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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 29 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 

平成 29 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（12/14～1/20）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。



平成２９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
花いっぱい・交通安全推進事業

和合町自治会
新規

時期：4/1～3/31
場所：和合町内

安心して快適に暮らせるまちづくりを目指して、花いっぱい運動と交通安全に
取り組む。
○花いっぱい運動：ごみ集積所、公園など60箇所にプランターを2個ずつ配置
し、住民が協力して花の植え替えや日ごろの水やりなどを行う。
○交通安全宣言の町：和合町が「交通安全宣言の町」であることを内外に周知
するため、「交通安全宣言の町　和合自治会」と印刷したのぼり旗50本を作成
し、各所に掲示するとともに、警察と連携して街頭広報を行う。あわせてス
テッカーを4,000枚作成し、全世帯に配布して家族ぐるみでの啓発に努める。

2,074千円
・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ（120個）、苗：1,150千円
・のぼり旗、ｽﾃｯｶｰ    ：  800千円

1,037千円

2

富塚地区　市民の森と触れ合う会

特定非営利活動法人
地域創生支援事業団

H28
時期：4/20(春)10月(秋)
場所：富塚町
参加：200人

富塚地区「市民の森」（医療センター南西）での認知症の高齢者と一般市民、
学生、園児等の世代間交流事業
○春の行事：竹やぶのごみ拾い、タケノコ掘り、タケノコご飯の試食
○秋の行事：竹やぶの竹ひごを使った凧作り体験、どんぐり拾い、さつまい
も・きのこ等を使った秋の料理の試食

477千円
・リース料（ﾏｲｸ、ﾃﾝﾄ等）：100千円
・原材料費（料理、凧）  ： 70千円

191千円

3
元城小学校閉校記念事業

元城小学校閉校記念事業検討会
H28

時期：4/1～3/31
場所：中部学園
　　　元城小学校

元城小学校の閉校（H29.3月）記念事業（H28から継続）
○平成28年度末に行う閉校記念式典及び記念イベントの写真集の作成
○元城小学校の校舎内外にある歴史遺産の保存

2,400千円
・写真集作成委託      ：1,470千円
・歴史保存品修理、移設：  790千円

800千円

4

浜松　ホタルも棲める良い自然
プロジェクト

株式会社フジヤマ
ホタル自然プロジェクト

H28

時期：4/1～3/20
場所：浜松城公園
　　 （葵の小径脇水路）
参加：100人

地元住民や中部学園児童・生徒とともに、ホタルが棲める自然環境の構築及び
環境教育
○浜松城公園内の水路を活用したビオトープ（生息空間）整備
○ホタルの繁殖、放流会（信州大学・藤山名誉教授による支援・指導）
○ホタルに関する講演会（藤山教授）　ほか

392千円
・講師謝礼        ：190千円
・観察用ルーペ購入： 37千円
  （2基）

157千円

5

第6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

新規

時期：8/25～8/27
場所：ザザシティ
　　　西館２階通路
参加：4,000人

ジオラマ（情景アート）のコンペティション（競争、競技会）
○一次審査（7月）通過作品を8月の会期中に一般公開。会期の最終日に審査、
表彰を行うもの。
○大賞３作品は、世界的ジオラマ作家である山田卓司氏（浜松市出身）の作品
を展示する「浜松ジオラマファクトリー」（ザザシティ内）に１年間展示

1,100千円
・会場設営等委託：300千円
・作品の搬入搬出：200千円
・審査員謝礼    ：120千円

550千円

6

（仮）はままつハロウィン
　フェスティバル2017

ハロフェス実行委員会

H27
H28

時期：10/28・10/29
場所：ソラモ、キタラ
　　　サザンクロス商店街
参加：10,000人
　（H28実績：約9,500人）

常葉大学の学生によるハロウィンイベント。第１回目（H27）のソラモと第２
回目のサザンクロス商店街（H28）の両会場を使用して過去２回より拡大。
○ソラモやサザンクロス商店街などまちなかをハロウィン仕様に装飾
○ミス・ミスターキャンパスコンテスト
○仮装イベント、音楽ライブイベントほか

4,000千円
・会場設営等委託：2,410千円
・ポスター等印刷：  400千円

1,000千円

7

脳と身体の活性化事業

特定非営利活動法人
遠江

新規
時期：4/1～3/31
場所：葵東二丁目
参加：480人

健康でいきいきと生活できる環境づくりや、認知症の予防を目的としたプログ
ラム
○認知症の予防や、軽度認知症の方の残存機能維持・向上に取り組みたい地域
住民を募り、有酸素運動、体操、脳トレ、歌、買い物、調理、観光（動物園
等）など、脳と身体を活性化させるプログラムに取り組む。1回10人×月4回×
12ヶ月
○初回参加時、半年後、１年後に参加者の運動機能、脳の記憶・注意・言語機
能等を測定し、各機能の伸び率（低下率）を参加者及び家族に伝える（予想さ
れる成果：運動及び脳の機能の計測数値が１年で108％向上）

