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１．はじめに 

   
  近年、環境問題に対する意識の高まりや市民ニーズの変化により、駅周辺、道路、公園、

河川などの公共施設について、きめ細やかな美化が求められている。 
  本市の公共施設管理は、市直営と業者、シルバー人材センター、地元、ボランティア団体

等への委託により行っているが、旧音羽町では、平成 15 年からアダプトプログラムを実施

し、公共施設の美化について住民が里親となって、ボランティア活動により管理し、住民の

地域に対する愛着度や美化意識、さらには住民意識の高揚を図っている。 
一方、平成 15 年 6 月の地方自治法の改正により、公共施設の管理コスト削減や民間のノ 

 ウハウを活用したサービス向上を目的として、指定管理者制度が導入された。また、平成 18 
年 6 月 2 日「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」の公布により、官民競争 
による入札も実施されるようになった。従って今後においては、既存施設を適切に維持管理 
し、長寿命化を図り、施設に要する管理費を如何に縮減するかが重要となる。 

  本市では近年二度の合併により市域が 150.71ha へと拡大し、管理対象施設も増加したこ

とから、今後における公共施設の管理運営の在り方について、総合的に検討するため平成１

9 年 12 月に“公共施設管理運営研究会”を設置し、本市総合計画の「道路整備状況」「歩行

者にとっての道路の安全性」「公園の状況」「河川の状況」市民満足度の向上を目指し、また

地域におけるコミュニティや市民活動を推進する。 
 研究会では平成 19 年度に、道路・公園・河川等の管理方法及び管理体制について、現状

の把握と課題の抽出について議論を重ね、中間報告としてまとめた。 
 平成 20 年度には、引き続き課題として挙げた事項の分析、本市と同規模な自治体へのア

ンケート調査を実施し、公共施設管理運営の在り方について、中間報告書と合わせて、ここ

に 終報告書としてまとめた。 
 
     ※アダプトプログラム（里親制度）とは 
        ボランティア活動の新しい制度として、1985 年に米国テキサス州運 

輸局がハイウェイに導入したのが原点。アダプトとは「養子縁組する」 
の意で、アダプトプログラムは「里親制度」と訳されている。 

         具体的には、ボランティアとなる市民が里親となって道路、公園等を 
自らの養子とみなし、定期的に清掃・美化などを行って面倒を見るやり 
方のことを言う。行政側は、ボランティア保険への加入（豊川市では市 
民活動総合補償制度を摘要）や清掃道具の提供をするなど、ボランティ 
ア活動のサポートを行う。 
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２．本市の状況 

 

２－１ 河川・排水路・ため池・海岸の状況 

    
本市では、河川・排水路については一・二級河川を除き土木課・農務課の二課で管理して

おり、その内容は年１回程度の草刈が主である。草刈については、業者委託がほとんどであ

り、年間の経費は２千万円を超えている。近年では、地元住民が河川等に対し、憩いややす

らぎを求める声も大きくなり、景観や犯罪防止といった観点からも定期的な草刈の要望も多

くなってきている現状である。 
  こういった状況の中、土木課では平成１４年度から豊川市水辺協議会を組織化し、良好な

水辺環境の保護、改善または創出するため様々な市民活動・教育活動と連携し、一部ではあ

るが、協力を得られる区域の河川については、ボランティア団体に草刈・清掃業務を委託し、

経費の縮減と、地元に愛される河川づくりに努めている。 
  農務課では、「豊川市公共用物の管理に関する条例」第 2 条に定義している、水路・ため

池について維持管理している。 
内容としては、農業振興地域内の面積 2,038ｈａの、土地改良事業等で整備した区域内の

排水路の改修、補修、草刈、浚渫工事と 38 箇所あるため池の、改修・堤体等の草刈などを

行っている。また、「豊川市公有財産管理規則」に基づく財産管理台帳整備等を行っている。 
  海岸については、旧御津町との合併により、海岸及び漁港が豊川市となり、延長約２ｋｍ

の草刈及び清掃については、業者委託と比較し経費縮減となるシルバー人材センターに委託

し、実施している。 
その他、河川愛護活動や旧音羽町で実施されていたアダプトプログラムにより、草刈や環   

 境美化活動も行っている。 
 

表 4-1河川の状況 
区 分 管理者 河川数 河川延長（ｋｍ） 

一級河川 国・県     ６ １９，１３３ 
二級河川 県     ９ ５２，７２６ 
準用・普通河川 豊川市    ６５ ８０，６７３ 

計  ８０ １５２，５３２ 
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２－２ 公園・運動施設の状況 

 
 本市の公園は都市公園始め広場・緑地、児童遊園・ちびっこ広場等が「表 4-2①」のよう 
に設置されている。 
地方公共団体が設置する都市公園を分類すれば、街区公園・近隣公園・地区公園・総合公 

園・運動公園・広域公園（「表 4-2②」参照）となる。 

また、児童遊園は、児童福祉法第 40 条に規定されている児童厚生施設の一つで、児童の 

健康増進や、情緒を豊かにすることを目的とし、児童に安全かつ健全な遊び場所を提供する

屋外型施設であり、広場、ブランコ、砂場、滑り台、トイレ等が設置されるものである。 

このような各種の公園の管理として、市では直接的に業者委託をして専門性の高い清掃・

除草、トイレ清掃、植樹管理・防虫消毒作業等を行っている。 

次に専門的な業者に委託しなくとも作業可能であり、地域住民にとっては専門的と思われ

る広範囲な作業については、シルバー人材センターに委託をしている。委託内容としては、

公園の除草清掃、ごみ収集運搬、除草剤散布、噴水・流水散布等のであり、豊川公園、諏訪

公園、桜ケ丘公園のように面積の広い公園は作業回数を増やしている。 

地域において公園に愛着を持ってもらい、公園が住民のためにある事を意識してもらうよ 

うに、公園が設置されている町内会を基準に地元に委託をしている公園・広場等が 63 箇所、

町内会によらず報償金として管理している公園が 10 箇所ある。町内会の委託では園内清掃・

除草は月に１回以上、トイレ清掃は週１回以上の清掃をお願いしている。報奨金の公園は、

年間何回という制約は無く出来る限りの清掃作業をお願いしているが、町内会委託よりも回

数としては少なくなっている現状である。 

児童遊園・ちびっこ広場は、平成 17 年度の指定管理者制度導入により、それまで地元へ 

の委託であったものを指定管理者として位置づけ、それぞれの遊園を児童遊園・ちびっこ広

場運営委員会として指定し、指定管理料を支払っている。指定管理者の指定は一般公募せず、

地元が遊園を精通しているため地元の運営委員会を指定管理者とした。指定管理料は、旧来

と変わらないようにした。また、公園、児童遊園の遊具点検委託は、年１、２回職員が目視・

打検をし、危険箇所の把握をした上で、専門性のある業者に委託をして点検をしている。 

教育委員会市民体育課所管の市総合体育館始め１５体育施設については、平成１７年度に 

指定管理者を一般公募で募集し、平成１８年度から指定管理者制度を導入している。（「表 4-2

③」参照）この指定期間は平成２０年度までの３年間となっている。また、旧音羽町及び旧

御津町の、音羽運動公園、御津体育館等及び御幸浜パターゴルフ場が現在、市の直営施設と

なっているが、平成２１年度から３年間、指定管理者で管理・運営することになっている。 

 

表 4-2① 公園数 

種   類 箇所数 

都市公園 100 

緑 地 2 

児童遊園・ちびっこ広場 75 

その他公園・広場 12 

 



表 4-2② 都市公園の分類 

種 類 利用者等の範囲 標準面積 

街区公園 半径 250ｍ程度の街区に居住する人々 0.25ha 

近隣公園 半径 500ｍ程度の近隣に居住する人々 2ha 

地区公園 半径 1㎞程度の徒歩圏内に居住する人々 4ha 

総合公園 市町村全域の人々が、総合的に利用することを目的  

運動公園 
市町村全域の人々が、運動に利用することを目的と

した公園 

 

広域公園 
主として一つの市町村の区域を越える広域のレク

リエーション需要を充足することを目的 

地方生活圏等広域的な

ブロック単位ごとに１箇所

当たり面積 50ha 以上 

※標準的分類であり、必ずしもこの要件を満たさなければならないものではない。 

 

