業は実施計画に沿って実施されているか。

区域線測量業務の実施計画は、平成 32 年度完了を予定している。北部建

設事務所管内においては、平成 23 年度より年間 500haペースで事業を実施

しており、旧岩槻地区で若干の遅れはあるものの概ね順調に推移している。

また、南部建設事務所管内においても事業の進捗は良好であった。

なお、各地区の実施計画と実施状況は以下のとおりであった。

（表 18）区域線推進事業実施面積及び整備予定面積

（単位：ha）
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

整備対象面積 ― ― ― 16,060
整備実績面積 685 ― ― ―

 累計実施済面積 14,297 ― ― ―

整備予定面積 ― 611 548 604
累計整備予定面積 ― 14,908 15,456 16,060

（２）区域線推進事業の実施状況及び対処方法は適切か。

区域線を確定した際には、境界確定図が作成・更新される。
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（図 12）境界確定図の例

境界確定業務は、隣接地権者の同意のもとに実施される。同意が得ら

れず測量が実施できない場合には、境界確定図において、保留として記

録される。また、境界線について測量は行われたものの当該境界線につ

いて隣接地権者と合意に至らない場合には、境界確定図において境界線

が点線で記載されたうえで不調と記録される。保留または不調になって

いる箇所について、その後、隣接地権者から境界確認申請があった場合

は境界確認を行っている。

（図 13）保留の場合の境界確定図
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また、これらの境界確定図を作成する際には、現地写真なども撮影さ

れ、別途保管されるが、境界確定図には添付されていない。そのため、

道路上に建築物等が存在したまま境界確定を行った場合には、境界確定

図からは事後的に当該状況や現地写真などを確認できない状況になっ

てしまう。

（意 見）境界確定業務の記録の整理について

道路上に建築物等が存在したまま境界確定を行った場合には、境界確定

図からは事後的に当該状況や現地写真などを確認できない状況にある。

そのため、境界確定時に現況に建築物等がある箇所の状況を一覧で把握

できるようにまとめておくことや、システム上で、不法占用の有無などを

閲覧できるようにするなどにより、事後的にも容易に状況が確認出来るよ

うにすることが望まれる。

（意 見）境界確定時に保留又は不調となった箇所について

境界確定時に、住民との意見の相違により、保留または不調となってい

る箇所がある。平成 23 年度に区域線整備推進係の発足以降は、境界確定

にかかる写真が保管されている。しかし、区域線測量事業の終了に伴い保

留のままとされる可能性もあるため、保留または不調となった箇所につい

て区域線測量事業の終了後も継続的にフォローをしていく体制を検討さ

れたい。

（指 摘）境界確定により判明した占有地について

境界確定時の写真を閲覧すると、その中の一部が民家の庭の一部をなし

ているように見え、常識的に考えてその実質が近隣の所有者の土地と一体

となっている箇所や物置等の構築物が建設されている箇所がある。
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（図 14）実質的に近隣者の所有する土地と一体となっている場合及び物

置等の構築物が建設されている場合のイメージ図

このような箇所については、公用財産の使用状況が適切ではなく、管理の

ため必要があると認められるときは、速やかに適切な措置を取らなければな

らないとされている（さいたま市財産規則第 20 条）。そのため、単に境界線

を確定させるのみで終了とするのではなく、今後の対処方法なども隣接地権

者と協議をすることが必要である。少なくとも、隣接地権者に対して、払下

げという選択肢があることや、現状のまま放置しておくことに対する問題点

などの説明などを行い、当該状況を解消することに努め、実質的な意味で境

界確定を完了させることが望まれる。

（意 見）境界確定により判明した占有地（道路以外の官民境界）の把握に

ついて

境界確定の結果、その実質が近隣の所有者の土地と一体となっており、実

態として公有地が占用されている状況が見られた。これは道路以外の官民境

界であっても生じうる状況であると考えられる。そのため、公有財産上に構

築物等が不法に占用されている状況がないよう、市全体としても状況の把握

に努められたい。

× 外形的な家の境界

  境界確定された市の通路の範囲



63

Ⅱ 維持関連

１ 橋梁の維持に関する監査の結果及び意見

１．橋梁の維持における予算及び計画について

（１）市で管理している橋梁について

市で管理している橋梁は、942 橋（平成 29 年 3 月末現在）あり、車道橋、

人道橋、側道橋、デッキ等で構成されている。

市は、主に震災時における道路ネットワークを確保するための橋梁耐震補

強工事を行う事業と橋梁の老朽化による維持管理費の縮減のために策定し

た「橋梁長寿命化修繕計画」に基づいて修繕を実施する事業を行っている。

市の平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 か年の橋梁の維持に関する当

初予算額及び決算額は以下のとおりである。

（表 19）平成 27 年度から平成 29 年度の橋梁の維持に関する当初予算額

と決算額

（単位：百万円）

当初予算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

橋梁長寿命化修繕事業 1,505 1,373 1,348
橋梁耐震補強事業 205 386 629

（単位：百万円）

決算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

橋梁長寿命化修繕事業 1,279 1,076 993
橋梁耐震補強事業 295 207 254

（２）「さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラン」につ

いて

平成 26 年 3 月に策定された「さいたま市公共施設マネジメント計画・第

１次アクションプラン」（平成 30 年 3 月一部改訂）における橋梁管理の考

え方は以下のとおりである。
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（表 20）橋梁管理の考え方

長寿命化計画

の方向性

平成 21 年度に策定した橋梁長寿命化計画に沿って

計画的に維持管理を行う。

長寿命化計画

対象橋梁：268 橋

対象延べ面積：17.3 万㎡

長寿命化計画以外の橋梁

対象橋梁：680 橋

対象延べ面積：2.6 万㎡

長寿命化の

考え方

・5 年に１回の詳細点検結果から、現状把握及び劣

化予測を更新し、長寿命化計画の見直しを行う。

・長寿命化計画に基づき、修繕工事を確実に実施す

る。

ライフサイクル

コスト縮減の

考え方

・5 年ごとの長寿命化計画の見直しに合わせ、従来

手法である事後保全による維持管理費用との検

証を実施する。

・点検や修繕手法を 新の技術を活用し、さらにコ

スト縮減を進める。

特記事項 平成 24 年度更新の長寿命化計画では、70 年間のコ

スト縮減額は約 390 億円。

（３）「さいたま市橋梁長寿命化修繕計画」について

市は、橋梁の安全性・信頼性を確保することと維持管理コストの縮減を図

ることを目的として、平成 21 年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定し、平成

24 年度及び平成 29 年 3 月に計画の更新を行っている。

市は、管理する橋梁 942 橋（平成 29 年 3 月末現在）について、架設路線

や桁下条件などにより「重点管理橋梁」、「一般管理橋梁」、「人道橋管理橋梁」

に分類し、「重点管理橋梁」に区分した 268 橋について長寿命化修繕計画を

策定している。長寿命化修繕計画における「重点管理橋梁」、「一般管理橋梁」、

「人道橋管理橋梁」の区分は以下のとおりである。

（表 21）橋梁の区分と内容

区分 内容

重点管理橋梁 重要路線に架かる橋梁や跨線、跨道橋など第三者被

害が生じる恐れのある橋梁及び 15ｍ以上の橋梁

一般管理橋梁 重点管理橋梁以外の道路橋

人道橋管理橋梁 道路橋を除く橋梁（側道橋や横断歩道橋など）

重点管理橋梁 268 橋（平成 29 年 3 月末現在）のうち、建設後 50 年を超

えている橋梁は 29 橋で全体の約 11％であるが、30 年後にはその割合が約

84％になると想定されている。
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（表 22）橋齢分布

（出所：さいたま市橋梁長寿命化修繕計画）

（表 23）今後 30 年の橋齢比率

（出所：さいたま市橋梁長寿命化修繕計画）

市は、長寿命化修繕計画により、橋梁の損傷が顕著になってから補修する

事後保全管理から、損傷が小さいうちから計画的に補修をする予防保全管理

へ移行することで、以下の効果を期待している。

・5 年ごとに橋梁点検を行って、劣化を早期に発見し、適切な対応を行う

ことができる。

・損傷が小さいうちに計画的に補修するため、少ない費用で橋梁の安全

性・信頼性が確保できる。
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・今後 70 年間の概算事業費について試算した結果、架替えを前提とした

補修費約 856 億円が、予防保全管理を行い、橋梁を長寿命化することで

約 445 億円となり、 約 411 億円のコスト縮減が見込まれる。

また、長寿命化計画は、詳細点検の結果が反映され、5 年ごとに見直しが

行われている。国土交通省の定期点検要領（技術的助言）の道路橋定期点検

要領（平成 26 年 6 月）によると、詳細点検の結果は、部材単位と道路橋ご

とに健全性の診断を行うこととされており、診断結果は区分Ⅰ～区分Ⅳに分

類される。それぞれの状態と措置の基本的な考え方は以下のとおりである。

  （表 24）診断結果の区分の状態と措置の基本的な考え方

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分 措置の基本的な考え方

Ⅰ 監視や対策を行う必要のない状態をいう

Ⅱ 状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう

Ⅲ 早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう

Ⅳ 緊急に対策を行う必要がある状態をいう

    （出所：道路橋定期点検要領（平成 26 年 6 月））
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２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）橋梁に対する老朽化対

策の進捗状況は適切

に管理されているか

どうか。

①橋梁長寿命化工事及び橋梁の詳細点検

の実施状況について関係者へ質問する

とともに、市の資料を閲覧し、概略を把

握する。

②長寿命化修繕計画に基づいて実施が予

定される修繕工事の実施計画の策定状

況を把握する。

（２）PDCA サイクルが適切

に運用されているか

どうか。

①関係者へ質問と評価資料等の閲覧によ

り、PDCA サイクルの実施状況を把握す

る。

②計画と実績を対比し、計画の進捗状況を

把握する。

３．実施結果

（１）橋梁に対する老朽化対策の進捗状況は適切に管理されているかどうか。

平成 21 年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定してから、平成 29 年度末ま

でに 38 橋の修繕工事に着手し、そのうち 26 橋が完了している。なお、平成

29 年度については 7 橋の工事に着手し、そのうち 4 橋が当該年度中に完了

し、残り 3 橋は工事継続中となっている。

（表 25）老朽化対策の進捗状況

年度 橋数 名称

平成 23 年度 1 橋 盆栽陸橋

平成 24 年度 4 橋 合野谷橋、東大宮陸橋、鈴谷橋、岩槻跨線橋

平成 25 年度 5 橋 柳橋、八幡橋、大栄橋、びん沼高架橋、新開橋

平成 26 年度 8 橋
新大道橋、諏訪前橋、内谷橋、治水橋、第一菖蒲

跨線道路橋、西戸橋、新開橋、陣屋橋

平成 27 年度 7 橋
桜橋、羽根倉橋（上り）、高畑陸橋、大原陸橋、馬

込橋、慈恩寺橋、前原橋

平成 28 年度 6 橋
北原陸橋、西裏陸橋、榎の木橋、新平和橋、下沼

橋、新浦和橋

平成 29 年度 7 橋
鶴巻陸橋、宮ヶ谷塔橋、ねじ、山口橋、南浦和橋、

簀子橋、土呂１号橋

合計 38 橋

現時点において定められている長寿命化修繕計画の実施計画は以下のと

おりであり、平成 33 年度以降の具体的な実施計画は定められていない。
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（表 26）長寿命化修繕計画

年度 橋数 名称

平成 30 年度 3 橋 入山橋、鍛冶橋、浅間橋

平成 31 年度 6 橋
吉野陸橋、中川橋、新井橋、共栄橋（下流）、共栄

橋（上流）、戸井橋

平成 32 年度 10 橋
中川橋、大道橋、上狐橋、見沼大橋、八丁橋、合

八橋、新曲輪橋、高野橋、無名橋、浦岩橋（下り）

過去 5 年間の詳細点検の実施状況（対象橋梁数 946 橋：平成 30 年 7 月末

現在）は以下のとおりである。詳細点検は、市が管理するすべての橋梁に対

して 5 年間で一巡するように実施しているため、年間で 190 橋程度の点検

が行われている。現在、当該年度に工事を実施する橋梁の点検結果について

は詳細な情報を公表しているが、各年に実施した点検結果については特段公

表を行っていない。

（表 27）橋梁点検実施件数

年度 点検実施件数

平成 26 年度 189 件

平成 27 年度 192 件

平成 28 年度 191 件

平成 29 年度 189 件

平成 30 年度 185 件

合計 946 件

平成 27 年度から平成 29 年度の点検結果において、区分Ⅳと診断された

橋梁はなかった。また、区分Ⅲと診断された橋梁の内訳（重点管理橋梁と重

点管理橋梁以外）と件数は以下のとおりである。

  （表 28）区分Ⅲと診断された橋梁の内訳

区分 Ⅲ 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

重点管理橋梁 5 件 6 件 0 件

重点管理橋梁以外 21 件 13 件 12 件

合計 26 件 19 件 12 件

平成 27 年度から平成 29 年度の点検結果において、区分Ⅲと診断された

橋梁のうち、長寿命化修繕計画の対象となる重点管理橋梁 11 橋について今

後の修繕の実施予定は以下のとおりである。
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（表 29）今後の修繕の実施予定

橋梁名 修繕の実施計画

1 計画なし

大戸橋 計画なし

新宿橋 計画なし

大門陸橋 計画なし

西裏陸橋 実施済み

無名橋（1087） 平成 31 年度（予定）

北原橋 計画なし

境橋 架替予定

簀子橋 実施済み

岩槻橋 架替予定

念仏橋側道橋 架替予定

また、橋梁長寿命化修繕計画における修繕対策に対する事後評価に関する

目標値は、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金に基づいて策定し

ている社会資本総合整備計画により定めている。

市は、道路施設の的確な老朽化・地震対策（防災・安全）のための社会資

本総合整備計画を作成しており、当該計画による成果指標の概要は以下のと

おりである。

  （表 30）橋梁長寿命化修繕計画における事後評価目標値

項目 内容

計画の期間 平成 29 年度～平成 33 年度（5 年間）

計画の目標 道路施設の的確な老朽化・地震対策を実施する

ことにより、命と暮らしを守る生活空間の安全

確保を図る。

計画の成果目標 橋梁長寿命化修繕計画における修繕対策を実施

することにより、安全性を確保する。

定量的指標の定義 対象橋梁の補修対策完了率

橋梁長寿命化修繕計画に位置付けられた橋梁の

うち、対策完了箇所の割合を算出

算定式 修繕実施完了数／対象橋梁数（268 橋）＊100
当初現況値 平成 29 年度当初  6％
中間目標値 平成 31 年度末 11％

終目標値 平成 33 年度末 14％

また、成果指標に対する実績は以下のとおりである。現状において、中間

目標値の 11％に対して順調に進捗している状況にある。
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（表 31）成果指標に対する実績

年度 完了数 実績値
中間目標

との差異

平成 29 年度期初 22 橋 8.2％ △2.8％
平成 29 年度期末 26 橋 9.7％ △1.3％
平成 30 年度期末（見込） 29 橋 10.8％ △0.2％

