
第１回 西区協議会 

日時：令和２年５月 27 日（水）

午後１時３０分～    

会場：舞阪協働センターホール 

次  第 

１ 開会 

２ 区長あいさつ 

３ 委員紹介

４ 議事

(1)正副会長の選任 

(2)協議事項 

  第1号 令和元年度 西区地域力向上事業（助成事業）の事後評価について 

  第2号 令和２年度 西区地域力向上事業（助成事業）の提案について 

(3)報告事項 

   第1号 令和２年度 浜松市西区区政運営方針について 

５ その他 

(1)今後の開催予定について【令和２年 月 日（ ）午後1時30分から】 

 (2)その他 

６ 閉 会 

①





R2.4.1現在

№ 氏　　名 ふ り が な 推薦の方法 所　　属　　団　　体 備　考

1 石川　惠一 いしかわ　けいいち 団体推薦 雄踏地区自治会連合会 ２期目

2 五十川　智子 いそがわ　ともこ 団体推薦 浜松の未来を育てる会 １期目

3 伊藤　絵奈 いとう　えな 団体推薦 NPO法人　浜松男女共同参画推進協会 ２期目

4 岩﨑　正恭 いわざき　まさきよ 団体推薦 篠原地区自治会連合会 １期目

5 内田　光一 うちだ　こういち 団体推薦 浜名商工会 １期目

6 片山　幸一 かたやま　こういち 団体推薦 舞阪地区自治会連合会 １期目

7 加藤　一正 かとう　かずまさ 団体推薦 浜松市西区スポーツ推進委員会 １期目

8 河瀬　俊夫 かわせ　としお 団体推薦 ゆうとうまちづくり協議会 １期目

9 木下　光代 きのした　てるよ 団体推薦 浜松市助産師会 １期目

10 金原　 貴 きんぱら　たかし 団体推薦 浜名湖かんざんじ温泉観光協会 ２期目

11 新間　秀人 しんま　ひでと 団体推薦 庄内地区自治会連合会 ２期目

12 高木　俊和 たかぎ　としかず 団体推薦 浜松市消防団西区支団 ２期目

13 武田　憲幸 たけだ　のりゆき 団体推薦 浜松市人権擁護委員連絡協議会 １期目

14 田澤　健司 たざわ　けんじ 団体推薦 浜松市西区保護司会 １期目

15 中野　幸枝 なかの　ゆきえ 団体推薦 西区民生委員児童委員協議会 １期目

16 中村　重男 なかむら　しげお 公　　募 １期目

17 野嶋　 純 のじま　じゅん 団体推薦 伊佐見地区自治会連合会 ２期目

18 星野　節子 ほしの　せつこ 団体推薦 NPO法人　ふくろうの森委員会 ２期目

19 松尾　健一 まつお　けんいち 団体推薦 和地地区自治会連合会 １期目

20 松本　廣一 まつもと　ひろいち 団体推薦 神久呂地区自治会連合会 １期目

21 宮木　 恒 みやき　ひさし 団体推薦 浜松市認定農業者協議会西支部 ２期目

22 村松　良子 むらまつ　よしこ 団体推薦 浜松の福祉を考える会 ２期目

23 山田　渉 やまだ　わたる 団体推薦 入野地区自治会連合会 １期目

24 吉見　昭子 よしみ　あきこ 団体推薦 浜松市子ども会連合会 １期目

25 渡邊　俊了 わたなべ　としあき 団体推薦 浜名漁業協同組合 ２期目

西区協議会委員名簿

1



（R2.4.1現在）
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  ◎議事

   (1)協議事項 

     第 1 号 令和元年度 西区地域力向上事業（助成事業）の 

事後評価について 

… 1 ㌻ 

     第２号 令和２年度 西区地域力向上事業（助成事業）の 

提案について 

… 9 ㌻ 

   (1)報告事項 

     第 1 号 令和２年度 浜松市西区区政運営方針について 

… 13 ㌻ 

  ◎別冊資料 

     ・区協議会について                …  1 部 

     ・【お願い】市民活動団体の情報提供について     … 1 部 

・令和 2年度 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～  … 1 部 

ガイドブック 

 第１回西区協議会

事 前 配 付 資 料

②





 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 令和元年度 西区地域力向上事業（助成事業）の事後評価について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

令和元年度に実施された地域力向上事業の「市民提案による

住みよい地域づくり助成事業」について、２月１２日及び５月

１２日に開催された行政推進会議での評価結果を報告し、西区

協議会に意見を求めるもの 

対象の区協議会 西区協議会 

内  容 

【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 ４件 

※事業内容、行政推進会議での評価結果は別紙のとおり 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 西区区振興課 担当者 中村 郁夫 電話 597-1112 

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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令和元年度地域力向上事業評価シート（行政推進会議　評価）

※実施事業が終了したときは、区行政推進会議及び区協議会で評価を行う（地域力向上事業実施要綱第10条）

区分 № 提案者 事業名
総事業費

(円)

助成額
執行額
（円)

西区らしさ

Ａ（高い）
Ｂ（普通）
Ｃ（低い）

事業目的
の達成度

Ａ（高い）
Ｂ（普通）
Ｃ（低い）

財政支援
の必要性

Ａ（高い）
Ｂ（普通）
Ｃ（低い）

費用対効果

Ａ（高い）
Ｂ（普通）
Ｃ（低い）

行政推進会議等での意見

(事業の特に優れていた点、今後改善を期待する点、その他特記事項等)

1
「市民ミュージ
カル　in　雄
踏」実行委員会

市民ミュージカル
in　雄踏

3,027,276 1,513,000 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

・地域の参加を得ての市民ミュージカルとして大変期待されたところであった
　が、開催中止は残念。成果発表に向けての継続した取り組みを見守りたい。
・公演が中止となってしまい残念ですが、出演希望者が稽古に臨み、地域力の
　向上に貢献できたと考察する。
・公演が中止となり残念だとは思いますが、これまでの取り組みや協力団体の
　多いことを見ますと、地域力向上のため、とてもよい事業であったと思慮
  されます。

2 西山町自治会
防災活動を中心と
した街づくり事業

140,276 35,000 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

・防災意識の向上のためには、連続した住民への働きかけが欠かせない。その
　ような中での同活動は評価に値する。
・地域の交流が深められ、有意義な事業であったと思われる。
・子どもからシニアまで自治会主体での防災意識向上と知識の習得はとても良
  い事業です。継続して行うことが重要と思います。

3
特定非営利活動
法人　みらい
ネット浜松

「西区防災すごろ
く」作成と楽しく
学ぶ防災講座

520,000 260,000 Ａ Ａ Ｂ Ｂ

・西区の防災・減災の現場を見学して「すごろく」を作成したという企画力は
　すばらしいと感じた。
・区内の避難所や避難タワーなどの防災施設の場所や施設の学習をすることは
　大変重要なことである。楽しく学習できることは評価に値する。
・地域の防災施設を楽しみながら学ぶことが出来て、多くの参加者があり、
　とても良い事業だと思います。