表 4-2③ 教育委員会市民体育課所管の体育施設に係る指定管理一覧表 

管理を行わせる施設の名称 指定する団体 指 定 の 期 間 

豊川市陸上競技場 

豊川市野球場 

豊川市弘法山公園野球場 

豊川市本野原第一公園広場 

豊川市庭球場 

豊川地域文化広場庭球場 

豊川市プール 

豊川市武道館 

豊川市総合体育館 

豊川市一宮体育センター 

豊川市上長山庭球場 

豊川市東上野球場 

豊川市足山田野球場 

豊川市農業者トレーニングセンター 

豊川市いこいの広場 

 

民間企業 

 

平成１８年４月１日から 

平成２１年３月３１日ま

で 

※平成２１年度からは、上記の豊川市陸上競技場始め１５体育施設の他に音羽運動公園、御

津体育館、御津庭球場及び御幸浜パターゴルフ場が指定管理者で管理・運営することになっ

ている。 

 

 

 

4 
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２－３ 道路の状況 

 

  旧豊川市（旧一宮町分を含む）の市道の総延長は平成 20 年 4 月 1 日現在 1,129,878ｍ、旧

音羽町が 135,082ｍ、旧御津町が 202,786ｍあり、総計 1,467,746ｍである。 
  道路施設の修繕及び道路等維持補修費としては、一般の専門業者に約 32,300 千円を委託。

また、側溝浚渫及び浚渫土処理作業の委託として合併後は約 11,400 千円を委託し、草刈作

業委託として約 26,620 千円を委託するようになった。 
  シルバー人材センターには、地下道の清掃作業委託をしており、合併後において 16 箇所

を実施している。 
  市直営での作業も多くあり、道路管理者として道路パトロールを実施し、路面等の異常の

発見等に努め調査をして、車両・歩行者等の通行に支障があるような障害物については発見

し次第撤去し、補修作業を実施することにより安全確保に早急に対応している。 
 パトロール以外にも住民等から連絡あり次第現場確認をして、市直営で補修等可能な場合

は迅速に実施し、安全確保に努めている。 
 

道路とは、「道路法上の道路」の定義として一般交通の用に供する道で、トンネル、橋、

渡船施設、道路用エレベーター等、道路と一体となってその効用を全うする施設で、種類と

しては、高速自動車国道、一般国道、都道府県及び市町村道の４種類がある。また、その他

の道路として、農道、林道、都市計画法に基づく道路、法定外公共物としての道路、私道な

どがある。なお、各課の所管する道路は、以下のとおりである。 
  

（市道） 
新設、改築              ・・・土木課、都市計画課 
維持、修繕              ・・・維持管理課、農務課 
災害復旧               ・・・規模により担当課を決定 
道路の認定事務（道路台帳）      ・・・維持管理課 
占用関係事務、通行の禁止・制限    ・・・維持管理課 

  
  （その他の道路） 

土地改良法等に基づく道路としての農道 ・・・農務課 
森林法に基づく道路としての林道    ・・・農務課 
都市公園法に基づく道路        ・・・都市計画課 
法定外公共物としての道路       ・・・維持管理課 
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２－４ 樋門・樋管の状況 

    
  豊川市が国土交通省から委託され管理する樋門等として「表 4-4」の①から⑤までの５箇 
所あり、維持管理課が①から③の３箇所を受け持ち、一宮地区建設課が④と⑤の２箇所を受 
け持っている。この他、愛知県から管理委託を受けた旧御津町からの樋門等が⑥から⑪の５ 
樋門１堰ある。 

  これらの樋門等は、用水の取水や内水の排除を目的としており、台風や大雨等により増水 
により洪水時には水路に付けられたゲート操作を行い、洪水が堤内地へ流入するのを防ぐ必 
要がある。この樋門の初動操作は生活地域である地元住民が行う事が迅速に対処可能である 
ため、古川排水機場・二葉樋門を除き地元委託をしている。 

  委託料は、旧豊川市地区分の１門、旧一宮町分の２門及び旧御津町分の６門合わせ約 1,835 
千円となる。 

 

表 4-4 樋門・排水機場 

№ 樋門・樋管名 担 当 課 管理・委託状況 

① 古川排水機場 維持管理課  市 

② 二葉樋門  〃  〃 

③ 勝山樋門  〃 地元委託・市 

④ 清水川樋門 一宮地区建設課  〃 

⑤ シャラ川樋門  〃  〃 

⑥ 紫川防潮樋門 維持管理課  〃 

⑦ 堺川排水樋門  〃  〃 

⑧ 御津川防潮樋門  〃  〃 

⑨ 西方川排水樋門  〃  〃 

⑩ 安藤川樋門  〃  〃 

⑪ 白川潮止堰  〃  〃 

⑫ 行明排水機場 農務課  〃 

⑬ 下ノ郷排水機場  〃  〃 

⑭ 橋尾排水機場  〃  〃 

⑮ 御津排水機場  〃  〃 

⑯ 船倉排水樋門  〃  〃 

⑰ 唐人池排水樋門  〃  〃 

⑱ 新田深池排水樋門  〃  〃 

⑲ 梅田排水樋門  〃  〃 

 

農務課で管理する樋門・樋管については、以前から河川占用している樋門・樋管及び愛知

県から財産贈与を受けた樋門・樋管（河川改修に伴い機能補償で改築し施設移管を受けた、

農業用の取水施設及び愛知県の農地担当部門が、農地を流域開発で流出量の増大により排水

条件の悪化した地域を対象に、たん水被害を未然に防止するため、排水機、排水樋門、排水
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路などの新設又は改修する「たん水防除事業」として、事業で施行した排水機場・排水樋門）

を、県から財産贈与を受け維持管理している。また、合併により旧御津町からの１排水機場・

４排水樋門が新たに加わった。 
 

  ※樋門と樋管の区別 
    大きさで分ける説（おおむね２ｍ以内のものを樋管） 
    連数で分ける説（１連のものを樋管） 

 構造で分ける説（ヒューム管等を鉄筋コンクリートで巻き立てたものを樋管） 
  形状で分ける説（円形のものを樋管） 
等々があるが、本来、樋門と樋管とは機能ないし設置目的に差異はない。 
出展：改定 解説・河川管理施設等構造令 
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３．事例調査報告 

   
  “地域との協働によるきめ細かな維持管理体制の確立”を総合振興計画に掲げている、埼 
  玉県行田市の取り組み等について、視察による事例調査を行うと共に、人口・面積が本市

と同規模の自治体 11 市について、アンケートによる事例調査を実施した。 
 
  ３－１ 視察調査 

 
■ 埼玉県行田市 

 
【調査内容】 

1.みんなでつくる公園整備事業について 
○整備計画策定にあたっての経緯 

   ・行田市では、「子供からお年寄りまで誰もが安心して利用できる公園」を目指してお

り、公園新設における計画策定から整備・維持管理までを、市民との協働による公園

づくりを目的とし、整備に当たっては、市内の「ものつくり大学」・「テクノ・ホル

ティ園芸専門学校」の専門的な知識と技術を活かしながら、市民・学校・市が互いに

出来ることを連携協力し、公園づくりを行っている。 
   ・公園づくりに、市民・学校が参画することにより、公園への愛着がいっそう生まれ、

地域の活性化・まちづくりの一環として貢献している。 
   ・計画作りでは、市長の基本的な方針である“市民が主体”となった、地元自治会を中

心としたワークショップ（15～20 人）により行っており、市は意見を入れない。 
・整備に当たっては、ものつくり大学の実習等で作成した四阿（あずまや）や木製ベン

チを利用し、テクノ・ホルティ園芸専門学校では、学生によるガーデニングスペース

の整備・完成後の園内剪定や植え替え等を行うなど、授業の一環として事業に参画、

現在２公園で実施している。また、市民においては、市内 76 箇所ある公園のうち身

近な 58 箇所の公園で、公園の新設・リニューアルに伴う、計画策定から整備及び維

持管理への参加について、自治会連合会会長と協定を結んでいる。 
○現況の管理運営 

   ・直営（市）管理・・・高木などの樹木管理、施設の維持管理 
現業職員による管理が主で、専門作業については業者委託 

   ・自治会管理・・・・・園内の低木剪定、除草、清掃、日常管理等 
○市民の活用状況や評価 

   ・地元に愛された公園となっており、愛着を持って利用されている。 
 

2.道路里親制度（アダプトプログラム）について 
○整備計画策定にあたっての経緯 

   ・地域住民の道路環境への意識を高めるとともに、“自分たちの街”という帰属意識、 
愛着心の向上効果を期待し、平成 18 年度から事業化した。 

   ・導入の方針として、市民の安全を第一と考え、歩道付きの道路で且つ植樹帯のある幹 
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線道路に限定。指定箇所は９箇所で、内訳は道路４路線、駅前広場２箇所、小公園３ 
箇所。 