（意 見）長寿命化修繕計画における修繕予定橋梁について

長寿命化修繕計画は、平成 29 年 3 月に改訂され、5 年ごとに長寿命化計

画の見直しが行われることから、当該計画の対象期間は平成 29 年度から平

成 33 年度となる。一方で、現在の長寿命化修繕計画において具体的に定め

られている個別計画は平成 32 年度までの着手計画となっており、平成 33 年

度以降の具体的な実施計画は定められていない。

長寿命化修繕計画は、5 年ごとに見直しが行われることから、少なくとも

実施計画についても平成 33 年度までは定められていることが必要である。

市の橋齢分布から、竣工後 20 年が経過している橋梁が多く、30 年後には橋

齢 50 年を超える橋梁が 81%となるため、中長期を見据えた個別の橋梁に対

する修繕計画を策定し、ピーク時点における予算の平準化を目指すことも検

討されたい。

（意 見）区分Ⅲと診断された橋梁について

平成 27 年度から平成 29 年度の点検結果において、早期に監視や対策を

行う必要がある状態とされる区分Ⅲと診断された橋梁 11 橋のうち、5 橋に

ついては長寿命化修繕工事の実施時期が定められていない。これらの橋梁は、

橋梁耐震補強工事や道路整備事業との関連や健全性の程度を考慮しながら

実施時期を明確にして可能な限り早期に対応されたい。

（意 見）診断結果の公表について

詳細点検は、対象橋梁数 946 橋（平成 30 年 7 月末現在）を 5 年間で一巡

するように実施しているが、実施した点検結果については特段公表を行って

いない。

平成 25 年の道路法改正等を受け、道路管理者は、すべての橋梁、トンネ

ル等について、5 年に 1 度、近接目視で点検を行い、健全性を 4 段階に診断

することとなっているため、市民・道路利用者に対して道路インフラや老朽

化対策の現状を発信するためにも、少なくとも重点管理橋梁については点検

結果を公表することを検討されたい。
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（２）PDCA サイクルが適切に運用されているかどうか。

市は、橋梁長寿命化修繕計画について PDCA サイクルを P：橋梁長寿命

化修繕計画、D：補修修繕工事、C：事後評価、A：橋梁点検（劣化予測式修

正）により、管理することとしている。

平成 29 年 3 月に更新された橋梁長寿命化修繕計画では、事後保全管理か

ら予防保全管理へ移行することで、今後 70 年間の概算事業費を試算した結

果、架替えを前提とした補修費約 856 億円が、予防保全管理を行い、橋梁を

長寿命化することで約 445 億円となり、約 411 億円のコスト縮減が見込ま

れるとしている。

一方、平成 24 年度に更新された長寿命化計画では、70 年間のコスト縮減

額は約 390 億円と見込まれていたが、実際にコスト削減が行われた実績に

ついては明確にされていない。

（意 見）長寿命化修繕計画におけるライフサイクルコスト削減効果の把握

について

長寿命化修繕計画では、事後保全管理から予防保全管理へ移行することで、

今後 70 年間の概算事業費を試算した結果、架替えを前提とした補修費約

856 億円が、予防保全管理を行い、橋梁を長寿命化することで約 445 億円と

なり、約 411 億円のコスト縮減が見込まれるとしている。平成 24 年 6 月に

策定された「さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラ

ン」（平成 30 年 3 月一部改訂）においてもライフサイクルコスト縮減の考

え方において、5 年ごとの長寿命化計画の見直しに合わせ、従来手法である

事後保全による維持管理費用との検証を実施するとあることから、将来推計

によるコスト削減効果の算定のみではなく、長寿命化修繕計画により実際に

コストが削減できているかについて実績ベースでの効果測定も実施された

い。個別ケースでの分析結果を橋梁の補修計画に反映させることでより効果

的な修繕計画とすることが期待できる。
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２ 道路の維持・管理に関する監査の結果及び意見

２．道路の維持・管理について

（１）市で管理している道路について

市で管理している道路のうち、主要な路線の路線数と路線延長は以下のと

おりである。

（表 32）主要な路線の路線数及び路線延長

路線 路線数（本） 延長（ｍ）

一般国道（直轄を除く） 2 46,308
主要地方道 14 109,032
一般県道 24 91,360
市道 21,293 3,909,674
合計 21,333 4,156,374

（平成 30 年 4 月 1 日現在）

市は、道路パトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道路附属物など

の損傷箇所を修繕している。また、舗装点検要領（平成 28年 国土交通省）

に基づいて、対象路線において、ひび割れ率、わだち量、IRI（国際ラフネ

ス指標）等により診断を行っている。IRI は、平成 19 年 6 月に社団法人日

本道路協会から開示された、「舗装路面の凹凸」に関する評価指数のことを

いう。

市の平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 か年の道路の維持管理に関す

る当初予算額及び決算額は以下のとおりである。

（表 33）平成 27 年度から平成 29 年度の道路の維持管理に関する事業

の当初予算額と決算額

（単位：百万円）

当初予算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

道路修繕事業 2,887 2,955 2,869

（単位：百万円）

決算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

道路修繕事業 3,288 2,975 3,229

（２）さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプランについて

市では、全市的・総合的な視点から公共施設の効果的かつ効率的な管理運

営を推進するために平成 24 年 6 月に、施設分野別の個別方針や更新等のあ

り方を記載した「さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1次アクション
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プラン」を策定している（平成 30 年 3 月一部改訂）。

当該アクションプランにおける道路（舗装）管理の考え方は以下のとおり

である。

    （表 34）道路（舗装）の考え方

長寿命化計画の

方向性

道路（舗装）の計画的な施設管理を行うため、平成

25 年度に市が管理する国道と県道及び主要市道の

一部区間について、予防保全型の道路（舗装）維持

管理計画を策定する。

長寿命化計画の対象

国道、県道、主要市道の一部区間

長寿命化以外の対象

上記以外の道路

長寿命化の

考え方

適切な管理手法と維持コストの適正化を図るため

・路面性状調査を定期的に実施し、現状の把握を行

う。

・修繕を行う管理基準を定め、修繕方法を精査し維

持管理計画を策定する。

ライフサイクル

コスト縮減の

考え方

・道路（舗装）維持管理計画の見直しに合わせ、事

後保全による維持管理費用との検証を実施する。

・調査や修繕手法に 新の技術を活用し、さらにコ

スト縮減を進める。

特記事項 今後、完成する主要市道はアクションプランの見直

しに合わせ維持管理計画に組み入れる。

    （出所：さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラ

ン）

（３）舗装点検要領について

国土交通省は、平成 28 年 10 月に定期点検要領（技術的助言）の一つとし

て舗装点検要領を公表している。舗装点検要領では、舗装の長寿命化・ライ

フサイクルコスト（LCC）の削減など効率的な修繕の実施にあたっての基本

的な事項を示している。

舗装の点検の実施にあたっては、道路の分類をＡ～Ｄに区分して点検を行

うこととしている。区分Ａ～区分Ｄの分類は以下のとおりである。
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（表 35）舗装点検における道路の分類

分類 内容

Ａ 高規格幹線道路など求められるサービス水準が高い道路

Ｂ 大型車交通量が多い道路、舗装が早期劣化する道路、その他道

路管理者が同様の管理とすべきと判断した道路

Ｃ 大型車交通量が少ない道路、舗装の劣化が緩やかな道路、その

他道路管理者が同様の管理とすべきと判断した道路

Ｄ 生活道路など

（出所：国土交通省「舗装点検要領（平成 28 年 10 月）」）

点検の方法は、①基本諸元の把握②使用目標年数の設定③点検頻度の決定

④点検手法の決定の順に行うことを基本としている。点検手法の決定で設定

される管理基準は、ひび割れ率、わだち量、IRI（国際ラフネス指標）の 3 指

標を使用することを基本とする。3 指標と合わせてその他指標や複合指標

（MCIなど）を用いることは構わないとされている。

なお、MCI は、路面特性を表すひび割れ率、わだち量、IRI の 3 つの要因

を組み合わせて舗装の破損程度を 10 点満点で総合評価した指数のことであ

る。MCI5 以上は健全とされる一方で、MCI3 以下は、早急に補修が必要な区

間とされる。

診断による舗装状態の判定は、点検で得られた情報により、大きくは、以

下の 3 区分に分類される。

（表 36）舗装状態の判定

区分 状態

Ⅰ 健全

損傷レベル小：管理基準に照らし、劣化の

程度が小さく、舗装表面が健全な状態であ

る。

Ⅱ 表層機能保持段階
損傷レベル中：管理基準に照らし、劣化の程

度が中程度である。

Ⅲ 修繕段階

損傷レベル大：管理基準に照らし、それを超

過している又は早期の超過が予見される状

態である。

（出所：国土交通省「舗装点検要領（平成 28 年 10 月）」）
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２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）道路（舗装）維持管理

計画は適切に策定さ

れているか。

①関係者への質問等により道路（舗装）維

持管理計画の立案状況を把握する。

②道路（舗装）維持管理計画に基づく予算

措置がなされているか把握する。

③道路（舗装）維持管理計画に基づく修繕

の実施状況について把握する。

（２）道路（舗装）維持管理

計画の更新のために

道路点検結果や修繕

記録が有効に活用で

きる状態で保管され

ているか。

①関係者への質問と資料の閲覧により、道

路点検の実施状況を把握する。

②関係者へ質問するとともに、実施した修

繕についての記録、修繕工事の実施に関

する記録等の保管状況について把握す

る。

３．実施結果

（１）道路（舗装）維持管理計画は適切に策定されているか。

道路（舗装）維持管理計画の立案状況及び道路（舗装）維持管理計画に基

づく予算措置の状況について、担当者へのヒアリングの結果、道路（舗装）

維持管理計画の策定については検討中とのことであった。また、市は、道路

パトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道路附属物などの損傷箇所を

修繕している。これらの修繕は、基本的に対症療法的な処置であり、道路（舗

装）維持管理計画に基づいたものではない。

また、市では、舗装の点検に関して点検計画を策定し路面性状調査を行っ

ている。舗装の点検計画の対象路線は以下のとおりである。なお、調査対象

車線は、4 車線以上の道路については、上下線の調査を実施し、それ以外は

片方向調査としており、片方調査の場合の調査路線は、事前の現地調査によ

り判断している。
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（表 37）舗装点検計画の対象路線

路線 路線延長 調査延長

一般国道（直轄を除く） 46.14 ㎞ 70.60 ㎞

主要地方道 106.74 ㎞ 115.71 ㎞

一般県道

（自動車専用道路を除く）
79.21 ㎞ 79.21 ㎞

市道

（2 車線以上、バス路線、

ネットワーク機能、自転車

通行環境整備路線 等）

222.38 ㎞ 230.96 ㎞

合計 454.47 ㎞ 496.48 ㎞

路面性状調査における調査項目は以下の 3 点としており、調査頻度は 5 年

に 1 回調査を実施するものとしている。

（表 38）路面性状調査における調査項目

項目 調査方法

ひび割れ率 対象車線前面を連続測定し、幅 1ｍｍ以上のひび割

れを判読する。

わだち掘れ量 20ｍ間隔で全幅を測定し、横断形状等を測定する。

平坦性 歩道側わだち部について、1.5ｍ間隔で測定する。

平成 28 年度には、市道 97.65 ㎞について、平成 29年度には一般国道 43.02
㎞、市道 56.48 ㎞について点検を実施している。

平成 29 年度路面性状調査結果について MCI3.0 以下の状況は上記のとお

りである。

（表 39）平成 29 年度路面性状調査結果

道路種別路線 MCI3.1 以上 MCI3.0 以下
MCI3.0

以下の割合

国道 122 号下り 13.150 ㎞ 0.15 ㎞ 1.1％
国道 122 号上り 12.395 ㎞ 0.75 ㎞ 5.7％
国道 463 号下り 16.320 ㎞ 0.25 ㎞ 1.5％

市道 55.105 ㎞ 1.38 ㎞ 2.4％
合計 96.970 ㎞ 2.53 ㎞ 2.6％

（指 摘）道路（舗装）維持管理計画の策定について

「さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラン（平成

24 年 6 月）」において、施設分野別の個別方針や更新等のあり方を記載して

いるにもかかわらず、道路（舗装）維持管理計画は策定について検討中であ
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り、現時点では策定されていない。

舗装は、車両の走行に伴う交通荷重を直接かつ繰り返し受けることにより

損傷が進行するため、その性能と管理上の目標値を定め、修繕や補修等の管

理を計画的、継続的に実施する必要がある。特に、大型車の通行が多く損傷

の進行が早い路線については、従来型の損傷が進行して寿命を迎えた段階で

舗装下部までを更新する事後保全型管理から定期的な路面性状調査により

損傷状態を監視し、舗装下部まで損傷が進む前に表層の補修、修繕を行って

長寿命化を図る予防保全型の管理への移行が重要である。そのため、国から

示された舗装点検要領（平成 28 年 10 月 国土交通省道路局）を参考に、

「さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラン」にも記

載のあるとおり、管理区間を分類し、管理区分に応じて予防保全型管理と事

後保全型管理を組み合わせた道路（舗装）維持管理計画の策定について検討

されたい。

また、道路（舗装）維持管理計画においては、点検結果に基づいた中・長

期的な補修工事の実施計画も含めたものとし、当該補修工事の実施計画は、

路面性状調査の診断結果に基づいて優先対策実施範囲を決定し対応された

い。

さらに、成果測定に関しては定量的な指標を設定し進捗管理を行い、実績

ベースでのコスト削減効果についても事後検証を実施されたい。

（２）道路（舗装）維持管理計画の更新のために道路点検結果や修繕記録が有効

に活用できる状態で保管されているか。

道路環境課では、舗装の点検に関して点検計画を策定し路面性状調査を行

っている。調査は平成 16 年度から実施しており、結果が蓄積されている。

また、平成 27 年度に調査路線の見直しを行い、平成 28 年度より、現在のサ

イクルで 5 年に１回点検を実施している。

また、道路維持課では、道路の維持・清掃、道路緑地の管理も実施してお

り、市民の要望等による修繕工事のほか、毎日パトロールを実施し、パトロ

ールによる破損発見個所についても修繕工事を行っている。パトロールによ

り発見された修繕必要箇所について、その場で修繕できるものについては職

員及びパトロール委託事業者により修繕工事が行われるが、大規模修繕が必

要であると判断した場合には、予算を確保して対応している。

一方、道路修繕に関しては、各区くらし応援室においても行っている。

各区くらし応援室は、区民からの身近なニーズに応えるため、総合案内業

務、土木緊急修繕、交通安全施設修繕、害虫駆除の相談など幅広い業務を実

施している。各区くらし応援室の業務の一つとして、区民からの要望により
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道路の緊急的な修繕を実施している。

これらの修繕の実施状況については個別に記録されているが、道路（舗装）

維持管理計画の策定及び更新に資するようなかたちで一元的に整理・記録さ

れたデータベースとして蓄積はされていない。

（意 見）補修履歴のデータベース化について

効率的・効果的な補修計画を立案するにあたっては、補修履歴、工事履歴、

交通量調査等の舗装に関する情報をデータベース化することが必要である。

現状において、修繕の実施結果については個別に記録がされているが、道路

（舗装）維持管理計画の策定及び更新に資するようなかたちで一元化された

データベースとして情報は蓄積されていない。そのため、どの箇所で補修が

多く行われているかを容易に把握できない。複数回補修が行われている箇所

については、大規模補修工事をした方がよいと判断される可能性もあり、ま

た、修繕計画の立案に役立てるためにも、補修履歴を記録し、管理すること

が望まれる。
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３ 道路修繕の分担に関する監査の結果及び意見