614千円

・会場使用料    ：240千円
・機器(※)使用料：150千円

※生活総合機能改善機器＝音楽、体
操、カラオケ等の介護予防・健康増
進コンテンツ配信システム

300千円

8
Hamamatsu Dining

Japan Food Culture プロジェクト

H27
H28

時期：10/9
場所：Hachikai
　　 （万年橋ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ内）
参加：400人
　　(H28実績：約400人)

主に中区にあるレストランのシェフによる、はままつ食材を使ったメニューを
ワンコイン（500円）で体験してもらうイベント
○中区を中心にした有名料理店15店（懐石いっ木、中華料理伊部ほか）が出店
○地場産品を使ったメニューを通じ、浜松の特産のＰＲ及び地産地消の促進

800千円
・食材の購入：675千円
・会場使用料： 34千円

100千円

9
ASIA MUSIC FESTIVAL 2017

株式会社はまぞう
H28

時期：5/7
場所：ソラモ
参加：10,000人
　（H28実績：15,000人）

アジアの方たちに「浜松・遠州地方の魅力」を発信し、インバウンド（外国人
旅行者を誘致すること）を促進すること等を目的とした音楽イベント
○アジア各国（インドネシア、ベトナム、タイ）の著名アーティストを招いて
のライブコンサート
○アジア各国のグルメや食文化を楽しめるお店の出店　ほか

5,000千円
・ｽﾃｰｼﾞ･音響設営委託：3,000千円
・ｱｰﾃｨｽﾄ謝礼・旅費：  1,600千円

1,000千円

16,857千円 5,135千円

※「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  平成 29 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 29 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。



（単位：千円）
29年度当初
予算額Ａ

28年度当初
予算額Ａ

増減
（Ａ-Ｂ）

中区役所費 320,057 411,464 △ 91,407 

区管理運営事業 14,988 9,857 5,131 

協働センター管理運営事業 100,098 99,087 1,011 

区協議会運営事業 154 165 △ 11 

地域力向上事業 13,385 21,225 △ 7,840 

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 5,362 4,559 803 

区課題解決事業 3,623 12,266 △ 8,643 

行政連絡文書配布事業 101,066 100,551 515 

自治会振興事業 90,366 180,579 △ 90,213 

自治会集会所整備助成事業 3,000 32,501 △ 29,501 

防犯灯設置維持管理助成事業 87,366 148,078 △ 60,712 

平成２９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（保守点検、光熱費など）に要する
経費

区協議会開催に要する経費（郵便料など）

自治会集会所整備助成金：3,000千円
 ・改築（耐震補強無し）（上限3,000千円）2件
　　広沢（外壁補修）・・・2,000千円
　　富塚東（廊下改修）・・・1,000千円
 　※新築及び改築（耐震補強有り）は0件

防犯灯設置維持管理助成事業：87,366千円
 ・設置費補助金　46,084千円（共架式 1,690灯、独立式 187灯）
 ・維持管理費補助金　　電気料 34,599千円（16,707灯）
　　　　　　　　　　　 補修費  6,683千円（16,707灯）

各種団体への補助

行政連絡文書の配布を自治会に委託するための経費 (109,854世帯）

・中区地域資源発掘事業～鷹野つぎと明治の浜松・中区：2,742千円
・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：120千円

・「交通事故ワースト１脱出」啓発事業：1,657千円
・１歳児集まれ！はますく　おめでとう広場 in 中区：448千円
・シンポジウム（仮）認知症について語ろう！考えよう！未来に向
かって：900千円
・第２種協働センターを核とした地域課題解決事業：600千円



新規・継続等の別
平成29年度

当初予算案の主要
事業掲載ページ

継続 Ｐ　３

継続 Ｐ１７

継続 Ｐ２１

継続 Ｐ２５

継続 Ｐ３１

継続 Ｐ３２

継続 Ｐ３６

新規 Ｐ４１

継続 Ｐ４３

障害者計画策定事業
障害者基本法および障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の
自立及び社会参加等の支援に向けた総合的な施策に関する基本的な
計画を策定

