
平成３１年度（４月） 第１回浜北区協議会 次第

日時：平成 31年 4 月 25 日（木）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) 報告事項 

ア ブラジルパラリンピック選手団サポートボランティアの募集について【資料 1】

イ 平成３１年度浜北区区政運営方針について【資料 2】※当日配布

３ その他

(1) その他

(2) 次回開催日程について 

４ 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  ブラジルパラリンピック選手団サポートボランティアの募集について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

平成 30 年 7 月、浜松市は、ブラジルパラリンピック委員会

と「東京 2020 パラリンピック競技大会に係る事前合宿に関す

る協定書」を締結した。 

ブラジルのパラリンピック全競技を受け入れることとなり、

ブラジルから多くのアスリートが集結する。 

2020 年のブラジルパラリンピック選手団の浜松での合宿に

向け、現在、Torcida BRASIL“ブラジル応援団”（ブラジルパ

ラリンピック選手団サポートボランティア）を募集している。

対象の区協議会 全ての区協議会

内  容 

事前合宿の受け入れは、単なる練習会場の提供だけではなく

共生社会を進化させるきっかけとして推進している。ひとりで

も多くの市民の皆様に関わりをもっていただきたいと考えて

おり、今回のボランティア（Torcida BRASIL“ブラジル応援

団”）募集について報告する。 

＜Torcida BRASIL“ブラジル応援団”募集概要＞ 

 募集期間 平成 31 年 3月 28 日（木）から 6月 30 日（日） 

 募集人数 1,000 人 

 活動期間 2020 年 8月 1 日～8月 31 日（予定） 

 活動内容 市内練習会場の準備・運営、選手等への言語支援、

バス・トラック等への選手乗り込み補助、競技備

品積み込み補助 

 活動場所 市内各練習会場等 

 活動時間 1回の活動は半日を予定 

 参加基準 2019 年 3月までに中学校を卒業された方 

または 2020 年 3 月に中学校を卒業見込みの方 

浜松市に在住または通勤・通学されている方 

      日本語での説明が理解できる方 

 応募方法 浜松市ホームページのウェブサイトからの応募 

※パソコン、スマートフォン、携帯電話等 

◇URLから◇QRコードから◇浜松市ホームページ

スポーツコミッション情報内リンクから◇「浜松

市 Torcida」で検索

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・４月に中区、西区、浜北区及び天竜区協議会へ報告

・５月に東区、南区及び北区協議会へ報告 

担当課 スポーツ振興課 担当者 中村 浩康 電話 457-2421 

資料1 



 第９号様式  

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 平成 31 年度浜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）

浜北区区政運営方針とは、区民の皆様とともに地域の課題を

解決し、市民サービスの向上や暮らしやすい地域づくりを進

めるために、区長が区政運営の基本的な方針、区の取組課題

等を毎年度区民のみなさまに公表するものです。 

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 浜北区区振興課 担当者 岩崎 英浩 電話 053-585-1141 

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。

資料2 



平成 31年度 

浜北区区政運営方針 

平成31年４月 浜北区役所 
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＜浜北キャラクター みどりくんとさつきちゃん＞

「区政運営方針」は、区長が毎年度、区行政運営にあたっての基本的な方針を策定し公表

するものです。区の課題や要望を踏まえ、市民サービスや市民生活の向上を図るために、重

点的に取り組む業務や事業を区民の皆さまにお知らせするものです。 

浜北区の将来像   

～夢をはぐくむみどり豊かな住環境を形成するまちを目指します～ 

魅力ある副都心の形成や歴史・文化を活かした万葉のまちづくりなど、区の個性発揮に向

けた施策をはじめ、環境保全や地場産業の振興に取組み、“住みたい”と感じられる、夢を

はぐくむ、みどり豊かな住環境の形成を目指します。 

地域の皆さまと、魅力ある副都心にふさわしいまちづくりを進めます 

区民の声に応え、住みよいまちづくりに努めます 

地域の窓口として、わかりやすい説明、親切でていねいな応対をします

（１）安全で住みよいまちづくりの推進 

（２）人と地域がつながる、元気なまちづくりの推進 

（３）地域文化を活かした、魅力あるまちづくりの推進

区政運営方針とは 

平成 31 年度の基本姿勢 

浜北区区政運営方針 

平成 31 年度の取組みの柱 
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平成 31年度の主な取り組み事業 

