
 

令和４年 第 1回浜松市議会定例会 

一般質問及び浜松市答弁 

 

 質問者 市民クラブ 平間良明 

 

質問 答弁 

１ 政令指定都市中人口 10万人当た

りの人身交通事故ワーストワン脱

出に向けて 

警察庁がまとめた2021年の交通

事故の発生件数は1.2％減の30万

5425件。負傷者数は2.1％減の36万

1768人であり平成以降で最も低い

水準だった。この結果は官民を挙

げた様々な取組の成果の表れと受

け止めている。交通事故削減に取

り組む中、本市の人身事故件数ワ

ーストワン脱出に向けて、以下に

ついて３点伺う。 

 

(1) これまでの重点対策の効果、

課題、今後の対応について 

交差点改良など、重点対策を行

う箇所として毎年20か所を選定し

て取り組んでいる。また、事故の

多い中央分離帯開口部の閉鎖箇所

を選定しているが、これまでの重

点対策の効果と課題及び今後の対

応について伺う。 

 

(2) 2025年までに 2500件以下とし

た目標について 

現目標でワーストワン脱出が可

能か、目標の根拠を伺う。また、

他市も事故件数を削減している

中、ワーストワン脱出に向けて大

胆な対策が必要と考えるが、具体

的な取組を伺う。 

 

(3) 75歳以上のドライバーへのサ

ポカー普及促進について 

警察庁は本年５月13日より高齢

ドライバー対策の強化として、運

１.(1)(2)(3)髙須土木部長 

（1）交通事故ワースト 1脱出に向けては、2015年度から自治会、

警察などで構成する浜松市交通事故防止対策会議が中心となり、様々

な角度から事故を分析し、効果的な対策をソフトとハードの両面で推

進している。これまでの重点対策とその効果としては、2016 年から

2020 年の人身交通事故多発箇所約 130 箇所に対し、重点的に路面表

示の注意喚起や右折レーンの設置などを実施した。その効果として、

事故件数が年間約 530件から約 300件へと、4割を超える削減効果が

発現された。また、幹線道路の中央分離帯開口部については、開口部

に起因する人身交通事故件数の多い上位 9 箇所を物理的に閉鎖した

ことで、これまでに年間約 20 件発生していた事故をすべて無くすこ

とができた。これらの対策を実施する上での課題としては、用地の確

保が難航したり、中央分離帯の閉鎖にあたっては、日常の利便性を損

ないたくないなどの意見をいただいたり、円滑な事業実施に向けて、

一部、ご理解、ご協力が得られない場合が見られる。今後の対応につ

いては、地域住民に対し、事業の必要性について、十分なご理解とご

協力が得られるよう、自治会や警察と力を合わせ、丁寧かつ、説得力

のある説明に努め、早期の事業完了に取り組んでいく。 

 （2）交通事故ワースト 1 脱出を目指す、浜松市交通事故防止対策

会議は、達成すべき交通事故件数を年間 2,500件以下とする新たな数

値目標を設定した。この数値目標の根拠としては、2015 年から 2020

年までの本市と他都市との事故削減実績傾向を考慮し、新たな取組を

含め、効果がしっかり発揮された場合に、2025 年には、ワースト 1

から脱出できるとする数値を目標として設定したもの。目標達成に向

けた具体的な取組については、事故をあらゆる角度から人工知能を活

用して分析した事故対策や、自治会及び警察と連携したゾーン 30 プ

ラスによる生活道路対策、サポカー普及促進策の拡大による高齢者事

故対策などを推進し、オール浜松体制でワースト 1からの脱出を目指

す。 

 （3）本市における 2020年の 65歳以上の免許保有者は約 14万人、

そのうち、75 歳以上は約 4 万 6 千人となっている。また、75 歳以上

の高齢ドライバーが加害者となった事故件数は、約 500 件で、65 歳

以上の事故件数、約 1,200件のうち、約 4割を占め、増加傾向にある。

このような状況の中、警察庁の調査では、安全運転サポート機能の装

備車は、非装備車と比較して、約 4割、事故が少ないとされているた

め、高齢ドライバーの事故防止に寄与するものと考えられる。このよ

うな背景のもと、昨年 11 月以降の新型車には、衝突被害軽減ブレー
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転免許更新時に75歳以上で一定の

