
令和２年度 第 10 回天竜区協議会 

次第 

日時：令和３年２月 24 日（水） 

午後２時 00 分から 

会場：二俣協働センター ホール 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 区長あいさつ 

４ 議 事 

（１）報告事項 

令和３年度天竜区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について 

（２）その他 

地域課題 

ア 令和４年度天竜警察署交番・駐在所再編について 

イ 竜川幼稚園の今後について 

ウ 狂犬病予防接種集合注射について 

エ 市有財産の貸付について 

５ その他 

次回開催予定 

    日時 令和３年３月 25 日（木）午後２時 

    会場 天竜区役所 21・22 会議室 

６ 閉 会 





 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３年度天竜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）

令和３年度浜松市予算編成における天竜区役所費に関して

は、９月開催の区協議会にて諮問を行い、１０月開催の区協議

会において答申を得た。 

対象の区協議会  天竜区協議会 

内  容 

令和３年度天竜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 天竜区区振興課 担当者 鈴木 宏行 電話 922-0011 
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　天　竜　区　役　所　
（単位：千円）

令和3年度当初
予算額Ａ

令和2年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

　天竜区役所費 482,583 505,616 ▲ 23,033

　人件費 1,781 1,781 0

　区管理運営事業 109,328 121,286 ▲ 11,958

　協働センター等管理運営事業　 273,350 295,752 ▲ 22,402

　区協議会運営事業 139 140 ▲ 1

　地域力向上事業 27,003 22,777 4,226

　市民提案による住みよい地域づくり助成事業 3,500 4,000 ▲ 500

　区民活動・文化振興事業 20,476 15,921 4,555

　区課題解決事業 3,027 2,856 171

　行政連絡文書配布事業 29,352 30,900 ▲ 1,548

　自治会振興事業 18,233 15,473 2,760

　自治会集会所整備助成事業 6,367 173 6,194

　防犯灯設置維持管理助成事業 11,866 15,300 ▲ 3,434

　鹿島花火大会開催事業 4,819 4,819 0

　天竜区交流促進事業 11,688 11,688 0

　森林のまち童話大賞事業 5,126 1,000 4,126

　天竜区駅伝大会事業 3,845 3,845 0

　(新規)区役所デジタル運営経費 1,764 0 1,764

　庁舎､公有財産､公用車の維持管理､区役所運営に要する経費

　各自治会所有の集会所の施設整備に対する補助金

令和３年度　天竜区役所費　予算案の概要

費用項目 内  　容

　区協議会委員報酬(職員の人件費は本庁予算のため本表には計上していない)

　広報紙など行政連絡文書配布にかかる自治会組織への委託等に要する経費

　防犯灯の設置やLED化､維持管理に対する補助金

　鹿島花火大会開催に対する負担金

　天竜区各地(天竜､春野､佐久間､水窪､龍山)の産業観光まつり開催に対する負担金

　天竜区協議会の運営に要する経費

　森林のまち童話大賞事業実施に要する経費　

　天竜区役所におけるデジタル技術を活用した事業に要する経費

　天竜区各地(天竜､春野､佐久間､水窪)の駅伝大会開催に対する負担金

　春野､佐久間､水窪､龍山､二俣協働センター及びふれあいセンター8館の管理運営
　などに要する経費、次世代自動車の配備

　市民協働の理念のもと、市民提案やアイデアを基に実行する事業に対する補助金

　市民協働の観点を取り入れた、区内の課題解決に要する経費
　・(新規)いっかもないか事業､天竜区暮らし見える化事業　など

　市民協働の観点を取り入れた、地域の活性化に要する経費
  ・天竜区文化振興事業､綱引きによるまちづくり推進事業　など
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区分 No 事業名 区分 No 事業名