4
舘山寺門前通り
振興会

舘山寺門前通り
賑わい創出事業

857,712 304,000 Ａ Ａ Ｂ Ｂ

・高校生の若いパワーや知恵を活用した有意義な事業であった。
・浜名湖舘山寺温泉の賑わいを取り戻すためにも、今後もこのようなイベント
　を開催して欲しいと思う。
・西区を代表する観光地の賑わいを創出するために、地域一丸となった取り組
  みは評価できる。

【時期】平成31年4月5日（金）～令和2年3月28日（土）
【場所】雄踏文化センター　ほか
【内容】　雄踏町の「雄踏」の名前の由来となる「やまとたけるのみこと」を題材にした
　　　　市民ミュージカル「ヤマトタケルを継ぐ者たち」を作成。令和2年3月8日（日）
　　　　を公演予定日としていた。
　　　　（新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止した。）
　      稽古の実績（4月～2月まで計79回実施した。）その他チラシやポスターを作製。
【実績】　1年を通して練習を行ってきたことにより、参加者は自信をもって演技できる
　　　　よう成長した。地元企業や学校からの協賛・協力、地元住民の様々な形での参加
　　　　により地域の活性化に寄与することができた。

助
成
事
業

実　　績　　等

【時期】令和元年9月2日（月）～令和2年3月10日（火）
【場所】西区内各協働センター、雄踏文化センター
【内容】①西区版防災すごろくを作成
　　　　②各協働セターや雄踏文化センターのイベントに合わせ出前講座を実施
　　　　　雄踏文化センター　9月29日　81人、10月20日　43人
　　　　　伊佐見協働センター　11月2日　28人、12月15日　30人
　　　　　入野協働センター　11月23日　38人
　　　　　篠原協働センター　1月18日　36人
　　　　　庄内協働センター　2月9日　37人
【実績】　誰もが参加できるように設定し、3～6人のグループで防災すごろくを楽しみ
　　　　ながら、防災・減災を学習することができた。すごろくに西区の避難タワー
　　　　・避難マウンド・防潮堤・防災センターなどの施設や身近な避難所を掲載する
　　　　ことで遊びの中で紹介できた。ゲームを通じて災害から「命を守る、心を守る」
　　　　大切さを実体験してもらうことができた。

【時期】令和元年8月28日（水）～令和元年12月2日（月）
【場所】舘山寺温泉門前通り　門前広場　舘山寺
【内容】①舘山寺門前広場での音楽イベント開催
　　　　②学生によるボランティアガイド
　　　　③地域食材を使用した新商品の開発、販売、展示
　　　　④舘山寺縁日の開催
【実績】　予想を大きく上回る3,000人以上の来場があり大盛況だった。食や文化を通じ
　　　　て、内外にこの地域の魅力を発信する良い機会となり、今後の再来訪を促す
　　　　機会を創出することができた。

【時期】令和元年8月18日（日）～令和2年3月8日（日）
【場所】西山会館、西山多目的広場
【内容】①子供防災教室（8月18日、西山会館、参加者73名）夏休みに子供たちに防災
　　　　　意識を高めるために開催
        ②シニアクラブ防災講座（11月23日、西山会館、43名）　高齢者を対象とした
　　　　　防犯講座、防災講座を開催
　　　　③防災フェスタ
         （新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止した。）
【実績】　三遠南信水機能研究会の協力など、地域を越えてこのような事業を開催する
　　　　ことができた。遊び感覚で、楽しく災害時の対応を体験でき、防災意識の向上
　　　　につなげることができた。
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令和２年５月２７日現在

【地域力向上事業】 （単位：千円）

区分 № 所管課 事業名 執行額

1 まちづくり推進課 伝統文化支援事業 1,905

2 まちづくり推進課
はなまこ夏フェスタ開
催事業

2,000

3 舞阪協働センター
おいしい舞阪まるごと
体験フェア開催事業

3,500

4 舞阪協働センター
舞阪漁港えんばい朝市
開催事業

1,000

5
まちづくり振興課
（庄内協働セン
ター）

海の子と山の子の地域
間交流事業
【庄内協働センター】

230

【事業主体】はまなこ夏フェスタ実行委員会

【時期】令和元年7月14日(日)、8月4日（日）
【場所】弁天島海浜公園東側海水浴場及び中央テントほか
【内容】　2019 はまなこ夏フェスタ「弁天島ビーチスポーツアイランド」を開催
　　　　（ビーチバレー及びビーチサッカー、浜名湖遊覧と磯遊び、海の生き物
　　　　教室＆マリンアート体験サップヨガ、ビーチフラッグス、マリンアクセ
　　　　サリー作り体験、ビーチラグビーなど）
【成果】　各団体との連携・協力のもと管理運営ができた。延べ1,466名が来場し
　　　　た。弁天島の夏のイベントとして市内外の誘客と地域の活性化が図られ
　　　　た。

事　　業　　内　　容　及　び　成　果

【事業主体】おいしい舞阪まるごと体験フェア実行委員会

【時期】令和2年2月１日（土）
【場所】浜名湖ガーデンパーク
【内容】　舞阪地区の漁業者や水産加工業者の出店による牡蠣、海苔、鰻などを
　　　　中心に農産物や加工品など、浜名湖や市域の地場産品の物産展、海苔炙り
　　　　体験、牡蠣剥き体験、貝殻ペインティングなど。
【成果】　舞阪地域及び浜名湖周辺の冬の味覚や西区内の農産物など地場産品や
　　　　加工品を広く紹介し、ワークショップを組み合わせた体験型イベントと
　　　　して親しまれ、今回で18回目を迎えた。当日は、早朝から多くの来場者が
　　　　並び、事業の認知度の高さを感じることが出来た。

令和元年度　地域力向上事業　実績報告

区
民
活
動
・
文
化
振
興
事
業

【事業主体】①雄踏歌舞伎保存会「万人講」
   　　　　 ②三遠南信ふるさと歌舞伎交流実行委員会
【時期】令和元年7月1日（月）～令和2年2月29日（土）
【場所】雄踏文化センター　ほか
【内容】①幼稚園児・小・中学生を対象とした子ども歌舞伎教室及び雄踏歌舞伎
　　　　　保存会｢万人講｣の定期公演の開催
　　　　②三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大会への参加
【成果】　後継者育成のための子ども歌舞伎教室には、延べ188人が参加した。
　　　　　雄踏歌舞伎保存会「万人講」の定期公演には、延べ600人が来場した。
　　　　　また、愛知県豊橋市で開催された三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大会
　　　　にて上演し、およそ400人が来場した。これらにより、伝統芸能である雄踏
　　　　歌舞伎「万人講」の普及と後継者の育成、三遠南信地域との文化交流促進
　　　　が図られた。