１．道路施設維持の概要

市で管理している道路についての維持修繕については、建設局道路維持課

と各区くらし応援室で実施している。

道路維持課では、調査係がパトロールを実施し、その結果発見した破損個

所について応急措置を行っている。工事が必要な場合、小規模であれば調査

係から事業者に工事を依頼している。大規模な場合は補修係に依頼し、工事

計画に位置付け、工事の発注をしている。また、それら修繕工事について監

理を行っている。

道路維持課は、北部建設事務所及び南部建設事務所に設置されており、そ

れぞれ担当する区を分けている。北部建設事務所が所管する区域は、西区、

北区、大宮区、見沼区、岩槻区であり、南部建設事務所が所管する区域は、

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区である。

くらし応援室は、区民からの身近なニーズに応えるため、総合案内業務、

土木緊急修繕、交通安全施設修繕、害虫駆除など幅広い業務を実施し、区民

が安心・安全で暮らしやすい生活環境を目指すことを目的として設置された

ものである。そのため、くらし応援室では、市民からの要望により住民の生

活に直結した簡易で即時対応可能な道路の修繕を実施している。くらし応援

室は、各区に設置されており、それぞれの区に 3～5 名の土木担当者を置い

ている。

市の道路修繕工事は、道路維持課とくらし応援室の 2 つの部署で実施され

ていることから、工事が重複しないよう、さいたま市区役所のあり方検討委

員会報告に基づき『区役所くらし応援室の道路緊急修繕及び補修業務につい

て』、及び『建設事務所道路維持課の道路緊急修繕及び補修業務について』

において、担当業務が区分されている。

（表 40）区役所くらし応援室と道路維持課の担当業務

「区役所くらし応援室の道路緊急修繕及び補修業務について」

さいたま市区役所のあり方検討委員会報告に基づき、道路緊急修繕及

び補修業務について以下のとおり定める。

修繕依頼に対し、迅速かつ的確な処理ができる柔軟な体制とするた

め、簡易で即時対応可能な工事等はくらし応援室で対応するものとす

る。

又、緊急修繕工事 1 件当たりの工事費が、概ね 250 万円を超えない

と思われるものについては、くらし応援室で対応し、250 万円を超える

ものについては、道路維持課で対応する。（金額は概算）

（くらし応援室で主に対応する業務）

 １．緊急を要する応急修繕工事
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 ２．簡易な土留め

 ３．舗装・側溝の新設をともなわないもの

 ４．枡等の新設「水溜りなど排水施設の設置（浸透桝含）」

 ５．橋梁の簡易な舗装修繕

 ６．建築（狭隘道路）等に係らないもの

「建設事務所道路維持課の道路緊急修繕及び補修業務について」

 即時対応できない以下のものについては、くらし応援室から修繕依頼

を送付し、建設事務所道路維持課で対応するものとする。

（道路維持課で主に対応する業務）

１．測量を伴うもの

２．設計を伴うもの

３．舗装・側溝等の新設を伴うもの

４．建築（狭隘道路）等に係るもの

５．橋梁の簡易な修繕を除く維持・補修

＊尚、土休日夜間及び年末年始の緊急を要するものについては各建設

事務所にて対応するものとする。

     （出所：「区役所くらし応援室の道路緊急修繕及び補修業務について」及び

「建設事務所道路維持課の道路緊急修繕及び補修業務について」）

２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）道路の修繕についての

実施状況はどのよう

になっているか。

①関係者へ質問するとともに、受付簿等

の資料を閲覧し、道路維持課とくらし

応援室との連携について検討する。

②関係者へ質問するとともに、実施した

修繕についての記録、修繕工事の実施

に関する記録等について閲覧し、実施

状況を検討する。

（２）市の道路修繕工事に関

する組織体制につい

て

①さいたま市で制定されている規則等を

閲覧し、規則に従った業務分担がなさ

れているかについて確認する。また、人

員配置等について調査し、組織として

適切かを検討する。

３．実施結果

（１）道路の修繕についての実施状況は、どのようになっているか

道路修繕工事を道路維持課とくらし応援室で実施していることから、市民

の苦情、要望、来庁による相談、コールセンターからの転送等についても、

道路維持課とくらし応援室とに分かれて集計される。市民からの要望につい
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ては、道路維持課及びくらし応援室でそれぞれ受付簿が用意され、各課で受

け付けた要望についての処理及び顛末までが記載されている。受付簿につい

ては、処理に漏れが無いよう、各課で独自のチェック体制を用いて対策して

いる。

道路維持課とくらし応援室の受付簿は、課内では共有されているものの、

両課の間での共有はなく、それぞれが独立して案件を処理していることから、

定期的な受付簿の整理と未処理事項の共有が求められるが、現状では、その

ような対応はとられていない。

（意 見）定期的な受付簿の棚卸しと情報共有について

道路維持課とくらし応援室の受付簿は、独自に管理されており、課内では

共有されているものの、両課での共有はしていない。受付簿に記載した案件

については、処理漏れが無いよう対策が取られているが、定期的な受付簿の

整理と未処理事項を共有することで、更に処理漏れが減少すると考えられる。

両課における定期的な受付簿の棚卸しと未処理事項の共有について、効率的

に行う方法を検討すべきである。

（２）市の道路修繕工事に関する組織体制について

道路修繕工事については、「さいたま市区役所のありかた検討委員会報告」

に基づき、くらし応援室と道路維持課の 2 つの課が担当している。くらし応

援室は市民からの要望に迅速に応えることを命題としていることから、「修

繕依頼に対し、迅速かつ的確な処理ができる柔軟な体制とするため、簡易で

即時対応可能な工事等はくらし応援室で対応するものとする」とされた。そ

のため、道路修繕工事については、くらし応援室と道路維持課が業務を分担

することとなり、迅速な対応を求められる軽微な修繕工事はくらし応援室、

測量や設計を伴う比較的大規模な修繕工事は道路維持課で行うこととなっ

た。

迅速な対応を求められる軽微な修繕工事の基準として、金額が用いられて

いる。道路修繕工事については、修繕工事金額 250 万円以下はくらし応援室

で実施し、250 万円を超えるものは道路維持課で実施されている。この工事

金額 250 万円という基準により担当課が決められていることについて、さ

いたま市例規集で確認したところ、250 万円という基準について明確に定め

たものはなかった。道路維持課担当者へのヒアリングによると、『区役所く

らし応援室の道路緊急補修及び補修業務について』により、くらし応援室と

道路維持課の業務範囲が分けられているとのことであった。当該文書では、

「さいたま市区役所のありかた検討委員会報告に基づき、道路緊急修繕及び
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補修業務について以下のとおり定める。」とし、「緊急修繕工事 1件当たりの

工事費が、概ね 250 万円を超えないと思われるものについては、くらし応援

室で対応し、250 万円を超えるものについては、道路維持課で対応する。（金

額は概算）」と記載されていた。

道路修繕工事を各区くらし応援室と道路維持課で対応していることから

職員についても各区くらし応援室と道路維持課に職員を配置している。北部

建設事務所道路維持課に 26 名（内訳は事務職 1 名、技術職 16 名、技能職 8
名、技術（再）1 名の計 26 名）、南部建設事務所道路維持課に 24 名（内訳

は事務職 1 名、技術職 13 名、技能職 9 名、技術（再）1 名の計 24 名）、各

区役所のくらし応援室に 3～4 名ずつ配置しており、両課を合わせると約 90
名の土木職員（技能職を含む）を配置していることになる。

特に、北部建設事務所は大宮区役所内、南部建設事務所は中央区役所内に

あるが、同じ区役所内にくらし応援室もあることから、同じ区役所に、規模

の差こそあれ、同じ業務を実施する課が 2 つ設置されていることになる。業

務が同じであれば、せめて大宮区役所、中央区役所のくらし応援室には土木

担当職員の配置をせず、道路維持課で規模に関係なく修繕工事を実施する方

が、効率的である。

また、パトロールについては北部建設事務所及び南部建設事務所の道路維

持課で実施しており、その場で応急措置のできるものは市職員もしくはパト

ロール委託事業者が措置を講じるが、250 万円以下の軽微な工事が必要な場

合には、くらし応援室に連絡し、引き継ぐこととなる。この引継ぎというス

テップを踏むことにより、迅速な対応が阻害される恐れがある。

一方、北部建設事務所、南部建設事務所から遠方に区役所がある岩槻区、

見沼区、西区、緑区、桜区では、くらし応援室で受けた要望に対し、素早く

対応することができる。それは、各建設事務所から現地に向かうより、移動

にかかる時間が節約されるからである。ここに、くらし応援室で軽微な修繕

工事を実施する意義がある。

上記を踏まえ、道路維持課とくらし応援室の業務分担についてのメリット、

デメリットを示すと、以下のようになる。
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（表 41）業務分担についてのメリット、デメリット

メリット デメリット

道路維持課のみ ・担当職員の集約化

・修繕工事の集約化

・遠方からの要望対応

に時間がかかる

くらし応援室で

も対応

・市民からの要望に迅速

かつ臨機応変に対応

・市民に近いため情報が

集まる

・各区に人員を配置す

るため人件費が多く

なる

市は、政令指定都市となり 15 年が経過している。道路修繕に関し、道路

維持課とくらし応援室の業務分担が も適切な組織であるかについて、また、

分担している業務についても 適化されているかについて、再度検討する時

期に来ている。

（指 摘）道路維持課とくらし応援室の業務分担に関する規程について

道路修繕については、くらし応援室と道路維持課という 2 つの担当課で業

務分担しているが、各課の分担について規定したものはなく、担当課に保管

されている『区役所くらし応援室の道路緊急修繕及び補修業務について』と

いう文書しかない。職務分掌については、規程で定めるものであることから、

当該分担についても規程として定めるべきである。

（意 見）道路維持課とくらし応援室の業務分担について

市は、政令指定都市となり 15 年が経過している。道路修繕に関し、道路

維持課とくらし応援室の業務分担が も適切な組織であるかについて、また、

分担している業務が 適化されているかについて、再度検討する必要がある。

2 つの課で業務分担しているが故のメリット、デメリットを詳細に検討し、

限られた予算と人員の中で、 も効果的かつ効率的な組織及び業務分担とす

べく、 適化を図ることが重要である。
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４ スマイルロード整備事業に関する監査の結果及び意見

１．スマイルロード整備事業の概要

（１）スマイルロード整備事業について

スマイルロード整備事業は、毎日利用されている道路の拡幅を伴わない整

備や老朽化の改善など、沿道の市民の道路整備への要望をもとに、具体的な

整備を行い、道路の安全性及び利便性の向上を目指す事業である。

当該スマイルロード整備事業は、市民の要望に基づいて測量等を実施し、

対象とすべき工事を積み上げ、年間予算の範囲内で対象とすべき工事を先着

順に実施している。

平成 27 年度から平成 29 年度のスマイルロード整備事業の予算額及び決

算額は以下のとおりである。スマイルロード整備事業は、市の建設局の道路

関連事業においても道路修繕事業（2,869 百万円）に次ぐ予算規模の事業で

ある。

（表 42）平成 27 年度から平成 29 年度のスマイルロード整備事業に関する

当初予算額と決算額

（単位：百万円）

当初予算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

スマイルロード整備事業 2,020 2,231 2,414

（単位：百万円）

決算額 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

スマイルロード整備事業 1,525 2,030 2,175

（２）スマイルロード整備事業の対象となる道路について

スマイルロード整備事業の対象となる道路については、以下のとおりであ

る。

（ア）さいたま市の管理する道路で、路線整備を実施する必要な道及び、

市長が当該路線以外で路線整備を特に必要であると認めるもの。

（イ）交差点から他の交差点まで、または交差点から行き止まりとなる地

点を一路線とし一路線全体を同時に整備が可能なこと。

（ウ）関係地域市民及び各種関係権利者の同意を得ている路線であること。

（エ）道路境界が確定していること。もしくは道路境界が不確定の場合に

は地域市民や各種関係権利者の道路境界の確定の同意を得ている路

線であること。

（オ）技術的に道路整備が可能なこと（道路排水の排水先が確保できるこ
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と、工事作業空間が十分確保できること等）。

（３）スマイルロード整備事業の工事内容に関して

スマイルロード整備事業の主な整備内容については、以下のとおりである。

（ア）排水能力を高め、通行しやすい道路にするための整備

（イ）側溝蓋かけを行い、広く安全な道路にするための整備

（ウ）舗装を新設し、振動や騒音の少ない道路にするための整備

スマイルロード整備事業整備事業の実施前及び実施後の状況は以下の写

真のとおりである。

（４）スマイルロード整備事業の工事の一連の手続について

スマイルロード整備事業の工事内容に関しては、以下のとおりである。

【事前相談】

１．整備の可否に関して担当課に事前相談

２．担当課職員による現地確認（簡易調査）

３．整備の可否を代表者に返答

【申請】（現地確認の結果、整備が可能な場合）

４．申請書提出

５．整備の可否や実施時期（予定）を代表者に通知

６．市による測量費用・工事費用の予算措置

【実施】

７．必要に応じて、道路の測量を行い、現況の境界杭を確認

８．道路整備工事

９．境界標の確認及び復元
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１０．事業完了

（５）スマイルロード整備事業の工事の実施状況について

スマイルロード整備状況は以下のとおりである。

（表 43）スマイルロード整備状況

（市パンフレットより抜粋）
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また、各区の内訳は以下のとおりである。

（表 44）スマイルロード整備事業 区ごとの内訳

（市パンフレットより抜粋）

また、平成 29 年度におけるスマイルロード整備工事に関しては、総価契

約分が 1,761,758 千円であり、単価契約分が 326,033 千円の合計 2,087,791
千円である。また、平成 29 年度の北部建設事務所の事業実施状況は、処理

件数 97 件、金額 1,392,049 千円、担当者 8 名であり、南部建設事務所の事

業実施状況は、処理件数 30 件、金額 369,709 千円、担当者 6 名である。

２．スマイルロード整備事業に関する契約事務の概要

（１）契約事務の定め

市では、市全体の契約事務に関するマニュアルとしてさいたま市財政局契

約管理部の「契約事務の手引き」を定めており、契約においては当該手引き

をもとに契約事務が遂行される。

また、入札は一般競争入札を原則としているが、指名競争入札については

地方自治法施行令 167 条の定めによることとなっている。同条において、指

名競争入札によることができる場合として次の 3 点が挙げられている。

・工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が

一般競争入札に適しないものをするとき

・その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付す
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る必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき

・一般競争入札に付することが不利と認められるとき

また、さいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会の「平成 30 年度 建

設工事等の業者選定等方針」において、1,000 万円以上の工事に関しては、

一般競争入札を実施するという方針が定められている。当該方針は、全国知

事会公共調達プロジェクトチーム作成の「都道府県の公共調達改革に関する

指針」をもとに行われているとのことである。

都道府県の公共調達改革に関する指針は、「一般競争入札の適用範囲を拡

大する取り組みを更に推し進め、できるだけ早く指名競争入札を廃止するこ

ととし、当面、1,000 万円以上の工事については、原則として一般競争入札

によることとする。また、一般競争入札の拡大には、不良不適格業者の排除、

品質の確保、事務量の軽減等の課題があるが、これらに対しては、入札参加

条件の適切な設定、低入札調査価格制度の厳格な運用、 低制限価格制度（平

均額型 低制限価格など）の活用、入札ボンドの導入、入札参加資格事後審

査方式の導入等により解決を図っていくこととする。」と定めている。

（２）単価契約の定義と種類について

さいたま市財政局契約管理部の「契約事務の手引き」によると、「単価契

約」とは、あらかじめ数量を確定することができないものについて予定数量

を推定したうえで、単価を定め、一定期間を区切り、当該期間内に供給を受

けた実績数量を乗じて得た金額の代金を支払うことを内容とする契約のこ

とをいう。

また、単価契約は、概算数量の見込みがついているかどうかによって二種

類に区分することができ、概算数量の見込みがついているものについては

「契約総量が決まる単価契約」と呼び、概算数量の見込みがつかない契約に

ついては「契約総量が決まらない単価契約」としている。

（３）単価契約の意義と種類について

さいたま市財政局契約管理部の「契約事務の手引き」によると、一般的に

はスケールメリットを活かすことが可能な、総価契約方式による競争入札に

よれば、契約内容も明確で適正履行の確保の観点からみても地方公共団体に

とって も有利な条件で契約を締結できる可能性が高いとしている。しかし、

価格の総額を決定したくとも数量が確定できない場合等、無理に総額を決め

て総価契約方式で実施すると想定した数量と現実の必要量とに大きな差異

が生じ、スケールメリットを前提とした価格決定そのものに影響を与え、単

に契約変更の多発を生むだけでなく、契約変更による解決の限界を超える事
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態すら生じかねず、契約の相手方との信頼関係を損なうことにもなりかねな