交通違反歴がある場合に「運転技

能検査」の義務づけやサポカー限

定免許制度を施行する。交通事故

件数削減にはサポカー普及が大き

く寄与している。そこで、75歳以

上のドライバーへのサポカー購入

補助の創設など、サポカーの普及

促進について伺う。 

 

 

 

 

２ カーボンニュートラル推進につ

いて 

地域における2050年脱炭素社会

の実現に向けて、本市は４月より

「カーボンニュートラル推進事業

本部」を設置する。カーボンニュ

ートラルの推進は行政や企業のみ

ならず、市民一人一人の意識向上

と協力が必要である。そこで、以

下３点について伺う。 

 

(1) 再生可能エネルギーの増加目

標について 

浜松市域“ＲＥ100”では、再生

可能エネルギーの増加目標として

風力発電を2018年実績５万メガワ

ットアワーから2050年に120万メ

ガワットアワーとしているが、天

竜区での風力発電施設計画の中止

など課題が多い。市民一人一人の

協力により、太陽光発電など増加

が見込めるエネルギーの配分を増

やすなどの目標設定見直しが必要

と考えるがどうか伺う。 

 

(2) 水素や蓄電池などの活用促進

について 

発電が不安定な再生可能エネル

ギーを安定的に利用するには、発

キなどの安全運転サポート機能の装備が義務化され、また、本年 5月

からは、サポカー限定免許制度の導入が予定されている。本市におい

ても、サポカー機能を実際に体験することが、サポカーの普及促進に

直結するものと認識しており、自治会及び警察と連携し、サポカー体

験会を昨年度に 4 回、今年度は、2 月末までに 11 回開催と拡大して

きている。今後のサポカー普及促進にあたっては、引き続き、自治会

及び警察などと連携し、サポカー体験会の開催拡大に取り組むととも

に、免許更新時あるいは、高齢者への郵便物に、サポカー機能を説明

したチラシを配布するなど、様々な機会を捉えて、高齢ドライバーへ

のサポカーの普及促進につながる取組を展開していく。 

 

 

 

