
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【議決事項】 

 ア 中区協議会委員の選任に係る公共的団体等の選定及び候補者の推薦に

ついて 

【協議事項】 

 ア 浜松第９分団庁舎の曳馬水源用地への移転について【消防総務課】 

 イ 令和２年度中区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり助

成事業」について【区振興課】 

【報告事項】 

 ア 令和２年度中区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について【区振

興課】 

 

 

令和２年２月２６日開催 

中区協議会 

令和元年度 第９回中区協議会 

会議資料 



【議決事項】 
令和 2年 2月 26 日提出 

 
       次期中区協議会委員の選任に係る公共的団体等の選定 

及び候補者の推薦について 

 
 浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則（平成１８年浜松市規則第 

７７号）第２条第１項第１号の規定に基づく公共的団体等の選定及び第２号の規定に

基づく候補者の推薦ついて、次のとおり議決を求める。 

 
 
１ 第 1号委員にかかる公共的団体等の選定 

  別添、第２－１号様式のとおり 

 
２ 第２号委員の候補者の推薦 

別添、第２－２号及び第２－３号様式のとおり 
 

 

○浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例【抜粋】 

（区協議会委員の選任） 
第６条 区協議会委員は、規則で定めるところにより、区の区域内に住所を有する

者のうちから市長が選任する。 
 
○浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則【抜粋】 

（区協議会委員の選任方法） 
第２条 条例第６条第１項の規定による区協議会委員の選任は、当該区の区域内に

住所を有する者のうち次に掲げるもののそれぞれから行う。 
(1) 区協議会が選定した公共的団体等が推薦するその構成員 
(2) 前号に掲げる者のほか、区協議会が推薦する者 

２ 略 
３ 区協議会は、第１項第１号の規定による選定にあっては次条第１項第１号の規

定により策定された選定の案に基づき行うものとし、第１項第２号の規定による

推薦にあっては次条第１項第２号の規定により策定された推薦者の案に基づき

行うものとする。 
４～５ 略 

（推薦会） 
第３条 区協議会は、前条第１項第１号の規定による選定及び同項第２号の規定に

よる推薦に関する次に掲げる事務を行うため、その指名した３人以上７人以内の

区協議会委員による会議（以下「推薦会」という。）を置く。 
(1) 前条第１項第１号の規定による選定の案の策定 
(2) 前条第１項第２号の規定による推薦者の案の策定 

 



（案） 

 第１号様式  

令和２年２月２６日 

 
 
 浜松市長 鈴 木  康 友  様 

 
  

中区協議会 
                     会 長  杉 山 晴 康 

 
 

中区協議会委員の選任について 

 
 浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則第２条第 1 項の規定に基づ

く公共的団体等を別紙のとおり選定したので報告します。 
併せて、同項第２号の規定に基づく候補者を別紙のとおり推薦します。 

 



（案） 

第２－１号様式 

 

中区協議会 公共的団体等選定一覧 

 

               （順不同） 

№ 団体等名 所在 
推薦依

頼人数 
備考 

１ 中区自治会連合会 中区元城町 ４人  

２ 国際ソロプチミスト浜松 中区元城町 １人  

３ 浜松市人権擁護委員連絡協議会 中区中央一丁目 １人  

４ 浜松市中区民生委員児童委員協議会 中区野口町 １人  

５ 
NPO 法人 浜松市身体障害者 

福祉協議会 
北区三ヶ日町都筑 １人  

６ 浜松市中区保護司会 中区西伊場町 １人  

７ 
NPO 法人 浜松子育てネットワーク

ぴっぴ 
中区中央三丁目 １人  

８ （一社）浜松市医師会 中区伝馬町 １人  

９ （一社）浜松商店界連盟 中区鍛冶町 １人  

10 浜松市消防団中区支団 中区下池川町 １人  

11 浜松市青少年育成指導員会議 中区早馬町 １人  

12 
NPO 法人 浜松男女共同参画推進協

会 
中区泉三丁目 １人  

13 NPO 法人 浜松市消費者団体連絡会 南区下飯田町 １人  

                             計 16 人 

 

