
平成24年度　地域力向上事業　市民提案による住みよい地域づくり助成事業　事業評価一覧

件数 総事業費 市執行額

15件 14,864,313 6,447,000

提案者・事業
実施者

事業効果 事業実施状況
総事業費

(補助金額)
事後評価

1
伝統芸能継承
活動及び後継
者育成活動

横尾歌舞伎文
化財少年団

１　後継者の育成により、地域に伝
わる農村歌舞伎（地芝居）を後生に
伝承できる。
２　10月第2土・日曜日の定期公演の
ほか、上演依頼への対応が可能とな
る。

１　団員の募集及び三味線教室・歌舞伎教室・三番叟教室の開催
　「三味線教室」　団員数：１４名　開催数：３６回
　「歌舞伎教室」　団員数：　５名　開催数：２９回
　「三番叟教室」　団員数：　２名　開催数：１８回
２　横尾歌舞伎定期公演への出演
　・出演日：平成２４年１０月１３日、１４日
　・内　容：三味線・寿式三番叟宝の入船・傾城阿波の鳴門どんどろ大師の場披露
３　浜松市農村歌舞伎活性化プラン、横尾歌舞伎特別公演への出演
　・出演日：平成２５年２月３日
　・内　容：三味線・寿式三番叟宝の入船・傾城阿波の鳴門どんどろ大師の場披露

939,000
(219,000)

　浜松市を代表する伝統芸能を継承しようとする地域
の少年少女を支援する事業であり、必要性は高い。
　また、事業の取組みにより育成された横尾歌舞伎文
化財少年団は、定期公演や外部の依頼による公演に参
加し伝統芸能の保護・継承に寄与したことに加え、稽
古を通じた地域の少年少女の健全育成につながったも
のと認められる。
　なお、３年間の継続により平成２４年度で地域力向
上事業による取り組みが終了するが、今後は、団体の
自主財源の確保などにより継続されるよう期待する。

2 三幸町世代間
交流事業

三幸町自治会

１　世代間交流により、町内の人の
つながりを創出できる。
２　先人の培った農業技術が子供達
に伝承され、必然的に共通認識が生
まれる。

　三幸町内の遊休農地を利用し、町内在住の農業者の指導による農業実習と、町内の親子参加
による収穫体験を行った。また、地域の高齢者の参加による収穫祭を行い、町内の世代間交流
を図った。

１　農業実習
　①　時　期　　4月21日～12月1日
　②　参加者　　86名（町内農業者、親子を含む地域住民）
　③　内　容　　薩摩芋、ジャガイモ、大根、その他野菜の栽培・収穫・加工体験
２　収穫祭
　①　実施日　　8月5日
　②　参加者　　58名（町内農業者、親子・高齢者を含む地域住民）
　③　内　容　　収穫物の調理・試食

405,000
(200,000)

　住民同士の繋がりの希薄さを課題とする地域にとっ
て、地域内の幅広い世代が交流する機会となり、新た
な地域コミュニティの醸成に繋がったものと認められ
る。
　一部、スタッフのみによる取り組みがあったが、地
域活動のリーダー的な存在が育成されたので、今後
は、より多くの市民の参加による取り組みを期待す
る。

3

浜松市細江市
民第50回文化
祭芸能発表会
＆展示発表会

浜松市細江文
化協会

１　会員以外の市民の参加により、
相互理解が図られ、市民協働につな
がる。
２　文化芸術活動や生涯学習の推進
に寄与する。

　協会員並びに多くの市民に日頃取り組んでいる活動の成果の発表の場（文化芸術活動の発
表、展示発表）を提供した。

１芸能発表会
　①　開催日　　平成24年11月3日（土）
　②　場　所　　みをつくし文化センター
　③　内　容　　協会員による発表、幼稚園・保育園・細江中・市民サークル等の発表
２　展示発表会
　①　開催日　　平成24年2月2日（土）～2月3日（日）
　②　場　所　　みをつくし文化センター
　③　内　容　　協会員による展示発表、女性団体・高齢者団体・高齢者施設・
　　　　　　　　市民個人展示発表、お茶席の開催等

