
平成２９年度 第１回北区協議会次第 

日 時  平成２９年４月２７日(木) 

午後１時３０分から 

会 場  北区役所 ３階 ３１・３２会議室 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 事 

 報告事項 

ア 遠州灘海浜公園（篠原地区）への野球場整備について 

【スポーツ振興課・公園課】  資料Ｐ１～３ 

イ 平成２９年度浜松市北区区政運営方針について 

【北区区振興課】       資料Ｐ４（別刷資料あり） 

４ その他 

 地域の情報等について 

 次回の開催について 

 その他 

５ 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  遠州灘海浜公園（篠原地区）への野球場整備について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

・平成 28年 5 月に県において策定された基本構想を踏まえ 

本市においても大型スポーツ施設調査等特別委員会を立 

上げ、平成 28 年度に 10回開催した。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

・特別委員会の進捗状況報告について 

・今後の予定について 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・平成 28年 7 月開催の全区協議会にて協議済 

担当課 
スポーツ振興課 

公園課 
担当者 

スポーツ振興課

柳原 

公園課 

井村 

電話 

スポーツ振興課 

457-2421 

公園課 

457－2353 

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。
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平成２９年４月２７日  

市民部スポーツ振興課  

都市整備部公園課  

遠州灘海浜公園（篠原地区）への野球場整備について 

大型スポーツ施設調査特別委員会協議内容

第１回（6/21） 

 (1)大型スポーツ施設について 

 (2)遠州灘海浜公園基本構想について 

 (3)課題について 

第２回（8/12） 

 (1)要望書について（議長あて ５団体） 

 (2)遠州灘海浜公園の整備に係る経緯について 

第３回（8/29） 

 (1)要望書について（市長、知事あて 20 団体） 

 (2)区協議会での意見等について 

第４回（9/20） 

  (1)四ツ池公園整備の考え方 

  (2)野球場の候補地の検討について 

 第５回（9/26） 

  (1)要望書について（市長、知事あて １団体） 

  (2)野球場の候補地の検討について 

 第６回（10/17） 

  (1)四ツ池公園整備の考え方について（県営施設との比較など） 

  (2)野球場の候補地の検討について （他都市野球場との比較など） 

 第７回（11/22） 

  (1)四ツ池公園整備の考え方について（設備の耐用年数など） 

  (2)野球場の候補地の検討について （他都市施設の状況など） 
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 第８回（12/19） 

  (1)四ツ池公園整備の考え方について（県議会の状況など） 

  (2)野球場の候補地の検討について （県地質調査結果など） 

  (3)委員間討議 

第９回（1/19） 

  (1)四ツ池公園整備の考え方について  （改修工事履歴など） 

  (2)野球場候補地選定に係る課題について（概算事業費など） 

 第 10 回（2/8） 

  (1)遠州灘海浜公園基本構想及び調査項目について（静岡県所管部局質疑応答） 

  (2)四ツ池公園整備の考え方について（四ツ池公園運動施設現況調査（中間報告））

※篠原地区の可能性について、６項目（交通アクセス、地形地質、環境、風、塩害、

津波被害）の調査実施を合意した。 

今後について 

 １ 四ツ池公園運動施設現況調査 

   ・平成 29 年 3 月末に調査業務完了 

 ２ 野球場候補地選定に係る課題調査 

・予 算 額 29,000 千円（平成 29 年度予算計上） 

・調査期間 環境調査は、概ね 1年。 

その他の項目は、年内を予定している。 

・議会報告 中間報告（秋頃を予定） 

最終報告（年内を予定） 
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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 平成２９年度浜松市北区区政運営方針について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

「平成２９年度浜松市北区区政運営方針」を作成・公表し、平成

２９年度における区政運営の基本的な考え方や、北区で実施する主

な取り組みについて、区民の皆様と区役所との共有を図る。 

対象の区協議会  北区協議会 

内  容 

１ 公表の方法 

・北区ホームページへの掲載 

・広報はままつ６月号への掲載（概要版） 

２ 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 北区区振興課 担当者 長坂 恵子 電話 523-1168 

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。
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北区 区政運営方針 
平成２９年度 