※各団体の所在は、基本的に事務所、事務局の位置とし、無い場合には、会長宅とした。 



（案） 

第２－２号様式 

 

中区協議会 公募委員推薦者一覧 

 

                                   （50音順） 

№ 氏 名 ふりがな 備考 

１ 石川 絹江 いしかわ きぬえ  

２ 伊藤 秀一 いとう しゅういち  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中区協議会 直接指名委員推薦者一覧 

 

               

№ 氏 名 ふりがな 選出区分 

１ 岡田 智惠子 おかだ ちえこ 文化・市民活動分野 

２ 小楠 佳子 おぐす よしこ 教育分野 

 

 

第２－３号様式 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  浜松第９分団庁舎の曳馬水源用地への移転について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

背景：曳馬地区を管轄とする浜松第９分団庁舎は、借地上に 

建設され、築 48年以上経過した建物であり、耐震性 

能についてもランクⅢに相当する低い建物となって

いる。 

経緯:現敷地が借地であることや敷地狭あいのため消防団員 

の参集する駐車場が確保できていない状況等も考慮し 

た結果、耐震補強工事ではなく、老朽化し耐震性能が 

低い庁舎を移転改築することで地域防災力の強化を図

っていく。 

また、移転先敷地については、管轄区域内の遊休財産 

を中心に比較検討を行った。 

対象の区協議会  中区協議会 

内  容 

浜松第９分団庁舎の曳馬水源用地への移転について、下記

の内容を協議するもの。 

 

・移転先の敷地については、現在の敷地から西へ約 400ｍに 

位置する、上下水道部の遊休地「曳馬水源用地」であり、 

敷地の面積については現敷地の約 218 ㎡に対し、移転先敷 

地では約 500 ㎡を計画している。（現敷地は有償借地） 

・庁舎規模については、現庁舎の鉄骨造平屋建て約 110 ㎡に 

対し、新庁舎では鉄骨造２階建て約 140㎡を計画してい 

る。 

・移転改築に向け「浜松市消防団に関する規則」の一部改正 

を行う。 

・移転後、既存施設を解体し地権者に借地を返還する予定で 

ある。 

・事業スケジュール 

令和元年度 地質調査、実施・解体設計 

      不動産鑑定、土地購入 

令和２年度 改築工事（Ⅰ期） 

令和３年度 改築工事（Ⅱ期）、既存庁舎解体工事 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 消防総務課 担当者 川合 得生 電話 475-7523 

協議－ア 



施設名

浜松第9分団　管轄区域

中区細島町

中区曳馬町

中区十軒町

中区早出町

中区上島一丁目～七丁目

中区曳馬一丁目～六丁目

施設名

現浜松第9分団　庁舎

竣工：S46.10.1（建築後48年経過）

敷地面積：218.17㎡

延床面積：109.56㎡

構造：S造　平屋建

土地：有償借地

団員数：30名

配置車両：消防ポンプ自動車1台

施設名

移転先敷地

現敷地と移転先敷地の位置関係

写真添付位置

写真添付位置

写真添付位置

曳馬水源用地

浜松第9分団

浜松第9分団



施設名

移転先敷地

浜松市中区曳馬六丁目178番1

敷地面積　499㎡

※解体工事完了済み

施設名

移転先敷地

浜松市中区曳馬六丁目178番1

曳馬水源用地　正面写真

施設名

新庁舎イメージ

写真添付位置

写真添付位置

499㎡



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
 令和２年度中区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり

助成事業」について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

― 

対象の区協議会 中区協議会 

内  容 

 

令和２年度中区地域力向上事業の「市民提案による住みよ

い地域づくり助成事業」の募集（12/20～1/29）をしたとこ

ろ、別紙のとおり９件の提案があった。中区行政推進会議で

審査し、採択・不採択を決定するにあたり、区協議会の意見

を伺うもの。 

 