1 自然との対話マップ作製事業 新規 1 いっかもないか事業 新規

2 天竜区サイクリスト誘致事業 継続 2 天竜区暮らし見える化事業 継続

3 天竜区文化振興事業 継続 3 天竜区伝統文化振興事業 継続

4 市民協働による文化振興事業 継続 4 狩猟従事者事故防止・後継者育成事業 継続

5 文芸誌「天竜文芸」発行事業 継続 5 第2種協働センターを核とした地域課題解決事業 継続

6 天竜区青少年事業 継続 6 天竜区河川環境保護事業 継続

7 すみれの里づくり事業 継続 7 春野地区不法投棄防止パトロール事業 継続

8 蕎麦の里づくり事業 継続

9 水窪仮装コンクール 継続

10 綱引きによるまちづくり推進事業 継続

11 秋葉ダムさくらマラソン大会開催支援事業 継続

12 天竜川とともに生きる文化伝承事業 継続

令和３年度　地域力向上事業一覧

区
民
活
動
・
文
化
振
興
事
業

区
課
題
解
決
事
業

-
3
-



項
目

事　業　名 事業内容
新規
継続

区役所
担当課

情報政策推進費

1 社会情報基盤整備充実事業

　天竜区内に設置している中波ラジオ放送（ＳＢＳ）の中継・
放送施設設備（竜頭山、天竜、龍山、春野、佐久間、水窪）
を維持管理する事業

継 区振興課

市民協働推進費

2
協働センター等
施設整備事業

　協働センター及びふれあいセンターの施設を維持するため
の事業（上阿多古ふれあいセンター体育館雨樋詰り修繕工
事、竜川ふれあいセンタートイレ洋式化工事、その他修繕・
工事関係経費等）

継
まちづくり
推進課

3 はままつ暮らし促進事業

　移住相談体制の強化を図り、本市への移住を促進する。
　・浜松暮らしホームページの充実
　・移住相談会の開催
　・移住コーディネーターによる中山間地域への移住促進
　・（新規）ハマライフ住宅取得費等助成事業

継 区振興課

4 地域施設管理運営事業

　龍山森林文化会館、春野文化センター、水窪文化会館の
貸館の受付や利用案内、生涯学習講座や文化・スポーツ振
興事業にかかる事務などの管理運営業務を地域組織へモデ
ル的に委ねる事業

継
まちづくり
推進課

中山間地域振興費

5 中山間地域まちづくり事業

　中山間地域の地域密着型NPO法人や中山間地域と連携し
ている都市部のNPO法人が、地域課題解決や地域振興のた
めに行う活動（提案事業）に対して、その活動原資となる資金
を交付する事業
　※交付率は10/10以内（人件費比率は事業費の1/2以内、
中山間地域活動団体は上限額は10,000千円、事業期間は2
年以上4年以下、地域運営団体は上限額は50,000千円、事
業期間は3年以上6年以下）

継 区振興課

6 市内間交流事業

　中山間地域と都市部の交流促進を図る事業
　 ・子ども中山間地域交流事業
　 ・「ザ・山フェス」開催事業
   ・おとな中山間地域交流事業
　 ・（新規）中山間地域交流デラックス事業

継 区振興課

7 移住促進空き家活用事業

　中山間地域振興のため、都市部からの移住・定住の促進
事業を展開し、集落の維持・活性化を図る事業
　 ・Welcome集落事業、
　 ・田舎暮らしお試し住宅事業
   ・移住促進空き家活用奨励金

継 区振興課

8 生活支援事業

　少子高齢化により生活扶助や集落機能の維持が困難な地
域において、集落支援策を展開し、新たな産業を創出し、定
住人口を拡大することにより、活性化を図る事業
　 ・山里いきいき応援隊事業
   ・（新規）山里いきいき応援隊マネジメント事業
　 ・乗用モノレール整備事業
　 ・中山間地域あらたな仕事づくり研究事業
　 ・原材料支給事業

継 区振興課

9
中山間地域コミュニティ
ビジネス起業資金貸付事業

　市内中山間地域に移住してコミュニティビジネスを起業しよ
うとする者に対し、起業資金を貸与し、移住や起業を促進す
ることで地域の振興を図る事業
　※貸付限度額100万円

継 区振興課

令和３年度　天竜区に関わる主要事業の概要（天竜区役所費以外）
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項
目

事　業　名 事業内容
新規
継続

区役所
担当課

防災費

10 情報通信事業

　各地域の同報無線設備を維持していく事業
　※設備保守を継続
　※設備（屋外アンテナ等）の修繕

継 区振興課

11
自主防災隊資機材等
整備助成事業

　自主防災隊の資機材等整備に対して経費の一部を助成す
る事業
　※活動事業費：事業費の2/3（5万円・世帯×70円）
　※倉庫整備費：事業費の１/2（20万円限度）