浜北区役所が行う主な事業 

（１）安全で住みよいまちづくりの推進 

◆地域防災計画整備事業・市民防災意識啓発事業【区振興課】

区版避難行動計画の変更情報のお知らせの作成や、市民の防災

知識の普及・啓発を行い、区内における防災意識の向上を目指し

ます。 

◆防犯灯設置維持管理助成事業（補助金）【区振興課】

夜間における犯罪の防止及び交通の安全を図るため、自治会が

設置、維持管理する防犯灯に対して助成します。 

（２）人と地域がつながる、元気なまちづくりの推進

◆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）【区振興課】

団体からの提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体 

的に取り組む事業に対し助成します。 

◆区協議会運営事業【区振興課】

区協議会を設置・運営して、地域住民をはじめ、自治会、各種団体 

などからの多様な声を市の政策に反映させます。 

◆行政連絡文書配布事業【区振興課】

広報紙をはじめとする行政連絡文書の配布を自治会連合会に委託します。

◆協働センター管理運営事業【まちづくり推進課】

地域住民のふれあいの場、生涯学習の場、市民協働による地域づくりの拠点として管理・運営します。 

◆認知症施策の推進【長寿保険課】

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた

地域で暮らし続けられるよう、「認知症サポーターの養成」、「認知

症地域支援推進員の養成・設置」、「オレンジカフェ（認知症カフェ）

の設置支援」、「オレンジシール・オレンジメール事業の推進」など、

認知症の人やその家族への見守りや支援ができる地域づくりを推

進します。 

浜北区区政運営方針 

＜オレンジシール＞ 

＜地域防災訓練＞ 

＜地域力向上事業で助成した 

赤ちゃんﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ表彰式の様子＞ 
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＜浜北グリーンフェスタ＞ ＜はまきた産業祭＞ ＜浜北植木まつり＞ 

◆健康はままつ２１の推進【健康づくり課】

市民一人ひとりが生きがいを持ち、いきいきと生活できる健康都市

浜松の実現に向け『健康はままつ２１』に掲げた３つの目標に関

係団体と協同して取り組みます。 

３つの目標

① 健康寿命の延伸  

② 生活の質の向上   

③ 子どもの健やかな成長 

（３）地域文化を活かした、魅力あるまちづくりの推進

◆遠州はまきた飛竜まつり開催事業【まちづくり推進課】

浜北区の一大イベントとして、市民がともに楽しみ、互いに親睦と連

帯感の高揚を図り、郷土愛を育むとともに地域産業の活性化と地域

文化を創造することを目的として開催する遠州はまきた飛竜まつりの

警備、会場設営などに対する経費を負担します。

◆浜北万葉まつり開催事業【まちづくり推進課】

市民に広く「万葉集」とその時代の文化に親しんでもらうとともに、

万葉の森公園を万葉文化の情報発信拠点として PR するために、

万葉まつりと関連イベントを開催します。 

◆地域力向上事業（区課題解決事業）【まちづくり推進課・区振興課・健康づくり課】

区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて事業を実施します。 

◆地域力向上事業（区民活動・文化振興事業）【まちづくり推進課】

地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れて、浜北グリーンフェスタ、はまきた産業祭、

浜北植木まつりなどに対する経費を負担するとともに、浜北区市民文化祭を実施します。 

浜北区区政運営方針 

＜肺年齢測定・ソルセイブ＞ 

＜飛竜まつり＞ 

＜浜北万葉まつり＞ 
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浜北区における本市の主要事業 

◆浜北平口サッカー場スポーツ広場人工芝設置工事 

【スポーツ振興課】

雨天時の利用やサッカー場との連動制を高めてスポーツ広場

としての機能の向上を図るため、浜北平口サッカー場スポーツ

広場に人工芝を設置する工事を実施します。 

（工事期間：平成 30～31年度） 

平成 31 年度事業費 350,000 千円 

◆染地台多目的広場整備事業【公園課】

染地台の遊休地について、幅広いジャンルに対応可能な暫定

的な多目的広場として整備します。 

平成 31 年度事業費 80,059 千円 

■整備工事 Ａ＝3.0ha 

・給水設備、雨水・汚水排水設備、電気設備（照明灯）  

・広場（ダスト舗装・Ａs 舗装・階段など）、トイレ 

・管理施設（フェンス・車止め） 

◆遠州山辺の道整備事業【文化財課】

三方原台地東縁部から浜北北部丘陵南麓にかけての歴史・

文化等にかかる散策コースへ説明板などサイン整備、地域資

源やルートの整備などを行います。 

◆浜北文化センター電源受変電設備改修・高架水槽 

更新工事【創造都市・文化振興課】

浜北文化センターの受変電設備の改修・高架水槽及び配管の

更新工事を実施します。 

◆浜北温泉施設あらたまの湯修繕工事【観光・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課】

あらたまの湯の源泉・井水ボイラー入替工事などを行います。

◆浜北斎場拡張整備事業【市民生活課】

浜北斎場の火葬炉を4基から9基へ増設するため、既存施設内の

火葬炉 1基の増設工事（平成 30 年度完了）と拡張整備事業（4 基

増設）を行います。 

（整備期間：平成 30～32年度）

浜北区区政運営方針 

＜平口サッカー場スポーツ広場＞ 

＜あらたまの湯＞ 

＜遠州山辺の道サイン看板（庚申寺）＞ 

〈染地台多目的広場予定地〉 
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◆道路整備事業【東・浜北土木整備事務所】 