い。このようなときには無理に総価契約方式にこだわらず、単価契約方式を

活用することが合理的であるとしている。

そのため、単価契約の締結時は以下の留意点に留意する必要があるとされ

ている。

(ア)競争入札による契約が原則。

(イ)「単価」が契約の主要な目的となるため予定価格も「単価」で定める。

(ウ)「単価」が予定価格の範囲内になければ落札にならない。

(エ)予算管理の参考として、単価に予定数量を乗じた推定総金額を算出

する。

(オ)単価の積算に予定数量の精度が影響することは確かであり、発注者と

しては、可能な限り的確な推定を行い、契約の相手方に不当な不利

益をもたらすことのないよう誠意をもって努める必要がある。

（４）単価契約の契約事務の定め

さいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会の「平成 30 年度 建設工

事等の業者選定等方針」によると、単価契約は指名競争入札で実施すること

ができるとされている。一方で通常の工事契約時の入札に関しては原則とし

て、一般競争入札を行い、設計金額 1,000 万円未満の建設工事に関しては、

指名競争入札としても良いとしている。

３．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）スマイルロード整備事

業が適切に契約され実

施されているか。

①スマイルロード整備事業の契約手続に

ついて、「契約事務の手引き」をもとに質

問を行う。

②スマイルロード整備事業の個々の契約

に関して、基礎資料を確認しさいたま市

の契約のルールに従って契約しているか

について検討する。

（２）スマイルロード整備事

業において、契約事務

の手引等に従って事務

処理が実施されている

か。

①スマイルロード整備事業の個々の契約に

関して、基礎資料を閲覧する。
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４．実施結果

（１）スマイルロード整備事業が適切に契約され実施されているか。

スマイルロード整備事業においては、市民の要望に基づいて事前に測量等

を実施し、対象とすべき工事予定を積み上げていき、毎年の予算の範囲内で

対象とすべき工事について原則として先着順で実施している。また、整備の

実施状況は以下のとおりであり、要望した案件が実際に工事着手されるまで

には、通常は 2年から 3年程度かかるが、先行する占用工事（水道・ガス・

下水等）などの理由で、数年程度かかる案件もある。なお、要望件数、処理

件数、未処理件数はいずれも単年度の件数となっている。

（表 45）スマイルロード事業の要望件数、処理件数、未処理件数

要望件数 処理件数 未処理件数

北部 南部 北部 南部 北部 南部

平成 26 年度
101 件 117 件 183 件

55 件 46 件 75 件 42 件 139 件 44 件

平成 27 年度
117 件 121 件 179 件

92 件 25 件 85 件 36 件 146 件 33 件

平成 28 年度
132 件 122 件 189 件

105 件 27 件 90 件 32 件 161 件 28 件

平成 29 年度
157 件 127 件 219 件

129 件 28 件 97 件 30 件 193 件 26 件

スマイルロード整備事業は総価契約で行われている場合もあるが、北部建

設事務所では平成 29 年度に新規着手した案件が 97 件あり、そのうち 20 件

が単価契約工事で対応した案件となっている。一方で、南部建設事務所では

すべて総価契約により事業を行っている。北部建設事務所で実施している単

価契約の状況は以下のとおりである。
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（表 46）北部建設事務所における単価契約の状況

（単位：千円）

契約名 支払

限度額

総支出

命令額

工期 主な

工事

区間
道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 1）
48,600 48,563 平成 29 年 6 月 2 日～平成

30 年 2 月 28 日
西区

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 2）
48,600 41,430 平成 29 年 6 月 2 日～平成

30 年 2 月 28 日

北区

西側

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 2-2）
48,600 47,653 平成 29 年 6 月 2 日～平成

30 年 2 月 28 日

北区

東側

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 3）
48,600 45,707 平成 29 年 6 月 2 日～平成

30 年 2 月 28 日
大宮区

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 4）
48,600 48,600 平成 29 年 6 月 2 日～平成

30 年 2 月 28 日

見沼区

北側

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 4-2）
48,600 48,425 平成 29 年 6 月 2 日～平成

30 年 2 月 28 日

見沼区

南側

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 5）
48,600 45,652 平成 29 年 6 月 2 日～平成

30 年 2 月 28 日
岩槻区

上記 7 件について個別の工事の内訳明細を確認したところ、下記のよう

に、1 件当たり 1,000 万円を超えている工事が存在していた。



92

（表 47）1 件当たり 1,000 万円を超える工事

   （単位：千円）

契約名
総支出

命令額
工事場所 工事内容 金額

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 1）
48,563

岩槻区

大字横根

集水桝、塩ビ管布

設、舗装
11,043

西区

大字指扇
仮設道路築造 16,078

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 2）
41,430 北区

吉野町 1 丁目

側溝布設替え、舗

装打替え
10,404

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 2-2）
47,653 西区

別所町

側溝整備・舗装改

良
12,482

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 3）
45,707 大宮区

吉敷町 4 丁目
切削オーバーレイ 13,234

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 4）
48,600

見沼区

東大宮 4 丁目

土工、排水工、舗

装工
12,064

見沼区

東大宮 1 丁目

土工、排水工、舗

装工
12,461

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 4-2）
48,425

見沼区

大字上山口新田

道路土工、排水構

造物工、構造物撤

去工、舗装工
12,081

大字大谷 舗装工、付帯工 18,246

道路修繕工事（29 スマイルロ

ード北部単価契約 5）
45,652

見沼区

大字山

排水構造物工、舗

装工
16,927

見沼区

大字東宮下
切削オーバーレイ 15,621

北部建設事務所では、単価契約工事の対応路線は、申請段階では道路幅員、

延長、要望内容などの大まかな整備の内容は把握しているが、発注段階で工

事を実施するために必要となる測量調査及び設計を行っていない。そのため、

工事の詳細な内容が決まっておらず、予め数量が確定できない。

また、上記理由から、契約後に請負者へ工事の指示を行い、現地の測量調

査、詳細設計の結果、想定していたものと実際の数量に大きな違いが生じる

ことが多々あることや、当初から単価契約工事に対象としている工事以外に

も新たに地元の要望や緊急で対応する工事もあることから、予め数量を確定

することができない。

さらに、単価契約工事で対応する工事件数は、平成 29 年度で 51 件ある

が、金額も 100 万円未満から 1,000 万円超まで様々となっており、すべての

工事を総価契約方式で契約手続を実施することは無理があるだけでなく合

理的でないため、単価契約方式を活用しているとのことであった。

（指 摘）道路維持課において実施されている単価契約について

現状、北部建設事務所では、発注段階で工事を実施するために必要となる

測量調査及び設計を行っていないため、不確定要素もあり工事の詳細な内容
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が決まっていないことを理由として、予め数量が確定できないとして単価契

約を行っている。しかし、単価契約は 1 件当たり比較的少額かつ同様の工事

が件数多く発生するが、精度のある件数予測が難しいものを、数量が確定で

きない工事として想定している契約方式と考えられる。そうした単価契約の

性質を踏まえると、スマイルロード事業における各工事は個別に独立した性

質のものであり、測量調査及び設計を行ったうえで発注を行うべきである。

測量調査及び設計を行えば数量は確定するため、単価契約の趣旨にはなじま

ない。

また、現状、単価契約の中には結果として 1,000 万円を超えている工事が

あり、実態として一般競争入札で行われるべきものが指名競争入札で行われ

てしまっている。契約手続の区分に金額基準を設けた趣旨を損なうことにつ

ながりかねず、好ましいものではない。

スマイルロード事業における各工事については測量調査及び設計を行っ

たうえで、総価契約方式により発注を行うべきできある。

ただ、現状の単価契約の運用は、個別の工事の契約手続を簡略化し、事務

的には柔軟な対応を可能にする利点も認められる。もし、すべての工事を総

価契約方式で契約手続を実施することに実務上の課題があるのであれば、契

約手続の公平性と効率性を考慮のうえ、「契約事務の手引き」等において市

としての方針を正式に決定し、当該方針を明記されたい。

（指 摘）スマイルロード整備事業の一般競争入札及び指名競争入札に

関する金額基準について

現在、市における、一般競争入札及び指名競争入札に関する金額基準につ

いては、規則や手引などで明確にされた基準ではなく、さいたま市建設工事

等請負業者審査選定委員会が策定している「平成 30 年度 建設工事等の業

者選定等方針」によって定められているものである。また、当該「平成 30
年度 建設工事等の業者選定等方針」によって定められている金額基準であ

る 1,000 万円の基準についても、あくまでも全国知事会公共調達プロジェク

トチーム作成の「都道府県の公共調達改革に関する指針」が示した基準であ

る。金額基準については「契約事務の手引き」などによる市としての正式な

決定事項とし、明確に定められたい。
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（２）スマイルロード整備事業において、契約事務の手引等に従って事務処理

が実施されているか。

スマイルロード整備事業の単価契約において、単価契約に含まれる個

別の工事完了時に、事業者から完了の報告書（工事費内訳書・指示書・

工事写真・数量計算書・数量調書）を受領し、北部建設事務所道路維持

課の監督員が報告書及び現地で工事の完了を確認しているが、その際に

現地確認を実施した記録は残されていない。

その後、単価契約の期間が終了し、実施された複数の工事がすべて完

了した際に、北部建設事務所道路維持課は全体の契約に対する完了報告

書を事業者から受領し、請負事業者から工事完成通知書を受理し、「さ

いたま市請負工事特命検査規則第 3 条 1 項」の規定により工事完成検

査の請求を行い、指定検査員がすべての竣工書類及び検査員が抽出した

複数の現場検査を実施している。

指定検査員がすべての竣工書類の検査を実施する時には、単価契約の

内訳に含まれる個々の工事の完了から数か月が経過している場合もあ

るため、北部建設事務所道路維持課の監督員が現地で工事の完了を確認

した記録も確認できることが望ましい。

（意 見）スマイルロード整備事業の単価契約における個別の工事につ

いて

スマイルロード整備事業における単価契約については、個々の工事が

別々の期間及び場所で実施される以上、個々の工事が完了した際に北部

建設事務所道路維持課の監督員が現地で工事の完了を確認した記録を

残すことが望まれる。
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５ パトロール業務に関する監査の結果及び意見

１．さいたま市におけるパトロールの概要

道路維持課では、道路の維持・清掃、道路緑地の管理を実施しており、市

民による要望等によるほか、毎日パトロールを実施し、パトロールによる破

損発見箇所について修繕工事を行っている。

市では、月曜日から金曜日の祝日を除く毎日、職員及び委託者によるパト

ロールを実施している。市は道路パトロール実施要領を定めており、パトロ

ールは当該要領に従って実施されている。道路維持課で作成しているさいた

ま市道路パトロール実施要領の概要は、下記のとおりである。

（さいたま市道路パトロール実施要領の概要）

道路パトロール実施要領（概要）

（目的）

道路パトロールは、道路が常時良好な状態に保たれるよう、道路状況

及び道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不法占用等に対して、適

宜の措置を講ずるとともに、道路管理上に必要な情報を収集することを

目的とする。

（パトロール体制）

 パトロール体制は、課長統括の下にパトロール要員をもって構成す

る。

（通常パトロール）

交通量が１日 5,000 台以上の路線の場合は 1 週間に 2 回以上、3,000
台から 5,000 台未満の路線の場合は 1 週間に 1 回以上、3,000 台未満の

場合は 2 週間に 1 回以上、パトロール車内からの目視により行う。

（歩道パトロール）

歩道パトロールは、①徒歩又は自転車により年 2 回以上、②パトロー

ル車内からの目視により年 2 回以上実施することで、管内の全路線を原

則として年 4 回以上行う。

（自転車専用道パトロール）

自転車専用道パトロールは、原則として年 12 回以上、パトロール車

内からの目視により行う。

（夜間パトロール）

夜間パトロールは、管内の全路線を原則として年 4 回以上、パトロー

ル車内からの目視により行う。

（定期点検パトロール）

定期点検パトロールは、構造物等について主に通常パトロールでは確

認できない部分を原則として年 1 回以上行う。

（異常時パトロール）

異常時パトロールは、課長が必要と認めた場合に行うもので、原則と

してパトロール車内からの目視により行うものとする。

（パトロールの実施）

パトロールはパトロールカーを使用し、2 人以上のパトロール要員を
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もって実施する。

パトロール要員は、道路及び道路付属物等の損傷、路上障害物件を発

見した場合には、速やかに交通の危険を防止するため、その場で取りう

る適切な措置を講ずるとともに、必要に応じて課長にその状況を報告

し、指示を受けるものとする。

パトロール要員は、占用工事等に起因して道路交通及び沿道の土地利

用に支障が生じている場合または、その恐れがある場合には、標識及び

保安施設の設置、交通の誘導、障害物の除去等について、原因者に対し

指示するとともに、発見の日時、場所及び状況を課長に報告するものと

する。

パトロール要員は、道路の不法占用等その他道路の管理上支障となる

行為を発見した場合には、適切な措置を講ずるとともに、発見の日時、

場所及び状況を課長に報告するものとする。

パトロール要員は、緊急的に対応する必要がある場合、速やかに関係

機関に連絡するとともに、課長にその状況を報告し指示を受けるものと

する。

（パトロール日誌）

 パトロール要員は、パトロール終了後遅延なくその結果を課長に口頭

で報告し、パトロール日誌に記載し、供覧するものとする。

（研修）

 課長はパトロール要員に研修を行うものとする。

（業務委託）

 パトロール業務は、その業務の一部を委託することができるものとす

る。

附則

この要領は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

  （出所：さいたま市道路パトロール実施要領）

２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）道路維持課のパトロ

ールは適切に行われ

ているか。

①道路維持課において実施しているパト

ロールにつき関係者へ質問するととも

に、日報など実施状況を示す書類等を閲

覧し、業務内容を把握する。

②パトロールを委託している場合には、業

務委託契約書、日報等により補修作業実

施状況を把握し、実効性を検討する。ま

た、委託と直営でのコストにつき比較す

る。
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３．実施結果

（１）道路維持課のパトロールは適切に行われているか

道路維持課のパトロールについては、下記のような分類で実施されている。

（表 48）北部建設事務所内道路パトロール業務内訳

種別 地区 パトロール担当 頻度 人数

市道 東地区 市職員 毎日 2 人

西地区 市職員 毎日 2 人

岩槻区

（国県道含む）
市職員 毎日 2 人

県道 岩槻区以外 委託者 週 4 日 3 人

合計 9 人

（表 49）南部建設事務所内道路パトロール業務内訳

種別 地区 パトロール担当 頻度 人数

市道 東地区 市職員 毎日 2 人

西地区 市職員 毎日 2 人

国・県道 ― 委託者 毎日 3 人

合計 7 人

北部建設事務所、南部建設事務所ともに、パトロール日誌が作成されてお

り、所属長まで閲覧されている。パトロール日誌には、巡回した路線、巡回

時間、道路状況の記載、応急処理内容等が記載され、修繕工事が必要なもの

については、係長に報告のうえ、対応している。

パトロールで発見した修繕必要箇所については、調査係に連絡し、単価契

約をしている工事業者に取り次ぎを行う。工事業者の担当者は、調査係の担

当者とともに修繕必要箇所に出向き、現場の状況確認を行い、どのような工

事を行うのかを決める。

当初の連絡の段階から現場での打ち合わせを必要とするのは、現場の状況

は現場でしか共有できないことによるとのことである。現場の状況について

は初期段階で工事業者と写真による情報共有を図ることにより、工事業者が

現場に行く前に状況を確認できることから、早期対応が可能となる場合もあ

る。しかしながら、現状では写真による情報共有は、活用されていない。

また、北部建設事務所、南部建設事務所ともに、道路維持課調査係の技能

職員によってパトロールを実施している。

市職員に係るコスト（人件費に限る）については、下記のとおりとなる。
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（表 50）市職員にかかるコスト