【事業主体】舞阪漁港えんばい朝市実行委員会

【時期】平成31年4月～令和元7月までの第3土曜日（３回）
　　　　＊6月は荒天のため中止
【場所】舞阪水産物荷さばき所
【内容】舞阪漁港で水揚げされた地場産品の販売･PR
【成果】　日本有数の水揚げを誇る舞阪漁港の「シラス」の直販を目玉として、西
　　　　区の「賑わいと活気にあふれるまちづくり」を推進する地域活性化の市民
　　　　協働イベントで、過去5年間の来場者数は、約3万5千人（1回あたり約1,800
　　　　人）を数えている。20年目を迎えた令和元年度の開催は荒天のため1回が
　　　　中止、残る3回はしらす漁の不漁のため生しらす販売がなく、来場者数は
　　　　40％減少した。
　　　　　その中で約4,000人もの市民が来場するなど、舞阪漁港を活用した恒例の
　　　　イベントとして地域に定着している。

【事業主体】庄内地区・箕輪町交流協会

【時期】令和元年5月20日（月）～令和2年3月24日（火）
【場所】庄内地区内及び長野県箕輪町
【内容】①フラワーアレンジメント体験教室
　　　　　　臨海学習で庄内地区を訪れた箕輪町の小学生に庄内地区の特産品であ
　　　　　るガーベラを使ったフラワーアレンジメント体験教室を開催　4回開催
　　　　　延べ134人参加
　　　　②海っこ山っこスタンプラリー
　　　　　　両地域の子ども達が混成チームを結成し、クイズ形式のスタンプラ
　　　　　リーを行い交流した。浜名湖ガーデンパークにて計31名が参加
　　　　③箕輪町の卒園児、卒業生達へ花束贈呈（箕輪町役場）
　　　　　　箕輪町の幼稚園・小学校・中学校を卒園、卒業する子ども達や学校
　　　　　関係者へ庄内地区特産のフリージヤやガーベラ等の花束1,142束を贈呈
【成果】　本事業を通じ、参加者の地域間交流に対する関心を高め、この地域の
　　　　魅力や特色を再認識することが出来た。また、地域の活動団体と連携した
　　　　ことで、コミュニティ活動の活性化も図れた。
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区分 № 所管課 事業名 執行額

2 健康づくり課
食育健康力アップ啓発
事業

416

3 区振興課 西区ＵＤ探検ツアー 131

4 区振興課

「『佐鳴湖のあるま
ち』入野地区とボート
競技」講演会(協働セン
ターを核とした地域課
題解決事業)
【入野協働センター】

114

区
課
題
解
決
事
業

1,1751

【事業主体】西区区振興課

【時期】令和元年8月2日（金）・8月7日（水）
【場所】えこはま、イオン浜松志都呂店、THE　HAMANAKO
【内容】　UDの取組みが進んでいるえこはま、イオン浜松志都呂店、THE　HAMANAKO
　　　　において施設内のUD探検を行い、2日間で35名が参加した。
【成果】　親子で各施設のUDの取組みを学ぶことによりユニバーサルデザインに対
　　　　する理解が一層深まった。
　　　　　また、THE　HAMANAKOでは、心のUDに対する考え方としてホテルならでは
　　　　の「おもてなし」を学ぶことができた。

まちづくり推進課

【事業主体】入野協働センター(西区区振興課と連携）

【時期】令和元年11月2日（土）
【場所】入野協働センター
【内容】　佐鳴湖から生まれたボート競技の元オリンピック選手と長年にわたり
　　　　入野地区でボート競技に携わる方による講演会を開催
　　　　①第1部　『オリンピックと佐鳴湖』
　　　　　講師　堀内俊介氏（ロサンゼルスオリンピック　日本代表）
　　　　　　シングルスカル（1人乗り）種目で1984年ロサンゼルスオリンピックに
　　　　　出場した堀内さんから、オリンピックの精神やボート競技の魅力、佐鳴
　　　　　湖のボート場としてのポテンシャルなどについて、ご自身の経験を踏ま
　　　　　えてお話をいただいた。
　　　　②第2部　『佐鳴湖ボートの歴史』
　　　　　講師　髙部正光氏（浜松ボートクラブ佐鳴会　副会長）
　　　　　　佐鳴湖ボート競技の歴史について、地域を挙げて取り組んだ静岡国体
　　　　（昭和32年・佐鳴湖）を中心に今日までの歩みを、地元ならではのエピ
　　　　　ソードや貴重な映像を交えながらお話いただいた。
【成果】　地域住民の皆さんに佐鳴湖やボート競技を地域のシンボルとして再認識
　　　　　いただき、地域間の一体感を高め、活性化を図ることが出来た。
　　　　　　また、2020東京オリンピック・パラリンピックの開催ムードを高める
　　　　　ことが出来た。

西区交通安全啓発事業

【事業主体】西区まちづくり推進課

①高校生サイクルマナー
【時期】令和元年9月17日（火）
【場所】静岡県立浜松湖南高等学校　1年生　326名
【内容】　自転車事故（自転車が被害者となるケース、加害者となるケース）の
　　　　再現及び解説。靴用反射シール等を配布

②地域選定型高齢者交通安全講習会
【時期】令和2年1月24日（金）
【場所】交通教育センターレインボー浜名湖
【内容】地域の交通事故発生の状況の解説、体験講習を開催　　参加者15名

③協働センターまつり
【時期】篠原協働センター　令和2年1月18日（土）、19日（日）
　　　　庄内協働センター　令和2年2月9日（日）
【内容】交通安全コーナー（身体能力測定、動画ＫＹＴ）、交通安全啓発品の配布
　　　　参加者　篠原協働センター　320名、庄内協働センター　110名
【成果】　自転車事故の被害者や加害者になることの多い高校生や交通弱者である
　　　　高齢者を対象に実際に起こった事故の再現や解説を行い、交通事故が身近
　　　　に起こりうるものとして再認識したことは大変有益であった。
　　　　　また、協働センターまつりでは、楽しんで自らの身体能力測定を行うこ
　　　　とにより、交通安全や事故防止への意識改革を図ることが出来た。

事　　業　　内　　容　及　び　成　果

【事業主体】西区健康づくり課

【時期】令和元年5月8日（水）～令和2年3月31日（火）
【場所】イオン浜松志都呂店、イオン浜松西店、遠鉄ストア大人見店、
　　　　遠鉄ストア桜台店、遠鉄ストア大平台店、遠鉄ストア篠原店、
　　　　ベイシア雄踏店、はまゆう図書館、伊佐見協働センター、
　　　　和地協働センター、西区役所
【内容】
  　　　◎西区内大型店舗（5店）での啓発イベント
　　　　　　遠鉄ストア大人見店 5/8、イオン浜松志都呂店 6/1、9/7、遠鉄ストア
　　　　　桜台店 6/5、イオン浜松西店 6/15、9/28、ベイシア雄踏店 8/28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　3,443名
　　　　◎西区内大型店舗（7店）での啓発活動
　　　　　　遠鉄ストア大平台店5/22、10/23、イオン浜松志都呂店6/1、9/7、
　　　　　遠鉄ストア桜台店6/5、イオン浜松西店6/15、9/28、遠鉄ストア篠原店
　　　　　7/24、1/29、ベイシア雄踏店11/13、遠鉄ストア大人見店12/4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　1,768名
　　　　◎西区役所市民ホールでの啓発活動
　　　　　　食育月間、食生活改善普及運動及び健康増進月間等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通年合計　2,972名
　　　　◎協働センターまつり、図書館まつりで啓発活動
　　　　　　はまゆう図書館7/20、伊佐見協働センター11/3、
　　　　　　和地協働センター12/8　　　　　　　　　　　　　　　合計　1,276名
【成果】　大型店舗や開催日時を考慮し実施したことで多くの区民の方に、生活習
　　　　慣病の発症予防や食生活、口腔衛生等について啓発することが出来、効果
　　　　的な健康づくり活動につながる取り組みが出来た。
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東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックを
契機とした浜松市西区
地域活性化事業(協働セ
ンターを核とした地域
課題解決事業)
【舞阪協働センター】