○活動内容 
   ・現在１団体が活動中。 
   ・歩道部の清掃、路肩・法面・植樹桝の除草作業を年２回以上行っている。 

○施設に対する、市民意識の変化 
   ・団体の活動では、子供たちも参加し美化活動の啓蒙にもなっている。また、指定区域 

外の居住地周辺においても、積極的に美化活動を行うようになった。 
○支援方法・支給品 

   ・ゴミの処理については市で行っている。 
   ・団体が設置を希望する場合には、アダプトサイン（看板）を活動区域に設置。  
   ・作業に必要な道具は、市から貸与し、ゴミ袋・軍手は支給。 
  ○今後の方針 
   ・環境美化に対する意識の醸成や、一箇所につき約２２０千円の経費削減効果があるこ 

となどから、今後、積極的に沿線自治会や企業などへＰＲ普及活動を行っていく。 
 

3.道路・河川・排水路・ため池等の維持管理について 
○管理施設  

   ・道路延長     約 1,113ｋｍ（舗装率 68％、改良率 36％） 
             排水ポンプ施設（アンダーパス部）6 箇所 
   ・河川延長     1,048ｍ（準用河川、改修済み） 
   ・排水機場     6 箇所（治水対策用）・（うち１箇所建設中） 

  ・遊水池・調整池  9 箇所 
・公園       76 箇所（都市公園 56・その他公園 20）  

   ・水路等      117ｈａ（農振農用地区域） 
     農業用水等の保全向上に関する地域ぐるみの共同活動を支援する、「農地・水・環 

境保全向上対策」を活用。 
○管理方法及び管理費 

   ・直営（市）管理・・・大規模公園 10 箇所 
     うち３箇所の公園（富士見公園・総合公園・古代蓮の里）については、指定管理者

「（財）行田市産業・文化・スポーツいきいき財団」が管理している。 
  ○自治会への委託 

・１年契約毎年更新 
   ・契約金額（定額 18,000 円／園＋23 円／㎡、簡易トイレ 60,000 円／基） 

○県管理河川の市占用部分の管理 
   ・埼玉県では、堤防道路の舗装は占用物件となっていないが、県との覚書により路肩の

樹木（主に桜 102 本の消毒等、年 3 回実施）については市が管理を行っている。 
○市民やＮＰＯ、ボランティア等と河川愛護や維持管理等で協議会等の組織 

   ・（河川） 
     忍川の河川環境美化を推進するため、延長 1,900ｍについて沿線６自治会による、
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年二回の除草・清掃活動を行っている。（報奨金 170 円／ｍ） 
   ・（道路） 
     道路河川愛護会連合会 
      市域（中心市街地の一部を除く）を 38 地区に分けた各々に道路河川愛護会があ

る。道路・河川の愛護思想を普及し、道路河川の維持健全を図り、道路網の円滑

なる整備を促進し、交通の安全を期することを目的に設立。活動は、道路・水路

のゴミ拾い・除草作業、危険個所等の通報。 
       （報奨金：各団体に 24 千円から 120 千円） 
 
 【まとめ】 
   ・施設に対する維持管理費を縮減するには、市民・ＮＰＯ団体等を如何にして巻き込む

かがポイントとなる。 
・施設整備に於いては、事業計画からの市民の参画は、自分たちの施設という思いが生

まれ、環境美化意識の醸成に繋がる。 
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  ３－２ アンケート調査 

 

 本市と人口・面積が同規模である足利市、小山市、野田市、青梅市、高岡市、沼津市、磐田 

市、藤枝市、瀬戸市、桑名市、津市の 11 市に対して、調査票により公共施設の管理運営など 

ついて調査を行った。 

 調査結果の概要については、以下のとおりである。 

 

【所管部署について】 

  ・施設管理を複数部署で所管する市としては、本市を含めて以下のとおりである。 

施   設 該当市 

準用河川 1 市/12 市中 河 川 

普通河川 2 市/12 市中 

排水路  7 市/12 市中 

ため池  2 市/12 市中 

都市公園・広場等 1 市/12 市中 公 園 

児童遊園・ちびっこ広場 1 市/12 市中 

市 道 1 市/12 市中 

農 道 3 市/12 市中 

道 路 

林 道 1 市/12 市中 

樋門・樋管  6 市/12 市中 

運動施設  1 市/12 市中 

                                             

  ・施設管理を集約している市は以下のとおりである。 

（水管理） 

河川・排水路を単一部署で所管する市は 4市 

河川・排水路・ため池を単一部署で所管する市は 1市 

河川・排水路・ため池・樋門樋管を単一部署で所管する市は 1市 

    （道路管理） 

     市道・農道を単一部署で所管する市は 3市 

     市道・農道・林道を単一部署で所管する市は 1市 

 

 アンケート調査の結果から施設管理を所管する部署は、本市と同様に当該施設の整備を担当 

した関連部署によって行うことが多くなっている。 

また、道路・水路関係施設を一つの部署において、一括管理する自治体は 2市となっている。 

 

 

 

 

 



12 

４．本市の課題 

 

  ４－１ 河川・排水路・ため池・海岸の課題 
 

河川・排水路については、良好な水辺環境の保護、改善又は創出するため、市街化区域を

中心とする人口集中区域においては、今後とも草刈等を実施していく必要がある。特に地域

住民、ＮＰＯ等との連携・協働の体制を強化することが必要となっている。 
現状でも述べたように施設の管理は、１・２級河川は国・県が管理しており、準用・普通

河川・排水路・ため池は市が管理しているが、施設の管理方法や草刈方法は管理者によって

バラバラで、豊川市の内部においても土木課・維持管理課・農務課とそれぞれの部署で対応

が異なっていることから、市民にとって分かりづらい状況であると共に、非効率となってい

る。 
例えば、草刈作業を業者委託するにしても、豊川市の中で一元化して発注することにより、

事務の効率化が図られるとともに、スケールメリットによる委託費の経費縮減も可能となる。   
環境美化に対する市民の意識高揚を図るためには、地元自治会やボランティア団体への依

頼が重要となり、アダプトプログラム制度等の広報・周知・啓発を図り、少しでも業者への

委託部分を少なくできるような取り組みをしていく必要がある。また、美化活動や河川での

体験活動を推進するための指導者の育成や、自然環境に関する調査、植生管理、洪水発生時

における水防活動等においても、地域の特性を反映して実施する必要がある。 
土地改良地区内の維持管理上の問題点としては、用水関係のパイプライン化により、用水

源としてのため池の依存度が減少してきており、施設の存続について検討が必要となってい

る。    
また、農業従事者の減少・高齢化によって昔のような地元で施設管理する状況が減少して

きており、行政への依存度が高くなっている 
 
４－２ 公園・運動施設の課題 

 
公園の維持管理は、市直営で職員による部分と、業者委託、シルバー人材センター委託及

び地元への委託又は報償金によって行っている公園とさまざまな形態がある。また公園の一

部をアダプトプログラムにより清掃活動をしている所もある。 
地元による公園管理は、樹木剪定や遊具点検などの専門性を有する作業への対応は困難で

あり、更に作業人員の限界から、一つの公園施設全てについて委託することは出来ず、園内

清掃、園内除草やトイレ清掃は受託しても、それ以外は業者委託となっているのが現状であ

る。 
地元に委託する場合は、まず第１に地元の理解が得られないと実施は難しい。作業者の確

保、委託金額等、多方面に渡り調整する必要がある。 
委託料について地元では、町内会、老人会、子供会等の活動費用（として、充足したいと

考えている面もあり）、また清掃道具の補充等も多く発生するため、増額要望が多くある。

町内会等に委託した場合の作業者は、町内の老人クラブや子供会、また町内役員等が実施す

る場合が多く、人の確保が難しく苦慮しているという声を聞く。委託を取りやめ市に返した
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いという話も多々あるのが現状である。 
委託料の決定にあたっては、公園はそれぞれに特徴があり、除草作業の多い公園、砕石が

