
平成２６年度（１０月） 第７回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 26年 10 月 2日（木）午後 1時 30 分から 

会場：浜北区役所 北館 3 階 大会議室 

 
１ 開 会 
 

２ 議 事 

(1) 諮問事項に対する答申 

ア 浜松市浜北体育館の廃止について                  【資料 1】 

 
イ 平成２７年度浜北区役所費予算要求の概要について          【資料 2】 

 
３ その他 
 (1) 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の 

二次募集の開始について 

 

  (2) 森岡の家について 

 

 (3) その他 

 

 (4) 次回の開催予定                                           

 
４ 閉 会 



 第１０号様式  

浜 北 区 協 第   号   

平成２６年１０月  日   

  
（あて先）浜松市長 

 

浜北区協議会 

会 長  川上 正芳 印  

 

諮問事項に対する答申について 

 

平成２６年９月１９日付け浜市協第１５０号で当協議会に対して諮問のあった

ことについて、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第１１条第１項から第

３項の規定に基づき審議した結果、下記のとおり答申します。 

 

 

記 

 

１ 答申内容  別紙第１１号様式のとおり 

 

資料１



 

 

第１１号様式 
諮問事項に対する答申書 

浜北区協議会 

件 名 浜松市浜北体育館の廃止について 

諮 問 内 容 

 
浜松市浜北体育館を、条例の一部改正により平成２７年３月

３１日をもって廃止するため、区協議会に諮問を行うもの。 

答  申 

  
 諮問内容について審議の結果、適切であると認めます。なお、

本協議会において次のような意見がありましたので申し添えま

す。 

 
・地域のスポーツ振興のために、新体育館建設事業を計画どおり

進めること。 

備   考 

 

 

(案) 



 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  浜松市浜北体育館の廃止について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

背景：現浜北体育館は、昭和４３年開館以来４７年が経過し、老

朽化が著しく、耐震性も劣っていることから、利用者の安

全確保を第一に当該施設の廃止・継続を含めた抜本的な見

直しを進めてきた。 

 
経緯：合併前の旧浜北市において、浜北総合体育館を建築した際、

現浜北体育館を廃止する方針があり、合併後の再配置個別

計画においても、その方針を継承し、耐震性の低さと周辺

施設の利活用の観点から平成２５年度末をもって廃止を

決定した。しかし、区協議会をはじめ、多くの区民から代

替施設建設の強い要望が寄せられ、協議検討を重ねた結

果、現浜北体育館の廃止を１年間延長し、その場所に新体

育館を建設する方針を決定した。 

 
現状：前述の方針決定を受け、現浜北体育館は、一旦、平成

26 年度末をもって廃止すべく、条例の一部改正を行う。

なお、今後、新体育館の利用方法や料金等は供用開始ま

でに条例等で定めていく。 

 
課題：現浜北体育館の供用廃止から新体育館の供用開始までの

利用者の代替施設確保の協力と供用開始及び供用開始

後の利用方法等、市民への周知を適切に進めていく。 

 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 
 浜松市浜北体育館を、条例の一部改正により平成２７年３月

３１日をもって廃止する。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申 平成 26年 10 月 

 
今後の予定: 市議会に条例改正案提出（平成 26年 11 月） 

解体工事 平成 27 年度（工期：4.5 ヶ月） 

新築工事 平成 27～28年度（工期：12.0 ヶ月） 

担当課 
浜北区・まちづ

くり推進課 
担当者 生熊 義憲 電話 ５８５－１１１６ 

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。 



 第１０号様式   

浜 北 区 協 第   号   

平成２６年１０月  日   

  
（あて先）浜松市長 

 

浜北区協議会 

会 長  川上 正芳 印  

 

諮問事項に対する答申について 

 

平成２６年９月８日付け浜市協第１３９号で当協議会に対して諮問のあったこ

とについて、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第１１条第１項から第３

項の規定に基づき審議した結果、下記のとおり答申します。 

 

 

記 

 

１ 答申内容  別紙第１１号様式のとおり 

 

資料２ 



 

 

第１１号様式 
諮問事項に対する答申書 

浜北区協議会 

件 名  平成 27 年度浜北区役所費予算要求の概要について 

諮 問 内 容 

 
平成27年度浜北区役所費の予算要求の概要について、区協議会

に諮問するもの。 

答  申 

  
 諮問内容について審議の結果、適切であると認めます。なお、

本協議会において次のような意見がありましたので申し添えま

す。 

 
・浜北区役所のなゆた・浜北への移転にあたって、市民が不便を

来たさないよう、来客用駐車場の確保を 優先してほしい。 

 
・浜北区役所のなゆた・浜北への移転にあたって、現在のなゆた・

浜北の生涯学習施設利用者が不便を来さないよう、代替施設を

整備してほしい。 

備   考 

 