67

西区発2020オリ・パラ
応援企画による地域力
向上事業　パラリン
ピック競技市民体験会
(協働センターを核とし
た地域課題解決事業)
【篠原協働センター】

60

区振興課4

【事業主体】舞阪協働センター

【時期】令和元年12月14日（土）～12月22日（日）
【場所】舞阪協働センター
【内容】　西区出身のパラリンピアンの活躍や、前回のオリンピック東京大会で、
　　　　区内を通過した聖火リレーなどに関する写真や聖火トーチやメダル、
　　　　賞状など貴重な展示品を一般に無料で公開する展示会を実施した。
【成果】　住民から展示品を提供いただいたことで、地域と共に展示会を作り上
　　　　げることが出来た。
　　　　　また、展示期間中には、多くの観覧者が訪れ、舞阪ゆかりのパラリン
　　　　ピック選手や聖火リレー当時の舞阪の様子を知っていただく機会を提供
　　　　出来た。
　　　　　これにより、東京2020オリンピック・パラリンピックへの関心が高ま
　　　　り、応援ムードを盛り上げることが出来た。

【事業主体】地域活性化プロジェクト　西区オリ・パラ応援団YEEL

【時期】令和2年3月7日（土）
【場所】篠原協働センター
【内容】　スポーツ活動が盛んな篠原地区でパラリンピック競技（ボッチャ）の
　　　　体験会及びボランティア講習を開催する予定だったが、新型コロナ
　　　　ウイルス感染拡大防止のため中止した。
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令和２年５月２７日現在

(単位：千円)

区分 № 所管課 事業名 執行予定額

1
まちづくり
推進課

伝統文化支援事業 1,961

2
まちづくり
推進課

はまなこ夏フェスタ開催事業 2,000

3
舞阪協働
センター

おいしい舞阪まるごと体験フェ
ア開催事業

3,500

4
舞阪協働
センター

舞阪漁港えんばい朝市開催事業 1,000

5

まちづくり
推進課
（庄内協働
センター）

海の子と山の子の地域間交流事
業

230

1
まちづくり
推進課

西区交通安全啓発事業 1,186

2
健康づくり
課

食育健康力アップ啓発事業 424

3 区振興課 西区ＵＤ探検ツアー 76

4 区振興課
協働センターを核とした地域課
題解決事業

800

【時期】令和2年6月～令和3年3月
【場所】庄内地区ほか
【内容】 長野県箕輪町の子どもと庄内地区の子どもを対象
       とした交流事業

区
課
題
解
決
事
業

【時期】令和2年9月～令和3年3月
【場所】西区内高等学校、交通教育センターレインボー浜名湖
        西区内協働センター2か所
【内容】サイクルマナー教室、地域選定高齢者交通安全講習会
        交通安全コーナー

【時期】令和2年5月～令和3年3月
【場所】西区役所、西区内協働センター、西区内大型店舗ほか
【内容】 食de元気応援店で食育健康力アップの啓発イベントを
       開催する。
       　西区役所市民ホールで展示会を開催する。
       　協働センターや区内イベント等での啓発活動を行う。

【時期】令和2年8月5日（木）※予定
【場所】浜松市西部清掃工場、イオン浜松志都呂店ほか
【内容】　西区の主要施設をめぐり、ＵＤの取り組み状況などを
　　　　親子で探検するバスツアーを開催し、ＵＤの周知・啓発
　　　　を図る。

令和２年度　地域力向上事業実施事業

事　　業　　内　　容

区
民
活
動
・
文
化
振
興
事
業

【時期】令和2年7月～令和3年2月 ※予定
【場所】雄踏文化センターほか
【内容】 幼稚園児・小・中学生を対象とした子ども歌舞伎教室
        及び雄踏歌舞伎保存会｢万人講｣定期公演の開催、三遠
        南信ふるさと歌舞伎交流事業への参加

【時期】令和2年7月23日（日）※予定
【場所】弁天島海浜公園及び海水浴場
【内容】 弁天島ビーチスポーツアイランド(ビーチラグビー、
        ビーチテニス、ビーチバレー、海の生き物教室、ビーチ
        ヨガ等体験イベントなど)の開催

【時期】令和2年4月～令和2年7月（第3土曜日）
【場所】舞阪漁港水産物荷さばき所
【内容】 水揚げされたばかりの生シラスの直販や魚介類、
       地場産品を販売する、漁港を活用した朝市イベント
　　　 ※令和2年度は中止

【時期】令和3年2月6日（土）※予定
【場所】浜名湖ガーデンパーク
【内容】 舞阪地区をはじめとする西区の特産品の物産展を
       中心に、地場産業に直接触れ合うことができる体験型
       イベントを実施
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参考資料２



 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 西区地域力向上事業（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）

令和２年度の西区地域力向上事業「市民提案による住みよい

地域づくり助成事業」（第 2次募集）に提案のあった事業につい

て、採択の可否を判断するにあたり西区協議会に意見を求める

もの。 

◎採択までの流れ 

① 西区行政推進会議にて審議（令和 2年 5月 12 日開催） 

② 西区協議会にて協議、意見聴取 

              （令和 2年 5月 27 日開催） 

③ 採択の可否決定（令和 2年 5月末予定） 

※地域力向上事業 

 市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、区

の特性を活かした事業や課題を解決する事業 

対象の区協議会 西区協議会 

内  容 

《令和２年度提案 １件》 

【提案団体】特定非営利活動法人 みらいネット浜松 

【事 業 名】「西区防災すごろく」で楽しく学ぶ防災出前講座 

      ＊2 回目（40％以内） 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 西区区振興課 担当者 中村 郁夫 電話 597-1112 

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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令和２年度地域力向上事業｢市民提案による住みよい地域づくり助成事業｣　提案事業

番号 1 新規･継続 継続 採択回数 2回目（補助率40%以内）

事業名 「西区防災すごろく」で楽しく学ぶ防災出前講座

提案団体 特定非営利活動法人　みらいネット浜松

実施時期 令和2年7月～令和3年2月

実施場所 西区各協働センター

総事業費
　350,000円
　　報償費：56,000円 　賃金：168,150円　旅費：8,000円需用費：80,000円
    役務費：19,700円　使用料及び賃借料：9,400円　雑費：8,750円