継 区振興課

12
防災施設・資機材
維持管理事業

　防災資機材の維持管理事業
　・緊急用浄水装置点検業務
　・防災センター電動シャッター設備点検　等

継 区振興課

教育総務費

13 通園・通学バス運行事業
　天竜区内の幼稚園・小中学校における通園・通学支援のた
め、通園・通学バス等を運行する事業 継

区振興課、
協働センター

文化振興費

14
さくま国際交流コンサート等
開催事業

　さくま国際交流音楽指導講座
　音楽を通じた国際交流を図るため、国際的音楽家による指
導講座、ウィーン交流コンサートなどを開催する事業
　※令和3年10月上旬に開催予定

継
佐久間
協働センター

15
天竜ものづくり継承施設
管理事業

　「本田宗一郎ものづくり伝承館」において、氏の｢人となり・も
のづくり精神」を紹介するとともに、ワークショップなど体験活
動をとおして氏を顕彰する事業
　※NPO法人本田宗一郎夢未来想造倶楽部に管理運営を
委託

継
まちづくり
推進課

生涯学習費

16
生涯学習施設運営事業
生涯学習施設整備事業

　各地域の生涯学習施設を維持するための事業
　・天竜壬生ホール（指定管理）
　・春野文化センター（市直営）
　・佐久間歴史と民話の郷会館（市直営）
　・水窪文化会館（市直営）
　・龍山森林文化会館（市直営）

継
まちづくり
推進課

スポーツ文化推進費

17
大型スポーツイベント等誘致
事業

　天竜ボート場を会場に、第33回目となる全国高等学校選抜
ボート大会を開催する事業
※令和4年3月下旬に開催予定

継
まちづくり
推進課

18
生涯スポーツ振興事業・
体育振興会等地域スポーツ
普及事業

　各地域のスポーツ行事の企画・運営について体育協会等
へ委託して実施する事業

継
まちづくり
推進課

19
スポーツ施設運営事業・
天竜体育館等管理運営事業

　スポーツ施設(指定管理）を管理運営する事業
　・天竜体育館
　・天竜庭球場
　・天竜武道館
　・船明ダム運動公園
　・水窪総合体育館

継
まちづくり
推進課

20
スポーツ施設運営事業・
天竜ボート場管理運営事業

　スポーツ施設(指定管理）を管理運営する事業
　・天竜ボート場 継

まちづくり
推進課

21
スポーツ施設運営事業・
三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センター等
管理運営事業

　スポーツ施設(指定管理）を管理運営する事業
　・天竜Ｂ＆Ｇ海洋センター

継
まちづくり
推進課
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項
目

事　業　名 事業内容
新規
継続

区役所
担当課

22
スポーツ施設運営事業・
半田山グラウンド等
管理運営事業

　スポーツ施設（市直営）を管理運営する事業
　・龍山健康増進センター
　・佐久間瞑想館
　・水窪テニスコート
　・水窪小畑プール、水窪長尾プール
　・上阿多古運動場、春野総合運動場、
　　春野気田スポーツ広場、
    水窪グラウンド、龍山総合運動場

継
まちづくり
推進課

23
スポーツ施設運営事業・
スポーツ施設整備事業

　各地域のスポーツ施設を維持するための事業(修繕工事
等)
   ・天竜体育館改修事業（実施設計・法面対策工事）
　 ・天竜ボート場配艇所護岸補修事業
   ・競技艇更新事業

継
まちづくり
推進課

文化財費

24 文化財施設公開事業

　文化財施設の公開に関する事業
　 ・田代家住宅（管理運営委託）
　 ・内山真龍資料館（市直営）

継
まちづくり
推進課

25 史跡等整備活用事業

史跡等の発掘調査、資料整理等により、文化財の適正な保
存管理を図るとともに地域活性化につなげる。
・二俣城跡及び鳥羽山城跡
　　具体的な整備内容を示す「整備基本計画」を策定
　　今後の保存と整備に活用するため、門跡や堀跡等の発
　掘や石垣の安全性を調査
・光明山古墳
　　古墳を確実に保護するため、土地の寄付受入により公有
　化
　　良好な見学環境を確保するため、樹木等を整備