 

(案) 



 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 27年度浜北区役所費予算要求の概要について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 
― 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 
平成 27 年度浜北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 平成 26 年 10 月 

担当課 浜北区振興課 担当者 野中 敬 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）
27年度

当初予算要求額

(単位：千円)
※

26年度
当初予算額
(単位：千円)

27年度当初予算要求の
主な増減内容等

浜北区役所費 529,514 248,743

区管理運営事業 82,235 73,353
旧大平小学校倉庫化
染地台旧小学校用地草刈り

282,147 ― 来客用駐車場整備
なゆた・浜北改修設計

協働センター管理運営事業 37,016 38,428
H26臨時事業があったた
め

収入印紙売りさばき事業 10,000 10,000

区協議会運営事業 253 207

行政連絡文書配布事業 32,974 30,965 世帯増加を見込み増額

自治会振興事業 57,081 67,248
H26自治会集会所整備助成
新築2件。H27は新築がない
ため。

地域力向上事業 18,899 19,633

3,700 3,700

11,932 12,683

3,267 3,250

遠州はまきた飛竜まつり開催事業 5,000 5,000

浜北万葉まつり開催事業 3,909 3,909

※27年度当初予算要求額は平成26年9月25日現在の額であり、変更になる場合があります。

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

広報紙等の配布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

浜名、北浜南部、中瀬、麁玉協働センターの維持管理に
要する経費

平成２７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。

浜北区役所移転整備事業 浜北区役所の移転整備に要する経費



浜北区役所
（単位：千円）

27年度
当初予算要求額

(単位:千円)
※

26年度
当初予算額
(単位：千円)

事業の内容
27年度当初予算要求の

主な増減内容等

地域力向上事業 18,899 19,633

3,700 3,700

区民活動・文化振興事業 11,932 12,683

1,508 1,508
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。

149 118子ども達の発表会を開催する。（区協議会の提言を
事業化）

401 401浜北区内の歴史的・文化的な資源の掘り起こしのた
めに、文化財等を活用したイベント開催等を行う。

5,000 5,000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。

1,289 1,682

なわとび検定会 88 144 市民を対象になわとび検定を実施する。

市民ラジオ体操会 70 164 市民に呼び掛けラジオ体操会を実施する。

はまきた歩け歩け運動 327 406
浜北北部の岩水寺・浜北森林公園を通るおよそ10km
のコースを歩くスポーツイベントを開催する。

地域スポーツクラブ交流会 0 82
浜北区内のスポーツクラブの人たちを集め、スポー
ツ等で交流を図る。

自主事業化

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

ふるさと再発見事業

私の浜北発表会

平成２７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）

地域スポーツ振興事業

事業名



浜北森林公園ロードレース
※26年度は別掲

278 273健康増進と競技力向上を目指し、浜北森林公園内で
ロードレースを実施する。

はまきたスポーツ交流会 526 562
浜北区内のスポーツ少年団の子どもたちを集め、ス
ポーツ等で交流を図る。

その他運動用具購入 0 51 運動用具購入

1,184 1,184

エルネットファミリー 482 483
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 342 342
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。

小中学生体験学習 158 158
1泊2日キャンプの開催とクリスマスに合わせた作品
の製作を行う。

小学校地域ホームステイ 105 104
区内小学生を対象に、区内の一般家庭へのホームス
ティを行う。

星を見るつどい 97 97
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。

2,401 2,790

浜北植木まつり支援事業（負担
金）

545 545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

1,200 1,200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。

入学記念樹贈呈事業 206 206
浜北区内の小学校及び特別支援学校入学児童へ入学
記念樹を贈呈し、みどりのまち浜北を啓発する。

みどりを守り育てる運動 450 741
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。

一部を公園課に移管

みどりのまち推進事業

浜北青少年健全育成事業



アダプトプログラム 0 98
公園の美化活動に取り組んでいるアダプトプログラ
ム（養子縁組制度）の活動の支援として消耗品等を
配布し、また保険料の支払い等を行う。

公園愛護会へ移行

区課題解決事業 3,267 3,250

267 250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。

3,000 3,000

飛竜まつり駅前イベント 1,780 1,780
遠州はまきた飛竜まつり開催に合わせ、なゆた・浜
北駅前広場で飛竜太鼓の演奏やよさこい踊り、ミニ
凧の展示などを行う。

