
 
 
 
 
 
 
 
 
【協議事項】 

  ア 平成 27 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」について 

【報告事項】 

  イ 平成 26 年度中区地域力向上事業による「浜松市中心市

街地交通事故多発交差点セーフティマップ」作成につ

いて 

ウ 平成 27 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 
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 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 
 平成 27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」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 

 
平成 27 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」に提案のあった事業について協議

会の意見を伺うもの。 

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） 

 

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。 



平成２７年度　中区地域力向上事業（助成事業）　提案一覧表

（円）

№ 提案
回数

事業名／提案団体 事業内容 事業費 補助額

1 2

第２回　浜松「食の安全
安心の街」を目指して！

浜松市食品衛生協会

食品衛生の啓発イベント
○内容：「手洗い教室」を通じた食
中毒予防の啓発、さんま焼き実演及
び試食会
○時期：10/25（日）
○会場：アクト通り
○参加：3,000人（見込み）

1,350,000 540,000

2 1

TEDxHamamatsu
（ﾃﾃﾞｯｸｽﾊﾏﾏﾂ）

同事務局

プレゼンテーションイベント「TED」
（ﾃﾄﾞ）の開催
○内容：浜松の地域生活、産業、文
化、伝統など、広める価値のあるア
イディアを持った８人のスピーカー
が登壇し、アイディアを発表。６０
人の聴衆とアイディアを共有する。
プレゼンテーションはTEDのホーム
ページから全世界に配信される。
○時期：9/27（日）
○会場：浜松科学館
○参加：60人

1,203,800 600,000

2,553,800 1,140,000計
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平成２７年２月１０日 

報 道 発 表 
 

浜松市 中区まちづくり推進課 

生涯学習・環境グループ  

℡ 053-457-2778     担当：兼子 

 
 

平成２６年度中区地域力向上事業による 

「浜松市中区市街地交通事故多発交差点セーフティマップ」作成について 

１．目 的 

中区役所では、平成２６年度中区地域力向上事業において、浜松市中区市街地交通

事故多発交差点セーフティマップ「浜松市中区交通安全の手引き」を作成しました。

市街地交差点付近における交通事故の多発事例を紹介することで、交通安全の啓発と

中区民の交通安全意識の向上を目的としています。 

 
２．内 容 

（１）セーフティマップ「浜松市中区交通安全の手引き」の配布 
マップ表面では、５箇所の事故多発交差点での特徴的な事故の事例と事故予防ポ

イントを掲載し、マップ裏面では、５箇所の事故多発交差点及び２箇所の平成２６

年度改良交差点を地図上に示し、交差点の現況や特徴、改良ポイントを紹介してい

ます。

  
■ 作成部数 ５，０００部 

（Ａ２版・８折） 

■ 掲載内容 

事故多発交差点 

①伝馬町 ②成子 ③砂山東 

④新津町 ⑤板屋町 

平成２６年度改良交差点       

①中沢町 ②市役所前 

   
 
（２）配布方法 

中区内で行われる交通安全イベント、交通教室、協働センターまつり内での 

交通安全ブース等で配布を予定しています。 

１回目の配布を２月１４日（土曜日）、高台協働センターまつりでの交通安全

体験ブースにて行います。 

■ 日時 平成２７年２月１４日（土曜日） １３：００～１６：００ 

■ 会場 高台協働センター １Ｆホール（浜松市中区和合町５８番地の３０）  

 
（３）その他 

セーフティマップと同時に、交通安全の啓発のため５枚の展示パネルを作成し

ました。交通安全イベント等での展示を行います。（裏面にイメージ掲載） 

   

表紙 



 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  平成 27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 

 
平成 27 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） 

 

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。 



 
中　区　役　所

（単位：千円）
27年度当初
予算額Ａ

26年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

中区役所費 399,914 414,649 △ 14,735 

区管理運営事業 9,955 10,596 △ 641 

協働センター管理運営事業 103,236 103,898 △ 662 

区協議会運営事業 165 212 △ 47 

地域力向上事業 15,572 10,687 4,885 

市民提案による住みよい地域づくり助成
事業

4,400 4,400 0 

区民活動・文化振興事業 2,010 2,767 △ 757 

区課題解決事業 9,162 3,520 5,642 

行政連絡文書配布事業 99,868 99,230 638 

自治会振興事業 171,118 190,026 △ 18,908 

自治会集会所整備助成事業 10,000 30,000 △ 20,000 

防犯灯設置維持管理助成事業 161,118 160,026 1,092 

　

平成２７年度　中区役所費　予算案の概要

費用項目 内  　容

区役所の運営や公有財産の維持管理等に要する経費

※人件費を除く

協働センターの運営や維持管理等に要する経費

区協議会開催のための経費

新築１件、改築１件、小規模改築１件

設置費補助（共架式22,400円/灯、独立式44,000円/灯）　 3,449灯
維持管理助成（電気料全額＋400円/灯） 　16,274灯

 

 