事業の目的
　遠州灘と浜名湖に面する西区は、地震・津波や台風が発生した場合、大きな被害が
出ることは免れない。子供・障がい者・高齢者など誰もが「西区防災すごろく」を楽しみな
がら、防災・減災を学ぶことを目的とする。

【審議・採点】

　25点満点中、平均点で 19.6点の採点結果

【審査結果】

　採択の対象と考える。

【委員から出た意見】

　・様々な立場の方に「すごろく」を体験してもらい、防災・減災についての知識を深めてもらいたい。
　・西区地域の防災を学ぶには、とても良い機会。
　・とてもすばらしい事業と思います。

参加予定人数 参加者　延べ200名

事業の内容

・昨年「西区防災すごろく」を作成したので、西区の色々な問題を解決できるよう、各協
 働センターを会場に出前講座を実施する。
・各自治会や社協関連の防災イベントにも積極的に働きかけ、活用する。
・だれでも参加できるようにし、世代間の交流もする。
・5、6人ずつグループを作り、楽しくすごろくをし、防災減災を学ぶ。
・防災コーディネーターの話を聞き、すごろくの学習を再確認する。

事業効果

・西区にある防災施設や危険な箇所など、固有名詞や身近にある地名を「すごろく」に
 書き入れたので、より具体的に住民が防災減災を学べる。
・防災施設などがどこにあるか、近くの安全な避難場所を知り、災害発生時に身の安全
 を図ることが出来る。
・命の大切さを再確認し、西区全体住民の安全安心につなげていく。
・楽しくすごろくをやることで、子供・障がい者・高齢者が理解できる。

行政推進会議における審査結果 市執行上限額 140,000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 浜松市西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）

西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

等を毎年度公表するものです。 

対象の区協議会 西区協議会 

内  容 

別冊のとおり 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 西区区振興課 担当者 中村 郁夫 電話 597-1112 

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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　開始時刻　 ：　午後１時３０分から

年 月 日 曜日 会　場 備考

５月 ２７日 水

６月 ２４日 水

７月 ２９日 水

８月 ２６日 水

９月 ３０日 水 舞阪協働センター

１０月 １４日 水 ※第２週

１１月 ２５日 水

１２月 ２３日 水 ※第４週

１月 ２７日 水

２月 ２４日 水

３月 ２４日 水 ※第４週

令和２年

令和３年

令和２年度 開催日程（案）

西区協議会　
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区協議会について

浜松市 市民部 市民協働・地域政策課

令和２年度 区協議会委員研修用資料

1

③



１ 区協議会について

２ 市民協働によるまちづくりについて

本日のテーマ

2



１ 区協議会について

3



１ 区協議会について
（１）区協議会の法的位置付けと目的

 法的位置付け

○地方自治法第252条の20第7項に規定する政令指定都市

の行政区に置く「区地域協議会」

○浜松市では、「区協議会」と呼ぶ。

○「区地域協議会」は、20政令市指定都市中、

浜松市のみ設置

※新潟市は令和元年度まで設置していたが、

令和２年度から一般的な附属機関 （地方自治法第
138条の4第3項）に位置付け変更

① 住民自治を推進するために設置する
② 地域を支える人々や地域に根ざした諸団体の主体的な
参画により、地域住民の意見を行政運営に反映する

 目的

4
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１ 区協議会について
（２）委員の位置付けと地位利用による選挙運動の禁止

・選挙に際しては、公職選挙法第１２９条の規定により
すべての事前運動が禁止されています。
・すべての公務員は、公職選挙法第１３６条の２第１項第１号
の規定により、その地位を利用して選挙運動をすることは

厳に禁止されています。 ※別紙「地方公務員の政治的行為の制限等」参照

・すべての公務員が公職の候補者又は公職の候補者になろ
うとする者（公職にある者を含む。）を推薦し、支持し、又は
これに反対する目的をもってする公職選挙法第１３６条の２
第２項各号に掲げる行為は、前記の禁止行為に該当する
ものとみなされます。

 選挙運動における公務員の対応

区協議会の委員は、
地方公務員法第３条第３項に規定する地方公務員で、
浜松市職員（非常勤職員の特別職）になります。

 委員の位置付け
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１ 区協議会について
（３）区協議会と議会等との関係

市民、自治会、NPO・市民活動団体、企業・民間事業者

市役所

区役所 区協議会

市議会

議決機関行政機関

〔附属機関〕

意見、要望 連携・協働、情報提供

条例、予算、
決算の提案

議決、認定、
同意、政策提言

など

諮問、情報提供

答申、建議、
意見・要望

調整、連携・協働
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１ 区協議会について
（４）役割・機能

 役割・機能
○「地域における市民協働の要」としての役割

①意見の調整機能

（情報を収集する機能・情報を発信する機能・地域で

目指すまちづくりを提案する機能）

②協働の調整機能

（地域の意見を整理する機能・地域の課題を仕分ける

機能・協働を提案する機能）

○市が提案する議題に対し、市民としての意見を述べる役割

市 区協議会

①計画や施策を提案
諮問・協議・報告

②市民としての意見
答申・建議・要望



○諮問事項
市の施策に関する重要事項、公共施設の設置又は廃止、住民
生活への影響が大きいもの等について、諮問するもの。
区協議会で内容について審議し、意見を集約したうえで、諮問
内容に答申する。

○協議事項
諮問以外の案件で、市民意見を聴取するもの。各種計画や事
業、パブリックコメント案件など

○報告事項
事業の取組状況や調査結果、実績報告などの情報を提供す
るもの。

提言・要望
地域課題について議論・検討し、要望書、提言書として市へ提出

 諮問・協議・報告

１ 区協議会について
（４）役割・機能
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１ 区協議会について
（５）活動実績
 活動実績
○委員全体による会議の開催（概ね月1回）
・市から提案された議題について議論・検討、意見陳述

・地域課題について議論・検討し、要望書、提言書として市へ提出

区分 項目

諮問 ・区役所費の予算要求の概要について
・浜松市教育文化会館の廃止について
・ビーチ・マリンスポーツの振興に寄与するため設置する駐車場について
必要な事項を定めるための条例制定について
・市営住宅の廃止について（新橋団地ほか）

協議 ・地域力向上事業の提案・評価について
・浜松市のみちづくり計画基本方針(案)のパブリックコメント実施について

報告 ・区政運営方針について
・浜松地域遺産の認定について

建議・要望 ・浜松市地域バスにおける「浜松市内統一運賃制導入」の再考に
関する要望について（天竜区協議会）
・浜北副都心づくりに向けての提言（浜北区協議会） 等

【平成27～令和元年度実績（抜粋）】
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１ 区協議会について
（６）その他の活動