２.(1)(2)藤野産業部長 

 （1）多彩で豊富なエネルギー源に恵まれた本市では、再エネ電源

による電力自給率は、昨年度が 63.4％で、2050年度に 101.0%を目指

している。風力発電については、複数の事業者が陸上での導入に向け、

環境影響評価の手続きを進めている。太陽光発電については、昨年度

時点で 2050 年度目標の 80 万 MWhの約 9割にあたる 71.7 万 MWh が導

入され、順調に推移しており、今後も住宅屋根へのさらなる導入に向

け、「浜松市スマートハウス補助金」等により引き続き導入を促進し

ていく。また、再エネの導入目標は、毎年定める「エネルギービジョ

ン推進計画」において見直しを行っており、来年度目標について一部

上方修正を行った。今後も、技術革新や国の動向を注視しながら、特

に導入が進んでいる太陽光発電については、さらなる上方修正を検討

することで、カーボンニュートラル実現を目指していく。 

 （2）再エネ由来の水素製造については、国内で先行事例はあるも

のの、本格実用に向けては、技術革新によるコスト低減が前提となる。

このため、他事例の状況や国の動向などを注視しながら、浜松市スマ

ートシティ推進協議会参画企業との意見交換等を通じ、市内における

水素利活用の実証実験の可能性について引き続き検討を進めていく。

また、今月には、昨年の「山梨県と浜松市との幸福循環地域連携に関

する共同宣言」を受け、水素分野の連携に向けたセミナーを合同開催

する予定であり、来るべき水素社会に向けた普及啓発活動を継続して

いく。蓄電池については、近年の大規模災害や固定価格買取期間終了

に伴い、導入意向が上昇しており、引き続き「浜松市スマートハウス

補助金」により導入を支援していく。ＥＶについては、国における補

助制度に加え、本市においても新年度から導入支援を行うとともに、

V2Hへの補助を増額することにより、脱炭素化はもとより「動く蓄電

池」としての普及を図っていく。これらの取組を通じ、再エネの効率

的かつ安定的な利用を促し、カーボンニュートラルに向け推進してい

く。 
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電した電気で水素を製造すること

や、蓄電池やＥＶに蓄えるなどの

需給調整機能が必要である。そこ

で、これらの活用促進策を伺う。 

 

(3) 家庭ごみの有料化の検討につ

いて 

環境省は自治体が新たにごみ焼

却施設の整備計画を進める際に、

ごみ減量を図る観点から交付金要

件として家庭系一般廃棄物処理の

有料化の検討を求めている。また、

ごみ分別の推進等、有料化以外の

施策で１人当たりのごみの排出量

等を減量させている場合はこの限

りではないとしている。家庭ごみ

の減量方法として、食品ロスや生

ごみの削減、雑紙回収、プラスチ

ックごみの分別回収が挙げられて

いるが、これらは市民の協力が不

可欠であり、以下伺う。 

ア 本市が有料化で見込む１人当

たりのごみ排出量について 

イ 生ごみと紙類の削減に向けた

具体的な取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 遊休施設の有効活用について 

浜松市公共施設等総合管理計画

では、公共施設の最大限の有効活

用として行政財産全てを公共空間

として捉え、コミュニティー活動

の充実やにぎわいの創出の場とし

ての活用を図ることや、遊休財産

 

２.(3)ア、イ 藤田環境部長 

 （ア）家庭ごみ有料化におけるごみ減量効果は、ごみ処理手数料の

徴収による排出抑制や、有料化対象品目の設定による分別の促進など

から得られるものである。これらの効果は、手数料の額や併用施策に

よっても異なる。政令市のうち、家庭ごみ有料化を実施している 9市

の一人 1日あたりのごみ排出量は、導入 2年度前と近年度の比較では、

約 13％から 38％程度の減量効果が表れている。このうち、本市が現

在実施している指定袋制度の後に有料化を実施した仙台市、福岡市、

千葉市の 3 市では、約 13％から 25％程度の減量効果が表れている。

現在、具体的な制度案を検討中のため明確には言えないが、本市にお

いて有料化を実施した場合も同程度の効果があるものと考えている。 

 （イ）市では、家庭から出るもえるごみの多くを占める「生ごみ」

と「紙ごみ」の削減が重要と考えており、生ごみの減量化及び再資源

化を促進するため、堆肥化容器の無料配布や、家庭用生ごみ処理機の

購入補助を行っている。この補助金は、1万円を限度に交付しており、

毎年希望者が多く、本年度は 8月で予算額の上限に達した。このため、

来年度の当初予算案では、105万円増額し、約 250人の希望者に補助

金を交付することで、家庭から出る生ごみの減量に取り組んでもらう

予定。また、生ごみの水切りを定着させるために、「やらまいか水切

りプレス」の配布も引き続き行っていく。紙ごみについては、家庭か

ら出るもえるごみに資源化できる雑がみが多く含まれていることか

ら、その回収に重点を置いている。現在、雑がみは、市施設や民間回

収拠点、約 200箇所で回収している。また、資源物集団回収団体には、

積極的に雑がみなどの古紙を回収している団体もある。一方、新たな

紙ごみ減量の取組として、これまで回収されていなかったヨーグルト

やアイスクリームなどの使用済み紙容器を回収し、リサイクルする実

証実験が行われている。この実証実験は、民間事業者と西部清掃工場

の管理運営企業が連携して実施しており、市も回収に協力している。

また、現在、県内で民間事業者による紙容器リサイクルプラントの整

備が進んでいることから、こうした状況も注視しながら来年度も実証

実験を継続していく。 

 

