
 令和３年度（９月） 第５回浜北区協議会 次第

日時：令和３年９月２２日（水）午後 1時 30 分から

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階）

１ 開 会

２ 議 事 

（1）諮問事項 

       令和４年度浜北区役所費予算要求の概要について  【資料 1】※当日配布

(2) 協議事項 

ア 第３次浜松市子供読書活動推進計画（案）のパブリック・コメント実施に

ついて                 【資料 2】  

イ 第 11 次浜松市交通安全計画（案）のパブリック・コメントの実施について

【資料 3】 

（3）報告事項 

協働センターを核とした地域課題解決事業について（1 件） 【資料 4】  

３ その他

（1）その他

（2）次回開催日程について 

４ 閉 会



資料1



 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４年度区役所費予算要求の概要 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

令和４年度浜松市予算の編成に関して、浜北区区役所費の

予算要求を行う。

各政策・事業の選択と集中を徹底し、限られた財源を最大

限有効に活用することで、中期財政計画に基づく持続可能な

財政運営を確保しつつ、DX（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）、デュアルモード社会への対応を始めとした必要な諸施

策を積極的に推進していく。

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

令和４年度浜北区区役所費の予算要求の概要について 

諮問するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申 令和３年１０月 

担当課 浜北区振興課 担当者 大林 克彦 電話 585-1141 

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。



浜北区役所
（単位：千円）

4年度
当初予算要求額

(単位：千円)
※

3年度
当初予算額
(単位：千円)

増減
4年度当初予算要求の
主な増減内容等

浜北区役所費 374,791 229,430 145,361

区管理運営事業 234,806 97,031 137,775
【庁舎維持管理事業】
前年比　132,978千円増
・なゆた浜北修繕負担金

協働センター管理運営事業 39,860 37,909 1,951
・光熱水費
・委託料

収入印紙売りさばき事業 12,917 13,186 △ 269

区協議会運営事業 134 134 0

行政連絡文書配布事業 39,545 38,294 1,251 見込世帯数の増

自治会振興事業 20,304 16,690 3,614
【自治会集会所整備費助成事業】
R4 新築1件、改修0件
R3 新築0件、改修1件

地域力向上事業 12,611 12,835 △ 224

3,000 3,000 0

8,941 9,132 △ 191

670 703 △ 33

遠州はまきた飛竜まつり開催事業 10,614 9,351 1,263

浜北万葉まつり開催事業 4,000 4,000 0

※令和4年度当初予算要求額は令和3年9月22日現在の額であり、変更になる場合があります。

浜名、北浜南部、中瀬、麁玉協働センター
及び浜名協働センター付設体育館の維持管
理に要する経費

令和4年度　浜北区役所費　予算要求の概要

費用項目 事業の内容

庁舎、公用車の維持管理等に要する経費

※職員の人件費等は除く。

浜北区役所での登記関係証明用収入印紙の
売りさばきに要する経費

行政連絡文書の配布等を浜北区自治会連合
会に委託する経費等

区協議会の開催等に要する経費

市民提案による住みよい地域づくり助成
事業（補助金）

住みよい地域を実現するため、団体の提案
に基づき、団体が主体的に取り組む事業に
対し助成する事業

自治会集会所整備助成、防犯灯設置維持管
理助成

区民活動・文化振興事業

区課題解決事業

万葉まつり及び関連イベントを開催するた
めの経費

地域の活性化や文化振興のため、市民協働
により実施する事業

遠州はまきた飛竜まつりの警備、会場設営
等に対する負担金

区内の課題を解決するため、市民協働によ
り実施する事業



浜北区役所
（単位：千円）

4年度
当初予算要求額

(単位:千円)
※

3年度
当初予算額
(単位：千円)