 委員会制度の活動

○地域課題の解決に向けて、特定の分野を少人数で深く 審議

することが有効である場合、区協議会で協議して設置可
《設置例》 ・中区（区協議会が議決した事項について研究・検討）

・東区（交通安全委員会・地域福祉委員会・地域防災委員会）

・浜北区（区役所サービス検証委員会）※H30.１活動終了

※浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第14条

 区協議会会長会議

○すべての区協議会の会長をもって組織

○区協議会の運営に関する事項、区協議会における市民

協働の推進、区協議会における地域振興等について協議

○年2回程度開催
《議題例》 ・今後の区協議会の取り組みについて

・委員研修について

・地区コミュニティ振興事業について

※区協議会会長会議要綱による
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１ 区協議会について
（７）委員構成と任期・報酬

 委員構成
○区内に住所を有する次の中から条例で定められた委員

定数内で構成
・区協議会が選定した公共的団体等が推薦するその構成員

・公募委員
・区協議会が推薦する者（例：学識経験者）

○委員は、当該区協議会による推薦に基づいて市長が選任

○任期は3年。再任は1回限り

○区協議会委員が区協議会の会議等に出席したときは、

1日につき5,000円の報酬を支給
※区協議会会長が会長職として会議に出席した場合は1日6,000円

区名 中区 東区 西区 南区 北区 浜北区 天竜区

定数 20人 20人 25人 20人 25人 20人 25人

 任期・報酬



２ 市民協働による
まちづくりについて
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市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、
市が実施する又は支援する区の特性を活かした事業や課
題を解決する事業

（対象事業）
(1) 地域コミュニティづくりに関する事業
(2) 安全安心な地域づくりに関する事業
(3) 生活改善及び生活環境の向上に関する事業
(4) 文化・スポーツ・生涯学習の振興に関する事業
(5) 健康・福祉の向上に関する事業
(6) 地域の特性を活かしたまちづくり事業

①市民提案による住みよい地域づくり助成事業
②区民活動・文化振興事業
③区課題解決事業

２ 市民協働によるまちづくりについて
（１）地域力向上事業

 地域力向上事業とは

区協議会で意見を伺
うもの（メモ）
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２ 市民協働によるまちづくりについて
（２）コミュニティ担当職員の配置

 コミュニティ担当職員（通称「コミ担」）とは

・住みよい地域づくりを進めるためのサポーター役
・協働センターの若手職員や区役所の地域振興所管グループ
の職員をコミ担に任命

こみたん



令和２年度 

西区 区政運営方針 

東大山河津桜まつり 

浜名湖うなぎまつり 

魅力多彩 個性輝く 西区 

浜松市西区役所 区振興課

〒431-0193 浜松市西区雄踏一丁目31番1号
TEL:053-597-1112  FAX:053-592-9570  
E-mail:w-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp 



2 

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、区の取り組む課題等を定め、地域の皆様に公表するものです。 

１ 区政運営の基本方針 

西区の将来像 

区民の皆様といっしょに目指す、地域の姿です。 

魅力多彩 個性輝く 西区 

～産業・文化・自然・区民の個性が輝くまちを目指します～ 

地域を支える観光産業や農・水産業、歴史的資産や伝統文化、浜名湖や遠

州灘などの魅力的な景観、それら西区の多彩な個性に一層の磨きをかけ、区

民の皆様が生き生きと輝く豊かで暮らしやすいまちを目指します。 

主要事業の柱 

推進するまちづくりの方向性を示します。 

(1)健やかで元気あふれるまちづくり 

(2)安心して暮らせるまちづくり 

(3)市民協働によるまちづくり 

(4)賑わいと活気にあふれるまちづくり 
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２ 主要事業 

(1)健やかで元気あふれるまちづくり 

◆ 母子保健事業（健康づくり課） 
母子健康手帳の交付をはじめ、保健師等による妊娠・出産等の電話相談、妊婦・乳幼児の健診、離乳食
教室、歯科健診、母子訪問指導などを通して、安心して出産や育児ができるよう支援します。また、水痘 
ワクチン、4 種混合ワクチンなど母子予防接種により、乳幼児を感染症から守ります。 

◆ 成人保健事業（健康づくり課）
生活習慣病の予防、がん検診、歯科保健、栄養に関する各種事業を実施し、区民の健康づくりを促進しま
す。成人予防接種として、高齢者用肺炎球菌ワクチンなどの予防接種により高齢者を感染症から守ります。 
また、健康寿命の延伸をめざしてシニアクラブ等地域の団体・グループの健康づくり活動を支援します。 

◆ 食育健康力アップ啓発事業（健康づくり課） 

食育や生活習慣病予防等の重要性の認識を深め、積極的な健康づくりへの行動につなげることができる

よう、はままつ食de元気応援店や食育ボランティアと協働で啓発事業を行います。 

【地域力向上事業（区課題解決事業）】※P5 参照 

(2)安心して暮らせるまちづくり 

◆ 子育て支援の充実事業（社会福祉課） 
既存保育施設の増改築整備や地域型保育の募集などにより定員増加を図るとともに、放課後児童会の
運営方式を負担金方式から委託方式へ切り替える運営委託化モデル事業を実施します。また、支援員の処
遇改善を行い、放課後児童会の定員拡大や開設時間の延長を図り、仕事と子育てが両立できる体制づくり
と子どもの健全育成に取り組みます。 

◆ 徘徊高齢者早期発見事業（長寿保険課） 
オレンジシール・オレンジメールの２つの取り組みにより警察や行政、はままつあんしんネットワーク協力団
体・事業者、高齢者相談センター（地域包括支援センター）、関係機関、地域の方々と連携し、徘徊等で行
方が分からなくなった高齢者の早期発見・早期保護に努めます。 

【オレンジシール】

徘徊のおそれがある人の靴や持ち物に貼る登録番号付の反射シール 

ご家族等が、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談のうえ、市に登録することで交付されます。 

【オレンジメール】 

見守り協力者に行方不明者情報を配信するシステム 

万が一所在不明となった時、いち早く安全に発見・保護するために、メール配信の登録をした見守り

協力者に行方不明者情報のメール配信を行い、捜索協力や情報提供をお願いするものです。 
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◆ 西区交通安全啓発事業（まちづくり推進課） 
交通事故の削減と防止を図るため、自動車や自転車などの運転模擬機器による体験型の交通安全教室
などを開催します。                                     【地域力向上事業（区課題解決事業）】 

◆ 西区ユニバーサルデザイン探検ツアー（区振興課） 
小学生を対象に西区内の施設見学によるユニバーサルデザインの学習

を行います。                 【地域力向上事業（区課題解決事業）】  

◆ 防災対策の強化（区振興課） 
地震による津波へのソフト対策として、津波発生時に区民が自らの判断で早期に安全に避難できるように
するため、区民が作成する「地区津波避難計画」の支援を行っていきます。 
自治会、事業所、学校、各種団体等に対して、防災出前講座（基礎講座、ＤＩＧ・ＨＵＧ訓練等）を積極的に
開催し、地域や区民一人ひとりが防災、減災対策を主体的に取り組むよう啓発します。また、将来起こり得る
大規模災害に備えて、自助、共助の重要性も理解していただけるよう取り組んでいきます。 