敷き詰められ草取作業の少ない公園、剪定作業の多い公園、落ち葉の多い公園、またこれら

の要素が複数存在する公園等あり、実際には公園面積のみでは一律に評価しづらい面がある。 
公園管理の当初は、市直営・委託業者による管理であったが、地元の公園は地元の手によ

り愛着を持って管理していただく事は管理の向上にもなるため、地元委託という制度を受け

入れていただける地元の公園から徐々に開始した。 
シルバー人材センターでは、高所作業用の機械や道具がないため高木剪定等は出来ない。

簡易的で危険を伴わない作業となっているのが現状であり、またこれらの清掃活動が出来る

会員にも限界がある。 
公園の清掃作業として、アダプトプログラムは取り組みやすいが、公園全体での実施は難

しく、また、アダプトプログラムは自主的活動であり、行政側から活動回数を指定や規制す

ることも出来ない。 
市総合体育館始め１５体育施設については、指定管理者制度の持つ自主事業の展開及び市

民サービスの向上、間接的には経費の軽減等が図られるなど総合的に判断し、公募による指

定管理者制度で運営・管理するとともに、（旧）音羽町の音羽運動公園、（旧）御津町の御津

体育館、御津庭球場及び御幸浜パターゴルフ場についても、平成２１年度から指定管理者制

度を導入する予定である。 

 

４－３ 道路の課題 
 
道路の管理委託は、作業の安全確保や専門性のため他の施設に比べ一般業者に委託する比

率が高い。シルバー人材センターでは、ガードマン等の交通整理員が必要となる危険箇所で

の作業は出来ないため、専門性はあるものの一般業者に比べ比較的簡易な作業となっている。 
管理内容として、街路樹の剪定や害虫駆除、草刈作業が年々増加している。 
地域の活動として、町内一斉清掃時に道路上のごみ拾いや側溝清掃を実施する町内もある

が、全町内で行っている訳ではなく、地域による温度差が生じている。 

旧音羽町・御津町・一宮町の一部地域では、道普請
み ち ぶ し ん

を毎年１・２回程度行っている。これ

は、市からアスファルト舗装用の常温合材や砕石等の原材料を支給し、地元の労力を使って

道路の補修等を行うものである。市民協働の道づくりであるが、その効果については検証が

必要である。 
現状でも述べたように、道路は目的に応じた色々な種類のものがあり、担当する部署も複

数課に亘ることから、市民サービスの向上を図る上で組織について検討が必要である。 
 

４－４ 樋門・樋管の課題 
 

樋門・樋管は、台風等の洪水から民家がある堤内地への浸水被害を防ぐための施設である。

管理に当たって、施設数が多いことから市職員だけでは限界があり、管理体制を見直すこと

が必要である。また、運転管理操作については、出水時の水の流れや状況の変化を熟知して

いる地域住民の方に委託することが、初動体制の迅速化が図られ、被害を 小限に食い止め
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ることができることから、市と地元との連携体制を構築する必要がある。 
４－５ アダプトプログラムの課題 

 
  旧音羽町では平成 15 年から実施していたが、新市としては、平成 20 年 1 月 15 日から全

市域において事業を開始した。 
  アダプトプログラムという言葉は、まだ馴染みがなく事業を理解して頂くため、広報・啓

発活動から始めた。広報活動は、連区・町内会、企業・事業所始め、ボランティア・市民活

動団体等の連絡会議に出かけ、制度の説明や案内チラシの送付等も行った。また、市広報紙

やホームページにも掲載した。 
平成 21 年 2 月末現在の登録団体等は、従前の旧音羽町分を含め、の団体・個人の登録が

51（新規に 36）、登録人数は 979 人（新規に 833 人）である。 
  しかしながら、アダプトプログラムはまだ市民に十分に周知されている訳でなく、また、

活動はボランティアであるため、「できる時に、できるように、できる方法で活動をする」

のが基本であり、いついつに必ず活動しなければならないというものでもなく、実施した結

果を年一度報告してもらうものであるため、個々の活動主体で捉えると、委託作業のような

計画性を持った活動ではないものと考えなければならない。 
  さらに、活動はそれぞれの者が活動範囲を決めて行うものであり、市道一路線の全てを活

動するようなものでもなく、行政側から区域を定めるものでもない。そのため、活動範囲は、

「点」と「点」の活動範囲となり、連続した面的な活動になっていない実情がある。このア

ダプトプログラムが普及し、多くの人が活動するようになり、面的な活動を展開できるよう

になれば、公共施設管理をアダプトプログラムに移管させていく事も考えられるが、そのよ

うな形態になるまでには、相当な期間を要すると思われる。 
  今後も、多くの市民の方が参加して頂くよう、アダプトプログラムの啓発をして行くこと

が必要である。 
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５．今後の取り組み 

 

  ５－１ 早期での取り組み 

 

 【対象－河川・排水路・ため池・海岸】 

 

①地域住民やボランティア団体へのＰＲ（河川愛護活動のＰＲ） 

地域住民やボランティア団体に河川・海岸等に対する愛着を持ってもらい、愛護活動

を取り入れてもらうように、アダプトプログラム事業のＰＲを行い、河川・海岸の草刈

等の管理をお願いしていく。 

ＰＲ方法については、広報とよかわ、ホームページを活用し、随時、受け付けを行う。

アダプトプログラム事業の対象は、河川・海岸のみならず公園・道路等の公共施設も含

めて、対応していく。 

 

②小学校等の学校関係者や児童生徒への教育・ＰＲ 

将来を担う子どもたちに、河川・海岸等に対する愛着を持ってもらうため、小学校や

中学校の環境教育や課外活動、ボランティア活動に対する教育の中に、愛護活動を取り

入れてもらうよう、教育委員会を通じ、周知し、豊川市水辺協議会などに積極的に加わ

ってもらい、河川・海岸愛護に関する情報提供をしていく。 

また、河川行政へ理解を深めてもらうよう、出前講座などへ講師（職員）を派遣し、

河川・海岸に対して理解を深めてもらうことも実施する。 

     

③シルバー人材センターの活用 

シルバー人材センターは、旧御津町では、河川・海岸の草刈業務を全て受託してお 

り、ノウハウを持っている。また、一般の業者と比較しても経費は安いので、今後も積

極的に活用していきたい。ただし、大規模な機械が必要な箇所や、危険を伴う箇所の作

業については、シルバー人材センターの性格上できないので、作業場所を選択しながら

活用していく必要がある。 また、急激な作業量の変化があるような依頼への対応は難

しいので、年間を通じて計画的に依頼をする必要がある。 

 

【対象－公園・道路】 
 

  ①アダプトプログラムの推進 

アダプトプログラムは新しい制度であり、なかなか馴染みのないものである。アダプ

トプログラムはアメリカのテキサス州で始まり、連邦・州財政の経費削減を全面に押し

出したものであるが、日本においては、市民との協働、まちづくりをするための事業と

いう認識が強く、第一の目的として経費削減を打ち出している自治体はないのが現状で

ある。 
また、アダプトプログラムなどの公共サービスボランティアの定義として、「公式的
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に組織化された環境のもとで、社会あるいは家庭の外で他の人々のために強制されるこ

となく行われる無報酬の活動」とあり、行政側から強制され実施するものではない。活

動区域は、活動者が出来る範囲内で設定するものであるため、例えば、道路一路線中の

歩道の 10ｍ程度でも良く、公園内の一部でも良いため、基本的に連続性のある区域が

対象となるものでもない。 
しかしながら、この活動が活発となり、連続性のある区域で多くの市民が活動するよ

うになれば、業者委託に替わるものとなり得る。 
そのため市としては、現段階では広報活動を中心とした活動を展開し、市民への周知

を図りより多くの人達が参加できるようにしていく必要がある。 
 

【対象－体育施設】 

 