292,000
(73,000)

　細江地域の文化団体の成果発表の場として、地域文
化の振興と交流促進に寄与したものと認められる。
　各地域の文化協会により行われてきた類似の文化祭
や、区企画事業により実施してきた「北区文化交流祭
事業」の関係や取扱いを整理したことに加え、３年間
の継続により平成２４年度で地域力向上事業による取
り組みが終了するため、自主財源の確保や若年層の参
加者を求める等の工夫をもとに、自立した事業として
の継続を期待する。

4

「認知症の予
防」と自己点
検テスト体験
講座　企画・
運営

お元気サラダ

　誰もが活き活きと過ごす契機とな
り、認知症や要介護者の減少や発症
を遅らせることで、行政や家庭の負
担が軽減する。

　北区在住の市民（参加者の８０％が６０歳代）が参加し、高齢者がいつまでも元気に自立し
て暮らすための生活習慣を学ぶとともに、自己点検テストの体験により、現在の自分の認知状
態を確認した。
　その結果、地域で暮らす高齢者自らが、地域で自立した生活を続けるための不安要素となる
認知症の予防に関する情報獲得の場を提供するとともに、講座で得た情報を地域の中で実践す
ることで、地域の中の身近なコミュニティ社会の維持につながるものと考えられる。

「認知症の予防」と自己点検テスト体験講座　企画・運営
　①　開催日　　平成２４年８月２６日
　②　会　場　　みをつくし文化センター
　③　参加数　　市民４８名

100,000
(50,000)

　区民が医学に基づいた認知症の予防策や対応策を知
る機会は少なく、また医療機関で受診することに抵抗
感を持つ方が多いなか、本事業の取組みにより、認知
症を気軽に学べる機会を提供できたものと認められ
る。
　今後は、市が実施する「介護予防普及啓発事業」と
の連携も検討するなかで、参加者の増加につなげた
り、受講者が自らの生活に活かし周辺の方たちへ波及
させたりすることに期待する。

5

浜松・浜名湖
アートフォト
コンテスト
2012　～北区
新発見！～

NPO法人　浜
名湖クラブ

１　作品応募により、地域への愛着
が高まる。
２　撮影に伴い、北区の訪問機会が
増加する。
３　地域資源の発信と、新たな魅力
が開拓できる。

“北区新発見！”をテーマにした、北区の魅力を伝える風景、名所等の写真を募集するとと
もに、入賞作品を市内４ヶ所にて展示をした。
　その結果、市内外や県外の幅広い年齢層から２４１点の作品の応募をいただき、北区内の新
たな地域資源を発見できたとともに、それら北区の魅力を広く発信することができたと考え
る。

「浜松・浜名湖アートフォトコンテスト２０１２～北区新発見！～」の開催
１　応募期間　　平成２４年７月～１２月３１日
２　応募内容　　テーマ：“北区新発見！”
　　北区内で撮影した当地域の魅力を伝える風景、名所、自然、祭り、街並み、人物等を被写
体
　とし、写真表現の可能性、芸術性を感じる写真を募集し、審査した。
３　応募総数　　２４１点
４ 展示会 ２月～３月の間 市内４ヶ所において入賞作品を展示を実施した

1,021,655
(500,000)

　入賞作品の巡回展示やホームページでの公開によ
り、区民が地域の魅力を再認識したり、北区の多様な
地域資源を市内外に発信したりする機会になり得た。
また、作品を応募するためにカメラマンが北区を訪れ
たことによる観光面での一定の効果も認められる。
　今後は、本事業の応募・入賞作品をさらに活用し、
展示範囲を広域化したり、区外・市外のイベント会場
に展示したりすることで、北区の魅力の更なる発信に
努められたい。

単位：円

１　芸能発表会の開催
（11月）
　出演：文化協会会員、
地元保育園児・幼稚園
児・中学生、一般市民
２　展示発表会の開催（2
月）
　出展：文化協会会員、
その他団体（地元小学
生、女性団体、福祉施
設、一般市民）