継
まちづくり
推進課

青少年活動費

26
天竜自然体験センター運営・
整備事業

　天竜自然体験センター「湖畔の家」を管理運営する事業(指
定管理） 継

まちづくり
推進課

ごみ減量推進費

27
ごみ減量・リサイクル
推進事業

　資源物集団回収を行う団体に対して助成する事業
　※回収量に応じて助成を行う 継

まちづくり
推進課

28
地域環境美化活動推進
協力金交付事業

　ごみ・資源物の分別及び排出の指導等、全自治会に自主
的な環境美化活動を推奨していくため「地域環境美化活動
推進協力金」として世帯数に応じて自治会に交付する事業

継
まちづくり
推進課

浄化槽普及費

29 浄化槽助成事業
　合併浄化槽の整備等に対して助成する事業

継
まちづくり
推進課

観光交流振興費

30 相津マリーナ維持管理事業
　相津マリーナを管理運営する事業（指定管理）

継
まちづくり
推進課

31 東海自然歩道維持管理事業
　春野・龍山・天竜地域の東海自然歩道を維持管理する事
業 継

まちづくり
推進課

32 観光施設維持修繕事業
　各地域の観光施設を維持修繕する事業

継
まちづくり
推進課

33 観光案内推進事業
　天竜ツーリズムセンター業務を運営する事業

継
まちづくり
推進課
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項
目

事　業　名 事業内容
新規
継続

区役所
担当課

交通政策推進費

34 バス路線運行助成事業

　天竜区の基幹的バス路線の維持のために、交通事業者に
運行経費の一部を助成する事業
　遠鉄バス：秋葉線（春野⇔西鹿島）
　秋葉バスサービス：秋葉線（春野⇔袋井・森）

継
まちづくり
推進課

35 バス路線運行事業

　天竜区の基幹的バス路線の維持のために、交通事業者に
運行委託する事業
　・北遠本線（西鹿島駅⇔水窪）

継
まちづくり
推進課

36 ふれあいバス運行事業

　通院、買物など日常生活における交通確保のために、「地
域ふれあいバス」を運行する事業
　熊・阿多古、熊・大白木、門原、百古里・只来、春野、佐久
間、水窪、龍山地域（８地域）

継
まちづくり
推進課

37
公共交通空白地有償運送事
業

　公共交通空白地域内の移動手段確保のため、NPO法人に
より運行されている輸送サービスの運行経費の一部を助成
する事業
　・対象団体：がんばらまいか佐久間、春野のえがお

継
まちづくり
推進課

38
ICTシステムによる地域バス
等実証運行事業

　公共交通空白地の地域バス及びNPOタクシーの運行の効
率化及び地域振興に不可欠な公共交通として再構築する事
を目的に、ICTシステムを活用した地域バス、NPOタクシーの
実証運行を実施する事業
　ICT:Information and Communication Technology
　ネット環境を利用した予約、配車、運行ルートの効率化

継
まちづくり
推進課

公共建築費

39 公共建築物耐震化推進事業

　大規模空間を持つ公共建築物の吊り天井などの非構造部
材について、落下防止対策を行うことにより、施設利用者の
安全確保を図る。
　天竜区対象施設：佐久間歴史と民話の郷会館

継
まちづくり
推進課

40
公共建築物長寿命化推進事
業（小規模改修）

　市有施設の改修を計画的に行い、建築物の長寿命化を図
る。
　天竜区対象施設：城西ふれあいセンター

新
佐久間協働セ
ンター

アセットマネジメント推進費

41 公有財産維持管理事業

　公有財産の売却及び維持管理など、適正な資産管理を行
う事業。
　天竜区対象事業：旧水窪山村開発センター解体に伴う設
計委託

新
まちづくり
推進課

障害者福祉費

42 地域活動支援センター事業

　要件を満たした特定非営利活動法人に地域で暮らす障が
いのある人への生産活動や社会との交流機会の場の提供を
委託し、在宅生活の支援を行う事業
　・春野、佐久間に各1箇所