＜浜松市地域力向上事業実施要綱（抜粋）＞ 

第７条 助成事業は、浜松市区における総合行政の推進に関す

る規則第８条に規定する区行政推進会議において、審議するも

のとする。 
第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、浜松市区及

び区協議会の設置等に関する条例第４条に規定する区協議

会に意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を

決定し、提案団体には選考結果通知書（第５号様式）によ

り通知するものとする。 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

本日いただいたご意見を踏まえ、中区行政推進会議において

３月上旬に採択・不採択を決定 

担当課 中区区振興課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

協議－イ 



令和２年度　中区地域力向上事業（助成事業）　提案事業一覧

№
事業名
団体名

採択
実績

時期・場所等 事業の概要 事業費 主な経費
補助額
（※）

1
「スマイルスポーツクラブ」

スマイルスポーツクラブ
新

時期：4/22～3/24
場所：浜松学院大学体育館
　　　ほか
参加者：1,600人
　　 （毎週40人×40回）

子供たちの放課後の居場所づくりとスポーツを通じた人間形成を、大学生が橋渡しとなって行う事業
〇毎週水曜日の放課後17時～18時30分、学院大学体育館を拠点に、学校や学年を超え、男女を問わず、年間を通して40回以上活動する
〇8月に伊豆方面、2月に長野方面で合宿を行う※補助金対象外
〇年に数回、参加している子供たちの保護者と合同で運動会やレクリエーションを行う
〇要請があれば小学校の放課後児童会に出向き、異年齢での外遊びを提供する

1,140千円 ●講師等謝礼：210千円 100千円

2

「ストリート陸上＠まちなか」

ストリート陸上＠まちなか
実行委員会

R1

時期：11/3
場所：ソラモ
参加：参加700人
　　　見物客15,000人
　　　団体スタッフ30人

「まちなか×スポーツ」を提唱し、中区民のスポーツ振興の機運醸成、スポーツイベントを活用しての中心市街地活性化を目指す事業
〇トップアスリート（五輪選手、地元アスリート）による競技デモンストレーション
〇30ｍタイム測定
〇かけっこ教室（1回50人×2回　ゲストアスリートが指導）
〇音楽イベントとのコラボ
〇まちなか起業家と連携し、起業家が地域づくりへ協力するきっかけをつくる

2,500千円
●音響・会場設営等委託料：1,000千円
●アスリート等謝礼：500千円

1,000千円

3
「軽トラはままつ出世市」事業

軽トラはままつ出世市実行委員会

H30
R1

時期：11月～12月のうち1日
    （日曜日開催予定）
場所：鍛冶町通り、
　　　モール街北側、
　　　肴町・有楽街(一部)
参加：30,000人

軽トラ市を開催し、中心市街地のにぎわいと魅力を発信していくとともに、地産地消を進め、産業の活性化を図る事業
○鍛冶町通りとモール街の一部を歩行者天国にして軽トラ市を開催
○鍛冶町通り50台、モール街10台の軽トラを配置
○ご当地アイドルによるミニライブ等ステージイベントの開催

3,900千円
●交通警備等委託：2,300千円
●印刷製本費（チラシ等）：550千円

890千円

4
「遠州市場」

一般社団法人　浜松商店界連盟

H30
R1

時期：4/13～3/14
　　（原則毎月第2土曜日）
場所：The GATE HAMAMATSU
　　　南側イベント広場
参加：600人/回

海外のマルシェをイメージした、誰もが楽しめる「にぎわいの場」を提供する事業
〇遠州地域の魅力を再発見するため、農産物の直売、加工品の販売等を行う
〇The GATE HAMAMATSUをより多くの人に知ってもらうため、出店者と協力し拡散していく
〇定期開催することで認知度を上げ、まちなかににぎわいを提供する