浜北駅前にぎわい創出イベント 1,220 1,220
なゆた・浜北駅前広場で地域活性化のイベントを開
催する。

5,000 5,000浜北凧揚げ、飛竜火まつり等各種イベントを開催す
る。

3,909 3,909「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。

※27年度当初予算要求額は平成26年9月25日現在の額であり、変更になる場合があります。

遠州はまきた飛竜まつり開催事業（負担
金）

浜北万葉まつり開催事業

浜北駅前活性化事業

健康づくり事業



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の 

二次募集の開始について 

 
１ 経緯 

  地域力向上事業は、平成 22 年度に創設された事業。市民協働の理念のもと、地

域課題の解決により地域力を向上し、住みよい地域社会を実現するため、市民提

案やアイデア等を基に実施する事業で、この事業は、「助成事業」と「区企画事

業」※で構成されスタートした。 

  助成事業については、平成２６年９月末現在で採用件数が５件、執行見込額が

７９万円（執行残２９１万円）と例年に比べ低調である。理由としては、制度上、

同じ事業への補助金の交付は３回までとなっていること、補助率の上限が 50％で

あり、２分の１は自己資金を用意しなければならないことなどが影響している。 
※「区企画事業」については、別の「区まちづくり事業」と統合・再編され「区民活動・文化振興事業」と

「区課題解決事業」になった。 

 
２ 内容 

  助成事業の二次募集を開始する。 

期間は平成 26 年 10 月 1 日(水)から平成 27 年 1 月 30 日(金)まで 

 
 
３ 参考資料 

 (1) 浜北区の過去５年間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)各区の平成 25 年度決算の比較 
 

年度 予算額 件数 決算額 執行率(％) 

平成 22 年度 4,000 千円 14 件 3,061 千円 76.5 

平成 23 年度 4,300 千円 13 件 2,885 千円 67.1 

平成 24 年度 8,100 千円 11 件 3,554 千円 43.9 

平成 25 年度 3,700 千円 8 件 2,948 千円 79.7 
平成 26 年度 
※26 年 9 月末現在 

3,700 千円 5 件  790 千円 21.4 

区名 H25 予算額 件数 H25 決算額 執行率(％) 

中区 4,400 千円 8 件 4,400 千円 100.0 

東区 3,800 千円 6 件 3,415 千円 89.9 

西区 4,000 千円 4 件 1,450 千円 36.6 

南区 3,700 千円 9 件 2,612 千円 70.6 

北区 4,400 千円 10 件 3,689 千円 83.8 

浜北区 3,700 千円 8 件 2,948 千円 79.7 

天竜区 6,000 千円 12 件 4,378 千円 73.0 
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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の概要 

 

１ 対象となる事業 

 (1) 公益性がある事業であること。 

 

 (2) 区の特性を活かした事業や課題を解決する事業であること。 

 

２ 補助対象経費 

 

対象経費 留意点 

報償費 外部講師に対する謝礼で、事業規模等に応じ、適正かつ妥

当な額とする。 

賃金 特定の技量を要する行為又は特別に役務の提供が必要と

認められる場合に、事業規模等に応じ、適正かつ妥当な人

数・時間の範囲内で実施する経費を対象とする。金額は一

人あたり時給 775 円、日給 6,200 円を標準とする。 

旅費 外部講師の交通費の実費弁償とする。 

需用費 消耗品・燃料費・電気料・ガス代・印刷製本費・修繕費 

役務費 電話料・郵便料・保険料 

委託料 事業全てを委託する場合は補助対象外とする。 

使 用 料 及

び賃貸料 

会場・資機材等の使用・借上げに要する経費 

原材料費 特定の個人・団体のみが利益を受ける資産形成につながる

ものを除く。 

※すべて直接事業実施にかかる経費とする。 

※領収書を徴することができないもの（交通費等実費弁償分は除く）

は補助対象外経費とする。 

※報償費及び賃金については、真に事業実施に必要な経費を対象と

し、補助対象経費の５０％を超えないものとする。 
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３ 補助率・補助限度額 

 (1) 補助対象経費の２分の１以下で、２００万円を限度。 

  (2) 同じ事業が２回目に採択された場合は４０％以内、３回目に採択された

場合は２５％以内と補助率は逓減する。ただし、市長が必要と認めたとき

は、５０％まで引き上げることができる。 

 (3) ４回目は対象としない。 

 

 

   

 

 

《よくある質問》  

Ｑ１ ○○会の活動を補助してほしい。  

Ａ１ 本事業の趣旨は、地域課題を解決し、住みよい地域づくりを目的とす

る事業に対して助成することであるため、団体の運営に対する経費は補

助対象外です。  

 