①利用者へのアンケート調査 

各体育施設利用者へのアンケート調査等で利用者の要望を把握し、業務運営に反映し

ていく必要がある。 
 

②指定管理者制度の検証 

体育施設の管理・運営方法を直営及び指定管理者制度の予断を排除し、今後どうすべ

きかを検討する必要がある。仮に指定管理者制度で管理・運営するにしても、指定管理

対象施設の配分、指定期間を何年にするか等、研究すべき課題は多岐にわたると考える。 
 

【対象－樋門・樋管】 

 

①� 設管理台帳の整備 

樋門・樋管の管理については施設所有者が国・県・市と分かれており、運転操作つい

ては国・県の施設については委託を受け、その他については市が行っている。現状でも

述べたように、合併により増加した施設の管理台帳の整備が不完全であるので早急に整

備を行う。 

 

  ②操作マニュアルの作成・地元体制の醸成 

迅速な対応が必要となるため当該施設管理は地元に委託しているが、機敏な運転操作

の必要性から、地元役員が交代しても「誰でもわかる操作説明書」を作成して配布する

とともに、説明会等を開催し災害時の適切な対応が出来る体制づくりを行う。 
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５－２ 中長期での取り組み 

 

  【対象－河川・排水路・ため池・海岸】 

 

①河川愛護団体・地元自治会等への草刈・清掃の委託化 

現在、河川管理者である国・県・市が管理している河川で、市民の力で草刈・清掃等

が可能な河川については、河川愛護団体・地元自治会等へ協力を依頼することにより、

市民の手で管理することになり、河川への愛着が深まり、かつ費用の縮減を図ることが

できる。 

今後、整備する河川は、河川改修と平行して、親水空間の創設を検討し、堤防敷への

植樹や植栽などを通じ、公園化する箇所は、河川愛護団体・地元自治会等へ管理を依頼

し、行政とボランティア、地元住民が一体となって管理できるよう取り組んでいく。 

計画に当たっては、当初から地元住民や、ボランティアに加わってもらい、ワークシ

ョップなどを開催しながら、管理についても理解を得て、委託化していく必要がある。 

 

②農務課・土木課・維持管理課の草刈発注業務の統合 

市発注の草刈業務については、現在農務課・土木課・維持管理課で課別ごとに発注し

ているが、同じ区域にある道路・河川・水路等をある程度まとめて発注することにより、

スケールメリットが生じ、経費を縮減することが可能となる。 

ただし、予算編成時に財政当局と調整する必要や、補助金等が絡めば難しいこともあ

るが、現在の各課の業務分担を変更し、草刈業務を一本化することも必要である。具体

的には、土木課は、河川、市街化区域の水路、海岸を担当し、農務課は、市街化調整区

域の水路、ため池、市街化区域内の農業用水路などを担当している。これを例えば、河

川、海岸を含めて水路はすべて土木課に一本化する。道路は農道・林道も含めて、維持

管理課に一本化する。などの変更をすることが必要である。業務量が変化することにな

るので、組織や職員数の変更を検討していく必要がある。 

 

③国・県との草刈業務の調整について 

国・県等で発注している草刈業務委託については、市発注業務より規模が大きいので、

決定業者と随意契約をし、経費を縮減するなどの方法を一部では行っている。 

今後は、一級河川豊川を管理している、国土交通省豊橋河川事務所と二級河川音羽

川・佐奈川・西古瀬川などを管理している、愛知県東三河建設事務所などと調整し、例

えば、随意契約でなく、市が国や県に負担金を支払い、草刈をしてもらうなどの調整が

できるかどうかなどを検討していく必要がある。 

 
【対象－公園・道路】 

 
①施設の長寿命化 

 施設の診断により修繕計画を作成して、定期的なメンテナンスを実施することにより、

施設の長寿命化を図る。 



18 

②業者委託からの転換 

一般業者へ委託している作業を、シルバー人材センターや地元町内会、アダプトプロ

グラムへ移行することを検討することである。 

シルバー人材センターによる作業は、会員の作業は雇用契約に基づく労働でないため、

危険を伴う恐れのある作業はできない。また、思うほどシルバー人材センターに登録す

る会員が増えていないため、作業量の増加に対応できない状況にある。これらの問題が

解決しなければシルバー人材センターへの移行は難しいものの、今後検討していく必要

があるものである。 

アダプトプログラムへの比重を拡大するには、相当の期間を要するものと思われる。

一般業者に委託する作業は、専門性の高いものであり一般の人達が作業できるかという

点は問題であるが、地域住民の生活する場にある公共施設を地域で管理することにより

住民と行政の一体感が生まれるため、長期的な視点から、移行していくことを検討して

いくことが重要である。 

 
【対象－樋門・樋管】 

 

①施設の維持管理 
    施設の定期点検、作業時運転等の実施により、施設の適切な維持管理を実施する。 
 

②地元管理体制の恒常化 

    施設管理について、その迅速な対応が必要となることから、地元へお願いをしている

状況であるが、今後においても引き続いて管理して頂くよう、地域の連帯感を醸成する

施策を検討・実施する。 
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６．まとめ 

  道路・水路・公園等の公共施設は、市民の生命・財産を守るものから、憩いの場・コミュ

ニティ－の場として利用されるなど、幅広く愛される施設であり、また愛されるが故に多く

の意見や要望を頂いている。このように公共施設は、市民にとってより身近な施設であるこ

とから、恒常的に市民サービス向上を図っていく必要がある。 
  今回の研究では、公共施設の管理について現状の課題を抽出し、課題への改善策として早

期及び中長期において実施する施策をまとめた。 
今後、早期に取り組む施策については、目標管理による位置付けを行うことにより施策の

実行性を担保し、また、中長期での施策については、実施年次を明らかにし着手に向けた準

備を行っていきたい。 



佐奈川の会（佐奈川）
 金屋橋から出会い橋

委託費の軽減及び地元管理により河川
のある地域での愛着感を持つこと、協働
の推進を図る。※随意契約

草刈・清掃
草刈方法：肩掛式
回数：年３回
処分方法：堆肥

佐奈川蛍の会(佐奈川・帯川）
　出会い橋上流(帯川)で活動

委託費の軽減及び地元管理により河川
のある地域での愛着感を持つこと、協働
の推進を図る。

草刈・花の植え込み・蛍の養殖
草刈方法：肩掛式
回数：月２回
処分方法：堆肥

ボランティア活動につき、無償

信楽会（音羽川）
　国府町地内の音羽川

委託費の軽減及び地元管理により河川
のある地域での愛着感を持つこと、協働
の推進を図る。※随意契約

草刈
草刈方法：肩掛式
回数：年２回
処分方法：堆肥

年２回の積算ではあるが、実際には月
１回程度の草刈を実施している。

音羽川の会（音羽川）
　御油町地内の音羽川

委託費の軽減及び地元管理により河川
のある地域での愛着感を持つこと、協働
の推進を図る。※随意契約

草刈・清掃・蛍の養殖・水質検査
草刈方法：肩掛式
回数：年２回
処理は清掃工場

年２回の積算ではあるが、実際には月
１回程度の草刈を実施している。

県管理河川(佐奈川・音羽川)
市占用部分の道路路肩１ｍ部分
県が発注する草刈委託と同一業者に委
託。※随意契約

草刈
草刈方法：ハンドガイド・肩掛式
回数：年１回
処理は清掃工場

諏訪川他２８河川
市内一円の河川の草刈委託を年間を通
じて一括発注。状況をみながら臨機応変
に対応する。入札による。

草刈
草刈方法：
回数：年１回から３回
処理は清掃工場

　　旧豊川市
財賀町内会(白川)
　ハリマダ橋の下流から栃ノ木橋

委託費の軽減及び地元管理により河川
のある地域での愛着感を持つこと、協働
の推進を図る。※随意契約

草刈・清掃
草刈方法：肩掛式
回数：年１回
処分方法：堆肥

　　旧一宮町　

土々川(大木区・西原区・篠田区)
石捨殿川(篠田区)
宝川(上長山区)
黒谷川(足山田区)