405千円
●当日スタッフ賃金：106千円
●印刷製本費（チラシ等）：100千円

101千円

5
「第4回浜松Open Art」

浜松Open Art

H30
R1

時期：4/1～2/28
場所：ゆりの木通り、肴町、
　　　有楽街、板屋町、
　　　浜松城公園
参加：30,000人

浜松街中の店舗や公園での作品展示、市民参加型イベントを行うことで、アートと街と市民と作家との交流のある創造的なコミュニケー
ションの場を提供する事業
○浜松街中アートギャラリー（協力店舗や空き店舗をギャラリーに見立て作品の展示・販売を行う）
○浜松城公園野外アート展（浜松城公園にてランドアート、見て触れて遊べる作品の展示を行う）
〇ライブペインティング、路上演奏、屋外パフォーマンス、移動ギャラリー、カフェブースの設置、市民参加型ワークショップなど
〇障害の有無に関わらず参加できるバリアフリー事業を展開する

926千円
●スタッフ等謝礼：409千円
●印刷製本費(チラシ等)：271千円

231千円

6

「第5回はままつミュージックバン
クまつり」

はままつミュージックバンク
運営協議会

新
時期：11/29又は3/21
場所：ソラモ
参加：1,500人

“もっと音楽のまちに！”の活動を進めるはままつミュージックバンク運営協議会がその具体策で音楽振興と地域の振興を図る事業
〇登録演奏者の紹介、演奏
〇子供、シニアを対象とした健康、楽しみを追求するメニュー
〇楽器新製品紹介、珍しい楽器の披露、リペアー業者による楽器相談会
〇ミュージックバンクを有効活用するための相談会など

513千円
●音響委託料：200千円
●会場使用料：75千円

256千円

7

「県居小学校創立100周年記念行
事」

県居小学校創立100周年記念
実行委員会

新
時期：4/1～3/31
場所：県居小学校

県居小学校の創立100周年を祝い、地域住民に県居小への関心を高め、子供たちを応援してもらう事業
〇「過去・現在・未来」をテーマに記念誌を作成し、県居小在学中の保護者や自治会、協働センターに配布する
〇記念碑を作成し、タイムカプセルを埋める（実行委員会主催）※補助金対象外
〇古くなった遊具・五輪の輪を更新する（教育委員会施工※補助金対象外
〇卒業生を集め、記念式典を実施する（県居小学校主催）※補助金対象外

580千円 ●印刷製本費（冊子）：580千円 290千円

8

「第9回浜松ジオラマグランプリ」

特定非営利活動法人
はままつ未来会議

H29
H30

時期：8/27～30
場所：ザザシティ浜松
　　　西館2階 特設会場
参加：4,000人

世界的に有名なジオラマ作家である山田卓司氏の存在と作品の持つ魅力を活かし、「芸術を活かした観光化と、ものづくり技術伝承によ
る浜松中心市街地活性化」を図る事業
〇ジオラマグランプリの開催（審査・入賞・表彰、一時審査通過作品の一般公開など）
〇ジオラマグランプリ会場→浜松城→犀ヶ崖資料館（山田卓司氏の作品展示中）のミニ観光ツアーを開催

687千円
●審査員謝礼：124千円
●作品募集・会場管理等委託料：195千円

140千円

9

やらまいか！市民に文化活動への最
初の一歩（チャレンジ）を促す企画
展示＋市民参加型演劇企画
「0→1→20　最初の一歩と20年。」

MUNA-POCKET COFFEEHOUSE

新

時期：6/6～12/31
場所：鴨江アートセンター、
　　　クリエート浜松、
　　　静岡文化芸術大学、
　　　Any　ほか
参加：企画展示閲覧600人
　　　市民参加型演劇130人

市民に様々な最初の一歩（チャレンジ）を知ってもらい、文化活動への参加（チャレンジ）を促し、市民に演劇活動という選択肢を提供
し実際にチャレンジしてもらう、またそのチャレンジを多くの人に目撃してもらう事業
〇企画展示（浜松で20年以上にわたり文化活動を続けている人や団体にフォーカスした展示会）
〇企画ＷＥＢ（企画展をＷＥＢで公開）
〇市民参加型演劇「即興芝居企画」（プロの役者と演劇出演未経験者複数人による即興芝居）