Ｑ２ ○○会の発表会を浜北文化センターで開催したい。補助対象になる

か？  

Ａ２ その事業が、地域課題を解決し、住みよい地域づくりにつながる事業

であるかどうかが採択基準になるので、単なる団体の発表会では対象と

なるとは言えません。  

 

Ｑ３ 講演会の講師謝礼は補助対象になるか？  

Ａ３ 講師謝礼は補助対象となりますが、補助対象経費（全額）の５０％を

超える部分は対象外です。  

 

Ｑ４ イベント運営のボランティアの弁当代は補助対象になるか？  

Ａ４ 食料費は補助対象となりません。  

 

Ｑ５ 行政内で他に同じ趣旨の補助金がある場合、この補助金は申請できる

か？  

Ａ５ 公的補助金の重複した申請はできません。  

3



浜北区

【平成23年3月31日】

■事業提案

提案・発案件数 実施件数 市執行額

14件 14件 3,061千円

■実施事業 （単位：千円）

提案者・発案者 事業区分 総事業費 市執行額

1岩水寺さくらの里
まつり

赤佐発展会 助成事業 1,175 541 

2健康・文化交流事
業

浜北みどりの会 助成事業 203 100 

3

浜北地区子ども
ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会
（地区予選、決勝
大会）事業

浜松市子ども会連
合会浜北支部

助成事業 801 400 

4 親子ｷﾗｷﾗ体験隊 Ｈａｒｍｏｎｙ 助成事業 677 338 

5
ｽﾄｯﾌﾟ！温暖化く
らしのｱｲﾃﾞｱﾌｪｱin
浜北

消費者ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡
会浜北

助成事業 123 60 

6 ＦＣＦﾊｰﾓﾆｶｺﾝｻｰﾄ
ＦＣＦ古橋ｸﾛﾏﾁｯｸ
ﾌｧﾐﾘｰ

助成事業 402 200 

7 夏休み将棋教室
日本将棋連盟浜北
支部

助成事業 181 90 

8「飛竜物語」の絵
本作成

浜北商工会青年部 助成事業 546 272 

9知的障がい者ふれ
あい交流会

浜北手をつなぐ育
成会

助成事業 214 100 

10はまきた美術作品
展開催事業

浜北文化協会 助成事業 178 88 

11 なゆた冬の音楽会 浜北西高吹奏楽部 助成事業 226 112 

12浜北音楽の里体験
練習会

浜北音楽の里実行
委員会

助成事業 402 200 

13 ﾊﾞｲｸの集いin浜北
ﾊﾞｲｸの集いin浜北
実行委員会

助成事業 906 450 

14万葉の宵を楽しむ
会

月草の会 助成事業 221 110 

平成22年度　地域力向上事業　区別実施事業一覧（浜北区）

区　分

助成事業

事　業　名

岩水寺さくらの里での荘川桜の植樹と
地元ｺﾐｭﾆﾃｨ団体による、まちおこしｲ
ﾍﾞﾝﾄの開催
４月１０日（岩水寺さくらの里）

区内の公民館で活動している高齢者を
中心とした健康体操・合唱・舞踊、詩
吟などの合同発表会の開催
３月１０日（なゆたﾎｰﾙ）

事　業　内　容

浜北区内全小学校が参加するﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰ
ﾙ大会の開催
予選大会：５月～７月
決勝大会：１１月１３日（浜北総合体
育館）

保育ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の開催と地域の子
どもを対象とした農業体験、料理教室
の開催

省資源、省ｴﾈﾙｷﾞｰ、ごみ減量、ｴｺﾗｲﾌ
の実践について考え、体験できるｲﾍﾞﾝ
ﾄの開催
１１月２８日（なゆた・浜北市民ﾌﾟﾗ
ｻﾞ）

ｸﾛﾏﾁｯｸﾊｰﾓﾆｶのｺﾝｻｰﾄ開催
９月１１日（なゆたﾎｰﾙ）

小学生を対象としたﾌﾟﾛ棋士を招いて
の将棋教室の開催
８月８日（浜北文化ｾﾝﾀｰ大会議室）

飛竜まつりのﾙｰﾂである飛竜に関する
絵本作成
作成数：１８０冊

万葉の森公園において夜間に寸劇の実
演とﾌﾙｰﾄ演奏並びに万葉食の提供
１１月６日（万葉の森公園）

「知的障がい者の消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ未然防
止と啓発」をﾃｰﾏとした講演会
２月１３日（なゆたﾎｰﾙ）