継 社会福祉課

教育総務費

43 放課後児童会運営支援事業

　保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象
に、授業終了後、適切な遊び、生活の場を提供する事業
　・放課後児童クラブ　2箇所（4クラブ）
　・浜松市放課後こども教室　6箇所

継 社会福祉課

子育て支援費

44 地域子育て推進事業

　乳幼児及び保護者が交流できる場を提供するとともに、子
育ての相談、情報提供などの支援を行う事業
　・中山間地域親子ひろば　4箇所

継 社会福祉課
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事　業　名 事業内容
新規
継続

区役所
担当課

保育所費

45 保育ママ事業

　天竜区において、保育士等の自宅又はその他適切な場所
において児童を保育することにより児童の健全な育成を図る
事業

継 社会福祉課

老人福祉費

46 敬老支援事業
　長寿の高齢者に敬老祝金・祝品を贈り、自治会等が行う敬
老会の開催費を補助する事業 継 長寿保険課

介護保険費

47
中山間地域介護サービス
利用支援事業

・中山間地域介護サービス利用支援事業
　 中山間地域介護サービス事業を実施する事業者に対し、
　 移動に係る経費について補助する事業
・中山間地域における特別地域加算利用者負担額助成事業
　 中山間地域における訪問系の居宅（介護予防）サービス
   の利用者負担増のうち、特別地域加算分（15％）相当分
   を助成する事業

継 長寿保険課

48
(介護保険事業特別会計）
元気はつらつ教室事業

　閉じこもり、認知症、うつなどの予防・支援が必要な事業対
象者及び要支援１・２該当の高齢者を対象に、趣味活動や日
常動作訓練などの通所型介護予防・日常生活支援サービス
を行なう事業

継 長寿保険課

49
（介護保険事業特別会計）
地域包括支援センター
運営事業

　高齢者の介護予防、権利擁護、適切なサービス提供等を
行う総合相談窓口である地域包括支援センター（高齢者相
談センター）を運営する事業【天竜区内2箇所（支所3箇所）】

継 長寿保険課

健康医療総務費

50
春野歯科診療所
管理運営事業

　春野協働センター内に開設している公営の歯科診療所を
運営する事業 継 健康づくり課

51
龍山診療所・龍山歯科
診療所運営支援事業

　龍山診療所、龍山歯科診療所の開設者に施設・設備を貸
与するとともに、運営経費の一部を助成する事業 継 健康づくり課

52 救急医療事業
　天竜保健福祉センター内の診察室において、休日等に磐
周医師会の医師による救急診療を行う事業 継 健康づくり課

53
天竜区看護師等修学
資金貸与事業

　天竜区内の看護師等確保のため、天竜区内の医療機関に
就職する意志のある看護学生に、修学資金を貸与する事業 継 健康づくり課

54 在宅医療ＩＣＴ推進事業
　令和2年度に春野地域で実施した実証実験を踏まえ、オン
ライン診療にかかる調査等を委託する事業 新 健康づくり課

成人保健費

55 健康診査事業

　健康診査（がん検診等）を実施する事業
　・内容
    胃がん・大腸がん・肺がん・婦人科がん(子宮がん・乳が
　　ん)前立腺がん検診や肝炎ウイルス検診等

継 健康づくり課

斎場費

56
斎場運営事業
　 天竜斎場、春野斎場
   佐久間・水窪斎場

　3箇所の斎場施設の計画的修繕に努め、利用者が安全で
安心して利用できる施設として管理運営する事業 継 区民生活課

57
佐久間・水窪斎場計装機器
交換等修繕工事

　排気温度の調整に係る計器等の経年劣化による交換事業

継 区民生活課

-5-



項
目
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継続

区役所
担当課

農業振興費

58
中山間地域等農業振興
交付金事業

　国の中山間地域農業の農業生産活動の継続により多面的
機能の確保及び地域の活性化を目的とした、直接支払い制
度に基づく交付金を交付する事業

継
農業振興課
天竜農業
グループ

59
山間地域農業生産活動
助成事業

　山間地域における農業施設設備整備、農地造成などを行
う農業団体、農業者に助成する事業
　・補助率１/3以内（各事業により限度額あり）

継
農業振興課
天竜農業
グループ

60 農作物被害対策支援事業

　野生鳥獣の被害を防止するための事業
　・野生動物捕獲事業
　　（有害鳥獣駆除報償金）
　・野生動物による農作物及び森林被害対策事業費補助金
　　（電気柵、ネットハウス、忌避剤等）
  ・農作物被害対策支援事業
　　（防護柵設置）