産業と自然が織りなす人にやさしい北区 

業と自然が織りなす人にやさしい北区～豊かな産業と地域資源が融合する

    田園都市空間の創出を目指します～



－１－ 

区政運営方針とは、北区のまちづくりの基本方針や地域課題を区民の

皆様と区役所が共有するため、毎年度、区長が区政運営の基本的な考え

方を区民の皆様にお示しするものです。 

あわせて、今年度、北区で実施する主な取り組みを紹介します。 

北区は、浜名湖や都田川などの水と緑の豊かな自然にはぐくまれ、特

色ある地域文化と産業に恵まれています。また、近年では新東名高速道

路を利用した内陸部における新たな産業集積も注目されています。 

区政運営にあたっては、こうした北区の特性を活かし、『区民の皆様の参

加と協働』を基本に、区内の多様な地域資源を区全体の共有の財産とし

て活用し、一体感のある北区づくりを進めていきます。 

今年度は、次の４つを中心に、身近な行政サービスの拠点として区民

の皆様に御満足いただける区政運営に努めてまいります。 

平成 29 年度の基本方針 

区政運営方針とは 

１ 安全安心なまちづくり 

２ 市民協働による区民主体のまちづくり 

３ 中山間地域活性化の推進 

４ 歴史文化を活かした魅力あるまちづくり 



－２－ 

１ 安全安心なまちづくり 

◆ 市民防災意識啓発事業 

  山間地から都田川水系の各河川を経て浜名湖

に至る多様な地形を擁している北区の防災対応

は、区民の皆様への迅速な防災情報の提供と平時

からの防災意識向上が重要であることから、 

  ① 複数の情報提供を実施し、自主防災隊と 

の連携を図ります。 

  ② 地区における危険性及び出火時の対応 

方法を周知し、区としての減災を目指しま 

す。 

◆ 地域高齢者支援・介護予防事業

  高齢者が住みなれた地域で安心していきいきと暮らすことができるよう、高齢者

相談センター（地域包括支援センター）と連携して医療・介護・住まい・生活支援

の必要なサービスを切れ目なく一体的に提供し、高齢者の生活をサポートします。 

  また、健康寿命を延ばし生活の質の向上が図れるよう、ロコモーショントレーニ

ングなどの介護予防事業や認知症サポート対策、徘徊高齢者早期発見事業などの見

守り・支援体制の拡充を図ります。 

◆ 子育て支援事業

  乳幼児健診・相談等の母子保健事業を子供の成長を共に喜べる場として活用し、

母子への支援を図ります。 

◆ 交通事故防止対策事業

  浜松市は、政令指定都市２０市における人口１０万人当りの人身交通事故件数 

ワースト１が続いていることから、 

① 関係機関と連携してより一層の交通安全教育の推進を図ります。 

② 交通事故多発交差点及び危険交差点に注意喚起を図ります。 

◆ 北区安全安心まちづくり事業

北区内の安全で安心なまちづくりを推進するため、青色パトロール活動事業・

防災ホットメールの普及などを実施します。 

◆ 信頼される窓口業務の実施

区民の皆様の立場にたった丁寧で分かりやすい説明、適正で迅速な対応に努め、

お客様の満足度の向上に努めてまいります。 

平成29年度の主な取り組み事業

区役所が主体となって行う事業 

地域防災訓練の様子 



－３－ 

２ 市民協働による区民主体のまちづくり 

◆ 区協議会運営事業 

区協議会を開催し、地域課題の解決に向けた意見集約や幅広い区民の皆様の声

を行政に反映させます。 

◆ 市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

地域の課題を解決するため市民団体に事業提案を募り、審査の結果採択された

団体が主体的に取り組む事業を支援します。 

◆ 区民活動・文化振興事業 

地域活性化や文化振興のため、市民協働の 

概念を取り入れた事業を実施します。 

① 献上みかん事業 

② 北区文化交流祭開催事業 

③ 北区ふれあいマラソン大会開催事業 

④ 地域スポーツ育成事業 

⑤ 地域百科事典作成事業 

◆ 区大事業の実施 

地域のまちづくりを担い、伝統文化事業を継承する基幹事業を支援します。 

また、これらの事業を観光資源としても活用し北区のプロモーションを推進します。 

① 姫様道中         ② 三ヶ日花火大会 

③ いなさ人形劇まつり    ④ 北区Ｄｅまつり 

３ 中山間地域活性化の推進 

◆ 中山間地域まちづくり事業

中山間地域に生活する市民が自ら発案し実施する 

事業のスタートアップ支援として交付金を交付し、 

地域密着型ＮＰＯ法人の活動を支援します。 

◆ 浜松山里いきいき応援隊

都市部の若者を中山間地域活性化の新たな担い 

手として活用します。地域行事への参加、協力及び 

農林作業等の補助を通じて地域の活性化を図ります。 

北区ふれあいマラソン大会 

中山間地域の茶畑 



－４－ 

４ 歴史文化を活かした魅力あるまちづくり 

◆ 「井伊直虎ゆかりの地」推進事業 