490千円
●俳優等謝礼：200千円
●会場・備品使用料：110千円

245千円

11,141千円 3,253千円

※「補助額」は、提案者が希望する未決定の額

合計



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  令和２年度中区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

― 

対象の区協議会 中区協議会 

内  容 

 

令和２年度中区役所費の当初予算案及び主要事業の概要

について報告するもの。詳細は別紙のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

市議会 2月定例会上程 

担当課 中区区振興課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

報告－ア 



新規・継続等の別
令和２年度

当初予算案の主要
事業掲載ページ

内  　　　　　  容

新規 Ｐ１４１

新規 Ｐ１４２

継続 Ｐ１４８

継続 Ｐ１５２

継続 Ｐ１５３

継続 Ｐ１５４

継続 Ｐ１５６

継続 Ｐ１６２

継続 Ｐ１６３

継続 Ｐ１６９浜松医療センター新病院整備事業
「安全・安心な、地域に信頼される病院」を基本理念に、築後47年
が経過した浜松医療センターを新たに整備し、医療機能の充実を図
る。

浜松城天守閣展示リニューアル事業
徳川家康公による浜松城築城450年の節目を契機に、観光振興を図
る目的として、浜松城天守閣の内装を更新し、浜松城天守閣の魅力
向上を図る。

「地域とともにある学校づくり」を進めるため、学校・家庭・地域
が連携・協働して学校運営に取り組むコミュニティ・スクール（学
校運営協議会制度）を推進する。

放課後児童会施設整備事業
仕事と子育ての両立を支援する放課後児童会の待機児童解消及び児
童の安全・安心な居場所確保のため、必要な施設整備を行う。

家康公浜松城築城450年事業
徳川家康公による浜松城築城450年の節目を契機とした整備やイベ
ントの実施により、本市のセントラルパークとして浜松城公園の魅
力を向上させ賑わいの創出を図る。

浜松第9分団庁舎移転改築事業
地域防災力の強化を図るため、老朽化し耐震性の劣る庁舎を建て替
える。

地域防災計画に位置付けられた防災拠点施設のうち、避難者の生活
拠点となる避難所の一部にマンホールトレイを整備し、大規模災害
時におけるトイレ環境の改善を図る。

マンホールトイレシステム整備事業

小中学校空調設備整備及び管理運営
事業

小中学校の普通教室に空調設備を整備し教育環境の改善を図るとと
もに、設置した空調設備の適正な維持管理を行う。

※当初予算の概要については、浜松市ホームページにてご覧いただけます。
　検索：浜松市　令和２年度当初予算案の概要

災害情報伝達手段整備事業
災害時の避難情報等を迅速・確実に市民へ伝達し被害を最小限に抑
えるため、携帯電話網及びデジタル同報無線を主な通信方式とした
情報伝達手段を整備する。

学校建設事業一覧
児童・生徒の安全の確保及び良好な学習環境を提供するため、市立
小中学校の建設・改修を計画的に進める。

コミュニティ・スクール推進事業



 
（単位：千円）

2年度当初
予算額Ａ

31年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

中区役所費 285,112 277,698 7,414 

区管理運営事業 9,609 10,253 △ 644 

協働センター管理運営事業 100,296 106,246 △ 5,950 

区協議会運営事業 200 154 46 

地域力向上事業 11,185 9,318 1,867 

市民提案による住みよい地域づくり
助成事業

6,000 4,400 1,600 

区民活動・文化振興事業 3,345 2,650 695 

区課題解決事業 1,840 2,268 △ 428 

行政連絡文書配布事業 106,081 105,613 468 

自治会振興事業 57,741 46,114 11,627 

自治会集会所整備助成事業 21,332 6,000 15,332 

防犯灯設置維持管理助成事業 36,409 40,114 △ 3,705 

 