「認知症予防の考え方」
の講話　等
　・「セルフチェック
（自己体験テスト）」の
体験
　・テスト結果の説明、
予防の秘訣の説明、質疑
応答

　より芸術性の高い写真
作品を地域から募集し、
ホームページの利用や巡
回展示により地域資源の
新たな表情を発信する。

事　業　名 事　業　内　容

１　定期公演に向けた定
期的な稽古
２　演技・化粧等の指導
者支援、外部講師指導
３　指導用VHSのDVD化に
よる保存

１　町内の農業者を指導
員として、家族参加型の
農業実習を行う。
２　収穫時には収穫祭を
実施し、老年層を招き、
世代間の交流を深める。
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提案者・事業
実施者

事業効果 事業実施状況
総事業費

(補助金額)
事後評価事　業　名 事　業　内　容

6 第７回みかん
の里まつり

みかんの里ま
つり実行委員
会

１　農商工業者と市民が一堂に介す
ることで、地域コミュニティづくり
が推進できる。
２　みかん産地である三ヶ日地域を
広くＰＲできる。

5月に実施したフレグランスウォークを通じて、三ヶ日地域の観光資源の有効活用や情報発信
や三ヶ日特産のみかんのPRなどを行った。
　また、11月の「みかんの里まつり」ではウォークや産業まつり（物産展、芸能発表等）も行
い、三ヶ日地域のみならず幅広い分野での人的交流や、活力あるまちづくりの推進が図られ
た。

１　三ヶ日フレグランスウォーク2012の開催
　①　開催日　　5月12日（ナイトウォーク）、5月13日（レギュラー・ファミリーコース）
　②　参加者　　延べ511名
２　第7回みかんの里まつりの開催
　①　開催日　　11月3日(土)
　②　参加者
　　・三ヶ日ウォーク2012　　　175名

・産業まつり（物産展等） 約10 000人

2,278,231
(569,000)

　知名度の高い｢三ヶ日みかん」を地域の特色として
捉え、産地としての三ヶ日地域を発信したり、地域コ
ミュニティの醸成に活用したりする事業として地域の
活性化に寄与したものと認められる。
　今後は、３年間の継続により平成２４年度で地域力
向上事業による取り組みが終了するため、これまでの
経験や実績をもとにした新たな発想による事業展開
や、ウォークイベントの有料化等による自主財源の確
保により、自立した事業としての継続を期待する。

7

第２回高校生
Ｆ級グルメ甲
子園ｉｎみっ
かび

静岡県立三ヶ
日高等学校創
立90周年記念
事業実行委員
会

１　北区内の高校の参加による地域
の魅力や課題の認識と、地域の魅力
が発信できる。
２　高校生の地域活動参加の契機に
なる。

　全国の高校生が、それぞれの地域で生産されている食材を使用し、ふるさとの未来を作って
いけるような料理（Ｆ級グルメ）を開発した。
　また、開発した料理は三ヶ日地域で調理・販売し、来場者による投票を行い、上位５校を表
彰した。参加高校が開発したＦ級グルメは、前回開催時と比較し質の向上が見られ、地域の特
性を生かしたものであった。
　なお、来場者アンケートから、来場者の約80％が三ヶ日町を中心とした浜松市民であり、満
足度はほぼ全員が「満足・まあ満足」と回答した。

第２回Ｆ級グルメ甲子園ｉｎみっかびの開催
　・実施期間　　平成24年8月20日～平成25年3月31日（調理・販売は11月3日）
　・参加高校　　20校（うち県外12校、北区からの参加2校）
　・来場者数　　約3,000人

1,838,371
(919,000)

　高校生が三ヶ日地域の食材を使用した「Ｆ級グル
メ」の開発を通じ、参加した高校生同士や地域住民と
の交流の契機になり得たことに加え、地域愛の醸成や
参加する高校生の人間形成の場になり得たものと認め
られる。
　また、事業の話題性やマスコミ等への注目度の高さ
から、地域の魅力発信にも効果的な事業であった。
　今後は、開発した特産品の商品化等による地域への
更なる波及や、特産品の販売収入等の自主財源を確保
することによる事業の継続を期待する。