老人福祉施設整備費助成事業
在宅での生活が困難な高齢者の生活の場所を確保するため、特別養
護老人ホームを整備　中区：20床　ほか

学習支援事業
ひとり親家庭や生活保護世帯など経済的困難を抱える家庭の児童に
対し、義務教育期からの学習支援を実施

平成２９年度　中区関連主要事業の概要

内  　　　　　  容

中 区 役 所

社会福祉協議会の各種事業等に対す
る支援

浜松市社会福祉協議会が行う地域福祉活動の育成支援に係る各種
事業等に対する助成及び負担

区制検討事業
区制度の検討に対する市民の理解を深めるとともに、新たな行政
区、行政サービス提供体制（案）に対する市民の考えや意見を把握
するため、意見聴取を実施

大型スポーツイベント等誘致事業
大型スポーツイベント等の開催に伴う合宿地誘致などを通じ、市民
のスポーツ振興に寄与するとともに、本市の多様な魅力を世界に発
信

音楽イベントの開催
浜松国際ピアノコンクール、浜松吹奏楽大会など音楽イベントの開
催

市民文化創造拠点施設整備事業
教育文化会館（はまホール）の後継施設を、市民の文化創造拠点と
して位置付け、整備を計画していくため、「市民文化創造拠点施設
基本構想」を策定

病児・病後児保育事業
乳幼児及び小学生が病気又は病気回復期にあって、保護者が就労等
により自宅での保育が困難な場合に、看護師等と保育士が一時的に
保育を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援

1



新規・継続等の別
平成29年度

当初予算案の主要
事業掲載ページ

内  　　　　　  容

継続 Ｐ４５

継続 Ｐ４９

継続 Ｐ５０

新規 Ｐ７８

継続 Ｐ９２

継続 Ｐ１００

継続 Ｐ１０１

継続 Ｐ１０３

継続 Ｐ１０４

継続 Ｐ１０６

私立保育所等施設整備費助成事業
保育所等利用待機児童解消のため、私立保育所等を創設・増築
・中区：増築１施設、増改築１施設　ほか

まちなか公共空間利活用実証実験事
業

都心ゲートパーク地区（UP-ON）、都心ゲートパーク北地区（旧べ
んがら横丁跡地）、新川モールにおいて屋台や移動販売車による屋
台村など、にぎわいを創出する新たな空間活用の実証実験を実施

浜松市交通事故ワースト１脱出事業
交通事故発生割合が多く、かつ重大事故に繋がる危険性の高い交差
点及び交差点付近について、交通事故を未然に防ぐ即効性の高い対
策、区画線の修繕や緊急性の高い通学路の安全対策を実施

地震対策推進事業
予想される大規模地震や津波等から市民の生命や財産を守るため、
木造住宅耐震補強助成事業や耐震シェルター整備事業を実施

看護専門学校移転事業
老朽化した看護専門学校を浜松医療センター敷地内に移転改築
（平成３１年１月開校予定）

斎場再編・整備事業
持続可能な公共資産の適正保有と将来火葬体数に対応する施設配置
を実現するため、現状の7斎場を再編・集約

道路・街路・河川事業一覧
道路・街路・河川の維持修繕、整備事業及び国直轄道路事業に対す
る負担金

公共建築物ユニバーサルデザイン推
進事業

だれもが利用したくなる公共施設の実現に向けて、既存の公共建築
物の改修を行い、公共建築物のユニバーサルデザイン化を推進
・中区：富塚協働センター　ほか

直虎プロジェクト推進事業
大河ドラマ「おんな城主 直虎」放送を契機に、浜松市への観光
客の受入体制の整備

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推進
・中区：竜禅寺小学校屋根防水、北部水泳場空調　ほか

2



新規・継続等の別
平成29年度

当初予算案の主要
事業掲載ページ

内  　　　　　  容

継続 Ｐ１１７

継続 Ｐ１１８

継続 Ｐ１２０

継続 Ｐ１２１

継続 Ｐ１２６

継続 Ｐ１２７

継続 Ｐ１３４

継続 Ｐ１３６

継続 Ｐ１３９

継続 Ｐ１４８

新規 Ｐ１５７

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
・中区：船越小、江西中、蜆塚中の改修　ほか

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

防災学習施設整備事業
平成２８年度末閉校の北小学校跡地を活用した防災学習施設を整備
（平成３０年１２月供用開始予定）

常盤町西街区優良建築物等整備支援
事業

遠州病院跡地への共同住宅等の建築支援

消防団充実強化事業
救助救急用資機材の整備や専門的な知識と技術を備えた消防団員の
育成

浜松医療センター新病院整備事業
（病院事業会計）

建築後４０年以上を経過した、浜松医療センターの新病院建設

公園施設長寿命化事業
公園施設の長寿命化対策及び計画的な改築・更新
・中区：高丘もみじ公園　ほか

浜松城公園整備事業
「徳川家康公ゆかりの出世城－浜松城」として価値の顕在化を図
り、歴史的魅力を向上

放課後児童会の定員拡大
児童の放課後の安全・安心を確保するため、放課後の子供たちの居
場所の環境整備を実施

浜松駅北口周辺バリアフリー化検討
事業

浜松駅北口駅前広場バスターミナル地下道の鍛冶町通り方面経路や
郵便局前地下道のバリアフリー化

浜松駅南口周辺改良事業 浜松駅南口駅前広場周辺の自動車交通混雑の緩和
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