
令和元年度（２月） 第１１回浜北区協議会 次第

日時：令和２年２月２７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）協議事項 

   令和２年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について 【資料 1】 

(2) 報告事項 

   令和２年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について【資料 2】 

３ その他

(1) その他

(2) 次回開催日程について 

４ 閉 会



１

 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和 2年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第８条に基づき、浜北区役所に提案

された地域力向上事業・助成事業の採択に当たって、浜北区協

議会に意見を求める。 

地域力向上事業実施要綱 

 （実施予定事業の決定） 

 第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、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により通知するものとす 

る。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 令和２年度の地域力向上事業・助成事業は、令和２年１月に

一次募集をした。今回は、提出された提案について、区行政推

進会議で審議したものを提出する。 

 提案  ４件 

 採用  ４件 

 不採用 ０件 

※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） 

 市長は、浜北区協議会の意見を踏まえて、地域力向上事業・

助成事業を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 岩崎 英浩 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。

資料１ 



（単位：円）

■助成事業 予算要求額 既申請額 今回補助額

3,300,000 0 1,391,000

内容

時期

場所 担当課：区振興課

内容

時期

場所 担当課：健康づくり課

2
浜北副都心にぎわいづくり協議
会赤ちゃんフォトコンテスト
　　　　　　　　　　　　　　（3回目）

浜北副都心にぎわいづ
くり協議会少子化対策
部会

　浜北区は人口の増加が続いていま
すが、出生数はそれほど伸びていな
い。少子高齢化は全国的な流れかも
しれないが、浜北区の将来を考えたと
き良い傾向ではない。自らができる少
子化対策として、赤ちゃんの写真コン
テストを行い、まずイメージから赤ちゃ
んの笑顔と元気があふれ、赤ちゃんが
たくさんいることが自然に思える環境
を作る。

〇

 【採用（実施予定事業候補）】

・赤ちゃんの魅力を発信すること、冊子による
少子化対策の啓発及びにぎわいづくり創出
に期待する。
・過去においては、各市町の産業祭等のイベ
ントで実施されていたこともある事業であり、
「区の固有性」という面では薄い。しかしなが
ら、200点を超える応募があり、区民の関心
の高まりを伺うことができる。
・当事業は、うちの子自慢、商品目当てといっ
た見方がある一方で、つながりのない（家族
ではない）高齢者等にとっても、見て楽しみ、
元気をもらうことができる内容である。
・今年度、今後の自費による継続を模索して
もらう中で助成対象としたい。
・関係機関の連携により、継続事業となって
いくことを期待する。
・コンテストの継続のため、内容の検討や協
力者の掘り起こしが必要である。令和2年4月1日（水）～令和2年12月31日（木）

・補助金
                  （130,000円）
・協賛金等
                  （197,000円）

プレ葉ウォーク浜北センターコート　他

　少子化対策のための赤ちゃんフォト募集ポスター
やチラシで広くＰＲを行い、応募いただいた写真を
プレ葉ウォーク浜北で公開し市民の皆さんにも一
次審査に参加していただく。
　その他、応募作品による写真展を区内各所で開
催する。
　また、応募作品等と少子化対策を盛り込んだ冊
子を作成する。

【募集期間（予定）】
　　7月1日（水）　～　8月31日（月）

【一次・二次審査（予定）】　9月～10月

【表彰式（予定）】　10月18日（日）

327,000

主なものは次のとおり

・展示用品、額縁
　　　　           （35,000円）
・審査、表彰用品等
　　　　　　　　　（32,000円）
・入賞者副賞品
　　　　　　　　　（70,000円）
・募集ポスター、チラシ
　　　　　　　　　（35,000円）
・冊子
　　　　　　　　（155,000円）

130,000

事業の目的・効果

　三遠南信の農産品、水産物、工芸品、郷土加工
品等の販売を、毎月2回、第2、第4火曜日を基本と
して午前9時から午後3時まで開催する。また、6月
と12月（予定）にイベントを開催する。
　会員だけではなく、浜北区で商売している方々に
も、継続して参加（出店）を募っていく。

提案内容

はまきた駅前なゆた朝
市

　三遠南信名物自慢「はまきた駅前な
ゆた朝市」を定期的に開催すること
で、浜北駅前周辺の活性化を図る。
　当会員の商材は三遠南信の特産物
を活かしたもので量産などできないも
のがほとんどです。実際に現地に行っ
て買わなくても「なゆた浜北」で手に入
れることができ買い物弱者の問題もク
リアできると考える。 令和2年4月1日（水）～令和3年3月31日（水）