自治会集会所整備助成金：21,332千円
 ・新築　　　　　　　　（上限8,000千円）2件：茄子町、十軒町
 ・改築（耐震補強無し）（上限3,000千円）3件：三組町、西和、亀山

防犯灯設置維持管理助成事業：36,409千円
 ・設置費補助金　4,688千円（共架式 170灯、独立式 20灯）
 ・維持管理費補助金　　電気料 28,025千円（17,172灯）
　　　　　　　　　　　 補修費  3,696千円（165灯）

区協議会開催に要する経費（会場使用料、郵便料など）

　

各種団体への補助

・中区よいとこフォトコンテスト事業　　：　695千円
・小学生による「キッズダンス講座」事業：2,500千円
・人形劇を活用した子ども育成事業　　　：　150千円

・「交通事故ワースト１脱出」交通マナー・安全意識向上啓発事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　840千円
・協働センターを核とした地域課題解決事業　：1,000千円

行政連絡文書の配布を自治会に委託するための経費 (110,501世帯）

令和２年度　中区役所費　予算案の概要

費用項目 内  　容

※人件費を除く

区役所の運営や公有財産の維持管理等に要する経費

協働センターの運営や維持管理等（保守点検、光熱費など）に要する
経費
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新規 Ｐ１

新規 Ｐ１３

継続 Ｐ１６

継続 Ｐ２０

継続 Ｐ２１

継続 Ｐ２２

継続 Ｐ２３

令和２年度　中区関連主要事業の概要

中 区 役 所

内  　　　　　  容

若年層向け情報発信事業
平成29年度から「郷土愛の醸成」をテーマとし、市内の高校2年生
全員に年2回配布してきた市政情報誌を、冊子から動画配信へ変更
することで、若年層に対してより効果的に情報を発信する。

デジタル・スマートシティ推進事業
データやICT（情報通信技術）等の先端技術を活用し、都市全体を
最適化することで、市民生活の質の向上や地域の持続的な発展を図
る。

音楽イベントの開催 音楽イベントの開催を通して、「音楽の都・浜松」を実現する。

市民音楽ホール整備事業及び管理運営事業
市民の音楽文化活動や学習成果等の発表の場を創出することによ
り、市民の文化の振興を図るため、北区新都田に市民音楽ホールを
整備し、管理運営を行う。

アクトシティ浜松改修事業
アクトシティ浜松施設改修計画に基づき、老朽化した設備等の更新
を進め、施設の安全・安心な利用を図る。

ブラジルホストタウン交流事業

・ブラジル選手団の事前合宿を受け入れる中で市民と選手との交流
を通じ、異文化のさらなる理解や共生社会の実現などを進展させ
る。
・心のユニバーサルデザインが地域に浸透し、外国人も障がいのあ
る人もだれもが仕事に、スポーツに、学習に打ち込むことができる
まちへの変革を目指す。

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会関連事業

聖火リレーの実施やライブサイトの運営を通じて、本市の魅力やブ
ラジルホストタウンの取り組みを国内外に発信するとともに、東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成や祝祭感の
創出を図る。
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継続 Ｐ２５

継続 Ｐ２８

新規 Ｐ２９

新規 Ｐ３０

継続 Ｐ４６

継続 Ｐ５４

継続 Ｐ６７

継続 Ｐ７０

継続 Ｐ１０４

新規 Ｐ１０８

四ツ池公園陸上競技場公認更新事業
四ツ池公園陸上競技場について、引き続き第2種公認陸上競技場の
承認を受けるため必要な改修等を行う。

中央図書館大規模改修事業
市内図書館の中核である中央図書館の大規模改修を実施し、安全で
快適な公共空間を市民へ提供する。

蜆塚遺跡保存活用計画策定事業
国の指定史跡である蜆塚遺跡を歴史まちづくりの拠点と位置づけ、
市民が親しみやすく利用できる魅力ある公園として再整備するとと
もに、公園内にある博物館の将来像を検討する。

