
【協議事項】 

 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 

 イ 平成 30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】 

 ア 平成 30 年度中区役所費の当初予算案及び主要事業の概要に

について 

平成 30年 2月 20 日開催 

中区協議会

平成２９年度 第 9 回中区協議会

会議資料



【議決事項】

平成 30 年 2 月 20 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



第１号様式

平成３０年  月  日

 浜松市長 鈴 木 康 友  様

中区協議会

会 長  畑 すみ子

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第２条第 1 項第 1 号の

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。



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 中区助信町 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ＰＴＡ連絡協議会 北区東三方町 １人  

11 浜松市消防団中区支団 中区下池川町 １人  

12 浜松市青少年育成指導員会議 中区早馬町 １人  

13 
NPO 法人 浜松男女共同参画推進協

会 
中区泉三丁目 １人 新規 

14 NPO 法人 浜松市消費者団体連絡会 南区下飯田町 １人 新規 

計 17 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。 

第２－１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 中村 恭英 なかむら やすひで  

２ 仲元 新吾 なかもと しんご  

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

第２－３号様式

第２－２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 
 平成 30 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 30 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（12/14～2/2）をしたとこ

ろ、別紙のとおり 10 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 



平成３０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
浜松クリスマスマーケット実行委員
会

新規
時期：12/9
場所：クリエート浜松
参加：500人

クリスマスマーケット（クリスマス用の雑貨等の販売）、クリスマスにまつわる曲のコンサートの開催事業。
○クリスマスマーケットの本場ドイツに関する店舗の出店
○モミの木の植栽を使ったツリー点灯式
○クリスマスにちなんだ曲を中心にしたコンサート　ほか

1,000千円
・演奏料　　　　　　　　：360千円
・消耗品（開場等の装飾）：300千円

500千円

2
特定非営利活動法人　地域創生支援
事業団

H28
H29

時期：4/中旬、12/初旬
場所：富塚町
参加：80人

富塚地区「市民の森」（医療センター南西）での高齢者一般市民、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、タケノコ堀り、タケノコご飯の試食
○冬の行事：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

405千円

・賃金（アルバイト）　　：141千円
・消耗品(紙皿・コップ等)： 40千円
・原材料費(料理・凧）　 ： 66千円

101千円

3 和合町自治会 H29
時期：4/1～3/31
場所：和合町内

安心で快適に暮らせるまちづくりを目指して、花いっぱい運動及び交通安全宣言に取り組む事業。
○花いっぱい運動：町内のごみ集積所、公園など10箇所にプランターを2個ずつ配置し、既存の70箇所のプランターを含め。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。
○園芸講習会を開催し、花の管理や育苗知識の習得、プランター周辺の環境保全に努める。
○「交通安全宣言の町」：夜間光る反射シール4,000枚を全世帯に配布し、夜間の交通安全の徹底を図る。

1,082千円

・プランター(20個)、苗等：462千円
・ステッカー　　　　　　：120千円
・反射シール　 　　　　 ：200千円

432千円

4 富塚町西自治会 新規
時期：4/2～3/29
場所：富塚町
参加：80人

町内の少子高齢化に対応した防災体制を構築し、防災活動を通じて町民相互の交流の活発化を目指す事業
○月１回防災委員会を開催
○啓発冊子（富塚西防災）の発行
○啓発情報の発行（年4回、200部回覧用)
○自主避難場所等へ表示の取り付け

956千円
・印刷製本費(冊子等)　     :420千円
・消耗品(表示板）　　　    :272千円

477千円

5 浜松Open Art 新規

時期：11月～12月
場所：ゆりの木通り、肴
町、有楽街、浜松城公園
参加：7,500人

店舗や公園で浜松出身、浜松で活動中の作家が町の参加店舗と協力して作品の展示、販売、アートイベントを実施する事業
○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
○浜松城公園にてランドアート、見て触れて遊べる作品の展示　など

565千円
・印刷製本費(チラシ等)　：111千円
・会場使用料　　　　　　： 50千円
・会場設営費　　　　　　： 20千円

282千円

6 田畑政治を顕彰する会浜松 新規
時期：4/1～8/31
場所：浜松市全域

2019年NHK大河ドラマ「いだてん～東京オリンピックの噺」中区成子町出身の田畑政治を広く周知する事業。
○「五輪一筋　田畑政治」（仮称）の出版（1,100部）

1,500千円
・印刷製本費　　　　　　：900千円
・委託料(展示パネル作成)：150千円

750千円

7
特定非営利活動法人　はままつ未来
会議

H29

時期：8/24～8/26
場所：ザザシティ浜松西館
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
ない）に1年間展示
○中区の小学生を対象とした子ども（または親子）模型教室を開催（出展者が講師として協力）