 

 

３.(1)(2)森本財務部長 

 （1）現在、遊休財産の土地については、ホームページに公開し、

活用を図っている。タテモノ資産についても、これまで個別に公表、

募集し活用を進めてきている。さらに「保有する財産」から「活用す

る財産」へ転換していくために、現在、普通財産のタテモノ資産につ

いて、全庁的に活用状況の調査を行っているところである。調査結果

を整理したうえで、今年夏頃を目途に、ホームページ等で公開してい
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については、情報を公開し、財産

活用のニーズを探りつつ、公有財

産売却業務委託を継続し、売却を

進めるとの記載があるが、タテモ

ノ資産の遊休財産については情報

公開されておらず財産活用が十分

に図られていない。そこで、以下

２点について伺う。 

(1) タテモノ資産の遊休財産公開に

ついて伺う。 

(2) 遊休資産は天竜区や北区などに

多く、管理や財産活用を推進する

には各区区振興課のマンパワー不

足が課題と考えるが対応について

伺う。 

 

 

 

４ 公園遊具やスポーツ施設整備に

ついて 

公園の遊具やスポーツ施設整備

に期待する様々な市民の声があ

る。そこで、以下３点について伺

う。 

 

(1) 公園の遊具更新について 

老朽化や故障により使用禁止や

撤去される遊具が多いことから、

遊具の更新費用や修繕費が不十分

との声が出ている。遊具の中には

宝くじ収益金により整備したもの

が多くあるが、現在は宝くじ収益

金の使途として遊具の更新に充当

していない。遊具更新や新たなニ

ーズに対応する遊具設置に向けて

新たな取組など考えを伺う。 

 

(2) 河川敷等スポーツ施設のトイ

レについて 

河川敷等スポーツ施設のトイレ

について、市民から不具合が多い

と聞いている。また、洋式化やＵ

く。 

 （2）指摘のように普通財産のタテモノ資産は、天竜区と北区で約

8割を占めている。そのうち、未活用の施設については、経年による

老朽化の進行や、電気・水道の遮断などにより、活用する場合には、

建物・設備等の修繕が必要となり、相応の費用負担が生じる。また、

これら遊休施設は、地域の拠点となっていた場合も多く、利活用に当

たっては、地元自治会等のご意見も伺いながら、有効な活用方法を検

討する必要がある。こうした課題に対応していくため、今後について

も、施設所管課、アセットマネジメント推進課、関係部局が連携して、

官民連携地域プラットフォームでの情報発信や民間との対話を実施

し、民間活力の導入を検討するとともに、活用の見込めない施設の解

体・売却も併せて進めていく。 

 

 

 

 

 

 