（単位：千円）

所轄 職員数 職員平均

年収＊1
総額 距離 1 ㎞あたり

人件費

北部建設事務所 7 名 7,071 49,497 39,983 ㎞ ＠1,238 円

南部建設事務所 8 名 7,071 56,568 34,112 ㎞ ＠1,658 円

＊1 職員平均年収は、総務省ホームページにて公表されている「給与・定

員等の調査結果等」よりさいたま市の技能労務職員の平均給与月額

（438,953 円）、期末・勤勉手当支給額（1,803,600 円）によっている。

平均給与月額は、扶養手当、通勤手当等の諸手当を含んでおり、全技能

労務職員の「⑧うちその他」により算出している。

＊2 距離については、パトロール日報を基にパトロール及び修繕要望対応

で出動した走行距離を集計している。

上記の表では、職員平均年収（諸手当含む）のみが計算の対象となってい

るが、その他に、業務に使用する消耗品費等、職員が使用している庁舎及び

補修材料を貯蔵する倉庫等の減価償却費、パトロールカーのリース料、燃料

費等のフルコストを勘案すると、更に総額が多くなる。

一方で、市は一部のパトロールを外部委託している。市としては、委託で

きるものは委託で対応する方針を採用しており、市職員の人員減少分を委託

で対応している。平成 29 年度の外部委託の概要は、下記のとおりである。

なお、委託契約金額には、人件費だけではなく、応急措置材料、工具・保安

器具・照明器具等の機材、パトロールカー（燃料費含む）等の諸費用が含ま

れるため、委託の方の費用削減効果が高いと考えられる。

（表 51）委託契約の概要

（単位：千円）

所轄 相手先 契約金額 契約上の距離

北部建設事務所
荒木建設工業

株式会社
20,520 県道延長 78.3 ㎞

自転車線 5.0 ㎞

南部建設事務所

株式会社

ケイワールド

日清

25,380
国・県道延長 87 ㎞

歩道延長 144 ㎞

（両側）

（出所：委託業務契約書）

また、平成 29 年度における委託によるパトロール実績（実施走行距離）

は、下記のとおりである。



99

（表 52）実施走行距離と 1 ㎞あたり単価

所轄 実施走行距離 1 ㎞あたり単価

北部建設事務所 14,378 ㎞ ＠1,427 円

南部建設事務所 21,399 ㎞ ＠1,186 円

パトロールの主眼が現地の情報収集を主な目的としていることから、修繕

工事に関する 終判断は他の土木職員に委ねられることになる。情報収集が

適切に行われるのであれば、 終的にパトロール業務がすべて外部委託にな

ったとしても、特に問題にはならないとも考えられる。

これらを踏まえ、市職員と委託のメリット、デメリットを、まとめると次

のようになる。

（表 53）市職員と委託のメリット、デメリット

メリット デメリット

市職員
・緊急時における機動性

・情報収集の適時性

・技術職の高齢化

・コスト高

委託

・業務予定の変更がない

・低コスト

・補修係、くらし応援室との

連携がうまく取れない可能

性

（意 見）パトロールの委託について

道路維持課のパトロールは、市職員が実施するものと委託により実施する

ものがあり、委託できるものは委託する市の方針に基づき、市職員減少分を

委託で補っている。パトロール業務の主眼が情報収集にあることから、適切

な情報収集が実施できるのであれば、パトロール業務の委託を進めることも

可能である。今後も、委託の傾向は継続すると考えられることから、市職員

が実施する場合と委託した場合の費用対効果を勘案し、委託可能な業務から

随時委託していくことが期待される。

（意 見）工事委託業者との写真による現場状況の共有について

工事委託業者との現場状況の共有は、メールに現場写真を添付し送信する

ことで可能となるが、現状、工事業者との写真による情報共有は活用されて

いない。工事委託業者と現場状況を写真により共有することで、工事委託業

者の初動が迅速化することが期待され、緊急時の対応にも効果的である。

公用携帯電話でもメールに写真が添付できることを周知するとともに、工

事委託業者との現場状況の共有は現場写真を添付したメールで実施するこ

とも検討されたい。
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Ⅲ 管理関連

１ 道路情報システムに関する監査の結果及び意見

１．道路情報システムに関する概要

道路情報システムは地図システムをベースに、各業務（道路台帳管理、境

界点管理、基準点閲覧、占用物管理、橋梁台帳管理、要望・工事履歴管理）

に応じた支援システムを展開している。

（１）道路台帳管理機能

・道路台帳調書の閲覧及び出力を行う。

・検索条件を指定し、各種道路台帳調書を表示及び印刷が可能となる。

（２）基準点管理機能（基準点・点の記参照など）

・地図上から基準点情報を検索し、点の記・成果表の表示と印刷を行う。

・基準点参照機能は、①基準点一覧表示が可能である図上検索、②点の記・

成果表を PDF で参照するためのファイリング、③点の記・成果表を印刷

出力する機能がある。

（３）道路情報機能（境界点閲覧システムなど）

・地図システム上に整備した境界点を検索し、境界点一覧表の作成や境界

確定図の印刷を行うことができる。また、図上検索で任意の境界点を指

定し、航測図面を参照することも可能である。更に、計測ツールでの幅

員確認や道路台帳平面図の印刷機能を用いて、窓口業務の効率化を図っ

ている。

・道路情報機能は、①境界点一覧表示が可能である図上検索、②境界点一

覧及び境界確定図の印刷、航測図表示を可能とするためのファイリング

があり、既知の境界点から道路線までの幅員計測やたすき入力による延

長計測を行うことができる計測機能も備えている。

（４）占用物管理機能

・占用許可物件更新時や継続物件の納付処理など煩雑な書類作成にかか

る手間が大幅に軽減される。また、日々データを蓄積することにより、

占用物件の的確な把握が可能となり、占用工事に起因する苦情などに対

し迅速に対応することが可能となっている。

・占用台帳機能は、①新規申請、更新、変更、廃止を行う占用許可申請、

②満期通知書出力、更新処理、取りまとめを行う満期処理、③入金消込、

納付書データ出力を行う納入管理、④許可書、起案書、減免通知書、宛

名ラベル等の帳票印刷、⑤月計表、大口企業申請数量集計を行う集計、

⑥占用料金単価設定などを行うマスター管理がある。また、「占用台帳

機能」を用いて占用許可を与えた物件について、占用物件位置の入力を

行う地図情報機能も備えている。
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（５）橋梁台帳管理機能（橋梁台帳管理システム）

・地図システムの橋梁位置情報と台帳システムを連携させることにより、

橋梁台帳を位置と関連付けて管理することができる。また、橋梁台帳に

は修繕・補修履歴等を入力することもできるので、橋梁施設の維持管理

に向けて情報の蓄積を行っている。

・橋梁台帳機能は、①橋梁台帳位置検索が可能である一覧表示、②新規入

力、修正が可能である台帳入力、③橋梁台帳印刷が可能である台帳印刷

がある。地図情報機能は、台帳入力を行った橋梁情報について、位置情

報の入力を行っており、ファイリング機能は橋梁台帳に関する、図面及

び現場写真などをファイリング情報として、登録管理している。

（６）要望・工事履歴管理機能（要望・工事履歴管理システム）

・市民や事業者からの市道に関わる要望や苦情を要望台帳に登録し、対応

状況の進捗を管理している。また、要望から派生した工事情報を工事台

帳に登録し、要望台帳と関連付けて管理を行っている。

・台帳機能は、①要望受付の新規登録及び修正、②工事台帳への新規登録、

工事情報更新等の入力、③現地調査、測量実施等進捗管理、④要望台帳、

工事施工台帳の台帳印刷、⑤任意検索可能となっている。また、地図情

報機能は、台帳入力を行った要望・工事情報について、位置情報の入力

を行っており、台帳機能の進捗情報を更新することで、図式が自動的に

変更されるので、要望に対する進捗を視覚的に把握することが可能とな

っている。
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２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）道路情報システムの

契約は適切に行われ

ているか。

①さいたま市道路情報システムデータベ

ース補正業務契約書（平成 29 年度）、さ

いたま市道路情報システムデータベー

ス補正業務変更契約書（平成 29 年度）、

「道路情報システム」賃貸借（システム）

契約書、「道路情報システム」賃貸借（端

末等）契約書を閲覧する。また、担当者

への質問により道路情報システムの契

約状況を把握する。

（２）道路情報システムの

セキュリティ対策は

適切に行われている

か。

①行政情報ネットワーク利用規程、システ

ム構成、マニュアル等を閲覧する。また、

担当者への質問により道路情報システ

ムのセキュリティについて把握する。

（３）道路情報システムの

利用は適切に行われ

ているか。

①南部建設事務所において実際に端末を

利用している状況を観察する。また、担

当者への質問により道路情報システム

の運用状況を把握する。

３．実施結果

（１）道路情報システムの契約は適切に行われているか。

現行の道路情報システムは平成 15 年から 15 年間利用されている。その

1 年間の利用にかかるコストは以下のとおりである。

（表 54）道路情報システム利用にかかるコスト（平成 29 年度）

（単位：千円）

費目 年額

道路情報システムの賃借料（保守を含む） 3, 097
端末プリンタ等の賃借料（運用保守を含む） 3, 888
道路情報システムデータベース補正業務 30,153

現行の道路情報システムは 15 年の間、同一の事業者に委託しているが、

端末プリンタ等の賃貸借を除く道路情報システムの賃貸借と道路情報シ

ステムデータベース補正業務については、現行の事業者以外の事業者のサ

ービス内容を比較検討することなく、随意契約により委託をしている。
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（意 見）道路情報システム更新時における刷新可能性調査の実施について

現行の道路情報システムは 15 年の間、同一の事業者に委託しているが、

端末プリンタ等の賃貸借を除く道路情報システムの賃借と道路情報シス

テムデータベース補正業務については、現行の事業者以外の事業者のサー

ビス内容を比較検討することなく、随意契約により委託をしている。

15 年の間に情報セキュリティ意識の高まりや、テクノロジーの進化に

伴い高セキュリティで高機能な情報システムの開発、新たな事業者の参入

等、情報システムをとりまく外部環境も大きく変化していることから、よ

り良い情報システムを導入できるよう、定期的に複数の事業者から情報を

入手し、比較検討することが望まれる。

（２）道路情報システムのセキュリティ対策は適切に行われているか。

道路情報システムを利用するための端末は、本庁土木総務課、各区役所く

らし応援室、南部建設事務所及び北部建設事務所の土木管理課、道路安全対

策課、道路維持課に計 25 台設置され、その課に属する業務上必要な職員の

み利用すべきものとされている。

今回、利用者の一覧を確認した結果、ログイン ID とパスワードが職員ご

とではなく課区ごとに付与されていた。また、始業時にある課区のログイン

ID でログインした後は、終業時まで常時ログイン状態となったままとなっ

ており、端末が設置された区画にいる職員であれば誰でも利用可能な状態と

なっていた。

（指 摘）道路情報システムのセキュリティ対策について

道路情報システムのログイン ID とパスワードは課区ごとに付与されてい

た。また、始業時にある課区のログイン ID でログインした後は、終業時ま

で常時ログイン状態となったままとなっており、端末が設置された区画にい

る職員であれば誰でも利用可能な状態となっていた。

道路情報システムは端末が置かれている課の一部の職員が利用するもの

であることから、業務上必要な職員に制限するために職員ごとにログイン ID

を付与して、利用の都度、ログインとログアウトをすることで業務上必要の

ない職員の利用を制限する必要がある。

（３）道路情報システムの利用は適切に行われているか。

道路情報システムの端末は窓口を訪れた一般市民や事業者の問い合わせ

に対応するために窓口付近に設置されるが、端末画面に写った情報が窓口か

ら容易に閲覧可能な状態のままとなっている。
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道路情報システムは地図システムをベースとしており、画面に写し出され

る地図上には個人宅を示すような内容も含まれている。

（意 見）窓口対応端末の覗き見防止策について

道路情報システムの端末は窓口を訪れた一般市民や事業者の問い合わ

せに対応するために窓口付近に設置されるが、端末画面に写った情報が窓

口から容易に閲覧可能な状態のままとなっている。

道路情報システムは地図システムをベースとしており、画面に写し出さ

れる地図上には個人宅を示すような内容も含まれることから、覗き見防止

フィルターを画面に装着する等、端末を操作する担当者以外からの画面の

閲覧を防止する措置を講じることが望まれる。
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２ 繰越に関する監査の結果及び意見

１．繰越工事の概要

繰越制度とは、会計年度独立の原則の例外として年度内での予算執行が困

難となった場合に、所定の手続を経ることで予算執行を次年度以降に繰り越

しする制度である。

地方自治体は、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充て

なければならないとされ（会計年度独立の原則）、一会計年度の予算は、そ

の年度内に執行し完結する単年度予算主義が原則となっている。そのため、

繰越制度は、これらの原則の例外とされている。

予算の繰越には、繰越明許費と事故繰越があり、繰越明許費は、何らかの

事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、

翌年度 1 年間に限り繰り越して使用することができるものである。また、事

故繰越は、歳出予算の経費のうち、年度内において支出負担行為を行い、そ

の後の避け難い事故のためその年度内支出が終わらなかったものを翌年度

に繰り越して使用することをいう。

市における平成 27 年度から平成 29 年度における予算の繰越状況は以下

のとおりであり、毎年当初予算額の約 2 割が繰越になっている状態である。

なお、予算の繰越状況には、繰越明許費及び事故繰越の金額を合算したもの

が記載されている。

（表 55）予算の繰越状況

（単位：百万円）

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

当初予算額 34,764 34,906 33,290
前年度繰越額 8,314 6,722 8,744

予算現額（Ａ） 35,132 37,489 36,526
支出済額 25,698 26,611 27,384

翌年度繰越額（Ｂ） 6,722 8,744 6,857
翌年度繰越額

／予算現額

（Ｂ／Ａ）

19％ 23％ 18％

また、平成 29 年度の建設局における道路関連事業のうち予算の繰越額の

多い事業の状況は以下のとおりである。
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（表 56）道路関連事業のうち予算の繰越額の多い事業

（単位：百万円）

事業名 道路維持事業 道路整備事業
道路新設

改良事業

当初予算額 5,284 612 3,571
前年度繰越額 1,052 404 1,290

予算現額（Ａ） 6,367 1,017 3,625
支払済額 5,405 751 1,915

翌年度繰越額（Ｂ） 900 184 1,388
翌年度繰越額

／予算現額

（Ｂ／Ａ）

14％ 18％ 38％

事業名
橋りょう

維持事業

交通安全施設

整備事業
街路整備事業

当初予算額 1,977 2,654 7,064
前年度繰越額 606 673 1,734

予算現額（Ａ） 2,067 3,045 6,212
支払済額 1,248 1,873 3,614

翌年度繰越額（Ｂ） 748 1,000 1,882
翌年度繰越額

／予算現額

（Ｂ／Ａ）

36％ 32％ 30％

２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）契約の繰越状況は適当か 平成 29 年度に締結した工事契約におい

て、当期末に繰越が行われた案件の状況

を把握する。

３．実施結果

（１）契約の繰越状況は適当か

平成 28 年度及び平成 29 年度の契約ベース（各月末の契約累計額÷予算

額）及び支払ベース（各月末の支払累計額÷予算額）は以下のとおりである。

建設局の実施する契約ベースでの進捗率の状況は、9 月までに約 5 割～6
割の契約が締結されているが、毎年約 2 割程度が繰り越されている状態にあ

る。
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（表 57）契約ベースでの進捗率

期間
進捗率

（契約ベース）

進捗率

（支払ベース）

平成28年度 6月末 50.8％ 22.2％
平成28年度 9月末 66.5％ 26.5％
平成28年度12月末 72.9％ 38.4％
平成28年度 3月末 86.3％ 60.5％
平成29年度 6月末 51.5％ 11.9％
平成29年度 9月末 70.4％ 27.8％
平成29年度12月末 77.3％ 41％
平成29年度 3月末 92.6％ 69.7％