870千円
・会場設営等委託　　　　：300千円
・ポスター等の印刷　　　：120千円

348千円

8 一般社団法人　浜松ヨガ協会 新規
時期：6/23～6/24
場所：鴨江アートセンター
参加：1,000人

ヨガの魅力を伝え、健康増進へ貢献する事業
○幅広い年齢を対象とした、ヨガ教室を開催
○オーガニック食品の販売
○ヨガクラス開催場所の紹介

1,345千円
・報償費（ヨガ講師料）  :669千円
・旅費(講師交通・宿泊費):177千円

469千円

9 株式会社ＴＯＭＯ　ＲＵＮ 新規

時期：5/1～12/30(の内4日
間)
場所：四ツ池公園陸上競技
場(2回)、市内公園(2回)
参加：800人(全4回)

ロードレース記録会（４回）の実施する事業
○記録会（1㎞、3㎞、5ｋｍ）の開催
○子どもかけっこ教室、スポーツ座学の開催
○関連グッツの販売ブース

1,340千円

・消耗品(ゼッケン等）　　 　：400千円
・レンタル代(音響,テント,椅子,机,カラー
コーン,天幕)公園実施(2回分) :300千円
・会場使用料(4回分)　 　    :120千円

670千円

10 軽トラはままつ出世市実行委員会 新規

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(一部)、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発信を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の開催

3,800千円
・会場設営等委託　　　：2,300千円
・広告費　　　　　　　：　500千円
・ポスター等の印刷　　：　460千円

1,745千円

12,863千円 5,774千円

※「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 30 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 30 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 



（単位：千円）
30年度当初
予算額Ａ

29年度当初
予算額Ａ

増減
（Ａ-Ｂ）

中区役所費 294,674 320,057 △ 25,383 

区管理運営事業 38,652 14,988 23,664 

協働センター管理運営事業 97,873 100,098 △ 2,225 

区協議会運営事業 154 154 0 

地域力向上事業 12,226 13,385 △ 1,159 

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 2,650 5,362 △ 2,712 

区課題解決事業 5,176 3,623 1,553 

行政連絡文書配布事業 101,228 101,066 162 

自治会振興事業 44,541 90,366 △ 45,825 

自治会集会所整備助成事業 7,335 3,000 4,335 

防犯灯設置維持管理助成事業 37,206 87,366 △ 50,160 

自治会集会所整備助成金：7,335千円
 ・改築（耐震補強無し）（上限3,000千円）4件
　　東上池川、富塚町北、八幡町、富塚町西
 ※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：37,206千円
 ・設置費補助金　1,898千円（共架式 69灯、独立式 8灯）
 ・維持管理費補助金　　電気料 31,523千円（17,437灯）
　　　　　　　　　　　 補修費  3,785千円（169灯）

区協議会開催に要する経費（郵便料など）

各種団体への補助

・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」啓発事業：850千円
・１歳児集まれ！はますく　おめでとう広場 in 中区：1,001千円
・中区徘徊模擬訓練・生活支援体制づくり事業：1,515千円
・地域活動団体活性化事業：810千円
・第２種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 (110,030世帯）

平成３０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



新規・継続等の別
平成30年度

当初予算案の主要
事業掲載ページ

継続 Ｐ　６

継続 Ｐ　９

継続 Ｐ１１

継続 Ｐ１３

継続 Ｐ１８

継続 Ｐ２３

新規 Ｐ４０

継続 Ｐ４３

継続 Ｐ５１

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：創設２施設

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）

仮称市民音楽ホール整備事業
北区都田センター用地に仮称市民音楽ホールを整備し、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。

浜松科学館大規模改修
科学館の展示リニューアルと同時に開館30年を超え老朽化した施設
の長寿命化のため大規模改修を行う。

保育士等確保対策費助成事業
保育士が働きやすい環境を整備し、保育士確保を促進するととも
に、離職防止等を図るために私立保育所等が行う事業を支援する。

市民協働推進事業
市民協働の理念を推進する環境整備として各種事業を実施すること
で、市民活動の活性化を図る。

市内間交流事業
都市部と中山間地域との交流を促進することで、連携・協働による
地域の自立、自治を促進させるとともに、交流をきっかけとした中
山間地域の活性化を図る。