４.(1)(2)奥井花みどり担当部長 

 （1）本市は、386 公園に 2,151 基の遊具を設置している。公園の

遊具は、高度経済成長期以降に集中的に整備されており、老朽化が進

み、修繕や更新が必要となる遊具が増加している。これらの遊具は、

その数が多いことに加え、多種多様であることから、状態の把握など

調査に時間を要し、使用禁止期間が長期化している事例も見受けられ

る。指摘の使用禁止となっている遊具については、今後、日々の施設

点検にタブレットを活用し、不具合等に対する状態把握、経験豊富な

職員による確認や判断等、スピードアップすることで早期修繕を図っ

ていく。同時に、限られた予算の中、社会ニーズに対応するための新

たな取組の推進も必要である。他都市では、公園内の広場をイベント

等に積極的に貸し出し、その収益を遊具やベンチの改修費等に充てた

事例や、遊具を長持ちさせるための塗装作業を、企業の社会貢献活動

やボランティア活動として実施し、市民と一緒に遊具の保全を図って

いる事例がある。本市においても、2019年から 2021年までに、民間

企業の寄付により、61 基の木製ベンチを 8 箇所の公園整備に寄与し

た事例がある。今後も引き続き、支出削減に繋がる官民連携等の取組

について研究・検討を進め、遊具の安心・安全を確保するよう努めて

いく。 

 （2）本市には、スポーツ施設に設置したトイレが 600 基ある。洋

式トイレは 91 基、その内、車椅子の方々などの利用に配慮したトイ

レは 59基。また、河川敷等に設置した和式トイレは 32期ある。指摘

のトイレの不具合は、立地条件から水道施設の凍結に起因するパッキ

ン等消耗品の劣化、異物投入による詰まりなどによるもので、修繕完
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Ｄ化などを求める声があるが対応

について伺う。 

 

(3) 四ツ池公園陸上競技場の事前

周辺環境整備について 

四ツ池公園の再整備に当たり、

現状のイベント開催時の周辺混雑

への対応や、将来生じる恐れのあ

る課題を事前に把握し検討するプ

ロジェクトチームを組織して調査

研究を進めていると認識してい

る。そこで、アクセス道路となる

都市計画道路上島柏原線と上島萩

丘線の接続部分の先行整備や、歩

道の拡幅・ＵＤ対応など、事前の

周辺環境整備について、プロジェ

クトチームにおける検討状況につ

いて伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 二輪車産業政策バイク・ラブ・

フォーラムの取組について 

経済産業省がバイクに関わる企

業・団体・地方公共団体等と取り

組むバイク・ラブ・フォーラム(Ｂ

ＬＦ)は、二輪車の政策課題を整理

し、課題解決のための実行施策を

取りまとめた「二輪車産業政策ロ

ードマップ」を基に取り組んでお

り、本市も実行団体として参加し

ている。本市はバイクのふるさと

浜松のイベント実施や駐輪場整備

などに取り組んでいるが、これま

での「ロードマップ2020」におけ

る本市の取組の成果と、2020の結

果も踏まえて、11項目の課題を設

定し中長期的な施策を行っていく

了までの間、使用禁止の措置をとっている。引き続き早期修繕に向け

た取組を進めていく。また、トイレの洋式化やユニバーサルデザイン

への対応については、現在、利用者や外国人観光客が多く見込まれる

浜松城公園など指定管理施設を中心に、ウィズコロナ時代を踏まえ、

和式便器を飛沫拡散防止に効果があるとされる蓋付の洋式便器へ改

修を進めている。スポーツ施設のトイレについても、同様の考えのも

と、場所ごとの特性や立地条件、利用者ニーズ、施設の改築時期等を

踏まえ、必要な対策を行っていく。 

 

４.(3)山本技術統括監 

 （3）庁内プロジェクトチームについては、公園課やスポーツ振興

課、道路企画課や都市計画課などの関係課により 2020年 12月に組織

し、再整備時における課題の予測に必要となる、周辺道路の混雑など

の現況調査に着手している。具体的には、昨年夏の高校野球県大会開

催時や、秋の全国一斉交通量調査等に合わせ、周辺道路についての混

雑状況や公園利用者数を調査している。しかし、大会開催時の混雑は、

感染症の影響により、例年より少なかったため、調査を継続していく

必要があると考えている。指摘の、周辺歩道や、上島萩丘線と上島柏

原線との接続部分の整備については、今後の調査や分析において、必

要性や有効性を含め、調査・研究していく。また、これらの内容につ

いて議会にご審議いただきながら、進めていくとともに、再整備時に

予想される課題とその対策についても、検討していく。 

 

 

 