また、以下のとおり、繰越案件の中には年度末付近に契約が締結されてい

る案件も複数存在している。現状では、1月以降に開始されている工事契約

の多くは、2 班体制、もしくは 3 班体制で工事を実施することにより、年度

内に完了し検査が終了することを前提として契約を締結している。

（表 58）年度末付近に締結されている契約

工事種別 開始 完了

（当初）

完了

（ 終）

契約額

（千円）

土木工事 3 月 6 日 3 月 26 日 1 月 31 日 185,954
土木工事 3 月 16 日 3 月 26 日 1 月 15 日 110,614
土木工事 1 月 30 日 3 月 26 日 6 月 29 日 7,344
土木工事 2 月 2 日 3 月 28 日 9 月 28 日 95,731
土木工事 2 月 8 日 3 月 23 日 6 月 29 日 17,399
土木工事 1 月 23 日 3 月 26 日 9 月 28 日 44,439
土木工事 1 月 23 日 3 月 26 日 8 月 31 日 42,714
舗装工事 1 月 24 日 3 月 16 日 5 月 31 日 30,359
土木工事 1 月 24 日 3 月 16 日 8 月 31 日 31,652
土木工事 1 月 24 日 3 月 16 日 5 月 31 日 19,613
土木工事 1 月 24 日 3 月 16 日 9 月 28 日 28,102
土木工事 1 月 24 日 3 月 16 日 8 月 31 日 12,991
土木工事 1 月 26 日 3 月 16 日 10 月 31 日 22,788
舗装工事 1 月 23 日 3 月 28 日 4 月 27 日 28,998

（意 見）工事発注の早期化について

現状では、1 月以降に開始されている工事契約の多くは、2 班体制、もし

くは 3 班体制で工事を実施することにより、年度内に完了し検査が終了する

ことを前提として契約を締結しているが、実際には、2～3 班で同時並行的

に工事を実施することは考えにくい。結果、年度内に工事が完了せず、繰り

越す工事が多くなる。

現在のように全体予算の 2 割が繰越されている状況は地方自治法におけ
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る「会計年度独立の原則」の趣旨からしても望ましくない。また、繰越案件

の中には年度末付近に契約が締結されている案件も複数存在している状況

である。工事は着手から完了までに数ヶ月かかるものも多いことから、年度

内執行の徹底を図るため、年間を通した計画的な業務の発注を行うために、

発注準備等を早期に実施することによって可能な限り工事発注の早期化に

努めることが望ましい。発注の早期化を進めることにより、年度末での事業

業務の集中を避け業務の平準化に努められたい。
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３ 随意契約により実施している事業に関する監査の結果及び意見

１．随意契約について

（１）随意契約とは

随意契約とは、競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで契約

を締結する契約方法で、競争入札を原則とする地方公共団体の契約の例外的

方法であり、自治令に規定されている場合にのみ認められている契約方法で

ある。

この方法によると、契約の手続が簡素で、資力・信用等の確実な適格業者

を契約の相手方とすることから、適正履行の確保が期待できるが、その運用

を誤ると相手方の固定化を招き、しかも契約自体が情実に流され、公正な取

引の実を失し、いわゆる官商結託ないし癒着の弊害を生じることとなる。

そのため、市では随意契約の標準的な解釈・指針について『随意契約ガイ

ドライン』を定めており、契約課のライブラリにおいて、いつでも参照でき

るようにしている。

（２）随意契約ができる場合（特定調達契約以外）

市では、『随意契約ガイドライン』において、随意契約ができる場合を定

めている。随意契約ができる場合は、以下のとおりである。

① 少額の契約（地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第 167
条の 2 第 1 項第 1 号）

売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格が施行令別表第 5
上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内にお

いて普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをすると

き。

② その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき（施行令

第 167 条の 2 第 1 項第 2 号）

不動産の買入れ又は借入、普通地方公共団体が必要とする物品の

製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払い

その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき。

③ 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をす

るとき（施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号）

特定の施設等とは、以下のものをいう。

ⅰ）障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模

作業所等
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ⅱ）生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事

業を行う施設等

ⅲ）母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉団

体等

④ 新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入等の契約をすると

き（施行令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号）

⑤ 緊急の必要によるもの（施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号）

⑥ 競争入札に付することが不利なもの（施行令第 167 条の 2 第 1 項

第 6 号）

⑦ 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの（施行令第

167 条の 2 第 1 項第 7 号）

⑧ 競争入札に付し入札者又は落札者がないとき（施行令第 167 条の

2 第 1 項第 8 号）

⑨ 競争入札において落札者が契約を締結しないとき（施行令第 167
条の 2 第 1 項第 9 号）

なお、『随意契約のガイドライン』によると、業務を所管する課所等にお

いて、随意契約の結果をできる限り公表することとされており、ホームペー

ジで公表されている。ホームページを閲覧した結果、道路維持課において平

成 30 年 1 月～平成 30 年 3 月の期間で締結された業務委託随意契約は 5 件

であり、道路維持課で締結されている随意契約の全件であった。下表は、ホ

ームページで公表されている随意契約の内容である。

    （表59）平成30年1月～3月に道路維持課で締結された業務委託随意契約

（単位：千円）

建設事務所 件名 契約の相手方 契約金額

① 北部建設事務所 さいたま市

さいたま新都心駅東口

駅前広場外警備業務

株式会社さい

たまアリーナ

3,369

② 南部建設事務所 さいたま市

新都心共同溝管理業務

株式会社さい

たまアリーナ

37,548

③ 南部建設事務所 さいたま市浦和駅

西口広場施設管理業務

浦和商業開発

株式会社

12,420

④ 南部建設事務所 さいたま市

北与野駅デッキ外施設

管理業務

与野都市開発

株式会社

11,016

⑤ 南部建設事務所 さいたま市

浦和美園駅東口広場芝

管理業務

公益財団法人

埼玉県公園緑

地協会

3,348

    （出所：市ホームページより作成）
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２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）随意契約の理由につ

いての適正性

道路維持課において平成 30 年 1 月～3 月に締

結した随意契約（ホームページにて公表され

ているものに限る）につき、随意契約によるこ

ととした理由につき、『随意契約ガイドライ

ン』に照らして適正であるかを検討する。

（２）随意契約の前提とな

る市の意思決定は適

当か

必要な場合には、随意契約の前提となってい

る背景につき、担当者へのヒアリング、資料閲

覧等を実施する。

３．実施結果

（１）随意契約の理由についての適正性

ホームページで公表されている道路維持課の平成 30 年 1 月～平成 30 年

3 月に契約した随意契約について、「業務委託随意契約結果表」に記載され

ている随意契約によることとした理由は、下記のとおりである。

①  さいたま市さいたま新都心駅東口駅前広場外警備業務

本業務は、さいたま新都心整備事業により整備されたものであり、

さいたま新都心駅の監視システムがさいたまスーパーアリーナ防災セ

ンターに設置され、他の施設と一元的な管理体制となっていることか

ら、本施設を管理している上記業者が業務を行うことで、効率的かつ

経費削減となるため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の

規定により、株式会社さいたまアリーナと随意契約とした。

② さいたま市新都心共同溝管理業務

本業務は、さいたま新都心共同溝の維持管理業務である。この共同

溝はさいたま新都心整備事業により整備されたものであり、共同溝の

監視システムがさいたまスーパーアリーナ防災センターに設置され、

他の施設と一元的な管理体制となっていることから、本施設を管理し

ている上記業者が業務を行うことで、効率的かつ経費削減となるた

め、随意契約により契約を締結した。

③ さいたま市浦和駅西口広場施設管理業務

本業務を行う施設は、浦和駅西口再開発事業により整備された施設

であり、周辺の民間施設と一元的な管理が行われている。エレベータ
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ー等の監視モニターや通報装置は契約の相手方である浦和商業開発㈱

コルソビル内の防災センターに設置されているため、業務の性質上、

他の業者に依頼した場合、業務に著しい支障が生じる恐れがあること

から、当該業者と随意契約により契約を締結した。

④ さいたま市北与野駅デッキ外施設管理業務

本業務を行う施設は、さいたま新都心整備事業により整備された施

設であり、周辺の民間施設と一元的な管理が行われている。エレベー

ター等の監視モニターや通報装置は契約の相手方である与野都市開発

㈱アルーサ防災センター内に設置されているため、業務の性質上、他

の業者に依頼した場合、業務に著しい支障が生じる恐れがあることか

ら、当該業者と随意契約により契約を締結した。

⑤ さいたま市浦和美園駅東口広場芝管理業務

本業務は浦和美園駅前の常緑芝の管理を行い、良好な状態を維持す

ることを目的としている。

対象の常緑芝については、平成 16 年度に実施された「駅前空間かお

づくり検討会」とその後の管理者協議の中で埼玉スタジアム２◯◯２

の芝と同種のものを同等のクオリティで管理することとなったため、

埼玉スタジアム２◯◯２の芝を管理している公益財団法人埼玉県公園

緑地協会に管理業務を委託することとなった。

このことから、上記業者と随意契約により契約を締結した。

①～⑤の随意契約のうち、①の随意契約については、根拠条文として

「地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により、」と明記

されているが、②～⑤の随意契約については根拠条文が示されていな

い。

②～④の契約については、監視施設につき契約先が有する施設内に設

置されているため、業務の性質上、他の業者に依頼した場合、業務に著

しい支障が生じる恐れがあることから、随意契約を締結したとしてい

る。

⑤の契約については、随意契約の理由として、「平成 16 年度に実施さ

れた「駅前空間かおづくり検討会」とその後の管理者協議の中で埼玉ス

タジアム２◯◯２の芝と同種のものを同等のクオリティで管理すること

となったため、埼玉スタジアム２◯◯２の芝を管理している公益財団法



113

人埼玉県公園緑地協会に管理業務を委託することとなった。」とされてい

る。

（意 見）随意契約の根拠について

随意契約は、競争入札を原則としている地方公共団体の契約の中にあ

って、競争の方法によらず、任意に特定の相手方を選択して契約を締結

するものであり、安易に随意契約とすることは、厳に慎むよう注意すべ

きとされている。そのため随意契約の理由については、平成 28 年 9 月

定例会に提出された「市民に理解できる随意契約の詳細な理由を書いて

ください」という請願を受け、随意契約の方式を採用した理由、具体的

には合理性、必然性、採用するやむを得ない理由等が読み取れる記載を

するよう、調達課から各課に指導し、随意契約の理由を公表している。

記載に関しては、市民目線で理解しやすい理由に主眼を置いており、

法定根拠の明記を必ずしも求めるものではないが、ホームページに掲載

されている「業務委託随意契約結果発表」を閲覧したところ、法的根拠

となる条文が明記されているものと明記されていないものが混在してい

る。

随意契約は、特別な契約であり、安易に随意契約とすることは厳に慎

むべきであるため、市民がその理由について容易に把握できるように説

明責任を果たすべきである。随意契約の根拠となる条文を明示するな

ど、記載事項及び記載方法につき検討されたい。

（２）随意契約の前提となる市の意思決定は適当か

⑤の契約については、随意契約の理由として、「平成 16 年度に実施された

『駅前空間かおづくり検討会」とその後の管理者協議の中で埼玉スタジアム

２◯◯２の芝と同種のものを同等のクオリティで管理することとなったた

め、埼玉スタジアム２◯◯２の芝を管理している公益財団法人埼玉県公園緑

地協会に管理業務を委託することとなった。」とされていることから、平成

16 年度に実施された「ウイングシティ駅前空間かおづくり検討会」の報告

書（平成 17 年 3 月）を閲覧した。
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（表 60）緑に係わるアイテム

※上段：街びらき段階

下段：人口定着段階

メニュー・

アイテム

ハードの

担い手

ソフト運営

（管理）の

担い手

今後の課題

街路樹（メタ

セコイヤ・サ

クラ）

都市機構

（区画

整理）

さいたま市

（道路管

理者）

―

― ― ―

植栽帯の芝生

都市機構

（区画

整理）

さいたま市

（道路管

理者）

―

地元造園業

者、市民組織

等[ガーデニ

ング]

地元造園業

者、住民組織

等

地元造園業者、住民組織等か

ら芝生ガーデニング等の要望

があれば、道路植栽管理への

アダプト制度などを構築

フラワーベー

ス・ハンギン

グバスケット

― ― ―

地元造園業

者、住民組織

等

地元造園業

者、住民組織

等

地元造園業者、住民組織等か

らプランター設置やハンギン

グバスケット等の作成要望が

あれば、道路植栽管理へのア

ダプト制度などを構築

植栽管理用散

水栓

都市機構（区

画

整理）

さいたま市

（道路管

理者）

―

― ―

イベント活用時に給水要望が

ある際には、設備利用の許可

審査のための組織体制（協議

会等）を構築する必要あり。

      （出所：「ウイングシティ駅前空間かおづくり検討会 報告書（平成 17
年 3 月）」）

報告書を見る限りでは、「埼玉スタジアム２◯◯２の芝と同種のものを同

等のクオリティで管理することとなった」ことは読み取れない。また、報告

書に添付されている議事録を見ても芝についての議論はあるが、そこで埼玉

スタジアム２◯◯２の芝と同種のものを植えるという記録はない。

この浦和美園駅東口広場芝管理業務については、独立行政法人都市再生機

構埼玉地域支社さいたま中央開発事務所（以下「都市再生機構」という。）

から引き継いだ業務であり、都市再生機構が管理していた時から公益財団法

人埼玉県公園緑地協会と業務委託契約を締結しているとのことである。当該

契約についても、都市再生機構では随意契約となっていたとのことである。

そのため、さいたま市で事業を引き継いだ時から、埼玉県公園緑地協会との
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随意契約が継続して締結されており、埼玉スタジアム２〇〇２と同等のクオ

リティで管理を行うよう特記仕様書にも明記されている。

（意 見）駅前交通島の芝について

浦和美園駅前広場交通島の芝生（約 400㎡）は、埼玉スタジアム２◯◯２

と同じ芝を植えることにより、サッカーの街としての顔としての役割を担っ

ているが、芝を緑に保つために平成 29 年度で年間 3,348 千円の維持費がか

かっている。市として、広場の芝を埼玉スタジアム２◯◯２と同じ芝を植栽

するという意思決定はなく、都市再生機構から引き継いだ時から継続して事

業を実施しているのみとなっている。当該契約について、他の業者では実施

できないのか、また、芝は埼玉スタジアム２◯◯２と同じものでなければな

らないのかの議論をした形跡はない。少なくとも、都市再生機構から引き継

いでから 9 年間で 30,000 千円程度の税金が維持費として支出されているこ

とを鑑みても、改めて、芝の管理の在り方について検討し、市としての意思

を明確にすべきである。
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４ 道路占用に関する監査の結果及び意見

１．道路占用の概要

（１）道路占用の概要について

道路上に電柱を設置する場合等、道路に一定の施設を設置し、継続して道

路を使用することを「道路の占用」という。この道路の占用は地上に施設を

設置する場合だけではなく、電気・電話・ガス・上下水道等の管路を道路の

地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合等も含

まれる。

市では、道路の占用については、道路法第 32 条に規定する物件、工作物、

施設を設け、継続的に道路を占用する場合に、当該道路管理者に道路占用許

可申請書を提出し、許可を受けなければならないとし、占用する物件、工作

物、施設にはそれぞれ詳細な条件等が定められているため、許可申請を行う

場合は、必ず窓口での審査等が必要となっている。

占用許可が必要な主なものは、道路法第 32 条第 1 項各号及び道路法施行

令第 7 条に掲げる工作物であり、以下に例示する。

・電柱、電線等

・広告塔等

・バスの停留所、看板、たれ幕等

・標識等

・各種路上イベントにかかわるもの

・水管、ガス管、下水道管等

・その他

占用許可の申請については、「道路占用許可申請書」を作成し、案内図、

平面図、縦断図、構造図、その他必要とされる書類（指示を受けたもの、関

係部署との協議書など）を添付して、担当地区の建設事務所土木管理課に書

類を提出することによって行われる。許可書を交付するまで約 2 週間程度を

要する。

（２）占用料の減免の概要

道路占用許可申請により申請が認められると、「さいたま市道路占用料徴

収条例」第 2 条に基づき占用料を支払うことになる。
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     （さいたま市道路占用料徴収条例第 2 条）