8
北区・わくわ
く元気プロ
ジェクト

浜松大学　社
会貢献・ボラ
ンティアセン
ター

　地産地消の促進や、子どもの学習
意欲の向上、健康や福祉に関する啓
発と意識向上等がなされ、北区全体
を元気で活気ある町とすることがで
きる。

浜松大学が持つ専門知識や施設・設備を活かした事業を、学生ボランティア中心に展開し
た。
１　地域団体等との連携強化を目的とした「都田朝市」の開催
　7月28日・11月3日開催、参加団体延べ46団体、来場者延べ約800名
２　地域の子ども達に学びの場を提供するための「キッズオープンキャンパス」の開催
　8月11日開催、参加者760名（うち子ども552名）
３　幅広い世代に健康や介護を考える機会を提供する「北区・健康フェア」の開催
　9月29日開催、来場者172名、講演会・体験会参加者延べ53名
４　区民の健康増進と地域の美化を目的とした「北区クリーンアップウォーキング」の開催
　10月27日開催、参加者（3コース）延べ90名
５　地域住民と障がい者・児の交流促進を目的とした「スポーツフェスタ」の開催
　11月3～4日・23日開催、参加者延べ238名
６　地域防犯活動（地域と連携した広報活動や幼稚等園での防犯教室、シンポジウム　等）

通年開催 参加学生延べ267名

2,006,876
(1,000,000)

　大学の豊富な人材や設備・知識・技術を活かし、地
域に還元しようとする事業で、地域団体との交流が図
られ、多くの区民の参加が得られたことは高い公益性
が認められる。
　地域に根付いた大学として、更なる地域との連携を
図るなかで地域振興に寄与されることを期待する。

9
和太鼓による
生涯学習推進
事業

北区子供太鼓
交流会

１　合同の曲作りにより、和太鼓を
通じた子供達の交流が促進される。
２　福祉に関する意識向上と生涯学
習の振興がなされる。
３　郷土芸能の魅力が発信できる。

１　合同演奏曲の作成・練習・発表
　①　合同合奏曲の作成・個別練習　　平成24年6月～平成25年3月
　②　講師団体（龍勢組）による模範演技　　平成24年9月
　③　北区子供太鼓交流会の開催（加盟4団体と講師団体の合同演奏会による交流）
　　平成24年9月17日開催、於：三ヶ日文化ホール、参加子供69人、大人67人
　④　合同練習（講師団体による演技指導）
　　平成25年3月23日開催、於：みをつくし文化センターホール、参加子供69人、大人35人
２　福祉施設等訪問事業
　加盟４団体が、各１回ずつ福祉施設を訪問し、演奏を行った。
３　イベント等派遣事業
　北区内の主要なイベントに加盟団体を派遣し、演奏を行った。
　姫様道中、三幸町秋祭り、三ヶ日みかんの里まつり、いなさ人形劇まつり、北区Deまつり
等

1,029,745
(500,000)

　区内の子どもたちの健全育成はもとより、地域間交
流や区内の一体感の醸成につながったものと認められ
る。
　また、本事業の取組みにより「北区子供太鼓交流
会」は北区を代表する子ども文化団体に成長したとい
え、今後の北区の文化面でのけん引役として期待す
る。
　なお、３年間の継続により平成２４年度で地域力向
上事業による取り組みが終了するが、新たな事業展開
や自主財源の確保などにより事業の継続を期待する。

10

市民協働プロ
ジェクト「み
をつくし劇
団」

みをつくし劇
団

１　地域の歴史・文化を発信する。
２　身近に演劇を鑑賞する機会を提
供する。
３　制作に携わった市民間の連携を
深める。

　公募による市民劇団員１６名が、６月から２月までの間、週２回程度の稽古を重ね、北区の
歴史・文化を題材とした公演を行った。

みをつくし劇団公演
　①　開催日　　平成２５年２月２４日（日）
　　・昼の部　午後１時～午後２時３０分
　　・夜の部　午後６時～午後７時３０分
　②　会　場　　みをつくし文化センター・ホール
　③　公演名　　「井伊の虎、走る」（戦国時代の井伊家を題材としたオリジナル劇）
　④　観劇者　　延べ７００人（昼の部４００人、夜の部３００人）