姫様道中イベント開催時に井伊直虎や甲冑武者に扮 

した道中行列、井伊直虎を紹介する寸劇の上演を行い、 

「直虎ゆかりの地」をＰＲします。 

◆ 地域の歴史を紹介する講座の開催 

「湖北五山」、「直虎ゆかりの地」、「浜名湖の歴史」 

などを紹介する講座を開催し、北区の歴史や文化を 

活かしたまちづくりを図ります。

◆ 新・産業集積エリア整備事業、農業振興エリア整備事業 

                      【産業総務課・農業水産課】 

新東名高速道路・浜松ＳＡスマートＩＣ周辺地域で、農業と工業の均衡ある発

展が図られるよう、大規模工業用地の整備と農地の集約及び農業基盤整備を行い

ます。 

◆ 直虎プロジェクト推進事業     【観光・シティプロモーション課】 

 井伊直虎を題材とした大河ドラマ制作決定を契機とした歴史資源のＰＲや観光

誘客事業を実施します。 

北区で行われる主な事業 

気賀港⇔舘山寺温泉 シャトル船 大河ドラマ館 



－５－ 

◆ 農作物被害対策支援事業  

            【農業振興課】 

鳥獣による農作物への被害を防止、軽減 

させるため、防護活動事業の支援を実施し 

ます。 

◆ 私立保育所等施設整備助成事業         【幼児教育・保育課】 

待機児童解消のため、私立保育所の整備を進めます。 

 新設 （仮）ひまわり第二保育園（定員１２０人） 

    （仮）しあわせ保育園（定員１２０人） 

◆ 老人福祉施設整備費助成事業            【高齢者福祉課】 

  在宅での生活が困難な高齢者の生活の場所を確保するため、特別養護老人ホーム

の整備を進めます。 

   新設  引佐みやまの里  特別養護老人ホーム  ７０床 

 ショートステイ    １０床 

◆ 道路・河川の要望に対する対応  【道路企画課・道路保全課・河川課】 

 市民から寄せられる道路・河川についての小規模要望に重点的に対応するととも

に、中規模要望についても優先度の高い事業について計画的に実施し、市民の満足

度の向上に努めます。 

◆ 道路維持修繕、橋りょう安全対策事業         【道路保全課】 

北区内の国・県道及び市道の維持･修繕及び交通安全施設等の整備事業を行うと

ともに、老朽化した橋りょうの修繕等を計画的に実施します。 

◆ 中山間地域あらたな仕事づくり研究事業   【市民協働・地域政策課】 

 遊休資産やドローンの活用事業など新たな産業を研究、創設し、中山間地域に

おける定住人口を拡大することにより中山間地域の活性化を推進します。

◆ 無形民族文化財活性化事業  

              【文化財課】 

 浜松市内に伝承されている無形民族文化 

財の継承及び発展にかかる活動を支援します。 

鳥獣被害対策 防護柵 

横尾歌舞伎 



－６－ 

◆ 北区の組織 

平成 29年度 

区振興課 ℡523-1112 

財政、統計、防災、選挙、財産管理、契約、調達、区内の総合調整、地域自治、市民協働、区協議
会、広聴広報、など 

区民生活課 ℡523-1116 

住民票の写し・戸籍謄(抄)本・印鑑登録証明書などの各種証明書交付、印鑑登録・住民異動届・戸
籍届などの届出受付・審査、三ヶ日斎場火葬利用受付、埋火葬・改葬許可、マイナンバー（個人番
号）カード・通知カード、市民相談、パスポート申請受付・交付など 

まちづくり推進課 ℡523-1114 

文化、スポーツ、生涯学習、環境保全、ごみ減量、浄化槽設置補助、動物愛護、地域産業の推進、
交通安全、地域公共交通の推進、観光など 

社会福祉課 ℡523-3111 

地域福祉、生活保護、民生・児童委員、障害者自立支援、保育園、子育て支援、子ども手当、家庭
児童相談など 

長寿保険課 ℡523-1144 

高齢者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金など 

健康づくり課 ℡523-3121 

健康相談、予防接種、健康診査、地域保健、母子保健、栄養指導、歯科保健指導、診療所運営など 

引佐協働センター ℡542-1111 

地域防災、地域コミュニティ、地域の生涯学習・文化・スポーツの振興、林道・中山間地振興、住
民票・戸籍謄(抄)本・印鑑証明・市税証明などの窓口サービス、介護保険・国民健康保険などの各
種申請受付など 

三ヶ日協働センター ℡524-1111 

地域防災、地域コミュニティ、地域の生涯学習・文化・スポーツの振興、住民票・戸籍謄(抄)本・
印鑑証明・市税証明などの窓口サービス、介護保険・国民健康保険などの各種申請受付など 

都田協働センター ℡428-2152・三方原協働センター ℡437-6522 

地域コミュニティ、地域の生涯学習・住民票・戸籍謄(抄)本・印鑑証明・市税証明などの窓口サー
ビス、介護保険・国民健康保険などの各種申請受付など 

経営資源（平成 29 年度の区の経営に要する資源） 



－７－ 

◆職員数(人)