(3)市民協働によるまちづくり 

◆ 協働センター管理運営事業・地域施設管理運営事業 

（まちづくり推進課） 

地域づくりの拠点となる協働センターの管理運営を行うとともに、地域施設の運営を地域組織に委ねるこ

とにより、コミュニティの活性化を促進し地域事情に応じた課題解決の仕組みの構築に取り組みます。また、

コミュニティ振興に関する各種団体と連携して、地域のコミュニティ活動を支援します。 

◆ 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） 
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、市民や
市内で活動するグループなどの公益性がある事業提案に、補助金を交付します。 

◆ 協働センターを核とした地域課題解決事業（区振興課） 

協働センターのコミュニティ担当職員とエリアマネージャー等が連携し、 

西区応援団として地域団体等と協働し、地域課題解決に取り組みます。 

【地域力向上事業（区課題解決事業）】

◆ 西区協議会運営事業（区振興課） 
市民協働の要として、区内の地域課題の解決に向けて意見を述べる 

ことや、地域の諸団体と行政の橋渡しなどを行っていきます。 

防 潮 堤 

舘山寺門前通り 賑わい創出事業 

UD探検ツアー 
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(4)賑わいと活気にあふれるまちづくり 

◆ 伝統文化支援事業（まちづくり推進課） 

雄踏歌舞伎「万人講」の定期公演と「子ども歌舞伎教室」を開催し、伝統芸能である雄踏歌舞伎「万人

講」の継承に努めます。                        【地域力向上事業（区民活動・文化振興事業）】 

◆ おいしい舞阪まるごと体験フェア（舞阪協働センター） 

舞阪地区の冬の味覚や地元水産業に直接触れ合うことができる体験型イベントを開催し、地場産品のＰＲ、

消費の拡大を図ります。 

【地域力向上事業（区民活動・文化振興事業）】 

◆ 浜名湖うなぎまつり事業（まちづくり推進課） 

地域資源である浜名湖ブランドの「うなぎ」を、消費と資源保護という両

面から、官民一体となって広めていくとともに、本年は第２０回の記念大会と

して開催します。

地域力向上事業は、住みよい地域社会を実現するため、区の特性を活かした事業や区の課題

を解決するための事業を、市民協働の考え方を取り入れて実施するものです。 

①は、市民の皆さんが主体となって行う事業、②と③は、市民の皆さんとの協働により、

市が主体となって行う事業です。 

① 市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

市民の皆さんが地域の課題の解決や地域の活性化などのために、主体的に実施する事業に

対して市から補助金を交付する制度 

② 区民活動・文化振興事業 

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実施する事業 

③ 区課題解決事業 

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実施する事業 

地域力向上事業とは

おいしい舞阪まるごと体験フェア 
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３ 西区の広報

地域の皆さんから寄せられた情報をもとに、西区広報担当・コミュニティ担当職
員が協力し取材を行い、ホームページ内の「西区みんなの広場」でイベントや精力
的に活動する団体の紹介を引き続きしていきます。 

親子でワクワクファミリーコンサート

（6/23）
えんばい朝市（4/20）

伊佐見ふれあい水車小屋コンサート

（10/27） U-Toc文化祭（11/23）

雄踏歌舞伎「万人講」（1/19）サンタが浜名湖に大集合（12/22）

※日付は令和元年度の実施日 
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４ 経営資源 

西区の組織 
課 名 業 務 の 内 容 

区振興課
防災・危機管理、人事、厚生、文書管理、統計、広聴広報、情報公開、自治会、市民協働、

区協議会、コミュニティ、ユニバーサルデザイン、庁舎・公用車管理、財産管理、市民安全、

区選挙管理委員会、会計事務

区民生活課
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、個人番号カード（マイナンバーカード）その他の市民窓口

業務、埋火葬・改葬の許可、市民相談、課税・所得・納税等証明、固定資産評価等証明、原

付・小型特殊自動車の標識交付・返納、市税・国保料の収納

まちづくり推進課
地域の振興イベント、文化・スポーツ、生涯学習、協働センター、ごみ、臨時運行許可、 

観光施設の維持管理、公共交通、交通安全対策、緑化推進、浄化槽補助金制度取扱、環境美

化活動、犬の登録・狂犬病予防の事務

社会福祉課 地域福祉、生活保護、児童福祉、母子福祉、障害福祉、家庭児童相談、女性相談、教育相談 

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 

健康づくり課 地域保健活動、母子保健、予防接種、成人保健、栄養、歯科保健 

舞阪協働センター 

地域づくり（地域コミュニティ・市民協働）、防災・災害対応、文化・スポーツ、生涯学習、

施設貸館、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録その他の市民窓口業務、火葬の許可、福祉、介護

