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第８章 本計画の作成経過

本計画は、令和元年度（2019年度）から令和２年度（2020年度）にわたり作成作業を進めた。そ

の経過は以下のとおりである。

１ 庁内検討会

 本計画の作成にあたり、本市関連部署からの意見集約を目的にした庁内検討会を組織し、検討会

議を実施した。

２ 策定検討会

 浜松市文化財保存活用地域計画策定検討会は令和２年度に組織し、３回にわたる検討会議を実施

した。

表８-３ 浜松市文化財保存活用地域計画策定検討会委員名簿  

氏名 専門 所属 役職等 

柴田 宏祐 民俗文化財／社会教育 浜松市無形民俗文化財保護団体連絡会 会長 

上野 由紀夫 学校教育 浜松学院中学校 校長 

前田 忍 観光 （公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 理事 

杉山 岳弘 情報 静岡大学情報学部 教授 

新妻 淳子 建築 静岡文化芸術大学デザイン学部 准教授 

齋藤 新 地域史 浜松市博物館  

菊池 吉修 文化財行政 静岡県スポーツ・文化観光部文化局文化財課 班長 

表８-４ 浜松市文化財保存活用地域計画策定検討会一覧  

会議名 日程 主な議題 

第１回検討会議 令和２年７月 16 日 地域計画策定の経緯、計画案の内容検討 

第２回検討会議 令和３年２月 19 日 パブリック・コメント後の計画修正について 

第３回検討会議 令和３年７月２日 計画最終案、国認定申請について 

表８-１ 庁内検討会議委員名簿  

委 員 

市民部 市民協働・地域政策課長 都市整備部 緑政課長 南区 区民生活課長 

市民部 文化財課長 都市整備部 公園課長 北区 まちづくり推進課長 

環境部 環境政策課長 中区 まちづくり推進課長  浜北区 まちづくり推進課長 

産業部 観光・シティプロモーション課長 東区 区民生活課長 天竜区 まちづくり推進課長 

都市整備部 土地政策課長 西区 まちづくり推進課長 学校教育部 教育総務課長  

表８-２ 庁内検討会議一覧  

会議名 日程 主な議題 

第１回検討会議 令和２年６月 19 日 地域計画の概要 

第２回検討会議 令和２年９月 24 日 地域計画の内容について 

第３回検討会議 令和３年２月 12 日 パブリック・コメント後の計画修正について 
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３ 文化財保護審議会

本計画の作成にあたり、浜松市文化財保護審議会において内容検討を進めた。

４ 区協議会

 地域からの意見を集めるため、本市における７区の協議会（区協議会）において、本計画の作成

に関する報告、協議を行った。

表８-７ 区協議会  

協議会名 日程 主な議題 

南区協議会 令和２年６月 19 日 地域計画の策定について（中間報告） 

中区協議会 令和２年６月 24 日 地域計画の策定について（中間報告） 

西区協議会 令和２年６月 24 日 地域計画の策定について（中間報告） 

北区協議会 令和２年６月 25 日 地域計画の策定について（中間報告） 

浜北区協議会 令和２年６月 25 日 地域計画の策定について（中間報告） 

東区協議会 令和２年６月 26 日 地域計画の策定について（中間報告） 

天竜区協議会 令和２年６月 26 日 地域計画の策定について（中間報告） 

東区協議会 令和２年 12 月 22 日 計画案（パブリック・コメント案）の提示 

中区協議会 令和２年 12 月 23 日 計画案（パブリック・コメント案）の提示 

西区協議会 令和２年 12 月 23 日 計画案（パブリック・コメント案）の提示 

南区協議会 令和２年 12 月 23 日 計画案（パブリック・コメント案）の提示 

北区協議会 令和２年 12 月 23 日 計画案（パブリック・コメント案）の提示 

浜北区協議会 令和２年 12 月 24 日 計画案（パブリック・コメント案）の提示 

天竜区協議会 令和２年 12 月 24 日 計画案（パブリック・コメント案）の提示 

表８-５ 浜松市文化財保護審議会名簿 

氏名 専門 所属 役職等 

笹原 恵 社会学 静岡大学情報学部 教授（副学長）

西田 かほる 歴史学 静岡文化芸術大学文化政策学部 教授 

小木 香 地域史 元春野町史執筆委員  

片桐 弥生 美術史 静岡文化芸術大学文化政策学部 教授 

篠原 和大 考古学 静岡大学人文社会科学部 教授 

中谷 悟 建築学 静岡県文化財建造物監理士  

中山 正典 民俗学 静岡県立農林環境専門職大学 准教授 

藤下 章男 植物 樹木医  

表８-６ 文化財保護審議会一覧 

会議名 日程 主な議題 

第１回審議会 令和２年８月６日 地域計画の内容について 

第２回審議会 令和２年 12 月 21 日 地域計画のパブリック・コメントの実施について 

第３回審議会 令和３年２月 18 日 パブリック・コメントに関する市の考え方について
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５ パブリック・コメント

