
【協議事項】 

 ア 浜松市立地適正化計画について 

 イ 遠州灘海浜公園（篠原地区）の整備について 

 ウ 平成 30 年度中区地域力向上事業の「市民提案による住みよい地域

づくり助成事業」の二次募集について 

【諮問事項】 

 ア 平成 31年度中区役所費の予算要求の概要について 

平成 30年 9月 19 日開催 

中区協議会

平成３０年度 第 6回中区協議会 

会議資料



第８号様式  

浜市協第 116－1 号

平成３０年９月１９日

中区協議会 様 

浜松市長 鈴木 康友 

区協議会への諮問について 

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、下記のとおり諮問します。 

記 

１ 諮問内容  別紙第９号様式のとおり 

２ 答申期限  別紙第９号様式に記載された期限のとおり 



 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３１年度中区役所費の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）

平成３１年度浜松市予算の編成に関して、中区役所費の予算

要求を行う。

未来まで続く持続可能な財政運営に向け、歳入確保を徹底す

るとともに、各政策、事務事業においても前例にとらわれるこ

となく、事業の廃止、見直し、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、総合計画や総合戦略に基

づく諸施策を積極的に推進していく。

対象の区協議会 中区協議会 

内  容 

平成３１年度中区役所費の予算要求の概要について諮問す

るもの。 

 詳細は別紙のとおり。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・１０月１２日：答申（次回の区協議会） 

・１０月１９日：財政課へ予算要求 

担当課 中区区振興課 

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。

諮問－ア 



（単位：千円）
31年度当初
要求額Ａ

30年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

中区役所費 267,115 294,674 -27,559

8,352 38,652 -30,300

97,873 97,873 0

154 154 0

12,826 12,226 600

101,753 101,228 525

46,157 44,541 1,616

平成３１年度　中区役所費　予算要求の概要（案）

費用項目 内  　容

人件費を除く

区管理運営事業
区役所の運営や公有財産の維持管理等に要する経費
※調整中のため今年度と同額で計上（30年度臨時工事費は除く）

行政連絡文書配布事業 行政連絡文書の配布を自治会に委託するための経費 (110,601世帯）

自治会振興事業

○自治会集会所整備助成金（補助金）　6,000千円
 【内訳】・新築（上限8,000千円)　　　　　　　　 1件　鴨江東町
         ・改築（耐震補強無し）（上限3,000千円）1件 住吉
　　　　 ・改築（耐震補強有り）（上限3,500千円）0件
○防犯灯設置維持管理助成事業（補助金）　40,157千円（※）
 【内訳】・設置費補助金　5,520千円（共架式 213灯、独立式 17灯）
　　　　 ・維持管理費補助金　　電気料 31,523千円（17,437灯）
　　　　　　　　　　　　　　　 補修費  3,114千円（139灯）
　（※）調整中のため今年度と同額同数で計上

協働センター管理運営事業
協働センターの運営や維持管理等（保守点検、光熱費など）に要する経費
※調整中のため今年度と同額で計上

区協議会運営事業 区協議会開催に要する経費（郵便料など）

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（補助金）　5,000千円
○区民活動・文化振興事業（※）
○区課題解決事業 （※）　    （※）調整中のため今年度と同額で計上



 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 浜松市立地適正化計画について 

事業の概要 

目的：人口減少等の社会情勢を踏まえ、市民の快適な暮らし

を支える持続可能な、コンパクトでメリハリの効いた

まちづくりの実現として、「浜松市立地適正化計画」を

策定するもの。 

概要：居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通

の充実等に関する包括的なマスタープランであり、都

市計画区域を対象として作成する計画。 

   具体には、医療・福祉等のサービス施設を誘導する「都

市機能誘導区域」と「誘導施設」、人口密度を維持し、

各種サービスが持続的に確保されるよう居住を誘導す

べき「居住誘導区域」を定め、計画目的の実現に向け、

これら区域を対象とした誘導施策の実施もしくは支援

等に係る考えや進め方を示すもの。 

対象の区協議会 全区

内  容 別添の計画（案）概要版のとおり。

備 考 

今後のスケジュール 

・市民説明会 10/16～11/2 

10/16（火）19:00～ 市役所北館 1階 101・102 会議室 

10/18（木）19:00～ 西区役所 3階大会議室 

10/23（火）19:00～ 浜北区役所 3階大会議室 

10/25（木）19:00～ 天竜区役所 2階 21・22 会議室 

10/29（月）19:00～ 東区役所 3階 32 会議室 

11/ 1（木）19:00～ 南区役所 3階大会議室 

11/ 2（金）19:00～ 北区役所 3階 31 会議室 

・策定・公表 平成 31 年 4 月 

担当課 都市計画課 

協議－ア 

（ホームページ内リンク）



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）の整備について

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

浜松市大型スポーツ施設調査特別委員会（平成 28 年度～ 

平成 30 年度）において、遠州灘海浜公園篠原地区東調査等

について、計 18回協議が行われた。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

○進捗状況について 

  平成 30 年 8月 28 日(火)に浜松市議会議長が、遠州灘海

浜公園（篠原地区）への野球場整備と同地区の公園基本計

画策定の早期着手を求める要望書を静岡県知事へ提出し

た。 

 なお、同日浜松市長から静岡県知事に「平成 31 年度静

岡県予算に対する要望書（遠州灘海浜公園（篠原地区）の

整備について）」を提出した。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 
スポーツ振興課 

公園課

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。

協議－イ 



遠州灘海浜公園（篠原地区）の整備について 

市民部   スポーツ振興課

都市整備部 公園課

大型スポーツ施設調査特別委員会 

１ 期 間 

平成 28 年度～平成 30 年度(計 18 回)