増減 事業の内容
4年度当初予算要求の

主な増減内容等

地域力向上事業 12,611 12,835 △ 224

3,000 3,000 0

区民活動・文化振興事業 8,941 9,132 △ 191

1,536 1,536 0
市民の生涯学習・芸術文化活動成果の発表と鑑
賞のため、絵画などの作品展示、舞踊などの舞
台発表等を実施する。

4,500 4,500 0
地域の商業、工業、農業などの企業・団体等の
出展を行う。併せて集客イベントを開催する。

1,282 1,282 0

エルネットファミリー 491 491 0
小学生を対象に、科学的学習、風習や伝統的な
行事の体験、工場見学など、偏りのない幅広い
体験学習を実施する。

青少年活動推進 367 367 0
青少年指導者養成講座の実施、広報誌「青少年
の窓」の発行、他の青少年活動への支援・協力
を行う。

星を見るつどい 99 99 0
星座の紹介、星空ミニコンサート、望遠鏡の使
い方などの学習を行う。

浜松市浜北青少年リーダー
養成講習会

325 325 0

中学生や高校生を対象に青少年健全育成活動指
導者をサポートするサブリーダーを養成するた
めの講座を連続的に開催する。
(28年度から「小中学生体験学習」事業も含む)

市民提案による住みよい地域づく
り助成事業（補助金）

浜北区市民文化祭開催事業

令和４年度　地域力向上事業・区大事業について

浜北産業祭開催事業（負担
金）

浜北青少年健全育成事業

事業名
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1,623 1,814 △ 191

浜北植木まつり支援事業
（負担金）

545 545 0
植木、園芸関係資材及び農畜産物の展示・即売
会や催し物を開催する。

はまきたグリーンフェスタ
開催事業

800 1,000 △ 200
植木や花苗オークション、押し花教室、木工教
室、コンサート、緑の募金、子供縁日などを開
催する。

事業内容の見直し

みどりを守り育てる運動 278 269 9
町内会等が実施する公園や遊園地などの緑地管
理（除草、施肥等）に対する報償金（15円/㎡以
内）を交付する。

郵便料の増

区課題解決事業 670 703 △ 33

70 103 △ 33
健康意識の啓発を図るため、市のイベント会場
(浜北区内)で健康づくりの普及啓発事業を実施
する。

消耗品費の減

600 600 0
協働センター単位などの区よりも小さな単位で
の地域課題解決を図るための事業を実施する。

市民協働・地域政策課から
の組替予定

10,614 9,351 1,263
浜北凧揚げ、飛竜火まつり等各種イベントを開
催する。

雑踏警備（人件費）

4,000 4,000 0
「こどもまんようまつり」「万葉まつり」「万
葉コンサート」「椿まつり」を開催する。

※令和4年度当初予算要求額は令和3年9月22日現在の額であり、変更になる場合があります。

協働センターを核とした地域
課題解決事業

浜北万葉まつり開催事業

みどりのまち推進事業

健康づくり事業

遠州はまきた飛竜まつり開催事業
（負担金）
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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 
第３次浜松市子供読書活動推進計画（案）の 

パブリック・コメント実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇趣旨 
・市民の子供の読書活動についての関心と理解を深め、家庭・