５.藤野産業部長 

 バイク・ラブ・フォーラムは、バイク文化の創造、バイク産業の振

興を目的として、2012 年に発足し、二輪関係 8 団体に加え、二輪車

産業と関係の深い本市を含む 6 つの地方自治体及び経済産業省が加

入している。発足時、成長戦略として、「二輪車産業政策ロードマッ

プ 2020」を策定し、官民の役割分担により施策を展開している。本

市では「バイクのふるさと浜松」を 2003 年から総合産業展示館で開

催しており、2019 年までは、全国から 2 万人以上が来場するイベン

トとして定着し、世界的なバイクメーカー創業の地・浜松から、バイ

ク文化の発信、交通安全啓発を行っている。中止となった昨年度は、

歴史・自然・食のテーマ別ツーリングスポットの紹介など、ウェブサ

イトを刷新した。オンライン開催となった今年度は、期間終了後も一

部コンテンツを継続して公開し、二輪車の魅力とバイクのメッカ浜松

を全国に発信している。また、社会基盤の整備の一環として、現在、

二輪車駐車場 285台を整備している。次期戦略となる「ロードマップ

2030」は、「社会への責務を遂行しつつ、2030年代初頭に向けて二輪

市場を活性化」を目標に掲げている。来年度の「バイクのふるさと浜



（ 6 枚中 6 枚目） 

質問 答弁 

新たな「ロードマップ2030」にお

ける本市の取組について伺う。 

 

 

 

 

６ 歴史的風致維持向上計画認定後

の対応について 

令和３年度末に認定予定の浜松

市歴史的風致維持向上計画は、国

の支援を受けて文化財行政とまち

づくり行政が連携して、重点区域

を中心とした整備ができると期待

が高まる。そこで、以下２点につ

いて伺う。 

 

(1) 重点区域のまちづくりの方向

性について 

歴史的風致維持向上計画策定の

重点区域の一つである二俣城跡及

び、鳥羽山城跡の国史跡を核とす

る天竜二俣地区において、周辺環

境も含めた重点区域のまちづくり

の方向性について伺う。 

 

(2) ポケモンＧＯの活用について 

国土交通省は令和３年11月より

ポケモンＧＯを使った歴史的建造

物の紹介を神奈川県小田原市で開

始した。今後も歴史的風致維持向

上計画の認定を受けた全国各地で

展開予定である。この取組により

市民には計画に位置づけた歴史的

建物の周知につながり、観光客の

市内回遊効果も期待できるが取り

組んではどうか伺う。 

 

松」は、通年での情報発信とともに、浜松オートレース場での開催に

向け関係団体等と検討を進め、ロードマップの目標実現を見据え、本

市の主要産業である二輪車産業の振興を図っていく。 

 

 

 

６.(1)(2)井熊都市整備部長 

 （1）歴史的風致維持向上計画は、歴史的なまちなみと一体となっ

て、風情、情緒、たたずまいのある良好な市街地の環境を維持・向上

させ、後世に継承していくことを目的としている。本市の計画は、歴

史的風致として 12 件を設定しており、その範囲の中で国指定文化財

が所在する 3地区を重点区域として、今年度中に国の認定を受ける予

定。認定後は、地域の歴史・文化遺産を保全・活用した取組に対し、

国の支援策を活用することができる。重点区域の 1つである天竜二俣

地区については、史跡「二俣城跡及び鳥羽山城跡」とこれに密接な関

係にある歴史的な建造物が現存することから、まちづくりの方向性に

ついて、建造物の保存活用や周辺環境の保全、人々の活動の継承など

の視点で庁内関係課や地域団体等と調整・連携を図り、検討を行って

いく。 

 （2）国においては、位置情報機能を活用し、現実世界を舞台とす

るゲームアプリ「ポケモン GO」と連携し、新たなポケストップの設

置による歴史的建造物等の紹介の取組を開始した。この取組は、今後、

全国の歴まち認定都市にも波及させていく予定となっており、これに

より、観光客や市民に新たな切り口で歴史・文化に親しむ機会を提供

することができ、歴史まちづくりへの関心を高めるきっかけになるほ

か、市内の歴史的風致への観光客の回遊などの効果が考えられる。今

後は、国及び認定都市相互の情報共有や先進都市の情報を踏まえ、導

入の可能性について調査研究を行っていく。 

 

 

 