一般公募した美術作品（絵画、書、工
芸、写真等）の展示会開催
３月１２日～１３日（なゆた浜北市民
ｷﾞｬﾗﾘｰ）

なゆたﾎｰﾙとなゆた・浜北駅前広場で
の浜北西高などによるｺﾝｻｰﾄ
１２月２６日（なゆたﾎｰﾙ・駅前広
場）

著名音楽家の指導による区内の高校生
等を対象とした演奏練習会と成果発表
演奏会の開催
１月２９日（森の家 やまびこﾎｰﾙ）

ｵｰﾄﾊﾞｲの愛好家などを対象としたｲﾍﾞﾝ
ﾄ（ﾊﾞｲｸの展示、ﾄｰｸｼｮｰなど）の開催
１０月１０日（ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ浜北）
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浜北区

【平成24年3月31日現在】

■事業提案

提案・発案件数 実施件数 市執行額

13件 13件 2,885千円

■実施事業 （単位：千円）

提案者・発案者 事業区分 総事業費 市執行額

1
新規事業
ｽﾏｲﾙ学園　浜北
‘Ｓ

 浜北青年会議所 助成事業 223 110

2ＦＣＦﾊｰﾓﾆｶｺﾝｻｰﾄ
(２年目)

ＦＣＦ古橋ｸﾛﾏﾁｯｸ
ﾌｧﾐﾘｰ

助成事業 400 160

3健康・文化交流事
業(２年目)

浜北みどりの会 助成事業 200 80

4

浜北地区子ども
ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会
（地区予選、決勝
大会）事業(２年
目）

浜松市子ども会連
合会浜北支部

助成事業 800 320

5夏休み将棋教室
（２年目）

日本将棋連盟浜北
支部

助成事業 180 72

6
新規事業
宮口地域の宝物再
発見

宮口まちおこしの
会

助成事業 800 400

7
新規事業
日本と浜松を創っ
た人物の肖像画展

全日本肖像美術協
会

助成事業 1,144 572

8
省エネ・節電！く
らしのｱｲﾃﾞｱﾌｪｱin
浜北（２年目）

消費者ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡
会浜北

助成事業 120 48

9
新規事業
浜北ﾕｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ演奏
会

浜北ﾕｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 助成事業 202 100

10
新規事業
納涼まちかどｺﾝｻｰ
ﾄ

小松商店連盟 助成事業 1,079 525

11
新規事業
こども音楽ﾌｪｽﾃｨ
ﾊﾞﾙin浜北

浜松市文化振興財
団

助成事業 1,300 200

12浜北音楽の里体験
練習会(２年目）

浜北音楽の里実行
委員会

助成事業 506 200

13 なゆた冬のｺﾝｻｰﾄ
（２年目）

浜北西高吹奏楽部 助成事業 245 98

浜北西高吹奏楽部を中心とした演奏団
体がなゆたﾎｰﾙとなゆた浜北駅前広場
でｺﾝｻｰﾄを開催する。
１２月２５日（なゆたﾎｰﾙほか）

事　業　名 事　業　内　容

平成23年度　地域力向上事業　区別実施事業一覧（浜北区）

区　分

助成事業

区内の小学生を対象に「感謝の心と団
結力から夢を見つける」をﾃｰﾏに４回
の授業（講座）を開催する。
５月２９日～９月２５日（森林公園、
ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ、なゆた・浜北ほか）

ｸﾛﾏﾁｯｸﾊｰﾓﾆｶのｺﾝｻｰﾄを開催する。
１０月８日（なゆたﾎｰﾙ）

区内の公民館で活動している高齢者を
中心とした健康体操・合唱・舞踊・詩
吟などの合同発表会を開催する。
３月８日（なゆたﾎｰﾙ）

浜北区内全小学校が参加するﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰ
ﾙ大会を開催する。予選５月～７月
決勝大会１１月３日（浜北総合体育
館）

小中高生等を対象としたﾌﾟﾛ棋士を招
いての将棋教室を開催する。
８月１４日（浜北文化ｾﾝﾀｰ）

地域の歴史文化に関するｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの
作成とｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを活用したｳｫｰｷﾝｸﾞな
どのまちおこしｲﾍﾞﾝﾄを開催する。

浜松ゆかりの人物や国内で活躍した人
物の肖像画８０枚を展示する。
１１月１２日～２０日（なゆた浜北
市民ｷﾞｬﾗﾘｰ)

省ｴﾈﾙｷﾞｰー展示実演、体験ｺｰﾅｰ、不用
品交換市などの環境をﾃｰﾏとしたｲﾍﾞﾝﾄ
を開催する。
１１月２０日（なゆた浜北 市民ﾌﾟﾗ
ｻﾞ）

演奏技術の向上を目指して活動する区
内の小、中、高校生を対象とした演奏
会を開催する。
１１月５日（浜北文化ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ）

