
 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 
 区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子に 

ついて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇背景及び経緯 

 区再編については、令和 2年 9月に市議会において区再編

は必要との結論に至り、市議会特別委員会（以下、特別委員

会）において、具体的な再編案に関する協議が進められた。

協議の進捗に応じ、各区協議会、各区自治会連合会におい

て、以下のとおり協議の主な経緯について説明を行った。 

 ・令和 2年 10 月～11 月 

 ・令和 3年 4月 

 ・令和 3年 9～10 月 

 ・令和 4年 1月～2月 

いただいたご意見を踏まえ、令和 4年 5月の特別委員会に

おいて、区再編（案）が決定した。 

 区再編（案）決定を受け、行政区画等審議会に区再編にお

ける区域と区の名称について諮問し、中区・東区・西区・南

区・北区（三方原地区）、北区（三方原地区以外）・浜北区、

天竜区の 3区への再編及び区の名称を中央区・浜名区・天竜

区とする答申がなされている。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

〇区再編時の組織（案）について 

 1 市民サービス・組織 

 2 施行日 

〇区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子（案）に

ついて 

 1 区の設置 

 2 区協議会の設置 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申を得たい時期：令和 4年 12 月末日 

（令和 5年 2月に区設置等条例議決を予定） 

担当課 
区再編推進 

事業本部 
担当者 川西 亜紀子 電話 457-2123 





















































































区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子（案）について 



hakusi



１ 区の設置 

（１）区の設置、名称及び区域

区再編により、地方自治法の規定に基づき、市の区域を３つに分けて区を設ける。区の名称

及び区域は、次のとおりとする。 

区の名称 区   域 

中央区 中区、東区、西区、南区、北区（三方原地区※） 

浜名区 北区（三方原地区※以外）、浜北区 

天竜区 天竜区 

   ※初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町 

（２）事務所の名称及び位置 

   区の事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名  称 位  置 所管区域 

中央区役所 浜松市中央区元城町１０３番地の２ 中央区の区域 

浜名区役所 浜松市浜名区貴布祢３０００番地 浜名区の区域 

天竜区役所 浜松市天竜区二俣町二俣４８１番地 天竜区の区域 

（３）区役所の事務分掌 

   区役所が分掌する事務は、次のとおりとする。 

   ①まちづくりに関する事項 

   ②区民に身近な行政サービスに関する事項 
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２ 区協議会の設置 

（１）区協議会等に関する主な規定事項一覧 

規定事項 

① 区協議会 

№1 区協議会の設置 

№2 区協議会の名称、委員定数 

№3 区協議会の構成等 

№4 区協議会委員の選任 

№5 区協議会委員の任期 

№6 区協議会の責務 

№7 市及び市長等の責務 

№8 区協議会の庶務 

② 代表会 

№1 代表会の名称、委員定数 

№2 代表会委員の構成 

№3 代表会の会長及び副会長 

№4 代表会の会長及び副会長の選任、解任 

№5 代表会の権限等 

№6 代表会の会議 

③ 地域分科会 

№1 地域分科会の名称、委員定数 

№2 地域分科会委員の構成 

№3 地域分科会の会長及び副会長 

№4 地域分科会の会長及び副会長の選任、解任 

№5 地域分科会の権限等 

№6 地域分科会の会議 

④ 地区コミュニティ協議会 

№1 地区コミュニティ協議会の設置 
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（２）主な規定事項 

① 区協議会 

№1 規定事項 区協議会の設置 

内容 設置の法的根拠 

当局案 地方自治法第 252 条の 20 第 7 項の規定に基づく区地域協議会として、区

ごとに区協議会を置く。 

№2 規定事項 区協議会の名称、委員定数 

内容 - 

当局案 ・中央区協議会  80 人 

・浜名区協議会  40 人 

・天竜区協議会   20 人 

№3 規定事項 区協議会の構成等 

内容 構成、役割 

当局案 ・区協議会は、代表会と地域分科会で構成する 

・天竜区協議会は、代表会と地域分科会を一体で運営し、その運営は地域

分科会の規定を準用する 

・代表会は、区協議会の運営に関する事項について調整し、地域づくりに

関する事項について協議する 

・地域分科会は、地域づくりに関する事項について協議する 

№4 規定事項 区協議会委員の選任 

内容 区域内に居住するもの 

当局案 ・区協議会委員は、各区域内に住所を有する者のうちから市長が選任 

・区協議会委員の選任にあたっては、地域バランスに配慮する 

№5 規定事項 区協議会委員の任期 

内容 年数、再任 

当局案 ・任期は 3年（補欠の任期は前任者の残任期間） 

・再任は可能（1回限り） 

№6 規定事項 区協議会の責務 

内容 - 

当局案 区内の住民及び諸団体等の多様な意見の調整を行い、地域における市民協

働活動の要となるよう努める。 
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№7 規定事項 市及び市長等の責務 

内容 - 

当局案 ・区協議会の運営について必要と認める予算上の措置を講じる 

・区協議会の意見を受け止め、必要があると認めるときは、適切な措置を

講じなければならない 

・市政に関する事項について、情報の提供に努めなければならない 

№8 規定事項 区協議会の庶務 

内容 事務局 

当局案 区協議会の庶務は、当該区の区役所及び行政センターにおいて行う 
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② 代表会 