行政連絡文書の配布を自治会に委託するための経費

・お楽しみ子ども演劇公演事業
・人形劇を活用した子ども育成事業
・中区よいとこフォトコンテスト

・「こども第一主義」中区こども育成事業
・地域防災マップ作成委託事業
・中区巡回体験型交通安全啓発事業
・bjリーグ　浜松・三河フェニックス選手とのふれあい交流事業
・地域に密着した課題解決事業



新規・継続等の別
平成27年度

当初予算案の主要
事業掲載ページ

継続 Ｐ　１

継続 Ｐ　２

継続 Ｐ　３

臨時 Ｐ　６

継続 Ｐ１１

臨時 Ｐ１２

臨時 Ｐ１５

新規 Ｐ２６

新規 Ｐ３４

臨時 Ｐ４６

新規 Ｐ５１

新規 Ｐ５２

まちなかアート整備事業 アートを取り入れたまちなか空間の整備

番号制度対応・システム再構築事業
平成29年7月の個人番号制度の国・地方公共団体等との情報連携開始
に向けた、機器の導入及び既存システムの改修整備

特定地域型保育事業所運営事業
特定地域型保育事業所に対して、運営費の支弁
・（仮）あいあい保育ルーム（葵東二丁目）　他

ユネスコ創造都市ネットワーク
（音楽分野）推進事業

ユネスコ創造都市ネットワーク（音楽分野）加盟都市として、国内
外への情報発信

特定教育・保育施設運営事業
新制度に移行する認定こども園、幼稚園及び保育所に対する運営費
の支弁

７月１日の市制記念日において市域の一体感醸成を図るため、市制
記念式典を開催

シティプロモーション事業
戦略的にメディアやツールを活用し都市ブランドの確立や魅力度
アップを図る

徳川家康公顕彰四百年記念事業

平成２７年度　中区関連主要事業の概要

サミット開催支援事業
2016（平成28）年に開催する主要国首脳会議（サミット）につい
て、静岡県、静岡市と連携して開催（誘致）の支援

内  　　　　　  容

中 区 役 所

徳川家康公薨去４００年を機に、ゆかりの地である３都市（浜松
市、静岡市、岡崎市）と静岡県が連携しイベントの開催や観光名所
のプロモーションを実施

市制記念式典開催事業

ゆるキャラ グランプリ開催事業
全国のご当地キャラクターに代表される「ゆるキャラ 」グランプ
リの開催

ノーベル賞を受賞した天野氏の偉業を広く市民に知らせるため、科
学館において天野氏の紹介、業績の展示物の設置

科学館へのノーベル物理学賞受賞記
念展示物の設置

老人福祉施設整備費助成事業
（補助金）

特別養護老人ホーム等を整備する社会福祉法人に対する助成
・(仮)藤華幸ホーム（幸四丁目）　特養90床、短期10床



新規・継続等の別
平成27年度

当初予算案の主要
事業掲載ページ

内  　　　　　  容

中 区 役 所

継続 Ｐ５３

継続 Ｐ８２

新規 Ｐ８６

継続 Ｐ９５

新規 Ｐ１０１

新規 Ｐ１０５

継続 Ｐ１０７

継続 Ｐ１０８

継続 Ｐ１１０

継続 Ｐ１１２

新規 Ｐ１２２

継続 Ｐ１３８

浜松駅周辺改良工事 浜松駅南口駅前広場の自動車交通渋滞の緩和を図る

都心の遊休不動産利活用促進事業
都心の賑わい創出を図るため、遊休不動産の有効活用に向けたリノ
ベーションスクール及びシンポジウム等を開催

公共建築物長寿命化推進事業
建築から一定の年数が経過した公共建築物について、計画的な改修
により建築物の長寿命化を図る

道路照明灯ＬＥＤ化更新事業
市内に設置している道路照明灯をＬＥＤ化
・更新対象　全12,426基

浜松城公園歴史ゾーン整備事業
浜松城公園の歴史的魅力を向上させるため、「浜松城公園歴史ゾー
ン整備基本計画」に基づき整備

学校建設事業一覧
老朽化した市立小中学校及び幼稚園について、児童・生徒・園児数
等を勘案し、計画的に建設

浜松駅北側の市街地再開発事業
旭・板屋Ａ地区第一種市街地再開発
支援事業

市営住宅集約建替事業

市中心部の老朽化した市営住宅５団地の集約建替事業
・集約建替対象団地（松城、鹿谷（亀山・真向坂）、富 （CB・向
平）、初生）
・移転候補団地（初生団地（建替））

災害に強いまちづくりの実現に向けて既存公共施設を活用した防災
学習施設の整備
・H27年度は、基本構想の策定
　場所：北小学校（平成28年度末閉校予定）

防災学習施設整備事業

都市機能更新促進事業
都市再生促進地区における都市環境の安全性の向上及び都市機能の
増進を図るため、建築物等の適正な管理及び活用の促進

私立保育所等施設整備助成事業
（補助金）

保育所待機児童解消のため、設備等の老朽化や耐震性の劣る既存の
民間保育所の増改築補助
・（仮）なかざわこども園（中沢町）　他

はままつ起業家カフェ運営事業
「浜松市創業支援計画」に基づき、独立・起業に関心のある人など
の創業・新事業支援総合窓口を設置