1,148,166
(537,000)

　北区の歴史や文化を題材にした演目を制作し700名
の観劇者を迎え公演したことは、北区の歴史や文化の
発信に寄与したものと認められる。また、区民が生の
演劇を鑑賞する貴重な機会となり得た。
　さらに、劇団員を北区内を中心に公募し稽古を重ね
たことは、北区の文化・芸術活動の発展に大きく貢献
したものと認められる。
　今後は、更に区内から劇団員を募り、より洗練され
た公演を期待するとともに、将来的には鑑賞料等の自
主財源で運営する方法を模索されたい。

　劇団員は世代を問わ
ず、キャストやスタッフ
を公募する。
　演劇の内容は北区の歴
史や文化をモチーフとし
たものとし、週1～2回の
稽古を重ね、平成25年2月
24日に公演する。

１　三ヶ日フレグラン
ス・ウォーク2012の開催
(5月)
　みかんの開花時期にあ
わせ、三ヶ日地域を巡る
ウォーキング大会を開催
する。
２　第７回みかんの里ま
つりの開催(11月)
　みかんの実りの時期に
あわせ、三ヶ日地域を巡
るウォーキング大会と物
産展を開催する。

　北区・わくわく元気
フェスタの通年の開催。
　地域の農産物を販売す
る「都田朝市」のほか、
子供向けオープンキャン
パスや健康相談等、浜松
大学がもつ知的財産やボ
ランティア力を活用した
事業を展開する。

　地域との親睦を大切に
し、全国の高校にＦ級グ
ルメの開発を募集し、事
前審査をクリアした20高
校が三ヶ日地域に集ま
り、販売する。

１　合同演奏曲の作成
２　福祉施設等の訪問演
奏
３　北区内へのイベント
参加　等
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提案者・事業
実施者

事業効果 事業実施状況
総事業費

(補助金額)
事後評価事　業　名 事　業　内　容

11 地域資源啓発
事業

北区女性団体
連絡協議会
（きたっこ）

　女性ならではの視点による“きめ
細やかな内容と展開”で、地域資源
の広域的な啓発と活用がなされる。

　新東名・三遠南信道路の開通に伴い、北区の地域資源を広域的に啓発した。
１　三遠南信地域の女性団体との情報交流
　・長野県根羽村の女性団体を訪ね、地域の資源を活かした製品の情報交流を行った。
２　会員の名刺を活用した地域資源の啓発
　・北区の地域資源を刷込んだ名刺を作成し、会員が参加する事業やイベントで啓発した。
３　地域資源を活かした特産品「ほおずき人形」を開発し、啓発した。
　・国際園芸博覧会での展示、いなさほおずき市や新東名SAでの実演販売　等
４　地域の食資源を活かした「きたっこ弁当」を開発し、販路を研究した。
　・会員による試作、需要者ニーズの把握のためのアンケート、販売会社との契約　等
５　その他啓発事業
　・きたっこのシンボルとしてマスコット人形を作成し、活動の際に活用した。
　・オリジナルエプロンを開発し、会員が活動の際に着用した。

106,869
(50,000)

　これまでに構築した女性団体間の連携体制を活かし
実施した、女性ならではの視点による地域資源の広域
的な啓発活動は、地域の活性化に大いに寄与したもの
と認められ、地域への貢献度も非常に高い。
　また、一連の北区女性団体連絡協議会の活動は、地
域コミュニティの活性化や区内の一体感の醸成面で、
区内の他団体の模範となるものである。
　今後は、団体の自立を目指すなかで北区の諸団体の
けん引役として、更なる活躍を期待する。