継
農業振興課
天竜農業
グループ

61
浜松のお茶消費拡大推進事
業

 浜松産の粉末茶（天竜茶・春野の茶・浜松茶）の認知度向上
と需要喚起により、浜松のお茶の消費拡大を通じた生産振
興事業

新
農業振興課
天竜農業
グループ

林業振興費

62 治山事業

　山地災害防止を目的とした治山施設を整備するとともに、
森林機能強化の支援を行う事業
　・県単独事業（2箇所）
　・市単独事業
　・山地災害予防対策事業（補助金）

継
林業振興課天
竜森林事務所

63 カモシカ被害対策事業
　人と野生動物の共生を図るため、県が定めた特定鳥獣保
護管理計画に基づき、カモシカの適正な保護管理を行う。 継

林業振興課天
竜森林事務所

64 森林整備･林業振興事業

　持続可能な森林経営の実現と森林の有する多面的な機能
の維持管理増進を図るため、造林、保育及び間伐等の森林
整備への支援
　・森林環境保全直接支援事業費補助金
　・合板・製材生産性強化対策事業費補助金
　・浜松型林齢平準化促進事業

継
林業振興課天
竜森林事務所

65
天竜材の家百年住居る
助成事業

　天竜材を一定量使用した住宅を建築する場合、材料費の
一部を支援。 継

林業振興課天
竜森林事務所

66 林道等整備事業

　森林の持つ公益機能の維持・増進を図るため、開設・改良
等を進める
　・公共林道整備事業　6路線（開設）1路線（改良・舗装）
　・県単独林道整備事業　19路線（改良）1路線（舗装）
　・市単独林道整備事業　2路線（舗装）
　・林道維持修繕事業　203路線

継
林業振興課天
竜森林事務所

67 低コスト林業推進事業
  木材生産の低コスト化を図るため、林業事業体等が行う林
内道路網整備及び架線設置・撤去作業の経費支援 継

林業振興課天
竜森林事務所

68 林業機械・施設整備事業

　木材生産の低コスト化に資する高性能林業機械等の導入
に対する支援　（プレカット加工施設1基　大径木搬送装置1
台　ラジコン式自走搬器1台、ダンプトラック1台）

継
林業振興課天
竜森林事務所

69
オリンピック・パラリンピックレ
ガシー創造事業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の施設に使用
された天竜材（FSC認証材）の普及啓発による販路拡大事業 新

林業振興課天
竜森林事務所

70
天竜材人材育成・担い手確
保事業

林業従事者の技術力向上や担い手確保の活動に対する支
援 新

林業振興課天
竜森林事務所

71 スマート林業推進事業
林道情報（台帳及び路線状況等）をデジタル化することによ
り、林道災害の早期復旧を目的とした事業 新

林業振興課天
竜森林事務所
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継続

区役所
担当課

道路費

72
三遠南信自動車道関連整備
事業

　三遠南信自動車現道改良区間である国道152号の整備を
進める事業
（国補助金）
　・国道152号（池島-大原）道路改良（第1工区、第2工区）
　・国道152号（池島-大原）（仮称）1・2号橋仮橋
　・国道152号（池島-大原）（仮称）7号橋（A1）下部工
　・国道152号（池島-大原）（仮称）8号橋上下部工
　・国道152号（池島-大原）（仮称）10号橋（A2）下部工
　・国道152号（池島-大原）（仮称）11号橋護岸工　ほか

継
天竜土木整
備事務所

73 国県道整備事業

　国県道の整備を進める事業
（国交付金）
　・国道152号（浜北-天竜BP）
　・国道152号（水窪-佐久間）
　・国道473号（川合-大井）　ほか
（市単独）
　・国道362号（大沢） ※Ｒ3設計
　・県道白倉西川線（谷野）　ほか