音楽イベントの開催
浜松国際ピアノコンクール、アジア・太平洋吹奏楽指導者協会大会
など音楽イベントの開催を通じて、「音楽の都・浜松」を実現す
る。

平成３０年度　中区関連主要事業の概要

中 区 役 所

内  　　　　　  容

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会を契機としたＵＤ推
進事業

観光・サービス事業者がユニバーサルツーリズムへの理解を深め、
受入環境整備に向けて、官民連携で取り組むことで、誰もが訪れや
すく、暮らしやすいまちづくりを推進する。
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内  　　　　　  容

新規 Ｐ５５

継続 Ｐ６３

継続 Ｐ７０

継続 Ｐ９９

新規 Ｐ１０６

継続 Ｐ１０７

継続 Ｐ１０９

継続 Ｐ１１２

継続 Ｐ１１５

新規 Ｐ１１６

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

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する。

道路標識ナンバリング整備事業
整備が進む高速道路ネットワークにおいて、路線名に加えて固有の
言語に存在しない「ナンバリング」を導入し、訪日外国人をはじ
め、全ての利用者にわかりやすい道案内を実現する。

デスティネーションキャンペーン推
進事業

平成３１年４月～６月に実施予定のデスティネーションキャンペー
ン（JRグループが地方自治体や観光団体等と協力して進める国内最
大の観光キャンペーン）を契機とし、全国からの観光誘客を図る。

浜松・浜名湖ＤＭＯ形成支援事業
地域が観光で稼ぐ力を強化するため、地域の観光地経営の舵取り役
となる「（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯ」を形成するにあたり必要な
支援を行う。

シティプロモーション事業

様々なメディアやツール・手法を組み合わせた戦略的なプロモー
ションを展開することで、都市の知名度やイメージを向上させると
ともに、国内外の人から選ばれるための都市ブランドの確立や都市
の魅力度向上を図る。

新清掃工場整備事業
老朽化が進む南部清掃工場と平和破砕処理センターの代替施設とし
て、新清掃工場を整備する。（平成３６年度稼働予定）

市有施設のＬＥＤ照明導入促進事業
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
スの排出抑制を図る。

はままつトライアルオフィス運営事
業

首都圏等のベンチャー企業が浜松でのビジネスを体験するための拠
点とするとともに、地元企業との交流の場として「はままつトライ
アルオフィス」を運営する。

特別な理由による任意予防接種費用
助成事業

骨髄移植手術等により定期予防接種で獲得した免疫が失われ、医師
の判断により再接種が必要と判断された者に対して、接種費用を助
成することにより、感染及び発症予防、経済的負担の軽減を図る。
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内  　　　　　  容

新規 Ｐ１２０

継続 Ｐ１３０

継続 Ｐ１３１

継続 Ｐ１３４

継続 Ｐ１３５

継続 Ｐ１３６

継続 Ｐ１４１

継続 Ｐ１５１

新規 Ｐ１５５

継続 Ｐ１６１

継続 Ｐ１６７

学校建設事業一覧
老朽化した市立小中学校について、計画的に建設・改修を進める。
・中区：船越小、泉小、江西中、西部中の改築、改修　ほか

浜松医療センター整備事業
（病院事業会計）

築後４０年以上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、歴史的魅力を向上させる。

防災学習施設整備・管理運営事業
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）

部活動指導員の配置
中学校の部活動顧問と同等の職務を果たせる部活動指導員を配置
し、教員の多忙化解消及び部活動における専門的指導の充実を図
る。

鉄道駅バリアフリー化設備整備費助
成事業

交通事業者が実施する鉄道駅バリアフリー化設備整備事業に対し
て、国と協調して補助していくことにより、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

浜松駅北側の市街地再開発事業

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

浜松駅周辺自転車等駐車場整備計画
策定事業

浜松駅周辺自転車等駐車場利用者の利便性向上のため、既存自転車
等駐車場の改良、官民連携による管理運営の方針を含めた自転車等
駐車場整備計画策定のための調査・検討を行う。

浜松駅北口周辺バリアフリー化事業
ＪＲ浜松駅北口駅前広場において、郵便局前地下道のバリアフリー
化により、超高齢社会に対応した歩きやすいまちづくりの推進や都
心部の回遊性向上を目指す。

浜松駅南口周辺改良事業
ＪＲ浜松駅南口駅前広場周辺の自動車交通混雑の緩和を図り、安全
で快適な道路空間を確保する。
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