委託費の軽減及び地元管理により河川
のある地域での愛着感を持つこと、協働
の推進を図る。※随意契約

草刈
草刈方法：肩掛式
回数：年１回
処分方法：堆肥

音羽川・佐奈川・白川・帯川(県管理)
天王川・山陰川(市管理)他６河川

地元自治会、御油小PTAなど１４団体 草刈・清掃

※実績（県）
実施団体　地元自治会、御油小PTAなど
１４団体
参加人員　３，６６９人
対象河川　佐奈川・音羽川・白川・帯川
※実績（市）
実施団体　赤坂町河川愛護会他
参加人員　５１０人（年１回）
対象河川　天王川・山陰川他６河川

河川愛護実施要領
（愛知県・豊川市）

御津川・宮前川・音羽川・白川・堺川・紫
川・深沢川・熊野川・安藤川
（旧御津町）

旧御津町より引き継ぎ、経費が安いため 草刈
草刈方法：肩掛式
回数：年１回
処理は清掃工場

河　　川
【土木課】

旧音羽町全域
ボランティアはアダプトプログラムにより実
施。現在１４４名が登録。

草刈・清掃 合併後も豊川市で継続して実施

排水路
【土木課】

準用・普通河川に含む。

農業用に利用している用・排水路

・地元農業関係者の減少で、農業施設が
管理できない。
・野焼きの禁止。
・農地転用等により農用地が宅地の混住
化して、用排水路に立ち入りできない。

草刈・浚渫
人力　回数は１回
委託金額については旧一宮町からの引
継で不明

豊川市公共用物の管理に関する
条例
豊川市公有財産管理規則

農業用に利用している用・排水路 従来から地元町内会で作業している。
草刈・浚渫
 　草刈面積　24，000㎡
　 浚渫量　　　　　400㎥

人力　回数は１回
委託金額については旧一宮町からの引
継で不明

豊川市公共用物の管理に関する
条例
豊川市公有財産管理規則

農地・水・環境保全向上
対策事業地区は実施

ため池等
【農務課】

ため池１５箇所
市街化区域内のため池については受益
者が減少し、従来管理していた農事組合
等の組織が解散したため。

草刈面積　5,000㎡
人力　回数は１回
処理は清掃工場

豊川市公共用物の管理に関する
条例
豊川市公有財産管理規則

市街化区域内に設置の池
西沢池・西明寺・愛染池
その他の池は、農業関係者が水管理
を行う。

海　　岸
【土木課】

旧御津町の海岸線 経費が安いため。 草刈・清掃
草刈方法：肩掛式
回数：年１回
処理は清掃工場

　　業者委託

準用・普通河川
【土木課】

　　地元委託

排水路
【農務課】

　　地元委託

　　業者委託

　　シルバー人材センター委託

　　ボランティア団体委託

　　ボランティア団体委託

　　ボランティア団体委託

管理方法
（草刈方法・回数、清掃・処分方法など）

施行者決定の経緯・ねらい管理対象物件

　　業者委託

種別
【実施所管名】

　　河川愛護活動

一・二級河川
【土木課】

　　ボランティア

　　ボランティア団体委託

各実施事業一覧　①-1河川・排水路・ため池・海岸

　　シルバー人材センター委託

　　業者委託

　　業者委託

備　　考実施根拠等施行者 管理内容
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公園内トイレ清掃・草収集処分、公園内広場等
草刈（49公園）、植樹管理・防虫消毒

専門性を有する業者が作業する事により、効率
的な管理を行うため。

委託であるため、市側では監督職員等を設け
作業管理をし、作業完了報告を受け請求書受
領後、支出する。

一宮支所建設課　別途予算あり
アダプトプログラムの対象としても考え
る。
旧音羽町・旧御津町分を含む。

専門業者でなく作業可能な、除草・清掃、ごみ
収集・運搬、除草剤散布、噴水・流水清掃等を
委託

委託料の軽減
除草・清掃、ごみ収集・運搬、除草剤散布、噴
水・流水清掃等

一宮支所建設課　別途予算あり
アダプトプログラムの対象としても考え
る。
旧音羽町・旧御津町分を含む。

　　報奨金対象

地元にある都市公園、その他公園・広場のう
ち、地元で受託不可能な公園のうち報奨金で
対応可能なものの内、園内清掃・除草・トイレ清
掃・低木剪定等を行う。

委託費の軽減及び地元管理により公園の地域
での愛着感を持つこと、協働の推進を図る。

作業可能範囲内で、園内清掃・除草・トイレ清
掃・低木剪定等を清掃管理。

地元の了解を得れば、アダプトプログラ
ムの対象としても考える。
地元委託では園内は月1回以上、トイレ
は週１回以上の依頼をしているが、報償
の場合は四半期に一度になる事が多
い。そのため、市からの作業（直営・委
託）が入る事がある。

　　地元委託
地元にある都市公園、その他公園・広場のう
ち、地元が受託可能な範囲内で、園内清掃・
除草・トイレ清掃・低木剪定等を委託。

委託費の軽減及び地元管理により公園の地域
での愛着感を持つこと、協働の推進を図る。

受託範囲内で、園内清掃・除草・トイレ清掃・低
木剪定等を清掃管理。

地元の了解を得れば、アダプトプログラ
ムの対象としても考える。

市で対応可能な補修、除草等を実施。 委託料の軽減
課内で調整の上、作業し報告書提出。
各公園を巡回し、点検。

アダプトプログラムの対象としても考え
る。

児童遊園等
【維持管理課】

豊川市児童遊園条例に基づき、各児童遊園運
営委員会による公園管理委託。
基本的には園内全てであるが、樹木選定、防
虫剤散布、浄化槽点検等は業者又はシル
バー人材センターへの委託。

平成17年度の指定管理者制度導入により、児
童遊園等は公の施設であり、地元に委託して
いた運営委員会を指定管理者に指定し条例
化。
指定時に現行委託料を上限として指定管理料
を確定。

園内清掃・除草・トイレ清掃・低木剪定等を清
掃管理。

豊川市児童遊園条例
委託料→指定管理料の額変更なし

運動施設
【市民体育課】

①市陸上競技場、②市野球場、③弘法山公園
野球場、④本野原第一公園広場、⑤市庭球
場、⑥豊川地域文化広場庭球場、⑦市プー
ル、⑧武道館、⑨総合体育館、⑩一宮体育セ
ンター、⑪上長山庭球場、⑫東上野球場、⑬
足山田野球場、⑭農業者トレーニングセン
ター、⑮いこいの広場、⑯音羽運動公園、⑰御
津体育館、⑱御津庭球場、⑲御幸浜パターゴ
ルフ場

指定管理者を公募し、4社からの応募がある。
（1）平成17年2月に指定管理者制度の導入方
針を策定する。
（2）平成17年3月に、「豊川市公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例（平成
17年豊川市条例第14号）」を制定する。
（3）平成17年6月に、指定管理者制度の公募
導入施設が35施設、指定管理者制度の任意
指定導入施設が87施設とすることが決定する。
また、豊川市総合体育館始め9体育施設につ
いては公募導入施設とする。
（4）平成17年8月に、豊川市総合体育館始め9
体育施設に係る公募要領を発表する。
（5）平成18年2月1日付け合併予定の（旧）一宮
町内「（旧）一宮町農業者トレーニングセンター
始め6体育施設」については、豊川市総合体育
館始め9体育施設の公募で指定管理者に決定
したところを任意指定とする。

⑴豊川市総合体育館始め１５体育施設におけ
る指定管理者による管理運営に係る基本協定
書（平成１８年度～平成２０年度）　⑵豊川市総
合体育館始め１５体育施設における指定管理
者による管理運営に係る平成１８・１９・２０年度
協定書　⑶指定管理期間　平成１８年４月１日
～平成２１年３月３１日

豊川市公の施設に係る指定管理者の指
定手続等に関する条例（平成１７年豊川
市条例第１４号）

公　園
【維持管理課】

トイレ、遊具、公園内広場
業者委託：専門性があるため
シルバー：町職員で作業の難しいものを委託

トイレの清掃　６ヶ所、遊具の点検等、公園内の
草刈り、剪定等

合併後、アダプトプログラムの対象として
も考える。

児童遊園等
【維持管理課】

業者委託：遊具点検等
シルバー：立木、トイレ清掃（１か所）
地元：草取り、トイレ

業者委託：専門性があるため
シルバー：町職員で作業の難しいものを委託
地元：地域連帯を図り協働の推進

業者委託：遊具点検保守、修繕、塗装、新設
シルバー：立木枝払い
地元：草取り等

合併後、アダプトプログラムの対象として
も考える。

　　業者及びシルバー委託

種別
【実施所管名】

管理対象物件

　　地元委託

都市公園
【維持管理課】

　　指定管理者

　　業者委託

　　指定管理者

　　シルバー人材センター委託

　　市直営

各実施事業一覧　①-2公園・運動施設

　　業者委託
　　シルバー人材センター委託
　　地元委託

備　　考実施根拠等施行者 管理内容施行者決定の経緯・ねらい
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市道の側溝・路面・地下道の清掃、浚渫
土処理及び草刈作業。
街路樹の剪定、防虫剤の散布等。