12

三方原防風林
の活用による
緑の里づくり
プロジェクト

浜松北地域ま
ちづくり協議
会

　三方原防風林の有効活用がなされ
る。
　また、地域貢献や住民同士の交流
の楽しさを認識する機会が広がり、
北地域の南北の交流強化や、まちづ
くりの気運が向上する。

　地域の貴重な緑地である三方原防風林を、地域資源として活用するための取組みを行った。

１　防風林を活用した「ノルディックウォーク」コースの設定と啓発
　①　3つのノルディックウォークコースを設定した。
　　・県ノルディックウォーク連盟との連携によるコースの妥当性の検証
　　・浜松大学との連携による健増進面での魅力向上とコースの環境整備
　②　ノルディックウォークコース体験会の開催（9月23日、参加74名）
　③　ノルディックウォーク大会の開催（11月18日、参加約50名、荒天のため途中で中止）
２　地域の小学校４校による「緑の林ありがとう活動」の実施（椎茸の原木栽培体験）
　浜松北地域の小学生に1人1本の原木を用意し、椎茸の栽培体験の場を設けた。
　　・対象　　実施4小学校（初生小、豊岡小、都田南小、都田小）の4年生
　　・参加者　児童338名、保護者30名

1,016,400
(508,000)

　三方原防風林を活用した事業を企画し推進するうえ
で、地域住民との連携により清掃活動等を行うことで
地域の連帯感を醸成したことは大きな成果であると認
められる。
　また、専門家によるノルディックウォークのコース
としての妥当性の検証がなされたことや、学校との連
携により地域の子ども達に体験の場を提供したこと
は、今後の三方原防風林の地域住民による更なる活用
にも期待が持てる。
　今後は、自主事業化を目指すなかで、より多くの市
民が参加できるような事業とされることを期待する。

13 北地域の魅力
発見大作戦

浜松北商工振
興会

　地域資源の発信により、地域への
誇りや郷土愛を醸成する。
　また、協働意識の高まりをみせつ
つある浜松北地域の今後の活用の
ツールとする。

　地域資源の認知度を向上し、地域が他に誇れる共通の資源として活用するためのツールを作
成し、告知した。
１　三方原八景・都田八景の選定
　・都田八景　　都田総合公園、風力発電・都田橋　ほか
２　三方原八景・都田八景のイラストの作成
　・作成依頼　熊谷光夫氏（版画家）、監修　中津川智美氏（浜松大学准教授）
３　三方原八景・都田八景のイラストの情報発信
　①　告知用ポスター500部、ちらし5,000部の作成
　　・浜松北地域の小中学校、公共施設、公民館に配布・掲示
　②　イラストデータの配布・2次利用
　　・データの配布先　浜松北商工振興会会員110社、浜松北地域自治会長50名
　　・活用実績　社員の名刺、折込広告、関係団体のHP掲載　等
　③　公民館まつり会場での展示

544,000
(322,000)

　北区の中で比較的名所・旧跡が少ないとされる浜松
北地域において、地域住民から八景候補をそれぞれ募
集し選定したことは、地域内の魅力を再認識するうえ
で効果的であったと認められる。
　また、作成したポスターやパンフレットに対する地
域外の市民の関心も高く、浜松北地域の魅力の発信と
郷土愛の醸成に繋がった。
　今後は、作成した成果品や原画を地域で活用し、浜
松北地域の更なる市民活動の活発化に繋がることを期
待する。

14
「浜松北　開
拓の歩み」作
成

三幸町自治会

　浜松北地域の開拓の正確な歴史を
受け継ぐことで、地域の愛着が醸成
でき、編纂作業を通じた住民同士の
交流の契機になり得る。
　冊子は今後のまちづくりの参考や
小学校の副読本としても活用でき
る。

　浜松北地域における戦後開拓地（三幸町、大原町、豊岡町、東三方町）の歴史について、開
拓や祭りの歴史に関する資料の収集や、先人への聞き取り調査を行い、冊子にまとめた。
　作成した冊子は、地域を伝える資料として歴史図書館や公民館等に配架したほか、地域の小
学校の副読本として寄贈した。また、希望者への販売も行い、地域外からの購入希望も相次い
だ。
　開拓当初に入植された地域の先人へに聞取りや、資料収集・編集作業の過程では、これまで
に関わりの薄かった地域内の交流がなされ、新たな地域内の交流の場ともなった。