保険・国民健康保険・後期高齢者医療、国民年金（申請受付）、連絡ゴミ処理手数料納付済

証取扱 

職員数      （各年度 4月 1日現在）

西区職員 H31 年度 R2年度 

区長・副区長 2 2 

区振興課 26 27 

区民生活課 27 28 

まちづくり推進課 61 62 

社会福祉課 37 34 

長寿保険課 31 31 

健康づくり課 27 26 

舞阪協働センター 12 12 

計 223 222

（内訳）正規職員 119 114 

（内訳）再任用職員 27 28 

（内訳）会計年度任用職員 77 80 

予算                        （千円）

区 分 
H31 年度 R2 年度 

区役所費 本庁からの配当 区役所費 本庁からの配当 

一般会計 247,218 3,986,033 253,742 1,957,224 

国民健康保険事業特別会計 － 725 － 596 

介護保険事業特別会計 － 124,616 － 116,314 

後期高齢者医療事業特別会計 － 2,194 － 2,239 

事業費計 247,218 4,113,568 253,742 2,076,373

区 分 
H31 年度 R2 年度 

職員数 金額 職員数 金額 

人件費 223 1,206,766 222 1,186,488 

西区役所 
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５ 各課の目標 

課 名 各 課 の 目 標 指 標

区振興課

市政情報をはじめとする情報公開を推進し、開かれた区政を目指します。 

出前講座の開催 

35 回以上 

地域力向上事業

（助成事業）の

実施  5事業 

防災・減災を図るため、自主防災組織と連携を密にし、地域の防災対策の向上

や住民の防災意識の向上に努めます。 

防災訓練や津波避難訓練の支援、地震への備えや避難行動計画等の出前講座を

実施します。 

区役所職員の資質を向上させ、区役所業務の円滑な推進に努めます。 

公務員倫理、接遇などの職員研修を通年実施します。 

市民協働の理念のもと、住みよい地域社会を実現するため、区民の皆様の提案

による地域力向上事業を実施します。 

区民生活課

区民の身近な窓口として、各種届出の受付や証明書の交付業務において正確・

迅速・丁寧な対応に努めます。 

「市民への約

束」の評価向上 

「お客様の状況

に柔軟に対応」 

評価点 4.5 点以

上/5点満点 

お問い合わせには、区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。 

まちづくり推

進課

生涯学習や文化・スポーツの振興を図り、心豊かな地域社会を形成するための

学習機会を提供します。 協働センター 

平 均 使 用 率 

65%以上 

西区内交通死亡

事故 

ゼロ連続日数 

300 日 

協働センターで地域の各種団体と連携・協働し、地域コミュニティづくりを推

進します。 

交通安全関係団体と協働して交通安全活動を行い、交通事故の防止に努めます。 

交通安全街頭広報を年４回の交通安全運動に併せて実施し、毎月１０日の市民

交通安全の日に交通安全広報を実施します。 

観光・商工業関係団体と連携し、観光・商工業の振興を図ります。 

社会福祉課

年齢や障がいの有無などに関わりなく、誰もが住み慣れた地域で、自立し安全・

安心に暮らせる地域社会づくりを進めるにあたり、住民が互いに見守りを行い、

支え合うあんしんネットワークの連携強化を図ります。各地域での生活課題解

決と地域福祉を推進すると共に、第４次浜松市地域福祉計画の目標像「みんな

が生き生きと『関わり』を持って、つながり支え合う地域づくり」に向け、地

域住民同士、専門機関同士の繋がり強化を目指します。 
「市民への約

束」の評価向上

「わかりやすく

納得できる説

明」の評価点 4.7

点以上/5点満点

児童虐待や DV等に対する通報・通告に対し、緊急性を重視し、各関係機関との

連携を更に強化し、確実な情報共有を図り生命の安全確保に努めます。 

障がいのある方の自立と地域での共生を支援するため、新たに西区役所内に設

置された、西・南障がい者相談支援センターとより一層連携を密にし、きめ細

かくかつスピーディーな相談支援体制の構築に努めます。 

子育て世代への手当や乳幼児、小・中・高校生世代、母子家庭等医療費などの

助成制度の周知や、保育所等の待機児童をなくすため既存保育施設の増改築等

の募集情報提供を行い、安心して子育てができる環境づくりに努めます。 

また、放課後児童会の運営委託化を推進し、定員増や開設時間の延長に繋げ、

仕事と子育てが両立できる環境づくりに努めます。 

長寿保険課

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域の支え合いの体制づ

くりを推進し、要支援者に対する効果的、効率的な支援を目指します。 

「市民への約

束」の評価向上

「親切でていね

いな応対」の評

価点 4.8 点以上

/5点満点

国民健康保険、国民年金、介護保険等について、区民の皆様の目線で、わかり

やすく丁寧な窓口応対に努めます。 

健康づくり課
心身ともに健康でいきいきと暮らしていけるよう、啓発活動等をとおして健康

づくりに関する情報提供や支援に努めます。 

食育健康力アッ

プ啓発者数 

 5,500 名 

舞阪協働 

センター

地域の皆様とともに地域資源や特色を生かした事業を実施し、地域の発展及び

活性化を図るとともに地域コミュニティ活動を積極的に支援することで、市民

協働による住み良い地域づくりに努めます。 
生涯学習講座受

講者数 

1,000 人以上 区民の身近な窓口として、各種届出の受付や証明書の交付業務においては、正

確・迅速・丁寧・適正な対応に努めます。 
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６ 西区に関係する本市の主な事業

◆ 舘山寺総合公園整備事業（都市整備部緑政課） 

舘山寺総合公園（フラワーパーク）の開園50周年を記念する事業実施のほか、老朽化施設の改修など、

来園者が安全で快適に利用できる施設を整備する。 

・わらアート等の芸術作品の作成及び展示 

・ガーデンコンテスト、ガーデンコンサートの開催 

・高架水槽改修工事、八つ橋改修工事など 

◆ 浜名湖観光圏整備推進支援事業（産業部観光・シティプロモーション課） 

 圏域が一丸となって滞在型の観光地域づくりを進める「浜名湖観光圏整備推進協議会」に対する負担

金支出のほか、浜名湖一周サイクリングコースの魅力を高め、国内外のサイクリストを中心とした観光誘客

を拡大するため、浜名湖一周サイクリングコース周辺に案内サインの整備及びサイクルステーション整備の

支援をする。 

◆ 歴史的風致維持向上計画策定事業（市民部文化財課・都市整備部土地政策課） 

 歴史的建造物及びその周辺市街地と伝統行事や祭礼などが一体となった歴史的風致の維持及び向上

を図るため計画を策定する。 

・表浜名湖（重文中村家住宅周辺） 

・佐鳴湖（入野周辺） 

◆ 障がい者相談支援センターの設置（障害保健福祉課） 

障がいのある人やその家族・介護者などの相談に専門の相談員が応じ、必要な情報提供や利用できる 

サービスなどを紹介し、日常生活を支援する。 

・設置場所：西区役所３階 

◆ 公園整備事業（都市整備部公園課） 

 遠州灘海浜公園（篠原地区）基盤整備事業としてトビオの南北地区の造成工事を実施する。県は新野球

場の規模、面数、その他のスポーツ、レクリエーション施設の配置などを含む公園基本計画を策定する。 

◆ 雄踏文化センター設備更新工事（創造都市・文化振興課） 

 雄踏文化センターイベントホールの照明操作卓設備の更新 

◆ 西消防署庄内出張所建設事業（消防総務課） 

防災拠点施設として機能強化を図るため、老朽化し耐震性の低い庁舎を建て替える。 

・施設規模 ： 鉄骨造２階建 延床面積 約 630㎡ 

職員２２人、車両４台（消防タンク車 １台、消防ポンプ車 １台、はしご車 １台、救急車 １台） 
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７ 区の世帯数・人口統計

行政区別世帯数・人口（R2.4.1 現在）

区 名 世帯数 男 女 総 数 

中 区 111,826 117,545 119,390 236,935 

東 区 55,165 65,411 65,119 130,530 

西 区 44,202 54,594 55,142 109,736 

南 区 43,831 51,712 50,810 102,522 

北 区 37,444 46,334 47,061 93,395 

浜北区 37,791 49,877 49,996 99,873 

天竜区 12,294 13,483 14,396 27,879 

計 342,553 398,956 401,914 800,870 

西区地区別世帯数・人口（R2.4.1 現在）

地区名 世帯数 男 女 総 数 

入野地区 10,173 12,102 12,212 24,314 

篠原地区 6,056 7,362 7,539 14,901 

庄内地区 3,936 4,883 5,066 9,949 

和地地区 4,333 5,623 5,760 11,383 

伊佐見地区 3,985 5,303 5,437 10,740 

神久呂地区 4,873 5,994 5,806 11,800 

雄踏地区 5,892 7,548 7,672 15,220 

舞阪地区 4,954 5,779 5,650 11,429 

計 44,202 5４,594 55,142 109,736 

西区各地区 

舞阪地区 

入野地区 

篠原地区 

和地地区 

伊佐見地区

雄踏地区

★ 区役所 

○ 協働センター 

庄内地区 

神久呂地区 