基幹道路を計画的に整備するとともに、市民からの小中規模の 

要望にも重点的に対応します。 

国道 362 号（宮口バイパス） ： 道路改良工事 

一般県道 細江浜北線（雷神橋） ： 道路改良工事 

都市計画道路 美薗線 ： 道路改良工事  など

◆交通安全施設等整備・修繕事業【東・浜北土木整備事務所】

国県道・市道の交通安全対策として、交差点改良などを行います。 

浜北寺島内野線 ： 交差点改良工事  など 

◆道路維持修繕事業【東・浜北土木整備事務所】 

道路施設の長寿命化を図るため、橋梁や舗装の修繕を行います。 

県道 浜北袋井線（浜北大橋） ： 橋梁修繕工事 

国道 152 号 ： 舗装修繕工事  など 

◆河川改良・維持修繕事業【東・浜北土木整備事務所】 

集中豪雨等による浸水被害から市民生活を守るため、堤防嵩上げ

や浚渫などを行います。 

東浦川 ： 河川改良工事 

御馬ヶ池雨水貯留池 ： 浚渫、除草工  など 

◆（仮称）浜北中央北土地区画整理事業【市街地整備課】 

（仮称）浜北中央北土地区画整理組合設立に向けた技術的援助 

などの支援を行います。

◆小中学校空調設備整備事業【教育施設課】

小中学校（浜名小学校他 15 校）の普通教室に空調設備を整備し、  

教育環境の改善を図ります。

◆北浜中学校校舎大規模改造事業【教育施設課】

生徒の安全を確保するとともに、子どもたちに良好な学習環境を提

供するため、老朽化した北浜中学校北校舎の大規模改造工事を行

います。（平成 30～31年度工事）  

浜北区区政運営方針 

〈国道 362 号（宮口バイパス）〉 

〈県道 細江浜北線（雷神橋）〉 

〈北浜中学校北校舎〉 
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区振興課 

防災、住居表示、情報公開、選挙、財産管理、財産区、区内の総合調整、広報、区協議会、地域力向上事業、市民協

働、予算、決算、統計、文書、副都心推進など 

区民生活課 

戸籍、住民異動、印鑑登録、各種証明発行、旅券、斎場、税務証明、原動機付自転車・小型特殊自動車の標識、納

税、市税に関する一部申告書・届出書の受理など 

まちづくり推進課 

地域振興事業、緑化推進、公共交通、交通安全対策、環境美化、生涯学習、管内の文化･スポーツ振興、協働センタ

ーなど

社会福祉課 

地域福祉、児童福祉、教育・保育施設、母子福祉、生活保護、障害福祉、児童家庭相談、女性相談、教育相談など 

長寿保険課 

高齢者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金など 

健康づくり課 

地域保健、母子保健、成人保健、歯科保健、栄養業務、予防接種など

区民生活課 浜北斎場 

まちづくり推進課 浜北体育館 サーラグリーンアリーナ（浜北総合体育館） サンライフ浜北 サーラグリ

ーンアクア（浜北温水プール） 高薗ゲートボール場 サーラグリーンフィールド（浜北平

口サッカー場） 浜北武道館 なゆた・浜北 浜北文化センター 浜北温泉施設あらたま

の湯 明神池運動公園(野球場 庭球場) 梔池緑地(多目的広場) 天竜川運動公園 

御馬ヶ池緑地(多目的広場 庭球場) 天竜川大平運動公園(多目的広場 庭球場 ゲー

トボール場) 万葉の森公園 

社会福祉課 浜北社会福祉会館 

長寿保険課 浜北高齢者ふれあい福祉センター 

健康づくり課 浜北保健センター 

浜北区の経営資源 

平成 31 年度の区の経営に要する資源（組織、予算規模、職員数）について紹介します。 

◆浜北区の組織 

◆公の施設の所管 

浜北区区政運営方針 
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浜北区職員(人) H30 年度 H31 年度 

区長、副区長 2 2 

区振興課 26 28 

区民生活課 30 30 

まちづくり推進課 51 50 

社会福祉課 36 35 

長寿保険課 27 27 

健康づくり課 24 24 

計 196 196 

H30 年度当初予算 H31 年度当初予算

区役所費 

     （千円） 

本庁からの配当

     (千円) 