市職員において、作業不可能である専
門的な部分を、専門業者が作業すること
により、効率的な管理が出来るため。

委託であるため、市側では監督職員等に
より作業管理をし、作業完了報告を受け
請求書受領後、支出する。

アダプトプログラムの対象としても考え
る。
旧音羽町・旧御津町分を含む。

地下道清掃作業、その他道路清掃等一
般業者で無くても作業可能な単発的なも
のも委託。

委託料の軽減
シルバー人材センターの活用

作業報告書の提出

アダプトプログラムの対象としても考え
る。旧音羽町・旧御津町分を含む。
高度な専門性を有さない程度の専門的
な作業を依頼している。
シルバーでは交通整理員（ガードマン）
を付けるような作業や高木剪定等は出来
ない。

通報のあった補修路面等の補修
緊急性、簡易作業等を直営で作業するこ
とにより、道路補修管理を迅速に対応す
る。

道路パトロールの実施。
作業報告書。

アダプトプログラムの対象としても考え
る。旧音羽町・旧御津町分を含む。
市直営は、作業が即座に出来るため、危
険回避が早い。

農道の舗装、側溝、路肩等の修繕工事
等

市職員において、作業不可能である専
門的な部分を、専門業者が作業すること
により、効率的な管理が出来るため。

委託であるため、市側では監督職員等に
より作業管理をし、作業完了報告を受け
請求書受領後、支出する。

アダプトプログラムの対象としても考え
る。

農村地域の農業用道路・用
排水路等の施設

事業参加組織
農村地域の高齢化・混住化が進行し農
地や農業用施設の維持管理難しくなっ
てきているため。

事業参加組織　豊川市６地区
三上、下長山、三谷原、市田
為当、江島　　　　２９６ｈａ
音羽町　長沢、萩　４９ｈａ

農地・水・環境向上対策
実施要綱

事業期間
　平成１９年度から平成２３年度まで

林　　道
【農務課】

林道　２１路線
入札による

利用車両の多い３路線
小路・千両財賀線・本宮線
草刈　路肩より巾１．０ｍ

林道管理規程
豊川市公共用物の管理に
関する条例

種別
【実施所管名】

管理対象物件

市　　道
【維持管理課】

各実施事業一覧　①-３道路

施行者決定の経緯・ねらい 備　　考実施根拠等施行者 管理内容

農　　道

　　市直営

　　業者委託

　　農地・水・環境保全向上対策事業
　　　【農務課】

　　業者委託

　　業者委託
　　　【維持管理課】

　　シルバー人材センター委託
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各実施事業一覧　①-4樋門・樋管管理

種別
【実施所管名】

施行者 管理対象物件 施行者決定の経緯・ねらい 管理内容 実施根拠等 備　　考

樋門・樋管
【維持管理課】

直営
古川排水機場
二葉樋門

国土交通省からの委託であり、
市が管理するのが望ましい

ゲート操作、洪水警戒のための
要員確保、機械・器具等の点検
を豊川市が行い、報告。

河川法第９９条 国土交通省から市への委託料

地元委託

勝山樋門
紫川防潮樋門、堺川排水樋
門、御津川防潮樋門、西方川
排水樋門、安藤川樋門、白川
潮止堰（旧御津町：６門）
清水川樋門、シャラ川樋門

洪水時での樋門の操作等を現
場に精通している地元町内会
に委託することにより、緊急時
に迅速な対応が図れるため。

ゲート操作、洪水警戒のための
要員確保、機械・器具等の点検
を地元町内会に委託し、報告
等を作成。

河川法第９９条

樋門・樋管
【農務課】

業者委託

　・排水機場
下ノ郷・橋尾・行明・御津
　・樋門・樋管
船倉・唐人池・新田深池・梅田

入札
随意契約

維持・補修工事
定期点検・出水時運転管理
中部保安協会
河川法関係事務(占用等）

河川法

機器の保守サービス（業者）
下ノ郷排水機場
橋尾排水機場

中部電気保安協会
　下ノ郷
　橋尾
　行明
　御津

地元委託

　･排水機場
下ノ郷・橋尾・行明・御津
　・樋門・樋管
船倉・唐人池・新田深池・梅田

随意契約
各種設備機器の運転・点検整
備
定期点検　月2回
除塵機及び現場の清掃・草刈
等
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公共施設の管理に関する調査結果一覧

河川（準用河川）

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 道路河川課 栃木県 土木課 管理課 土木維持課 河川課 道路河川課
河川課
建設管理課

維持管理課 土木課 建設維持課

管理内容
維持・補修
（草刈・浚渫含）

除草、浚渫 草刈、清掃、剪定、指導 草刈 河川の整備・修繕 草刈、浚渫、補修
修繕・浚渫・草刈
パトロール

草刈 一般河川管理 草刈・浚渫

直営・委託先 基本的に直営 業者委託 一部直営のほかは委託 隣接自治会に委託 通常の保守管理は直営 直営・業者委託等 業者・地元住民 業者 直営 自治会、水利組合、直営

河川（普通河川）

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 道路河川課 栃木県
土木課
下水道課(都市下水
路）

管理課 土木維持課 河川課 道路河川課
河川課
建設管理課

維持管理課 土木課 建設維持課

管理内容
維持・補修
（草刈・浚渫含）

除草、浚渫 草刈、清掃、剪定、指導 河川の整備・修繕 草刈、浚渫、補修
修繕・浚渫・草刈
パトロール

草刈 一般河川管理 草刈・浚渫

直営・委託先 基本的に直営 業者委託 一部直営のほかは委託 通常の保守管理は直営 直営・業者委託等 業者・地元住民 業者 直営 自治会、水利組合、直営

排水路

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 道路河川課 土木課
土木課
下水道課(都市下水
路）

別掲(１）

河川課
農林農地課

道路河川課
河川課
農林課

維持管理課

別掲（６）

建設維持課

管理内容
維持・補修
（草刈・浚渫含）

法定外公共物
（青地）の草刈

除草、浚渫 浚渫・整備・修繕 草刈、浚渫、補修
修繕・浚渫・草刈
パトロール

草刈、浚渫 草刈・浚渫

直営・委託先 基本的に直営 直営 業者委託
業者・通常の保守管理
は直営

直営・業者委託等
業者・地元町内会・部
農会

業者 自治会、水利組合、直営

ため池

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署
道路河川課
管財課

土木課
（法定外公共物）

農林課 農地林務課 農林農地課 農林課 維持管理課 農林水産課
農業基盤整備課
各総合支所産業環境課

管理内容
維持・補修
（草刈・浚渫含）

草刈等 草刈等 草刈等 浚渫・草刈 修繕・浚渫・草刈 草刈 草刈 堤体補修、法面草刈、等

直営・委託先 基本的に直営 水利組合 委託（地元水利組合） 管理者の直営 直営・森林組合へ委託 地元町内会・部農会 業者 地元農家組合
直営、土地改良区、農家
組合、水利組合
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あり）

公園（都市公園・広場等）

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 公園緑地課 水と緑の推進課
みどりの課
社会体育課（総合公
園）