さいたま市道路占用料徴収条例

第 2 条 法第 32 条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び電

線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成 7 年法律第 39
号）第 10 条、第 11 条第 1 項又は第 12 条第 1 項の規定によ

り電線共同溝の占用の許可を受けた者（以下「道路占用者」と

いう。）は、この条例の定めるところにより市に占用料を納付

しなければならない。

また、「さいたま市道路占用料徴収条例」第 4 条において、占用料の減免

についての規定があり、これに該当する場合には、占用料が減免される。

（さいたま市道路占用料徴収条例第 4 条）

さいたま市道路占用料徴収条例

第４条 市長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減

額し、又は免除することができる。

（１）地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第 6 条に規定する

公営企業に係るもの

（２）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、

又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法（昭和 61
年法律第 92 号）による鉄道事業者又は索道事業者がその

鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供

する施設

（３）公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）による選挙運動の

ために使用する立札、看板その他の物件

（４）ガス、電気、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

（５）かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な

施設

（６）沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに

類する施設

（７）道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの

（８）雨水又は汚水を排水するために必要な施設

（９）祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

（10）架空電線、張網その他これらに類するもので、道路の上空

を占用するもの

（11）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

また、「さいたま市道路占用料徴収条例施行規則」第 3 条により、さいた

ま市道路占用料徴収条例第４条各号に規定されたものについて、占用の占用

料の免除の基準が示されている。
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（さいたま市道路占用料徴収条例施行規則第 3 条）

さいたま市道路占用料徴収条例施行規則

第３条 条例第 4 条の規定による次の各号に掲げる占用の占用料の

減額又は免除の基準は、当該各号に定めるとおりとする。

（１）条例第 4 条第 1 号に規定する占用 免除

（２）条例第 4 条第 2 号に規定する占用 免除

（３）条例第 4 条第 3 号に規定する占用 免除

（４）条例第 4 条第 4 号に規定する占用 免除

（５）条例第 4 条第 5 号に規定する占用 免除

（６）条例第 4 条第 6 号に規定する占用 免除

（７）条例第 4 条第 7 号に規定する占用 免除

（８）条例第 4 条第 8 号に規定する占用 免除

（９）条例第 4 条第 9 号に規定する占用 免除

（10）条例第 4 条第 10 号に規定する占用(電気事業法(昭和 39 年

法律第 170 号)第 2 条第 1 項第 17 号に規定する電気事業者

(同項第 3 号に規定する小売電気事業者を除く。)又は電気通

信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 120 条第 1 項に規定す

る認定電気通信事業者が設ける架空の道路縦断電線、道路横

断電線及び各戸引込電線(柱類の占用に伴うもの及び共架に

よる電線を除く。)に限る。) 免除

（11）条例第 4 条第 11 号に規定する占用 市長が別に定める基

準

２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）道路占用許可申請書

の記載事項は適切か

関係者へ質問するとともに、道路占用許可申

請書を閲覧し、記載事項に漏れがないか、必

要な承認が得られているかを確かめる。

（２）不法な道路占用に対

する対処は適切か

不法な道路占用について、どのように対処し

ているのかについて、関係者へ質問するとと

もに、関連する資料を閲覧し、市としてでき

ることを検討する。

３．実施結果

（１）道路占用許可申請書の記載事項は適切か

平成 29 年度に提出された道路占用許可申請書のうち任意に数件を閲覧し

た。申請書には、必要事項が記入してあり、添付書類についても漏れはなか

った。また、必要な承認についても、漏れなく得られていた。

道路占用料の減免については、道路占用許可申請書が提出されることによ

り、道路管理者が道路占用の許可及び占用料の徴収、減免の決定を併せて行

うこととなっている。平成 29 年度に提出された道路占用許可申請書のうち
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減免対象となっているものについてサンプルを閲覧した。申請書に関し必要

事項の記入、添付書類について漏れがなかったが、道路占用許可申請書の提

出により、道路管理者である市が決定した占用料の減免に関する根拠条文を

記載する箇所がなく、何を根拠に減免と判断したのか、一目ではわからなか

った。

（意 見）道路占用減免伺の記載事項について

提出された道路占用許可申請書に関し減免がある場合には、道路占用許可

申請書の提出により、道路管理者である市が占用料の減免の決定を行うこと

となっている。申請書の様式に起因するが、減免に関する根拠条文を記載す

る箇所がなく、何を根拠に減免しているのかについて、添付書類を見なけれ

ば判断できない状況であった。道路占用許可申請書の表紙に減免がある場合

の根拠条文が記載されていれば、判断基準の根拠が一目でわかるため、承認

する上席者にとっても役立つこととなる。

道路占用減免伺については、上席者の判断の助力となるよう、様式を見直

し、減免に関する根拠条文を記載する箇所を設けることも検討されたい。

（２）不法な道路占用に対する対処は適切か

道を歩けば袖看板が目に入るが、すべての袖看板について占用許可申請が

提出されているわけではない。また、道路に出ている立看板については、原

則として道路に設置してはならないものである。

担当課である土木管理課でのヒアリングによると、立看板等については、

市民からの要望で撤去を要請することはあるが、通常、市が独自に調査し、

指導するなどの措置はとられていない。また、道路維持課で行われているパ

トロールにおいても、「パトロール実施要領」第 13 条（パトロールの実施）

（6）において、「パトロール要員は、道路の不法占用等その他道路の管理上

支障となる行為を発見した場合には、適切な措置を講ずるとともに、発見の

日時、場所及び状況を課長に報告するものとする。」とあるが、パトロール

自体、主として主要道を中心として実施されており、すべての市道において

実施されているわけではない。「さいたま市道路パトロール業務委託特記仕

様書」第 2 条（目的）には、「この業務はさいたま市が管理する一般国道及

び県道の現状を把握し、道路の異常、不法占用等に対して適切な措置を講じ

るとともに」と規定されているが、委託によるパトロールに市道の巡回は含

まれないため、実質的には実施されないことになる。このことから、パトロ

ールにおいてすべての不法占用を発見することは困難であると考えられる。
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（意 見）不法な道路占用に対する処置について

道路占用は、占用する者が正しく申請することを前提として成り立ってお

り、占用に関し申請せず不法状態であることを放置しておくことは、正しく

申請した者のみから料金を徴収することになり、不公平が生じる。市道にお

けるすべての不法占用を発見し、指導することは困難であると考えられるが、

道路の安全を確保するだけではなく、正しく申請している人との公平性を保

つためにも、パトロールによる占用申請の有無の確認、申請がなかった場合

の指導を実施すべきである。それにより、他の者に対する牽制効果も発揮で

き、占用の申請促進を促すだけでなく、道路の安全も確保できることとなる。
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５ 備品等の管理に関する監査の結果及び意見

１.各建設事務所における備品管理の規則及び現状の事務について

（１）各建設事務所における備品管理の規則及び現状の事務の概要

① 備品関連規則等

市では、備品の管理に関連する規則等を下記のとおり整備し、運用

している。

（表 61）備品の管理に関連する規則等

位置付け 規則等の名称 適用対象

規則 さいたま市物品会計規則

（以下「物品会計規則」という。）

全庁

さいたま市予算規則 〃

さいたま市契約規則 〃

さいたま市会計規則 〃

手引 物品管理の手引 〃

契約事務の手引 〃

支出事務の手引 〃

② 事務分掌

市では、備品に関する事務分掌は以下のとおり定めている。

ⅰ）財政局契約管理部調達課長

・物品の取得、修理等

100 万円以上の物品の修繕及び 30 万円以上の物品購入（物品会

計規則第 8 条）

・物品の処分

売払（同規則 24 条）

ⅱ）課所長

・物品の取得、修理等

100 万円未満の物品の修繕、30 万円未満の備品の購入（物品会

計規則第 9 条第 1 項第 2 号及び第 3 号）、寄附の受入れ（同規則

第 11 条）

・物品の管理

物品の保管（同規則第 15 条）、備品の受領及び記録管理（同規則

第 16 条）、供用不適品の修繕（同規則 20 条）

・物品の処分

不用決定（同規則 23 条）、処分（同規則 25 条）
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③ 物品の分類

物品は主に、備品、消耗品、材料品、生産品、動植物の 5 つに分類

している。（物品会計規則第 4 条）

（表 62）品目の分類とその内容

品目 内容

備品 性質形状を変えることなく比較的長期間継続して使用

保存できるものであって、1 品の取得価格が 2 万円以

上のもの及び会計管理者が指定するもの

消耗品 使用により消耗されるもの、損傷しやすいもの及び長

期間の保存に耐え得ないもの並びに性質形状を変える

ことなく比較的長期間継続して使用保存できるもので

あっても、1 品の取得価格が 2 万円未満のもの(前号の

会計管理者が指定するものを除く。)
材料品 一定の物品を生産するための原料又は工事、工作等の

ため消費されるもの

（出所：物品会計規則第 4 条）

④ 北部建設事務所及び南部建設事務所の備品の管理の状況

北部建設事務所及び南部建設事務所では、備品につき備品保管倉庫

で保管し、管理している。それぞれの建設事務所で保管している備品

には、道路補修工事に使用するジャッキ、照明器具等の機器類、街路

樹の剪定を行う生垣バリカン、ヘッジトリマー等の道具、その他脚立

等通常業務で使用するものなどが含まれる。

なお、各建設事務所では、備品保管倉庫において消耗品についても

保管している。消耗品には、道路補修に使用する補修材、融雪用の塩

化カルシウム、赤色コーン等が含まれる。

備品は、物品出納員等（地方自治法第 171 条第 1 項に規定する出

納員をいい、出納室出納課長、消防局総務部消防企画課長及び教育委

員会管理部教育財務課長、区役所区民生活部総務課長の職にある者が

該当する。（物品会計規則第 6 条第 1 項第 1 号及び第 2 号））及び物

品取扱員等（物品会計規則 7 条第 1 項）が、保管に係る物品を良好な

状態で保管し、その状況を常に明らかにしておかなければならない

（物品会計規則第 15 条）とされている。そのために、各建設事務所

では、備品を受領したときは備品台帳に登録し、備品には備品票（シ

ール）を貼り付け管理している（物品会計規則第 16 条）。
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２．着眼点並びに監査手続

着眼点 監査手続

（１）備品の管理状況及び

備品台帳が適切であ

るか

①「物品管理の手引」を閲覧し、備品

の管理方法を把握する。

②北部建設事務所備品保管倉庫、南部

建設事務所備品保管倉庫の視察を実

施し、「物品管理の手引」に基づい

て、すべての備品について備品台帳

への登録が行われていることを確か

める。

③上記において備品台帳に存在してい

るものについて、実際の備品が存在

していることを確かめる。

④備品台帳と備品の管理シールの貼り

付け状況が一致していることを確か

める。

⑤備品台帳に記載されている数と在庫

として実在している数が一致してい

るかについて確かめる。

（２）消耗品及び材料品の

管理状況及び管理簿

が適切であるか

①「物品管理の手引」を閲覧し、消耗

品及び材料品の管理方法を把握す

る。

②消耗品及び材料品が実在しているに

もかかわらず、管理台帳が作成され

ていないものがあるかについて確か

める。

③消耗品及び材料品の管理台帳の記載

内容を閲覧する。

３．実施結果

（１）備品の管理状況及び備品台帳が適切であるか

北部建設事務所及び南部建設事務所において、それぞれの備品保管倉庫の

視察を実施した。その際に北部建設事務所の備品保管倉庫において、実際に

保管されている備品と備品台帳の一致を確認したところ、ジャッキ及び梯子

等が備品台帳に登録されていなかった。これらは浦和市・大宮市・与野市が

さいたま市として合併した際（平成 13 年）及び岩槻市がさいたま市と合併

した際（平成 17 年）に各市が管理していた物品に関して、備品台帳への登

録が網羅的に行われていなかったことによるとのことであった。

また、それぞれの備品保管倉庫において備品台帳に記載があるものについ

て、実際の備品を確認した。北部建設事務所の備品保管倉庫において、生垣
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バリカン 2 個及びヘッジトリマー（電気バリカン）2 個に関して、備品台帳

に記載があるにもかかわらず、現物が存在していなかった。これらについて

は所在が不明であったが、事後調査により他課へ貸してあったことが判明し

た。

また、それぞれの備品保管倉庫の視察時に備品台帳と備品の管理シールの

貼り付け状況が一致しているかを確かめたところ、北部建設事務所の備品保

管倉庫の備品のうち、アルミ製三脚脚立 2 台に関して備品台帳上は備品番号

が「19-0006」または、「19-0007」であるにもかかわらず、実物に貼り付け

られていたシールは備品番号「19-0001」のアルミ三脚が一台と、シールが

添付されていないアルミ三脚が一台存在した。

（指 摘）備品台帳への登録漏れについて

ジャッキ及び梯子等の備品について、現物の備品が存在するものの、備品

台帳への登録がされていない物品が存在した。物品会計規則第 16 条に基づ

き、保有する備品については、備品台帳に漏れなく登録すべきである。

（指 摘）所在不明の備品について

生垣バリカン 2 個及びヘッジトリマー（電気バリカン）2 個に関しては備

品台帳に登録されているにもかかわらず、その所在を確認できなかった。所

在不明の備品については追加の調査を行い、他課へ貸してあったことが判明

したようだが、確実に備品の存在を確認できるよう備品台帳の設置保管場所

欄の記載を行うなどの管理が必要である。

（指 摘）備品台帳と備品シールの不一致について

アルミ製三脚脚立 2 台に関して 1 台は備品台帳上の備品番号と、実物に

貼り付けられていた備品の管理シールの備品番号が異なっていた。また、も

う 1 台は備品の管理シールが貼り付けされていなかった。備品の現物確認に

あわせて、備品台帳情報と備品シールの記載を一致させる必要がある。

（２）消耗品及び材料品の管理状況及び管理簿が適切であるか

消耗品及び材料品に関しては物品管理等の規則において、消耗品及び材料

品の定義及び購入時の規定は存在しているが、受払管理に関しては明確な定

めがない。そのため、各建設事務所において、複数の様式及び記載方法の台

帳が存在している。また、管理台帳を作成している消耗品及び材料品の種類

が各事務所でバラバラになっている等管理水準が異なっていた。

具体的には、倉庫に保管されている塩化カルシウムに関して、北部建設事
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務所では材料品として管理台帳が作成されていなかったが、南部建設事務所

では管理台帳が作成されていた。また、倉庫に保管されている赤色コーンに

関して、南部建設事務所では材料品として管理台帳が作成されていなかった

が、北部建設事務所では管理台帳が作成されていた。

また、それぞれの建設事務所の備品保管倉庫にある道路補修材等の管理台

帳を確認したところ、各建設事務所の道路維持課の予算で購入しているにも

かかわらず、各区の保管場所の問題や、道路補修材等の予算確保の有無等の

都合により、道路維持課の補修材を各区くらし応援室が使用している状況に

あった。

（表 63）補修材の使用状況

材料名 使用しているくらし応援室

北部道路補修材

（ロードプラスターK）

北区、岩槻区、見沼区、大宮区

北部道路補修材

（レミファルト ST）
北区、岩槻区、見沼区、大宮区

南部道路補修材

（オレンジパッチ）

浦和区、中央区、桜区、

（出所：管理台帳）

（指 摘）消耗品及び材料品管理に関する規程の作成について

現状において、受払管理に関して明確な定めがない。消耗品及び材料品の

性質に基づいて、受払管理の必要性や管理方法を整備した規程の作成を検討

されたい。また、作成した規程に基づき、消耗品及び材料品管理を実施され

たい。

（意 見）消耗品及び材料品に関する管理台帳の作成について

塩化カルシウム、赤色コーン等については各建設事務所で管理台帳を作成

している場合と作成していない場合が存在した。各建設事務所で管理方法を

統一することが望ましい。

（意 見）消耗品及び材料品の購入時の予算管理について

道路補修材に関して、購入は各建設事務所道路維持課の予算で購入してい

るにもかかわらず、各区くらし応援室が使用している状況にある。適切な予

算執行の観点から考えると道路維持課が同課の予算で購入した消耗品及び

材料品に関しては、同課のみが使用するべきものである。調達事務に関して

は道路維持課が実施するとしても、各区くらし応援室が使用する消耗品及び
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材料品に関しては各区くらし応援室の予算を用いて、数量の管理も別々に実