なゆた・浜北

継続
事業

〇

残額

1,909,000

補助金額
（希望額）(円）

225,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり

・アルバイト賃金
　　　　　　　    （60,180円）
・チラシ、スタンプラリー
　　　　　　　  （270,600円）
・新聞折込料
　　　　　　    （161,000円）
・その他
　　　　　　　　 （72,000円）

・補助金
　　　　　　　  （225,000円）
・出店者負担金
　　　　　　  　（338,780円）

令和2年度地域力向上事業提案内容

1

Ｎｏ．

三遠南信名物自慢「はまきた駅
前なゆた朝市」
　　　　　　　　　　　　　　（3回目）

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 行政推進会議検討結果

563,780

 【採用（実施予定事業候補）】

・常連の方ばかりがおみえになっているかと
心配していたが、来客数、売上ともに上がっ
てきているということで、その点は安心した。
ただ、地元の事業主がもっと積極的に参加し
たくなるような事業展開を考えてほしい。
・補助終了後における事業継続の意思があ
り、新たな店舗の取り込みに期待する。
・着実に集客数が増えており、浜北駅周辺の
にぎわいと活性化が期待できる事業である。
更に事業の認知度が上がり集客数が増える
よう効果的な宣伝活動を展開してほしい。
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令和2年度地域力向上事業提案内容

内容

時期

場所 担当課：健康づくり課

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

主なものは次のとおり

・アルバイト賃金
　　　　　　     （679,680円）
・事務用品等
　　　　　  　     （54,880円）
・ポスター、チラシ
　　　 　　　    （160,000円）
・宣伝広告
                  （180,000円）
・エアロビック教室委託
　　　　　     　（720,000円）
・保険料
                    （60,000円）
・会場使用料
                  （145,440円）

1,000,000 －

 【採用（実施予定事業候補）】

・2、3年での自立を目指しているようなので、
広くＰＲし浜松市の健康寿命を伸ばしてほし
い。
・教室開催からサークル化（独立）までの道
筋が立てられている。
・お試し期間は設けないということであるが、
自己負担が参加者の減につながることが懸
念される。活動を行う中で、参加者増につな
がるよう臨機応変な対応をしてほしい。
・エアロビック連盟における事業普及という色
とならないよう、浜北区発の情報発信をして
ほしい。
・スローエアロビックが身近なスポーツとして
浸透し、浜北区民の健康増進、健康寿命の
延伸に繋がることを期待する。
・教室の会場となるグリーンアリーナ等の空
いている時間帯で使用することは使用料収
入の面では有効であり、効果がある。

令和2年4月1日（水）～令和3年3月31日（水）

・補助金
　　　　　　　（1,000,000円）
・会費、自己資金
　　　　　　　（1,000,000円）

グリーンアリーナ、浜北体育館、浜北武道館

4
浜北スローエアロビックプロジェ
クト

浜北スローエアロビック
プロジェクト

　浜松市は、政令指定都市・特別区の
中で健康寿命日本一であるとともに、
平成３１年２月には「７０歳現役都市・
浜松」の宣言をしており、高齢者が健
康的に暮らす先進的な都市である。
　また、こうしたことを推進するために
「浜松いきいき体操」や「ノルディック
ウォークリーダー育成」「ロコモーション
トレーニング」などにも取り組んでいる
ところであるが、更なる健康寿命の延
伸が課題となっている。
　こうした中、日本エアロビック連盟で
は、高齢者向けの新たなトレーニング
メニューとしてスローエアロビックの普
及に努めており、活動場所となるス
ポーツ施設が豊富にある浜北区にお
けるモデル事業を実施することで、こ
の成功例をもって市内、県内、全国へ
と普及していきたいと考えている。
　本事業を通じて、健康寿命の延伸の
ためのメニュー開拓とともに、不足する
指導者の養成並びに、スポーツ施設
をはじめとする公共施設の平日昼間
の稼働率の向上にもつなげていきた
いと考えている。

　エアロビック連盟による、スローエアロビック教室
を区内3カ所で平日午前に実施する。

・グリーンアリーナ（毎週火曜日 午前）　予定
・浜北体育館（毎週木曜日　午前）　予定
・浜北武道館（毎週金曜日　午前）　予定

1回500円×4回　（月2,000円）
定員 20名 2,000,000

主なものは次のとおり

・講師謝礼
　　　　　　　  　（45,000円）
・教材費等消耗品
　　　　　　 　   （18,000円）
・チラシ
　　　　　　 　   （10,000円）
・保険料
　　　　　　　　　 （6,000円）