家康公浜松城築城450年記念特別展開
催事業

徳川家康が浜松城を築城してから450年という節目の年の記念事業
として、特別展「浜松城～築城から現代へ（仮題）～」を開催す
る。

浜松こども館遊具等更新事業
開館以来18年が経過した浜松こども館の遊具等を更新し、より安全
で快適なサービスを提供する。

保育所等利用待機児童の解消
私立保育所等の創設による定員拡大をはじめとした様々な施策によ
り、保育所等利用待機児童を解消する。

新清掃工場整備事業
一般廃棄物を安全・安定的に処理するため、令和6年4月の供用を目
指し、天竜区青谷に新清掃工場及び新破砕処理センターを整備す
る。

市有施設の照明LED化推進事業
市有施設の既存照明をLED照明に切替えることにより、温室効果ガ
スの排出及び電気使用料を削減する。

サテライトオフィス誘致事業

首都圏等のベンチャー企業が浜松におけるビジネス環境を体験する
ための機能を持つ「はままつトライアルオフィス」、「中山間地域
トライアルオフィス」及び本市進出の際の拠点として利用可能な
「舞阪サテライトオフィス」を運営し、市外ベンチャー企業等の誘
致を促進する。

家康公浜松城築城450年事業
徳川家康公が浜松城を築いてから450年の節目を迎えることを契機
に、浜松城の存在と魅力を市内外に広くPRし、知名度向上を通じた
さらなる観光振興を図る。
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継続 Ｐ１１２

継続 Ｐ１１８

継続 Ｐ１１９

継続 Ｐ１２５

継続 Ｐ１３０

継続 Ｐ１３４

継続 Ｐ１３５

継続 Ｐ１３７

継続 Ｐ１３９

シティープロモーション事業
多彩な魅力の発信による都市のブランディングを通じて、交流人口
の拡大、移住・定住の促進、産品等の販路拡大、文化振興や企業誘
致等、地方創生につなげる。

道路・街路・河川事業
道路及び河川の老朽化対策、適正な維持管理、近年頻発する自然災
害への対策を実施するとともに、拠点間ネットワークに資する道路
整備により、市民の安全・安心・快適な生活基盤づくりを進める。

交通事故ワースト１脱出事業

交通事故発生件数が多く、かつ重大事故につながる危険性の高い交
差点における交通事故未然防止策や、区画線の修繕及び緊急性の高
い通学路の安全対策を実施することにより、交通事故ワースト1か
らの脱出を図る。

浜松駅周辺自転車等駐車場再整備事
業

浜松駅周辺の自転車、原動機付自転車及び自動二輪車駐車場の再整
備により、自転車等の放置解消、駐輪場の有料化及び民間活力の導
入による持続可能な運営形態を実現し、安全で快適な利用環境の実
現を図る。

浜松版スマートタウン開発支援事業
都市計画マスタープランに掲げる拠点ネットワーク型都市構造とエ
ネルギービジョンに掲げるエネルギーに不安のない強靭で低炭素な
社会の実現に向け、「浜松版スマートタウン」の開発を促進する。

鉄道駅バリアフリー化設備整備費助
成事業

交通事業者の鉄道駅バリアフリー化を支援するため、国と強調した
助成を実施し、鉄道利用者の安全性・利便性の向上を図る。

旭・板屋Ａ地区第一種市街地再開発
支援事業

JR浜松駅北口に近接する立地を活かし、政令指定都市として個性と
風格ある「浜松の顔」を創出するため、市街地再開発事業により土
地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、多様な都
市機能を持つ拠点を整備し、中心市街地の活性化に寄与する。

高丘地区モニュメント関連事業
高丘葵土地区画整理事業により歩道内に設置したモニュメントにつ
いて、地震等災害時の安全性を確保するために、適切な維持管理手
法を検討する。

浜松城公園長期整備構想推進事業
平成26年2月に策定した浜松城公園長期整備構想に基づき、埋蔵文
化財包蔵地である旧元城小学校跡地について遺構調査を行い、遺構
の保存、活用、整備手法を考慮した公園づくりを検討する。