継
天竜土木整
備事務所

74 道路防災事業

　道路防災点検における要対策箇所のほか、斜面や擁壁な
ど危険箇所の防災対策を進める事業
（国交付金、国補助金）
　・道路防災点検
　・国道152号（地頭方‐大井、池島-長尾）
　・国道362号（小石間-川上） ※Ｒ3設計　ほか
（市単独）
　・主要地方道天竜東栄線（平田）
　・市道佐久間下平峯線　ほか

継
天竜土木整
備事務所

75
原田橋関連事業
（道路維持修繕事業）

　国道473号原田橋を含む関連道路の整備を進める事業
（国補助金）
　・国道473号原田橋左岸桟道橋
　・国道473号原田橋左岸道路改良
　・国道473号外1線道路改良　ほか

継
天竜土木整
備事務所

76 道路維持修繕事業

　道路の修繕・長寿命化（耐震補強含む）を進める事業
（国補助金）
　・橋梁定期点検、トンネル定期点検
　・橋梁修繕　国道473号（殿島橋、大井橋） ※Ｒ3設計
　・橋梁修繕　県道中部天竜停車場線（中部大橋）
　・橋梁修繕　県道両島二俣線（塩見渡橋）　ほか
　・トンネル修繕　国道473号（佐久間隧道）
　・トンネル修繕　県道水窪森線（小石間隧道）　ほか
（市単独）
　・トンネル非常用電話更新
　・舗装修繕　市道天竜白野笹敷線　ほか

継
天竜土木整
備事務所

77 道路維持修繕事業

　道路の維持管理を行う事業
（市単独）
　・小破修繕業務（倒木、落石の除去など軽微な維持修繕）
　・道路除草業務（定期的な除草）
　・舗装補修業務（小規模な舗装補修）
　・雪氷対策業務　ほか

継
天竜土木整
備事務所
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項
目

事　業　名 事業内容
新規
継続

区役所
担当課

土地政策費

78
歴史的風致維持向上計画策
定事業

本市における歴史的建造物やその周辺市街地・伝統行事・
祭礼などが一体となり歴史的風致の維持向上を図るため「歴
史的風致維持向上計画」を策定する。
　・重点区域　国指定文化財が所在する「天竜二俣地区」外
３地区
　・スケジュール
　　令和3年6月　　  附属機関へ意見聴取
　　　　〃　　8月～　 パブリックコメント実施
　　令和4年1月　　　 国への計画認定申請
　　　　〃　　3月　　　 認定予定

継
まちづくり推
進課

下水道関係費

79
下水道事業

　各地域の下水道施設を管理運営する事業
　次の事業を実施
　・各処理区内の管きょ等維持修繕工事
　・気田、浦川、佐久間、城西浄化センターの運転管理
　・各処理区内の新規取付管設置工事

継 上下水道課

農業集落排水関係費

80 農業集落排水事業

　各地域の農業集落排水施設を管理運営する事業
　次の事業を実施
　・両島、落合・石神、上市場処理場の運転管理
　・各排水施設の維持修繕工事

継 上下水道課

水道関係費

81 上水道事業

　整備事業（新清掃関連）
　・長石、小堀谷地内配水管布設工事
　改良事業(配水管改良)
　・横町本町幹線配水管改良工事ほか
　・春野町気田地内配水管改良工事ほか
　・佐久間町山香地内配水管改良工事
　管路耐震化事業
  ・水窪町神原導水管耐震化工事
　施設改良事業
　・横山町外９地区遠方監視装置整備工事ほか
　施設耐震化事業
　・水窪町稲荷配水池耐震化工事

継 上下水道課

82 飲料水供給施設等整備事業

　安全で安定した飲料水が確保できるよう、維持管理の支援
と必要な改修工事を実施する
　・飲料水供給施設維持管理支援事業
　 　  水質検査及び維持管理委託費への助成
　・飲料水供給施設修繕工事
　 　  中村寺尾南（龍山）飲料水供給施設修繕工事ほか
　・飲料水供給施設整備工事
　　　 相津（天竜）飲料水供給施設改良整備工事 ほか

継 上下水道課

83 生活用水応援事業

　生活用水の確保を支援する事業
　・水の宅配事業
　・施設改修助成事業
　・水質検査及び施設点検等の維持管理助成事業

継 上下水道課
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