・用具借用代
　　　　　　　　  （12,000円） 36,000 〇

 【採用（実施予定事業候補）】

・よりよい親子関係を築く一助になってほし
い。
・安心して子育てができるように、保健師と連
携を取りながら親子支援をしてほしい。
・是非継続してもらいたい事業であるが、個
人負担金を増額して補助金減額分に充当す
る計画であり、今後の継続性の面で心配で
ある。
・子育ての支援としては有効であり、また、保
護者の選択肢を増やすという観点でも効果
が期待できる事業である。

令和2年4月１日（水）～令和3年3月31日（水）

・補助金
                    （36,000円）
・参加費等
                    （55,000円）

浜北保健センター

予算内容（金額：円）
補助金額
（希望額）(円）

継続
事業

行政推進会議検討結果

3
親子支援事業
　　　　　　　　　　　　　（2回目）

プレイリバー

　社会では今、子育てがうまくいかず、
悩みや不安を抱えたまま育児をしてい
る母親や、言葉や社会性等の発達に
課題がある子どもが増えている。
　また、家庭環境に問題があり、子ど
もの成長発達に好ましくない影響を及
ぼしている。見守りや支援を必要とす
る子育て家庭も急増している。
　浜北区に於いては、子育て世代の転
入者が多いが、困った時に周囲に頼
る所が無く、不安や孤独を感じながら
暮らしている保護者が多いと考えてい
る。
　当団体スタッフは、保育士を25年以
上経験している。また、浜北区在住の
専門技術を持っている講師も招きプロ
グラムに沿った親子支援活動を展開し
ていく。

　6月から3月までの期間で全7回、親子運動遊び、
子育て相談、母親交流を行う。12月はお楽しみ会
を行う。

【対象】
　浜北区、天竜区に住み、子育てに悩みや不安が
ある保護者と発達に課題や心配がある子ども。

91,000

Ｎｏ． 提案事業名 提案者 事業の目的・効果 提案内容 概算事業費(円)
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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 令和 2年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について 

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 

令和2年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要

について報告するもの。 

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） 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 岩崎 英浩 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。

資料2-1 



浜北区役所

（単位：千円）

2年度当初
予算額Ａ

元年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

浜北区役所費 257,181 266,964 △ 9,783

区管理運営事業 104,223 120,028 △ 15,805

協働センター管理運営事業 38,485 37,376 1,109

収入印紙売りさばき事業 13,802 13,802 0

区協議会運営事業 137 163 △ 26

地域力向上事業 13,470 13,712 △ 242

3,300 3,300 0

区民活動・文化振興事業 9,667 9,865 △ 198

区課題解決事業 503 547 △ 44

行政連絡文書配布事業 38,069 37,395 674

自治会振興事業 35,644 32,020 3,624

遠州はまきた飛竜まつり開催事業(負担金) 9,351 8,468 883

浜北万葉まつり開催事業 4,000 4,000 0

市民提案による住みよい地域づくり助成事業
（補助金）

令和２年度　浜北区役所費予算案の概要

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。

区協議会の開催等に要する経費

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

浜名、北浜南部、中瀬、麁玉協働センター及び浜名協働
センター附設体育館の維持管理に要する経費

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

万葉まつり及び関連イベントを開催するための経費

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

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

自治会集会所整備費助成、防犯灯設置維持管理費助成

行政連絡文書の配布等を浜北区自治会連合会に委託する
経費等

資料2-2



浜北区役所　
（単位：千円）

2年度
当初予算額

A

元年度
当初予算額

B

増減
A-B

事業の内容

地域力向上事業 13,470 13,712 △ 242

3,300 3,300 0

区民活動・文化振興事業 9,667 9,865 △ 198

1,536 1,536 0
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。

4,500 4,500 0
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。

535 535 0
浜北の名所・旧跡見学など文化的要素を取り入れた
ウォーキングとの複合イベントを開催する。

1,282 1,282 0

エルネットファミリー 491 491 0
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 367 367 0
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。

星を見るつどい 99 99 0
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。

浜松市浜北青少年リーダー養成講習会 325 325 0
中学生や高校生を対象に青少年健全育成活動指導者
をサポートするサブリーダーを養成するための講座
を連続的に開催する。

令和２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）

浜北青少年健全育成事業

事業名

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

はまきた名所めぐりウォーキング事業

資料2-3



2年度
当初予算額

A

元年度
当初予算額

B

増減
A-B

事業の内容事業名

1,814 2,012 △ 198

浜北植木まつり支援事業（負担金） 545 545 0
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 1,000 1,000 0
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 0 200 △ 200
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 269 267 2
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。