小松地区で女性JAZZﾊﾞﾝﾄﾞや地元中学
生吹奏楽部の演奏と商店連盟を中心と
した地域おこしｲﾍﾞﾝﾄを開催する。
７月３０日～３１日

小学校低学年から中学生を対象とした
「子ども音楽ｾﾐﾅｰ」の参加者と浜北区
の合唱団、市内高校吹奏楽団との合同
音楽会を開催する。
１２月１１日(浜北文化ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ）

ｶｰﾙﾔｲﾄﾗｰ氏の指導による演奏練習会と
成果発表演奏会を開催する。
１１月２６日（ｻﾝﾗｲﾌ浜北）

5



浜北区

【平成25年3月31日現在】

■事業提案

提案件数 実施件数 市執行額

11件 11件 3,554千円

■実施事業

提案者・発案者 事業区分 総事業費 市執行予定額

1 ｽﾏｲﾙ学園　浜北’
Ｓ(２年目）

 浜北青年会議所 助成事業 945 378

2岩水寺さくらの里
まつり(２年目）

赤佐発展会 助成事業 1,405 558

3新規事業
はまきた音楽祭

浜北活性化倶楽部 助成事業 1,100 450

4 ﾊﾞｲｸの集いin浜北
2012(２年目）

ﾊﾞｲｸの集いin浜北
実行委員会

助成事業 800 320

5健康・文化交流事
業（３年目）

浜北みどりの会 助成事業 207 80

6

浜北地区子どもﾄﾞｯ
ｼﾞﾎﾞｰﾙ大会（地区予
選、決勝大会）事業
（３年目）

浜松市子ども会連
合会浜北支部

助成事業 800 320

7
新規事業
夜回り先生講演会
「いのちの授業」

 浜北青年会議所 助成事業 1,126 540

8
省エネ・節電！　く
らしのｱｲﾃﾞｱﾌｪｱin浜
北（３年目）

消費者ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡
会浜北

助成事業 120 48

9
新規事業
浜北区観光文化Ｐ
Ｒ事業

NPO法人
三遠南信ｱﾐ

助成事業 989 360

10
浜北音楽の里体験
練習会の実施（３
年目）

浜北音楽の里実行
委員会

助成事業 503 200

11新規事業
森林公園ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ

ふれあい浜北 助成事業 600 300

事　業　名 事　業　内　容

平成24年度　地域力向上事業　区別実施事業一覧（浜北区）

区　分

助成事業

区内の小学生を対象に「自利、利他の
精神」と「夢・希望に向かって力強く
生きる」を伝えることを目的とした宿
泊研修などの開催
７月８日（なゆた・浜北大会議室）、
７月２８～２９日（はるの川音の郷）

岩水寺さくらの里での地元ｺﾐｭﾆﾃｨ団体
による、まちおこしｲﾍﾞﾝﾄの開催
４月７日（岩水寺さくらの里）

なゆた浜北駅前広場でのｱﾏﾁｭｱ音楽家
による演奏ｲﾍﾞﾝﾄ
５月１３日（なゆた・浜北駅前広場）

ｵｰﾄﾊﾞｲの愛好家などを対象としたｲﾍﾞﾝ
ﾄ（ﾊﾞｲｸの展示、ﾄｰｸｼｮｰなど）の開催
１０月７日（ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ・浜北）

高齢者を対象に健康体操・合唱・歌謡
などを通し健康増進と相互の親睦と交
流を図る。２月２８日（なゆたﾎｰﾙ）

浜北区内全小学校が参加するﾄﾞｯﾁﾎﾞｰﾙ
大会の開催
予選５月２２日～７月３日　決勝１１
月３日（浜北総合体育館）

命の大切さと思いやりの心を伝え、地
域で子供たちを健やかに育てることを
ﾃｰﾏとした講演会の開催
１２月１１日（浜北文化ｾﾝﾀｰ）

省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ、新ｴﾈﾙｷﾞｰのﾊﾟﾈﾙ展
示、体験ｺｰﾅｰ、不用品交換市など
１１月２５日(なゆた・浜北市民ﾌﾟﾗ
ｻﾞ)

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝのｱﾌﾟﾘを活用した浜北区の地
場産品情報の提供　１１月～３月

区内高校生等を対象とした著名音楽家
の指導による演奏練習会と成果発表演
奏会の開催　２月２日（森の家）

小学生を対象に森林公園及び周辺施設
を利用したｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰを実施
３月１日～３１日（森林公園及び周辺
施設）
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浜北区