２ 主な協議内容 

 ・遠州灘海浜公園の整備に係る経緯について

 ・四ツ池公園運動施設整備の考え方について

  ・遠州灘海浜公園篠原地区東調査事業について

３ 結 論 

 ・第 16 回大型スポーツ施設調査特別委員会（平成 29 年 12 月 1 日） 

    遠州灘海浜公園篠原地区東調査の結果を受け、各種対策を行えば野球場の建

設は可能であるとの市の調査結果を了承する。 

  ・第 17 回大型スポーツ施設調査特別委員会（平成 30 年 1 月 18 日） 

県当局に対して、県営野球場の基本計画策定の早期着手を要望する。 

  ・第 18 回大型スポーツ施設調査特別委員会（平成 30 年 8 月 16 日） 

    浜松市議会議長から「遠州灘海浜公園（篠原地区）への野球場の整備に関す

る要望書」を県知事に提出する。 

「遠州灘海浜公園（篠原地区）への野球場整備に関する要望」（市議会議長） 

１ 提出日 

平成 30 年 8 月 28 日（火）

２ 出席者 

  川勝知事、飯田浜松市議会議長

３ 概 況 

   浜松市議会議長が知事と面会し、遠州灘海浜公園（篠原地区）への野球場整備

と同地区の公園基本計画策定の早期着手に関する要望書を提出した。

４ 知事コメント 

   要望書受領後に記者からの「県としての立場からは一応進められる状況になっ 

たか」の質問に対して「そういうことですね。」と答えられた。 

平成 30 年度における本市事業（野球場候補地の土地調査） 

・予 算 額 27,700 千円 

・調査内容 公園予定地 25ha のうち、約 8.9ha の用地測量及び物件調査 



 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 30 年度 中区地域力向上事業「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 中区協議会 

内  容 

平成 30 年度中区地域力向上事業の「市民提案による住み

よい地域づくり助成事業」の二次募集をしたところ、別紙の

とおり２件の提案があった。中区行政推進会議で審査し、採

択・不採択を決定するにあたり、区協議会の意見を伺うもの。

＜浜松市地域力向上事業実施要綱（抜粋）＞ 

第７条 助成事業は、浜松市区における総合行政の推進に関す

る規則第８条に規定する区行政推進会議において、審議するも

のとする。

第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、浜松市区及

び区協議会の設置等に関する条例第４条に規定する区協議

会に意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を

決定し、提案団体には選考結果通知書（第５号様式）によ

り通知するものとする。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

本日いただいたご意見を踏まえ、中区行政推進会議において

９月下旬に採択・不採択を決定 

担当課 中区区振興課 

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。

協議－ウ 



平成３０年度　中区地域力向上事業（助成事業）二次募集　提案事業一覧

№
事業名
団体名

採択
実績

時期・場所等 事業の概要 事業費 主な経費
補助額
（※）

1
かふぇ、ど、かもえいおん

かもえいおん運営委員会
新規

時期：1/8～1/15
場所：鴨江アートセンター
参加：300人

中区の文化発信施設の中に、期間限定の学び舎ブックカフェを作り、独自に勉強・研究している人たちのための「学びの共有」の場を
創る。
○ブックカフェ：谷島屋書店に協力をいただき、多数の書籍を設置し、市内・県内のカフェ経営者たちに呼びかけ、持ち回りでカフェ
業務を行う。
○カフェ内装飾：市内・県内のアーティストに依頼。
○勉強会／読書会：国語、社会、理科、音楽、美術など、各科目をテーマに日替わりで勉強会を行う。ユニークな独学研究者をファシ
リテーターに据える。
○文化祭：ライブイベントや、パフォーマンスなどで自由参加型の場を作り「ハレ」の日の参加者同士の文化交流を図る。

394千円

・謝礼（ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等）　　　　：120千円
・交通費（ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ等）　　　： 30千円
・需用費（ｶﾌｪ備品等）　 　　：169千円
・会場使用料　　　　　　　　： 75千円

197千円

2
ＨＭ３５８「遠州市場」

一般社団法人　浜松商店界連盟
新規

時期：10/13～3/9
場所：べんがら横丁跡地
参加：1,000人

海外のマルシェをイメージした、誰もが１日楽しめる「にぎわいの場」の提供。
○飲食ブース、物販ブース、体験ブースの３本を柱に、遠州地域の農産物の直売、加工品などを販売し、サービスを提供する。
○さまざまな場所で活躍している出店者が「遠州地域（大井川より西）」をキーワードに実施し、商店界連盟も出店して商店会を紹介
する。
○今昔のお店が揃った場所とし、他業種の繋がりも大切にする。

1,107千円

・賃金　　　　　　　　　　　： 　52千円
・消耗品(のぼり旗・チラシ等)：1,006千円
・役務費(保険・郵便料）　 　： 　51千円

517千円

3
十軒町高齢者・子育て家庭支援事業

十軒町支え愛クラブ
新規

時期：10/1～3/31
場所：十軒町内
参加：400人

高齢者・一人暮らし高齢者及び子育て世帯の困りごとに対し、会員相互で助けあい支援を行い、十軒町民同士お互いが顔見知りになり
明るい社会を築く。
○支援する側、される側が全て会員となる。年会費1,000円。
○支援サービス最初の1時間600円、追加時間30分200円とする。
○支援を受ける人がクラブ事務局に申し込み、支援者に通知して支援をする。
○報告書提出により支援内容を事務局が確認し、金銭処理をする。

293千円

・賃金　　　　　　　　　　　：115千円
・旅費　　　　　　　　　　　： 10千円
・需用費（チラシ印刷等）  　： 78千円
・役務費（郵便・保険料等）　： 23千円
・使用料等　　　　　　　　　： 67千円

127千円

1,794千円 841千円

※「補助額」は、提案者が希望する未決定の額

合計

取下げ