区課題解決事業 503 547 △ 44

103 147 △ 44
健康意識の啓発を図るため、市のイベント会場(浜北
区内)及び「はままつ食de元気応援店」登録店舗で健
康づくりの普及啓発事業を実施する。

400 400 0
協働センター単位などの区よりも小さな単位での地
域課題解決を図るための事業を実施する。

9,351 8,468 883
浜北凧揚げ、飛竜火まつり等各種イベントを開催す
る。

4,000 4,000 0
「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。

浜北万葉まつり開催事業

みどりのまち推進事業

健康づくり事業

遠州はまきた飛竜まつり開催事業（負担金）

協働センターを核とした地域課題解決事
業



(単位：千円)

浜北区 中区 東区 西区 南区 北区 天竜区

1 1,115,404 2,464,874 1,076,315 1,188,394 1,017,318 1,307,096 1,563,609

2 104,223 9,609 49,939 73,890 51,201 103,477 121,286

3 38,485 100,296 48,911 87,642 47,894 69,403 295,752

4 13,802 0 0 0 0 6,900 0

5 137 200 334 213 300 262 140

6 13,470 11,185 7,969 14,977 8,732 8,951 22,777
市民提案による住みよい地域づくり助成
事業（補助金） 3,300 6,000 2,500 3,800 2,700 3,700 4,000

区民活動・文化振興事業 9,667 3,345 2,372 8,691 1,410 3,822 15,921

区課題解決事業 503 1,840 3,097 2,486 4,622 1,429 2,856

7 38,069 106,081 49,453 37,353 35,712 43,957 30,900

8 35,644 57,741 33,680 31,592 20,191 26,526 15,473

9 13,351 0 5,107 6,041 0 25,100 21,352

10 0

1,372,585 2,749,986 1,271,708 1,440,102 1,181,348 1,591,672 2,071,289

257,181 285,112 195,393 251,708 164,030 284,576 507,680

※区大事業

浜名湖うなぎまつり開催事業（負担金）　6,041千円

区大事業※

協働センター管理運営事業

自治会振興事業

行政連絡文書配布事業

地域力向上事業

区協議会運営事業

令和２年度　区役所費当初予算比較

　天竜区 鹿島花火大会開催事業（負担金）　4,819千円　　　天竜区交流促進事業（負担金）　11,688千円　　　森林のまち童話大賞事業 1,000千円　　　天竜区駅伝大会事業（負担金）　3,845千円

区役所費合計（人件費除く）

遠州はまきた飛竜まつり開催事業（負担金）　9,351千円　　　浜北万葉まつり開催事業　4,000千円

俳句の里づくり事業　3,935千円　中野町煙火大会開催事業（負担金） 1,172千円

収入印紙売りさばき事業

人件費

区管理運営事業

基金積立金

姫様道中開催事業（負担金）　6,800千円　　三ヶ日花火大会開催事業（負担金）　6,000千円　　いなさ人形劇まつり開催事業（負担金）　6,000千円　　北区Deまつり開催事業（負担金）　6,300千円

　浜北区

　東区

　北区

　西区

区役所費合計

資料2-4



浜北区役所

(R02.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

道路整備事業

市道整備事業 　　

（市）浜北於呂宮口線外 <単独事業>　測量設計、道路改良工事等 継続

国県道整備事業 　　

(国)362号(宮口BP) <国交付金事業>　道路改良工事 継続

(一)細江浜北線(雷神橋)外 <国交付金事業>　道路改良工事、測量設計 継続

(一)熊小松天竜川停車場線外 <単独事業>　測量設計、道路改良工事、土地使用料等 継続

道路維持修繕事業 　　

(主)浜北袋井線（浜北大橋） <国交付金事業>　塗装塗替工事 継続

国県道、市道　区内一円 <単独事業>　道路維持修繕工事 継続

交通安全施設等整備・修繕事業 　　

(市)浜北寺島内野線外 <国交付金事業>　道路改良工事、測量設計 継続

国県道　区内一円 <単独事業>　道路照明灯、小規模工事等 継続

市道　区内一円 <単独事業>　道路照明灯、小規模工事等 継続

(市)浜北内野台28号線外 <単独事業>　測量設計、道路改良工事等 継続

都市計画道路整備事業 　　

(都)美薗線 <国交付金事業>　道路改良工事 継続

令和2年度　浜北区における主要事業の概要 資料2-5差替

1 



浜北区役所

(R02.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

河川改良事業 　　

(準)寺島川外 <単独事業>　排水路工、護岸工、測量設計、用地補償等 継続

河川維持修繕事業

(準)染地川外 <単独事業>　浚渫・除草工等 継続

組合等区画整理支援事業

区画整理地区内水道整備事業
負担金

浜北新都市水道施設工事負担金 継続

(仮称)浜北中央北土地区画整
理事業

(仮称)浜北中央北土地区画整理事業に係る技術的援助等支援 継続

浜松赤十字病院、浜北高齢者ふれあい福祉センターなどの医療・福祉を中心
とした、より暮らしやすい住環境等の創出を図るため、都市計画手続き（市
街化編入、用途地域の指定、区画整理区域の決定など）を行うもの