№1 規定事項 代表会の名称、委員定数 

内容 - 

当局案 ・中央区協議会 代表会 8 人 

・浜名区協議会 代表会 8 人 

№2 規定事項 代表会委員の構成 

内容 - 

当局案 代表会委員は地域分科会委員の代表で構成する。 

№3 規定事項 代表会の会長及び副会長 

内容 人数、任期 

当局案 ・代表会に会長 1人、副会長 1人を置く 

・代表会の会長・副会長は、区協議会の会長・副会長を兼ねる 

・任期は区協議会委員の任期による 

№4 規定事項 代表会の会長及び副会長の選任、解任 

内容 選任方法、解任 

当局案 ・代表会委員の互選 

・心身の故障のため職務を行うことができないときなど、解任すること

ができる 

№5 規定事項 代表会の権限等 

内容 権限、責務 

※市発意の諮問などに対する権限・責務（基本構成（図）2-①～④） 

当局案 １ 代表会の権限 

・区協議会の諮問等に対し、地域住民の意見を反映し、これを処理させる

ため、地域分科会へ、審議を付託することができる（基本構成（図）2-

②） 

・市長その他の市の機関により諮問されたものについて、審議し、市長そ

の他の市の機関に意見を述べることができる（基本構成（図）2-③） 

２ 代表会の責務 

・地域分科会の意見をとりまとめ市へ提出する（基本構成 2-③） 

・市の回答を地域分科会へ提供する（基本構成 2-④） 

３ 市の責務 

・区協議会の意見に対し、市は回答を報告しなければならない（基本構成

（図）2-④） 

・市の施策に関する重要事項であって、区の区域に係るものを決定し、又

は変更しようとする場合は、区協議会へ諮問しなければならない（基本
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構成（図）2-①） 

（１）諮問事項 

  ・区役所が所掌する事務に関する事項 

  ・市が行う当該区域に係る事務に関する事項 

・市の事務処理に当たっての当該区域内に住所を有する者との連携 

の強化に関する事項 

№6 規定事項 代表会の会議 

内容 会議の運営（招集請求など） 

当局案 代表会の会長が招集し、議長となる 
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③ 地域分科会 

№1 規定事項 地域分科会の名称、委員定数 

内容 - 

当局案 ・中央区協議会 中地域分科会  20 人 

東地域分科会  20 人 

西地域分科会  20 人 

南地域分科会  20 人 

・浜名区協議会 北地域分科会  20 人 

浜北地域分科会 20 人 

№2 規定事項 地域分科会委員の構成 

内容 - 

当局案 地域分科会の委員は、区協議会委員のうち、指定された地域内（旧区単位）

に住所を有する者で構成する。 

№3 規定事項 地域分科会の会長及び副会長 

内容 人数、任期 

当局案 ・地域分科会に会長 1人、副会長 1人を置く 

・任期は区協議会委員の任期による 

№4 規定事項 地域分科会の会長及び副会長の選任、解任 

内容 選任方法、解任 

当局案 ・地域分科会委員の互選 

・心身の故障のため職務を行うことができないときなど、解任すること

ができる 

№5 規定事項 地域分科会の権限等 

内容 権限、責務 

※住民発意の提案などに対する権限・責務（基本構成（図）1-①～④） 

※市発意の諮問などに対する権限・責務（基本構成（図）2-①、③、④）

１ 地域分科会の権限 

・地区コミュニティ協議会の提案を受け止め審議し、必要な場合は市へ意

見を述べることができる（基本構成（図）1-①～②） 

・地域づくりに関することについて協議し、必要な場合は市へ意見を述べ

ることができる（基本構成（図）1-②） 

・市長その他の市の機関により諮問されたもの及び意見を求められたもの

について、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる

（基本構成（図）2-③） 
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２ 地域分科会の責務 

・市の回答を地区コミュニティ協議会へ報告しなければならない（基本構

成（図）1-④） 

３ 市の責務 

・区協議会の意見に対し、市は回答を報告しなければならない（基本構成

（図）1-③、（図）2-④） 

・市の施策に関する重要事項であって、区の地域に係るものを決定し、又

は変更しようとする場合は、区協議会へ諮問又は意見を聴かなければな

らない（基本構成（図）2-①） 

（１）諮問事項 

  ・区役所が所掌する事務に関する事項 

  ・市が行う当該地域に係る事務に関する事項 

・市の事務処理に当たっての当該地域内に住所を有する者との連携 

の強化に関する事項 

（２）協議・報告事項 

  ・市が行う当該地域に係る事務に関する事項 

   ※計画や条例に関するパブコメ（規則以下で規定）） 

※地域力向上事業の提案、事後評価（規則以下で規定） 

№6 規定事項 地域分科会の会議 

内容 会議の運営（招集請求など） 

当局案 地域分科会の会長が招集し、議長となる 

④ 地区コミュニティ協議会 

№1 規定事項 地区コミュニティ協議会の設置 

内容 - 

当局案 ・住民は住民自治の充実のため、概ね市自治会連合会の定める地区自治会

連合会の単位で地区コミュニティ協議会を設置することができる 

・市は地区コミュニティ協議会に対し、必要と認める予算上の措置及び必

要な支援を講じることとする 

・地区コミュニティ協議会の事務局は、当該地域の協働センターに置く 

・地区コミュニティ協議会は区協議会に対して提案することができる 

・地区コミュニティ協議会の設置基準及び、会の運営等については別に定

める 
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区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子（案）について　参考資料