本計画の作成にあたり、パブリック・コメントを実施した。 

６ 事務局

本計画の作成は、浜松市市民部文化財課が行った。

表８-９ 浜松市市民部文化財課名簿 

氏 名 役 職 名 

太田 好治 
文化財課長（平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

文化財課 専門監（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

鈴木 一有 
文化財課長補佐（平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

文化財課長（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

小松 弓美 文化財課長補佐（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

佐藤 公宏 文化財課 保護活用グループ長（平成 31 年～令和２年３月 31 日） 

小林 剛 文化財課 保護活用グループ長（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

鈴木 京太郎 文化財課 埋蔵文化財グループ長（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

岡 久美子 文化財課 保護活用グループ副主幹（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

井口 智博 
文化財課 埋蔵文化財グループ副主幹（平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

文化財課 保護活用グループ副主幹（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

牧野 哲 
文化財課 保護活用グループ主任（平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

文化財課 保護活用グループ副主幹（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

和田 達也 
文化財課 埋蔵文化財グループ主任（平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

文化財課 保護活用グループ主任（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

川西 啓喜 文化財課 埋蔵文化財グループ主任（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

吉原 美潮 文化財課 保護活用グループ（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

原 伸明 
文化財課 保護活用グループ（平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

文化財課 埋蔵文化財グループ（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

久米 章史 文化財課博物館長（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

久野 正博 文化財課博物館専門監（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

河西 博昭 文化財課博物館 博物館運営グループ長（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

佐野 聖子 文化財課博物館 学芸グループ長（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

伊藤 健典 文化財課博物館 博物館運営グループ主任（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

橋本 充悠 文化財課博物館 学芸グループ主任（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

鈴木 奈々 文化財課博物館 学芸グループ主任（平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

鈴木 俊二 文化財課博物館 学芸グループ（指導主事、平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

佐野 尚也 文化財課博物館 学芸グループ（指導主事、平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

前田 武稔 文化財課博物館 学芸グループ（指導主事、令和２年４月１日～令和３年３月 31 日） 

※文化財課 保護活用グループは令和 3 年 4 月 1 日より文化財保護グループに改称 

表８-８ パブリック・コメント制度に基づく意見募集結果の概要

案の公表及び意見募集期間 令和２年 12 月 17 日（木）～令和３年１月 20 日（水） 

案の公表先 

広報はままつ 12 月号・市ホームページ（パブリック・コメント）に掲載 

文化財課、市政情報室、区役所、協働センター、市民協働センター、中央図書館、 

パブコメＰＲコーナー（市役所本館１階ロビー）において配布 

意見提出者数 30 人 

提出方法 持参（１）郵便（０）電子メール（９）ＦＡＸ（１）説明会等（19） 

意見数（内訳） 137 件（提案 40 件、要望 68 件、質問 29 件） 

案に対する反映度 案の修正 32 件、盛り込み済 51 件、今後の参考 25 件、その他 29 件 
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表８-10 地域の文化財に関する問い合わせ先一覧 

区 分 組織名 電話番号 

本 庁 

 市民部文化財課 ４５７－２４６６ 

  浜松市地域遺産センター ５４２－３６６０ 

博物館 浜松市博物館 ４５６－２２０８ 

区 組織名 電話番号 

中 区 中区まちづくり推進課 ４５７－２７７９ 

東 区 東区区民生活課 ４２４－０１６４ 

西 区 

西区まちづくり推進課 ５９７－１１１７ 

舞阪協働センター ５９２－２１１１ 

南 区 南区区民生活課 ４２５－１３８２ 

北 区 

北区まちづくり推進課 ５２３－１１１４ 

引佐協働センター ５４２－１１１２ 

三ヶ日協働センター ５２４－１５１２ 

浜北区 浜北区まちづくり推進課 ５８６－６２０１ 

天竜区 

天竜区まちづくり推進課 ９２２－００８６ 

春野文化センター（協働センター） ９８９－０２００ 

佐久間協働センター ９６６－０００６ 

水窪文化会館（協働センター） ９８２－００１３ 

龍山森林文化会館（協働センター） ９６８－０３３１ 
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