地域・図書館・学校等の連携による取組をいっそう推進す

るための指針として策定するもの。 

〇背景 

・子供を取り巻く環境が大きく変化する中、読書は子供たち

の豊かな心を育み、生きる力を高める活動として価値が再

認識され、さらなる推進が求められている。 

〇経緯 

・平成 13年「子どもの読書活動の推進に関する法律」施行 

・平成 14 年 国が「子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画」策定 

・平成 19年「浜松市子ども読書活動推進計画」策定 

・平成 24年「第２次浜松市子ども読書活動推進計画」策定

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

第３次浜松市子供読書活動推進計画（案）のパブリック・
コメント実施について概要を説明するとともに、内容につい
て協議するもの。 

〇第３次浜松市子供読書活動推進計画（案）の構成（案） 
第１章 基本的な考え方 
第２章 子供の読書活動をめぐる動き 
第３章 第２次推進計画期間における 

子供の読書活動の現状と課題 
 第４章 浜松市の子供の読書活動の推進方策 

〇推進計画（案）のポイント 
・発達段階に応じた取組の充実（第３章） 
・「目指す子供像」の実現に向けた、家庭・地域・図書館・学

校等の連携（第４章） 
・一人一人の読書環境を支える取組の充実（第４章の４） 

〇計画の期間 
・令和４年度から令和 13 年度（10 年間）※中間年に見直し予定

備 考 
（答申・協議結果を得た

い時期、今後の予定など）

パブリック・コメント実施（案の公表、意見募集） 

            令和３年９月 15 日～10 月 15 日 

市の考え方公表時期   令和４年１月予定 

実施時期または施行時期 令和４年４月予定 

担当課 中央図書館 担当者 松原 祐記子 電話 456-0234 

資料2 











 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 
 第 11 次浜松市交通安全計画（案）のパブリック・コメントの実施に 

ついて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○計画策定の背景・経緯 

・本計画は、浜松市域における交通安全に関する長期的な施策

を総合的かつ計画的に推進するための施策の大綱として策

定。 

・交通安全対策基本法第 26 条第 1 項の規定及び国・県の計画

を踏まえ、昭和 46 年から 5ヶ年ごとに策定している。 

○第 10 次計画の目標及び令和 2年の実績 

・第 10 次浜松市交通安全計画（平成 28年度から令和 2年度）

の計画期間においては、市民や事業者、関係団体等が事故防

止に取り組んだ結果、最終年の令和２年には人身交通事故件

数が 5,570 件、死者数が 17 人となり、それぞれ、目標であ

る 6,000 件以下、17 人以下を達成した。 

・依然として悲惨な死亡事故や多くの交通事故が発生している

ことから、さらなる交通事故防止対策が必要である。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

第 11 次浜松市交通安全計画（案）のパブリック・コメン

ト実施について概要を説明するとともに、内容について協議

するもの。 

○第 11 次浜松市交通安全計画（案） ※別添資料参照 

市内の人身交通事故の推移 

現状と課題 

基本理念 

基本方針 

重点施策 

推進体制 

計画期間・目標 

用語集 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

パブリック・コメント実施（案の公表、意見募集） 

令和 3 年 9 月 15 日～10 月 15 日

市の考え方の公表時期   令和 3年 12 月 

施行時期        令和 4年 1月 

担当課 道路企画課 担当者 阿部 一樹 電話 457-2232 

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。

資料3 







https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

 kotsuanzen@city.hamamatsu.shizuoka.jp 











 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  協働センターを核とした地域課題解決事業について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

「協働センターを核とした地域課題解決事業」について 

これまで寺島地域の歴史を地域の人々に理解してもらうた

めの活動があったが、関心が少数の人数にとどまっている。

そこで、子どもから高齢者までを対象に講話や展示などに

より寺島の歴史ついて知る場や資料作り、自裁に現地を巡

っての見学会などを行い郷土の歴史への関心や郷土を愛す

る気持ちを高める。また、それにより、将来の寺島の地域

づくりに参加する人材を育成する。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

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 浜北区・まちづくり推進課 担当者 高井 伸浩 電話 ５８５－１１５１ 

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。

資料4 



協働センターを核とした地域課題解決事業について

浜北区・まちづくり推進課

１ 事業名  寺島地区の歴史学びを基にした郷土愛の育成 

２ 目的   

郷土の歴史への関心や郷土を愛する気持ちを高め、将来の地域づく

りに参加する人材を育成することを目的に子どもから高齢者までを

対象に、寺島地域の歴史を講話や展示などにより知る場や資料作り、

実際に現地を巡って見学する活動を行う。

３ 事業内容   

  (1) シニアクラブや小学生への歴史講話 

(2) 寺島地区の歴史めぐり 

（3） 寺島の歴史の回覧資料のまとめ、製本及び配布 

  (4)  寺島の歴史に関する写真・解説のパネル展示 

４ 事業効果 

   歴史に関心ある人だけでなく、これまで特に関心が無かった住民

も、講話や展示の見学、歴史めぐりの機会を通じて、郷土の歴史に

関する様々なことを知ったり感じたりすることができる。それによ

り郷土を大切に思う気持ちと共に、将来、地域のための活動に参加

しようとする気持ちを高めることができる。 