【平成26年3月31日現在】

■事業提案

提案件数 実施件数 市執行額

8件 8件 2,948千円

■実施事業

提案者･発案者 事業区分
総事業費
(決算額)

市執行額
(決算額)

1 岩水寺さくらの里
まつり(３年目)

赤佐発展会 助成事業 1,130 21

2 はまきた音楽祭
(３年目)

浜北活性化倶楽部 助成事業 1,423 500

3
ｽﾏｲﾙ学園
はまきっず
3rdｼｰｽﾞﾝ(３年目)

(公社)浜北青年会
議所

助成事業 1,163 465

4
新規事業
第3回 浜松お笑い
ﾌｪｽﾀ「出世城」

浜松お笑いﾌｪｽﾀ
実行委員会

助成事業 1,085 500

5
新規事業
ﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
in浜北

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ市民交流
友の会

助成事業 245 122

6
ﾊﾞｲｸの集い
in浜北2013
(３年目)

ﾊﾞｲｸの集いin浜北
実行委員会

助成事業 808 320

7
新規事業
「路傍の神仏と道
標」誌の発行事業

浜北郷土史部 助成事業 1,040 520

8

新規事業
 見る！聴く！体
験する！親子でな
ゆた浜北へbyﾐﾅの
森ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾐﾅの森ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 助成事業 1,041 500

平成25年度　地域力向上事業　区別実施事業一覧（浜北区）

事　業　名 事　業　内　容

区　分

助成事業

岩水寺さくらの里での地元ｺﾐｭﾆﾃｨ団体
による､まちおこしｲﾍﾞﾝﾄの開催
３月３０日中止（岩水寺さくらの里）

なゆた・浜北なゆたﾎｰﾙでのｱﾏﾁｭｱ音楽
家による演奏ｲﾍﾞﾝﾄの開催
５月１９日（なゆたﾎｰﾙ）

親子のつながりを強化し､力強く生き
ることを伝えることを目的とした区内
の小学生対象の宿泊研修などの開催
７月２７日～２８日、８月１０日（方
広寺、はましんﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

浜北文化ｾﾝﾀｰでの浜松出身のｱﾏﾁｭｱ芸
人によるお笑いﾗｲﾌﾞなどの開催
１０月１９日､２０日（浜北文化ｾﾝﾀｰ
小ﾎｰﾙ、大会議室）

言葉や文化の壁を越えた国際交流の体
験を目的とした区内の子どもが対象の
ﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催
１０月２９日(なゆたﾎｰﾙ)

ｵｰﾄﾊﾞｲの愛好家などを対象としたｲﾍﾞﾝ
ﾄ(ﾊﾞｲｸの展示､区内ﾂｰﾘﾝｸﾞなど)の開催
１０月１３日（ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ･浜北）

平成１９年から浜北区市民文化祭で展
示発表してきた「路傍の神仏と道標」
の写真、解説をまとめ、冊子として７
００部発行する。　(７００部発行)

子どもたちに、「音楽を聴く、ｱﾆﾒを
描く、自転車に乗れるようになるなど
の創造力を引き出し、伸ばすきっか
け」をまとめて提供し、親子、祖父母
とのふれあいの機会としてもらい、な
ゆた浜北のにぎわいづくりを目指す。
１２月２８日（なゆたﾎｰﾙほか）
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浜北区

【平成26年9月30日現在】

■事業提案

提案件数 実施件数 市執行額

5件 5件 790千円

■実施事業

提案者･発案者 事業区分
総事業費
(決算額)

市執行額
(決算額)

1
第4回 浜松お笑い
ﾌｪｽﾀ「出世城」
(2年目)

浜松お笑いﾌｪｽﾀ
実行委員会

助成事業 900 360

2

新規事業
「絵画に親しむ実
演会」と「みどり
の街角絵画展」

みどりの街角絵画
展実行委員会

助成事業 208 104

3
新規事業
小学生の仲間づく
り事業

(公社)浜北青年会
議所

助成事業 201 100

4
新規事業
浜北JC杯ﾁｬｲﾙﾄﾞｻｯ
ｶｰ大会

(公社)浜北青年会
議所

助成事業 121 60

5

浜北の自然・歴史
を満喫
森林公園ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ
(２年目)

ふれあい浜北 助成事業 417 166

事　業　名 事　業　内　容

平成26年度　地域力向上事業　区別実施事業一覧（浜北区）

区　分

助成事業

県立森林公園及び周辺施設を利用した
ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰの実施
９月１３日～１２月１４日（森林公園
及び周辺施設）