作成冊子
　・冊子名　　「戦後開拓とまつり　－三幸・大原・豊岡・東三方－」
　・仕　様　　Ａ４版、４色刷、全１２４ページ
　・部　数　　１，０５０部（うち配布用１，０００部、保存用５０部）

1,414,000
(700,000)

　制作された冊子は、地域開拓の歴史を後世に伝える
ための貴重な資料となり得るもので、地域住民が身近
な歴史を知ることによる地域愛の醸成に寄与するもの
である。また、制作した冊子は新聞紙上で大きく取り
上げられ、事業完了後も市内外から入手希望者がある
ことは、地域の誇りにもなり得るものである。
　さらに、冊子制作過程において開拓当時の入植者と
近年の転入者が関わりを持てたことは、新たな地域間
交流のきっかけになったものと認められる。
　今後は、制作した冊子の地域活動や学校教育の場で
の更なる活用に期待する。

15

奥浜名湖サイ
クルツーリズ
ム環境整備研
究事業

奥浜名湖ちゃ
り天プロジェ
クト

１　サイクリストや交流人口の増加
による地域振興が図られる。
２　地域の自転車マナーの向上によ
るサイクリストとの共存が可能とな
る。
３　専門家の検証による魅力的なサ
イクリングコースが提案できる。

　発行に先立ち、現地調査や試走により、コース周辺の環境や起伏、安全性を考慮し、難易度
別のサイクリングコースを設定した。あわせて、策定したサイクリングコースを利用した場合
の消費カロリーや、体力づくり等の健康増進面での有効性も検証した。
　策定したサイクリングコースと検証した健康増進のための基礎情報（消費カロリー、体力づ
くり）、コース上の新たな観光地等のおすすめスポット、自転車マナー向上のための「ＫＥＥ
Ｐ　ＬＥＦＴ」等の情報を掲載した「奥浜名湖サイクリングマップ」を観光協会等に配布する
ことにより、サイクリングを利用した健康増進や浜松市北区（奥浜名湖地域）の新たな観光資
源のＰＲ、地域の振興と交流人口の増加の推進を図った。

「奥浜名湖サイクリングマップ」の発行
　・発行部数　４，０００部
　・配布先　　公共施設、観光協会、北区内の観光施設、天竜浜名湖鉄道、自転車販売店　等

624,000
(300,000)

　サイクリストから一定の人気と評価を得ている奥浜
名湖地域において、専門家の検証による新たなサイク
リングコースが提案でき、地域の新たな魅力づくりに
寄与したものと認められる。
　今後は、作成したパンフレットを活用し、更なるサ
イクリストの誘致と、地域の自転車マナーの向上に繋
げるよう期待する。

１　防風林を活用した
「ノルディックウォー
ク」コースの設定と啓発
　（コースの調査・設
定、大会の開催）
２　地域の小学校４校に
よる「緑の林ありがとう
活動」の実施
　（椎茸の原木栽培体
験）

１　新たなサイクリング
コースの調査・発信
　・これまでの活動を通
じた新たなコースの策定
　・サイクルマップの発
行による情報発信
２　自転車マナーの向上
啓発

１　地域資源食を核とし
た三遠南信地域の女性団
体の交流
２　会員の名刺への地域
資源の表示
３　地域の食資源を活か
した弁当の開発　等

１　三方原八景・都田八
景の選定
２　三方原八景・都田八
景のイラストの作成
３　地域の魅力周知のた
めのイラストの活用
　（告知用ポスター・チ
ラシの配布、浜松北商工
振興会員110団体によるイ
ラストの活用）

　開拓により生まれた地
域（三幸町・大原町・豊
岡町・東三方町）に関す
る資料の収集や、先人へ
の聞き取り調査により冊
子を作成する。
　作成した冊子は、公共
機関への配布や各公民館
への配架のほか、地域の
希望者へ販売する。
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