北区職員 H28 年度 H29 年度

   計 213 215

区長等 2 2

区振興課 19 19

区民生活課 26 26

まちづくり推進課 40 40

社会福祉課 30 30

長寿保険課 29 31

健康づくり課 34 33

引佐協働センター 17 17

三ヶ日協働センター 16 17

                         職員：正規職員、非常勤職員、再任用職 
H28 年度職員数：H28.4.1 現在、H29 年度：H29.4.1 現在

◆予算規模(千円)

H28 年度 H29 年度
区   分

区役所費 本庁からの配当 区役所費 本庁からの配当

事業費計 327,533 3,410,850 306,393 3,452,794 

一般会計 327,533 3,294,941 306,393 3,347,843 

国民健康保険事業特別会計 － 1,188 － 1,105 

老人保健医療事業特別会計 － － － － 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会

計
－ － － － 

介護保険事業特別会計 － 114,194 － 103,318 

特

別

会

計

後期高齢者医療事業特別会計 － 527 － 528 

面積 295.54 ｋ㎡ 

人口 93,792 人 

世帯数 35,713 世帯 

 住民登録（平成２９年４月１日現在） 
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北区役所 

課 名 各 課 の 目 標 目標水準・達成時期 

区民の防災に関する意識や意識の向上を図るため、積極的に啓発

活動を行います。 

出前講座の１２回以上実施

を目指します。 

区振興課 
区民の意見を反映し、市民協働による住みよいまちづくりの推進

に努めます。 

市民提案による住みよい地

域助成事業の１２件以上の

提案を目指します。 

各種届出の受付や証明書の交付業務においては、適正で迅速な処

理に努めます。 

区民生活課 
お問い合わせには、市民の皆様の立場に立って丁寧でわかりやす

い説明に努めます。 

「市民への約束」の評価点の

向上を目指します。（評価点

4.6以上） 

奥浜名湖を中心とする北区の豊かな観光資源や大河ドラマ放映

の機会を活かし、関係機関と連携により交流人口の拡大と、にぎ

わいのある地域づくりに努めます。 

北区の観光交流客数（宿泊客

数＋観光レクリエーション

客数）300万人以上／年 まちづくり 

推進課 生涯学習・文化の振興とスポーツを推進するため、学習やスポー

ツに親しむ機会を提供するとともに各種団体との連携・協働を図

り、心豊かな地域社会づくりに努めます。 

生涯学習を 17 講座開催し、

延べ 1200 人以上の参加を目

指します。 

障がいのある人や子育て家庭などからの福祉サービスの要望に

対して、適正・迅速・丁寧な対応に努めます。 
社会福祉課 

誰もが住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせる地域福祉の推

進に努めます。 

「市民への約束」の評価点の

向上を目指します。（評価点

4.6以上） 

区民の皆様が安心して暮らすため、介護・国保・年金制度の窓口

手続きや高齢者への包括的支援に適切で親身な応対に努めます。 
長寿保険課 

お客様の訪問に素早く気づき、笑顔であいさつをして、迅速・丁

寧な対応に努めます。 

「市民への約束」の評価点の

向上を目指します。（評価点

4.5以上） 

区民の皆様が心身共に健康で心豊かな生活を送ることができる

よう、健康づくりに関する支援や対応に取り組みます。 
通年で実施します。 

健康づくり課 
母子保健において集団健診や個別へのフォローを積極的に行い、

安心して子育てができるサポート体制に取り組みます。 

こんにちは赤ちゃん訪問の

未実施者をなくし、100％達

成を目指します。 

市民に身近な窓口サービスの提供、市民協働による地域振興・生

涯学習・スポーツの推進に取り組みます。 

生涯学習講座 25講座を開設 

し１000 人以上の参加を目指

します 引佐協働 

センター 市民の身近な窓口として各種届出の受付や証明書の交付など、親

切・丁寧・迅速な対応に取り組みます。 

「市民への約束」の評価点の

向上を目指します。(評価点

4.5 以上) 

市民協働による地域振興、生涯学習・スポーツの推進など地域コ

ミュニティの推進に努めます。 三ヶ日協働 

センター 市民の身近な窓口として各種届出の受付や証明書の交付など、親

切・丁寧・迅速な対応に取り組みます。 

「市民への約束」の評価点の

向上を目指します。（評価点

4.75 以上） 

各課の目標 

■お問い合わせ： 北区役所 区振興課  (〒431-1395 浜松市北区細江町気賀 305 番地) 

■電  話：５２３－１１１２   FAX：５２３－１９０７ 

■ E-mail：n-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

※北区の情報は、浜松市北区役所ホームページをご覧ください。

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ward/kitaku/index.html 