浜北文化ｾﾝﾀｰでの浜松出身のｱﾏﾁｭｱ芸
人によるお笑いﾗｲﾌﾞなどの開催
１１月２９日（浜北文化ｾﾝﾀｰ）

なゆた・浜北１階ｱﾄﾘｴでの絵画の実演
会と、２階市民ｷﾞｬﾗﾘｰでの絵画展の開
催
６月２５日～６月２９日（なゆた・浜
北ｱﾄﾘｴ及びｷﾞｬﾗﾘｰ）

子ども達の仲間意識と団結力を養うこ
とを目的とした、自然の中でのﾚｸﾘｰｼｮ
ﾝ大会の開催
７月６日（浜北森林公園）

幼児の体力づくり及び各園の交流を目
的とした、浜北区内年長園児（幼稚
園・保育園）と保護者を対象としたﾁｬ
ｲﾙﾄﾞｻｯｶｰ大会の開催
１１月９日（平口ｻｯｶｰ場）
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9

中区１／３



10

中区２／３



11

中区３／３



12

東区１／１



13

西区１／２



14

西区２／２



15

南区１／２



16

南区２／２



17

北区１／３



18

北区２／３



19

北区３／３



20

天竜区１／６



21

天竜区２／６



22

天竜区３／６



23

天竜区４／６



24

天竜区５／６



25

天竜区６／６



平成 26 年 10 月 

森岡の家について 

○ 経緯 

 元静岡銀行頭取故平野繁太郎氏の所有であった家屋等が、平成５年に平野家から市に

寄付され、平成６年から施設の観覧（無料）及び和室の貸し出し(有料)を行ってきた。 
 平成 20 年に耐震性に問題があることが判明したため、平成 21 年から和室の貸し出し

を休止し、施設見学のみとした。 

 
○ 施設概要 

１ 居宅は明治 21 年に良質の材を用いて建造、昭和初期に一部増築、昭和 58 年に縮小し

改築。長屋門、土蔵は江戸時代後期との伝承があるが、明治 21 年の居宅の建造時に相

当の改修が施された模様。白蟻の被害が大きい。 
２ 耐震性は Is 値 0.07 と極めて低く、ランクⅢ（倒壊する危険性がある）に該当。 
３ 利用者は平成 20 年度が 1,167 人であったが、施設見学のみとした平成 21 年度は 372

人、平成 24 年度は 232 人と減少している。 
 
○ 経過 

・平成 5 年  8 月 6 日   平野家相続人代表平野隆之氏から寄付の申し込み（土地

4,292.95 ㎡、居宅、長屋門、土蔵 
・平成 20 年        耐震調査実施。Is 値 0.07 ランクⅢ（倒壊する危険性がある）

に該当 
・平成 21 年 4 月 1 日   施設の利用は当面中止。施設見学のみを受付とする 
・平成 24 年 5 月 31 日   旧平野家住宅建造物群調査報告 

・平成 24 年 6 月 19 日   台風 4 号により、敷地内の松の木が倒れて土蔵を直撃。屋

根を割り天井を突き抜ける 

・平成 25 年 9 月 25 日   市長に浜北区長から「森岡の家」の廃止を説明 

・平成 25 年 9 月 25 日   資産経営推進会議で「森岡の家」の廃止を了承 

・平成 25 年 10 月 15 日   行財政改革特別委員会協議会で「森岡の家」の廃止を報告 

・平成 25 年 10 月 18 日   「森岡の家」廃止について自治会役員へ意見を伺う。隣接

住宅地への落ち葉被害、台風等の倒木が心配のため、高木

については処理を求める要望あり 

・平成 25 年 10 月 22 日   浜北区協議会が「森岡の家」現地視察 

・平成 25 年 12 月 9 日   浜北区協議会に「森岡の家」の廃止を諮問 

・平成 26 年 1 月 23 日   浜北区協議会から「森岡の家」の廃止について答申あり。 

              「了承」 

・平成 26 年 3 月 13 日   市民文教委員会において「森岡の家」条例廃止について審

議 

・平成 26 年 3 月 24 日   浜松市議会において「森岡の家」条例廃止について議決 

・平成 26 年 9 月 30 日   一般社団法人西遠連合報徳社から「森岡の家」解体関係の

予算執行凍結を求める要望書が市長あて提出 
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浜北文化センター駐車場

森岡の家
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第5駐車場
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　　　1063-1
　　　1058-5
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第3駐車場

第1駐車場

浜松市
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第2駐車場
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森岡の家平面図
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○＝イチョウの胸高幹周りを測定