公園緑地課

別掲（２）

緑地公園課 公園緑地課 公園緑地課 都市整備課 都市計画課 建設維持課

管理内容
施設管理全般
（草刈、樹木剪定等）

公園の維持管理
（除草、剪定、修繕
等）

安全点検、除草、剪
定、消毒等・管理運営
全般

清掃、草刈、剪定
草刈・剪定・清掃・遊
具修繕他

樹木管理、除草、清
掃、遊具点検

樹木剪定、遊具点検、
草刈、トイレ清掃

草刈、樹木剪定
芝管理、除草、剪定、
点検、修繕等

草刈、樹木剪定、清掃、
薬剤散布等

直営・委託先
指定管理者
（足利市みどりと文化
スポーツ財団

　指定管理者
（小山市まちづくり協
会）

委託（市出資の財団法
人）・直営

地元水利組合、シル
バー、業者

直営、業務ごとに専門
業者、シルバー、指定
管理、ボランティア団
体等

直営、シルバー、自治
会、業者等

業者、町内会、シル
バー等

原則直営、瀬戸市開発
公社、業者

直営、業者、シルバー
等

自治会、シルバー、直
営、業者

公園（児童遊園・ちびっこ広場)

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 こども課
みどりの課
農政課

公園緑地課

別掲（３）

子育て支援課 公園緑地課 都市整備課 こども総合支援室

管理内容
保  守－業者委託
草  刈－シルバー
その他－直営

安全点検、除草、剪定 清掃、草刈、剪定 草刈、維持管理 施設運営・改修工事 草刈、樹木剪定
草刈、樹木剪定、清掃、
薬剤散布等

直営・委託先
委託（市出資の財団法
人）

地元各種団体、シル
バー、業者

直営（一部委託あり） 自治会・町内会・業者 市職員、業者
直営（ちびっ子広場は市
の所有ではない。）

道路（市道）

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 道路河川課 土木課 管理課 管理課 土木維持課 維持管理課 道路河川課
建設管理課
道路課

維持管理課 土木課 建設維持課

管理内容
日常パトロール
維持・補修

草刈・樹木剪定 除草・清掃等全般 草刈、清掃、剪定、指導 草刈
維持補修、草刈、樹木
剪定等

草刈・穴埋め・修繕
補修・草刈・樹木剪
定、維持管理

草刈、樹木剪定
路面舗装等維持
草刈、樹木剪定

草刈、樹木剪定、清掃、
薬剤散布等

直営・委託先 基本的に直営
業者委託
一部直営

業者・直営・シルバー 一部直営のほかは委託 業者・シルバー
業者（パトロール及び
軽微な補修は直営

直営、業者等 直営、地元 業者

直営（修繕工事は業
者）
業者委託（シルバーも

自治会、シルバー、直
営、業者

道路（農道）

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 土木課 農政課 農林課 農地林務課
農林水産課
（道路河川課）

農林課 維持管理課
農林水産課
多度産業課
長島土地改良課

農業基盤整備課
各総合支所産業環境課

管理内容 認定外道路の砂利敷 管理全般・砂利敷等 一部清掃業務を委託 草刈 草刈・穴埋め・修繕 草刈、清掃、浚渫 草刈、樹木剪定 草刈
路面・路肩補修、法面草
刈、等
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直営・委託先 直営
直営・委託（関係土地
改良区）

地元農業者団体 地元生産組合等の直営 直営、業者等 直営（地元農部会）、農業者 地元農家組合
直営、土地改良区、農家
組合、水利組合

道路（林道）

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 農林課 農地林務課 農林農地課
農林水産課
（道路河川課）

農林課 維持管理課 多度産業課 林業振興室

管理内容 保全（補修等） 草刈等の維持管理 草刈 草刈・穴埋め・修繕 草刈、パトロール 草刈、樹木剪定 日常・定期管理 草刈、修繕

直営・委託先
東京都森林組合
柚木生産森林組合

地元自治会・民間業者
自治会・森林組合・造
園業者へ委託

直営、業者等 地元関係者、直営 業者
森林組合、自治会、業者
等

樋門・樋管

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 道路河川課 下水道管理課
管理課
農政課

別掲（４）

河川課
道路河川課
農林水産課

河川課
農林課

維持管理課 土木課
建設維持課（樋管）
下水道施設課（樋門）

管理内容
操作等については、委
託
維持補修は道路河川課
で実施

託

保守ー直営
草刈ー委託、シルバー

運転操作 操作・保守点検 操作・補修
修繕・草刈・清掃・浚
渫等

草刈
管理操作（点検整備・
洪水津波対策操作）

ゲート操作・点検、操作

直営・委託先 土地改良区、業者に委
委託（地元自治会・南
部土地改良区）

部農会へ委託
業者委託

地元・業者
業者・地元農部会、農
道使用者

業者
水門操作人（個人）に
委託

自治会、水利組合、直
営、業者

運動施設

足利市 小山市 野田市 青梅市 高岡市 沼津市 磐田市 藤枝市 瀬戸市 桑名市 津市

所管部署 公園緑地課 水と緑の推進課 社会体育課 体育課

別掲（５）

スポーツ振興課
スポーツのまちづくり
推進課

公園緑地課 交流学び課 生涯学習課 スポーツ振興課

管理内容 施設管理全般
公園の維持管理
（除草、剪定、修繕
等）

グラウンド整備、除
草、
体育館管理

運動場整備・草刈 施設管理業務
土砂補充、樹木管理、
芝刈り等

芝生・樹木剪定、草
刈、施設点検

草刈、樹木剪定 管理運営
樹木剪定、除草、芝維持
管理

直営・委託先
指定管理者
（足利市みどりと文化
スポーツ財団)

　指定管理者
（小山市まちづくり協
会）

直営・委託（業者、シル
シルバー
21年度からは業者の予定

業者、シルバー等 師弟管理者、直営等 業者、シルバー、等 業者
指定管理者（一部直営
施設あり）

業者、シルバー、直営
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別掲（１） 排水路（高岡市）
所管部署 管理内容 直営・委託先

〔一部都市下水路（雨水幹線）〕
維持管理（水路内の清掃・浚渫）
環境整備（除草　２回／年）

一部の下水路につき、地元地区委員会に委
託
その他は直営

〔法定外公共物（水路）〕
通常の維持管理

地元自治会に委託

農地林務課
（市街化調整区域）

草刈・えざらい等 地元用排水路管理者の直営

別掲（２） 都市公園・広場等（高岡市）
所管部署 管理内容 直営・委託先

花と緑の課 ・都市公園法の基準に基づき適正に管理する。
・公園台帳
・公園の占用使用許可
・監視（巡回・点検）
・施設維持（清掃・除草・植物維持・施設補修）

〔総合公園以外〕
（都市公園台帳）コンサルに委託
（公園の占用使用許可）直営
（監視）直営
（施設維持・清掃除草）シルバー人材センター
に委託
（植物管理）造園業者に一部委託及び直営
（施設保守）専門業者に一部委託及び直営
〔総合公園〕
指定管理者による管理

別掲（３） 児童遊園・ちびっこ広場（高岡市）
所管部署 管理内容 直営・委託先

花と緑の課 ・都市公園法の基準に準じ適正に管理する。
・公園台帳
・公園の占用使用許可
・監視（巡回・点検）
・施設維持（清掃・除草・植物維持・施設補修）

（都市公園台帳）直営
（公園の占用使用許可）直営
（監視）地元自治会に一部委託及び直営
（施設維持・清掃除草）地元自治会に委託
（植物管理）造園業者に一部委託及び直営
　※軽微なものは地元自治会に委託
（施設保守）専門業者に一部委託及び直営
　※軽微なものは地元自治会に委託

別掲（４） 樋門・樋管（高岡市）
所管部署 管理内容 直営・委託先

農地林務課
（市街化調整区域）

草刈等の維持管理 施設管理者に委託

下水道管理課
（市街化区域）

〔都市下水路吐き出し口〕
河川の雨水増水時における樋門開閉

一部の樋門・樋管につき、近隣自治会長

別掲（５） 運動施設（高岡市）
所管部署 管理内容 直営・委託先

体育保健課
福岡行政センター

市民体育館始め２３施設
草刈・樹木剪定・浚渫・清掃等の維持管理

直営
施設管理者に委託（高岡市体育協会）
シルバー人材センター
自治会
業者

別掲（６） 排水路（桑名市）
所管部署 管理内容 直営・委託先

土木課 浚渫等管理
清掃等管理

直営（修繕工事は業者）
清掃・草刈については、一部地元自治会に委
託

下水道課 草刈 業者

農林水産課
多度産業課
長島土地改良課

浚渫・草刈 地元農家組合及び土地改良区

下水道管理課
（市街化区域）
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