新規
令和元年度～令和2年
度

国県施行事業
県営土地改良事業（負担金）

県単独農業農村整備調査事業
（基盤整備の実施に向けた調査検討「上善地地区」）

継続

国県施行事業
県営土地改良事業（負担金）

県単独農業農村整備調査事業
（基盤整備の実施に向けた調査検討「大平地区」）

継続

国県施行事業
県営土地改良事業（負担金）

県営土地改良事業
（ため池の耐震対策工事「ため池群馬込川地区」）

継続

かんがい排水整備事業
かんがい排水整備国庫補助事業

農村地域防災減災事業
（ため池の耐震豪雨対策調査）

継続

農業農村施設維持管理業務
土地改良施設維持管理適正化事業

土地改良事業維持管理適正化事業
（内野排水機場発電機更新工事）

新規

農業農村振興推進費

2 



浜北区役所

(R02.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

施設整備事業 　　

私立保育所等施設整備費助成
事業（補助金）

保育所の創設1園（高畑　定員110人） 新規 令和3年4月開所予定

浜北第3分団庁舎・北浜小学校
放課後児童会の複合施設建設
事業

浜北第3分団庁舎を北浜小学校敷地内に移転し、同校の放課後児童会施設とし
ても利用可能な複合施設として一体的に整備するもの

新規 令和2年度～令和4年度

介護サービス提供基盤整備費
助成事業

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備に対する補助
於呂圏域　1事業所18床

新規 令和3年3月開設予定

その他の事業 　　

西鹿島駅周辺地区まちづくり
検討事業

西鹿島駅の利便性向上を図るため、各種検証や地域調整を行うとともに、鉄
道事業者との連携による計画調整等を行うもの

継続

浜北温泉施設あらたまの湯修
繕工事

あらたまの湯露天風呂デッキ修繕工事 新規

浜北温泉施設あらたまの湯温
泉ポンプ更新工事

あらたまの湯温泉ポンプ更新工事 新規
平成31年度当初債務負担
行為設定
令和元年度～令和2年度

浜北斎場拡張整備事業 拡張整備事業デザインビルド（施工）整備工事 継続
・5号炉増設:平成30年度
・拡張工事:平成30年度～
　　　　　　　令和2年度

野生鳥獣出没緊急対応事業
市民等からの通報を受け、現場出動による追い払い、注意喚起業務等を委託
するもの

新規

マンホールトイレシステム整
備事業

避難所へのマンホールトイレの整備　北浜中学校、麁玉中学校 新規

3 



浜北区役所

(R02.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

鉄道駅バリアフリー化設備整
備費助成事業

交通事業者が実施する鉄道駅バリアフリー化設備事業に対する助成
岩水寺駅・美薗中央公園駅　転落防止柵設置等

新規

ふれあい交流センター浜北整
備事業

既存浴室を講座室等に改修（設計業務委託、改修工事） 新規

障がい者相談支援事業所の再
編

相談支援事業所を再編し、浜北区及び天竜区を相談圏域とする浜松市浜北・
天竜障がい者相談支援センターを浜北保健センターに開設する。

継続 令和2年4月1日開設

子育て支援ひろば事業 常設ひろば、発達支援、妊婦支援、親支援・親教育、外国人支援など 継続

病児・病後児保育事業
病気又は病気回復時の乳幼児及び小学生の一時的な保育
（桜町クリニック　種別：病児　定員6人）

継続

新清掃工場整備事業 熊小松天竜川停車場線外アプローチ道路整備工事など 継続

4 



位 置 図

令和２年度 主要事業箇所(浜北区)

東・浜北土木整備事務所

1

2

3

4

浜北区役所

番号 主要事業名

1 （国）３６２号（宮口バイパス）

2 （一）細江浜北線（雷神橋）

3 （市）浜北寺島内野線

4 （都）美薗線

5 （主）浜北袋井線（浜北大橋）

6 　新清掃工場整備事業

5

6