施する等の方法によるなど、適切な管理方法を検討されたい。
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第５ まとめ

Ⅰ はじめに

本報告では、道路事業に関する財務事務の執行をテーマとした。本文でお示しし

たように、13 個の指摘、33 個の意見を行った。以下、「Ⅱ 報告のまとめ」におい

ては大まかな分野ごとに、横断的な説明を行った。本文が前提となる情報や説明を

多く含み長くなっているので、端的に本文の趣旨を汲んでいただくのに役立つので

あれば幸いである。また、「Ⅲ 内部統制の観点から」においては、内部統制の４

つ目的（①業務の効率的かつ効果的な遂行②財務報告等の信頼性の確保③業務にか

かわる法令等の遵守④資産の保全）から、指摘・意見の各項目がどの目的に照らし

て阻害要因となっているか分類している。目的に照らしてみることでひとつの意見

でもいくつかの目的と関連のあることがわかる。また、課題の所在が明確になる。

合わせてご参照いただきたい。

Ⅱ 報告のまとめ

１ 道路整備・維持計画の有無・実現可能性

さいたま市が示している道路網計画は、平成 42 年を見据えた計画とされては

いるが、残り 11 年となった今、現実味の薄いものになってきている。道路網計

画の直近の見直しが平成 29 年度にあったものの、大きな変更は行われなかった。

計画の実現可能性が薄いのであれば、PDCA の P でもう前に進まなくなってい

るということになる。そればかりか、市民の方々に整備計画の現状について誤解

を与え、建設的な議論を阻害している可能性もある。実態に合った見直しが必要

ではないだろうか。

一方、道路の維持計画についてはまだなく、策定中である。パトロールで発見

した要修繕箇所や、市民の方からの要望に応じたスマイルロードへの対処療法的

な対応にとどまらず、せっかく MCI の調査も実施されているのであるから、早

期に維持計画を策定されたい。また、維持計画を策定する上では、道路整備の計

画のような状態とならないよう、PDCA サイクルを回せるスケジュールや内容

の計画策定を目指すことが望まれる。

２ 資産の管理

区域線推進事業の実施状況を検討する中では、「道路」が個人宅の一部に入り

込んでいる事例があった。個人宅なので、写真を掲載することはできなかったが、

庭先の一部をなしていたり、倉庫が建っていたりという状態である。地方公共団

体の所有する資産は、膨大かつ内容も多岐にわたり、一般企業と同列に論じられ

ない面がある。慮るところはあるが、だからといって、市民からの預かりものを

あいまいな状態にしておけない。「道路」である事例はいうまでもなく、不調や
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保留になっている箇所についても適切に対応されたい。

未利用地、残地の活用や管理という課題も、公共事業を行う地方公共団体の性

質上、相当規模で生じているが、より積極的な活用や管理コストの縮減を図る余

地はあるように思われる。道路整備に関する計画において将来の整備時期が長期

ものも含め明確となれば、個々の未利用地、残地についての活用余地も例えば 30
年程度を短期と考えた活用など、より広がる可能性もある。

３ 予算執行・契約手続き上の課題

地方公共団体の契約手続、予算執行は法令・規則に基づき、適切に行われなけ

ればならない。本テーマにおける監査においても、法令・規則に反するとまでは

いえないが、法令・規則の趣旨から少し離れてはいないかと思わせる事例はあっ

た。スマイルロード整備事業における単価契約の用い方と繰越工事についてであ

る。実務上の工夫ではあろうが、金額による契約手続の区分や、予算の単年度で

の執行を損なうことに繋がる可能性もある。法令の遵守は形式だけでなく、法令

の趣旨を損なうことのないよう運用することにも意を用いられたい。

Ⅲ 内部統制の観点から

地方公共団体へ内部統制の観点を正式に導入する方向で進んでいる検討（平成

30 年 7 月 27 日 地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会 地方公共

団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（たたき台））においては、

内部統制の目的として①業務の効率的かつ効果的な遂行②財務報告等の信頼性の

確保③業務にかかわる法令等の遵守④資産の保全の 4 つが挙げられている。基本的

には一般企業における内部統制の目的と同様である。本まとめにおいては指摘、意

見を念頭に②、④に関し説明を付加したい。②については、地方公共団体において

議会や住民は業務そのものの実施状況についても強い利害と関心を持っている。政

策、施策、事務事業が、まず、住民レベルで適時、的確な状況把握と議論があり、

その上で議会での議論や市当局での業務実施に繋がっていくべきものとすれば、財

務報告にとどまらず、将来の見通しも含め、非財務情報の適切な開示とその信頼性

の確保が求められる。事案に応じ様々であろうが、適切な情報開示、説明の在り方

を常に考える姿勢が求められる。すなわち、信頼性の確保以前に先ず、必要十分な

開示は何かという観点があり、次に、内容に応じて信頼性の確保の方法が検討され

ることになるのではないか。

また、もうひとつ、地方公共団体が特殊性を持つものとして④資産の保全を挙げ

る。本文で触れたように、地方公共団体（国はさらにそうかもしれないが）の管理

すべき資産は膨大かつ多様である。よって、資産の保全の観点からの内部統制上の

措置が一般企業以上にとられてしかるべきところ、意識が薄い傾向があったのでは
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ないか。そうしたバランスの悪さを是正する意味からも、資産の保全を確保する内

部統制の整備・運用状況の重要性を強調したい。以上を踏まえ、本報告書における

指摘、意見を再整理すると例えば次のようである。

業
務
の
効
率
的
効
果
的
遂
行

財
務
報
告
等
の
信
頼
性

法
令
の
遵
守

資
産
の
保
全

１．都市計画道路の計画に関する監査の結果及び意見

・都市計画道路の見直しについて 〇 〇

・道路網計画の目標年次について 〇 〇

・区画整理区域と連続する道路が廃止候補

路線、存続候補路線となっていることに

ついて

〇

・PDCAサイクルの適用について 〇

・道路整備計画による効果の指標の見直し

について
〇

・「道路整備計画」の実現可能性について 〇

２．既存道路の改良（右折レーンの設置等）に関する監査の結果及び意見

・他の機関との連携について 〇

３．用地取得に関する監査の結果及び意見

・用地取得案件の進捗管理について 〇

４．行政財産（道路用地）及び未利用地に関する監査の結果及び意見

・所管替え及び行政財産の棚卸しについて 〇

・普通財産の引継ぎにかかる決裁文書につ

いて
〇 〇

・大間木丸ヶ崎線の残地管理について 〇

・行政財産の有効活用及び普通財産への引

継ぎについて
〇 〇

・廃止路線等の近隣土地の短期間での活用

について
〇

・未利用地の活用に関するシステム利用に

ついて
〇

５．区域線推進事業に関する監査の結果及び意見

・境界確定業務の記録の整理について 〇 〇

・境界確定時に保留又は不調となった箇所

について
〇

・境界確定により判明した占有地について 〇 〇

・境界確定により判明した占有地（道路以

外の官民境界）の把握について
〇 〇

６．橋梁の維持に関する監査の結果及び意見

・長寿命化修繕計画における修繕予定橋梁 〇 〇 〇
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について

・区分Ⅲと診断された橋梁について 〇 〇 〇

・診断結果の公表について  〇 〇

・長寿命化修繕計画におけるライフサイク

ルコスト削減効果の把握について
〇 〇 〇

７．道路の維持・管理に関する監査の結果及び意見

・道路（舗装）維持管理計画の策定につい

て

〇
〇 〇

・補修履歴のデータベース化について 〇 〇

８．道路修繕の分担に関する監査の結果及び意見

・定期的な受付簿の棚卸しと情報共有につ

いて
〇

・道路維持課とくらし応援室の業務分担に

関する規程について
〇

・道路維持課とくらし応援室の業務分担に

ついて
〇

９．スマイルロード整備事業に関する監査の結果及び意見

・道路維持課において実施されている単価

契約について
〇

・スマイルロード整備事業の一般競争入札

及び指名競争入札に関す金額基準につ

いて

〇

・スマイルロード整備事業の単価契約にお

ける個別の工事について
〇

10．パトロール業務に関する監査の結果及び意見

・パトロールの委託について 〇

・工事委託業者との写真による現場状況の

共有について
〇

11．道路情報システムに関する監査の結果及び意見

・道路情報システム更新時における刷新可

能性調査の実施について
〇

・道路情報システムのセキュリティ対策に

ついて
〇

・窓口対応端末の覗き見防止策について 〇

12．繰越に関する監査の結果及び意見

・工事発注の早期化について   〇

13．随意契約により実施している事業に関する監査の結果及び意見

・随意契約の根拠について  〇 〇

・駅前交通島の芝について 〇  〇

14．道路占用に関する監査の結果及び意見
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・道路占用減免伺の記載事項について   〇

・不法な道路占用に対する処置について   〇

15．備品の管理に関する監査の結果及び意見

・備品台帳への登録漏れについて 〇  〇 〇

・所在不明の備品について 〇  〇 〇

・備品台帳と備品シールの不一致について 〇  〇 〇

・消耗品及び材料品管理に関する規程の作

成について
〇 〇

・消耗品及び材料品に関する管理台帳の作

成について
〇 〇

・消耗品及び材料品の購入時の予算管理に

ついて
〇 〇

１ 業務の効率的かつ効果的な遂行

業務の効率的かつ効果的な遂行を達成するためには、PDCA を有効に回すこ

とが重要である。絶対的に何が効率的か、効果的か示せればそこに向かっていく

のが一番であろうが、難しいのであれば PDCA の中でよりよい状況を目指して

いくことになる。道路整備計画の実現可能性の懸念がある点、維持計画がない点

は P がないかそれに近い状態であるため、業務の効率的かつ効果的な遂行の観

点から、内部統制の整備状況に課題があるといえる。

２ 財務報告等の信頼性の確保

財務報告にとどまらず、将来の見通しも含め、非財務情報の適切な開示とその

信頼性の確保が求められる。財務報告等の信頼性の確保が適切な情報開示、説明

の在り方を常に考える姿勢を求められるとすれば、実現可能性に懸念のある道路

の整備に関する計画を（しかも直近の 29 年度見直し版として）掲げることは、

財務報告等の信頼性の確保の観点から課題があるといえるのではないか。

橋梁の診断結果の公表については、把握しているものはより積極的に開示すべ

きという視点になるが、長寿命化修繕計画におけるコスト削減効果の把握につい

ては、効果を把握して公表すべきとの観点から、財務報告等の信頼性の確保に加

えた。業務執行上の様々な計画は同時に開示を検討すべき非財務情報である可能

性がある。
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地方自治の観点から、市民の方々による実のある議論、意見形成のための情報

開示になっているかという視点は、少子高齢化が進み、限られた資源をどう活用

するか意見形成するにあたり、重要性を増している。本報告書の意見はほんの一

例に過ぎない。ケースバイケースの内容にもなるので 100％の正解は難しいが、

積極的な対応が望まれる。また、本報告においては、開示された内容についての

課題の指摘や不足の指摘にとどまった。信頼性の確保のためのチェック体制の不

備や実際に重要な誤りがなかったかどうか、網羅的な調査については今回の監査

の対象とはしていないが、統制の構築が適切か、市においては引き続き検討され

ることを望むものである。

３ 業務にかかわる法令等の遵守

スマイルロードの工事における単価契約の取り扱いは既述のとおりである。期

末の工事発注については予算執行上の現場の工夫を一概に批判できないかもし

れないが、より自然な形で法令等の遵守を図るべきといえる。境界確定業務の中

ででてきた庭の中の「道路」も相手が「道路」であることを認めれば法令・規則

に反しないということでは納得感がない。いずれも法令等がもともと想定した状

態に近づけるような運用を目指すことが望まれる。

法令等の遵守については、整備されるべき規定が整備されているかどうかの観

点からの意見もいくつかあった。内部統制は運用の前に必要な統制が整備されて

いることが前提となる。しかるべく規定が置かれているかとの観点も有用である。

４ 資産の保全

維持管理計画の策定、区分Ⅲと診断された橋梁の修繕の早期実施などは一般的

にもよく言われるインフラ資産の維持管理に関する課題である。③でも触れた境

界確定業務から生じた所有資産の課題や未利用地や残地の課題は、地方公共団体

が膨大、かつ多様な資産を所有していることの一端が現れている。自分が何を所

有しているのか、有効に管理できているのか、管理コストはどうか、今後、意識

的に取り組んでいくべき分野である。

また、昨年の教育の関するテーマの際もそうであったが、備品の現物管理には

課題があった。ストック管理の苦手さは共通していると感じられた。金額的重要

性は大分落ちるのかもしれないが、税金で購入したものの管理は適切に実施する

必要がある。

Ⅳ おわりに

内部統制の関連では、本報告書において示された限られた指摘、意見をみても

わかるように、目的に照らしてみると何が課題なのか理解しやすい。既述のよう
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に、内部統制制度を導入する上では、リスクの洗い出しが必要になる。業務フロ

ーを識別し、分析するにしてもどのようなリスクがあるのかを識別しなければ、

漠然と業務、作業の手順を追うだけになってしまい。必要な統制を構築するため

の分析にならない可能性がある。決裁書にむやみに多くの印があることは、統制

上の意味は薄く、ひとつひとつのアクションの意味が吟味されることが重要であ

る。内部統制制度導入は大きな効果が期待できる。どのような業務であれ、適時、

適切にしかるべき検討を加え、チェックを行っていることは、説明責任を果たす

上で有用であることは勿論、 少の経費で 大の効果をという地方自治法の理念

に沿うものである。さらにいえば、業務の中であるいは無駄かもしれないと思っ

ていた作業や承認手続をやめ、勤務時間を短くする効果も期待できる。テレワー

クの導入等も含めた働き方改革が求められる中で、何が必要で、何が必要でない

のか、内部統制は検討の視点として、説明の観点として説得力をもつのではない

だろうか。

地方公共団体の内部統制は様々な点で株式会社と異なりうる。４つの目的とい

う一般論は同じだが、企業で監査の対象になるのは、財務報告等の信頼性に関す

る部分と他の目的はそこから派生する部分に限られるため、地方公共団体の内部

統制はある意味新たな領域に踏み込む。例えば、資産の保全については上述した。

また、ガバナンスの違いからくる違いもある。所有と経営の分離された株式会社

と、自治に参加する立場の住民がベースの地方公共団体は異なる。例えば、財務

報告等の信頼性については上述した。非常に長期に亘ったり、多くの個人情報を

扱う等、業務そのものの特性からくる違いもある。利益の追求と健全な財政の追

求で行動は変わってくる。大きくかつ本質的な相違だけでもいくつも挙げられる。

それだけに、地方公共団体に合った内部統制制度の導入を図っていく上では、柔

軟かつ丁寧な議論を行いつつ、試行錯誤をおそれず進んでいくことが望まれる。

後、やや内部統制の議論が長くなったが、本テーマにおける監査は、内部統

制の視点を持ったこともあり、説明を行った次第である。検討の材料にしていた

だければありがたい。