区役所費 

     (千円) 

本庁からの配当

     (千円) 

事業費計 234,424 4,221,000 268,570 4,901,629 

一般会計 234,424 4,082,115 268,570 4,763,052 

特 

別 

会 

計 

国民健康保険事業特別会計 － 491 － 488 

介護保険事業特別会計 － 137,821 － 137,468 

後期高齢者医療事業特別 

会計 
－ 573 － 621 

H30 年度 H31 年度 

職員数(人) 金額(千円) 職員数(人) 金額(千円) 

人件費計 196 1,053,600 196 1,049,400 

 正規職員(職員数×7,000 千円) 116 812,000 115 805,000 

再任用職員(職員数×3,600 千

円) 
22 79,200 22 79,200 

非常勤職員(職員数×2,800 千

円) 
58 162,400 59 165,200 

浜北区区政運営方針 

◆予算規模 

◆人件費 

◆職員数 （H30 年度－H30.4.1 現在、H31 年度－H31.4.1 現在）

(H30 年度－H30.4.1 現在、H31 年度－H31.4.1 現在)

項目 浜北区 

面積（ ） 66.50 

人口（人） 99,379 

世帯数 37,009 

自治会数 61 

（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

◆浜北区の概要
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課名 課の取組目標 指標 

区振興課 

区協議会、地域力向上事業などを通じて、区民の皆さまの意

見を反映し、市民協働による住みよい地域づくりを推進しま

す。 

H31 地域力向上事業採用件数

20件以上(H30/20 件) 

自主防災組織と連携し、地域の防災リーダーの育成を図りま

す。また、大規模地震に備えて～自分の命は自分で守る～を

周知し、家庭や地域における防災意識の向上を図ります。 

自主防災隊連合会のモデル地

区への講座（DIG訓練）9回、 

出前講座 10 回以上（9 地区）

（H30/19 回） 

区政情報をはじめ、地域に密着した情報を発信します。 

広報取材日記の市ホームペー

ジ掲載件数 35 件以上(H30/35

件) 

区民生活課 
住民基本台帳や戸籍などに関する各種届出受付や証明書交

付を適正・迅速に行うとともに、わかりやすい説明と親切・

丁寧な応対に努めます。

クレーム 0の窓口を目指します。

まちづくり推進課 

生涯学習、文化及びスポーツの振興を図るため、各種団体と

の連携・協働を図り、地域の特色を活かしたまちづくりを推

進します。 

協働センター使用率 60％以上

を目指します。 

「交通事故ワースト１」から抜け出すため、交通安全協会や

交通安全指導員会などの関係団体と連携し、交差点や商業施

設での啓発活動、小学校での交通安全教室、高齢者の事故防

止対策などの交通安全活動に積極的に取り組みます。

啓発活動 100 回以上を目指し

ます。 

社会福祉課 

来庁された市民の方に早く気づき、明るいあいさつで、親切

丁寧に対応します。 

「市民への約束」評価点4.6点

以上を目指します。 

(H30/4.6点) 

就学前における教育・保育施設の提供と保育事業の健全な運

営を目指します。 

私立保育所保育料・公立幼稚

園保育料の収納率 100％を目

指します。 

長寿保険課 

区民の皆さまの立場に立って、わかりやすく親切・丁寧な窓

口応対に努めます。

「市民への約束」評価点 4.6

点以上を目指します。

（H30/4.51 点）

高齢者の皆さまが安心して暮らせるよう見守り支援に取り

組むとともに、相談者の気持ちを理解し、丁寧な対応に努め

ます。

見守り支援は継続して行う中

で、相談の都度迅速かつ適切

に対応します。 

健康づくり課 

子どもの健やかな成長を目指し、浜北区に転入してきた児の

個々の成長に合わせた情報の提供や保健指導を行います。 

転入してきた乳幼児に対する

保健指導の実施率 70％を目指

します。（H29：46％） 

健康寿命を延伸させるため、生活習慣病の予防に取り組みま

す。特に、受診率が伸び悩んでいる乳がん検診の受診者数の

増加を目指します。 

① 乳がん検診啓発のチラシ

を配布した人数500人を目

指します。（H29：250 人） 

② 乳がん検診を受けた人数

2,000 人を目指します。 

 （H29:1,726 人） 

各課の取組み目標 

浜北区区政運営方針 
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◆平成 31 年度浜北区区政運営方針 

問い合わせ 浜松市浜北区役所区振興課 

〒434-8550 浜松市浜北区貴布祢 3000 番地（なゆた・浜北内） 

 053-585-1141 FAX 053-587-3127 

Ｅ-mail  hk-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

※浜北区の情報は、 

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


