
令和２年度（８月） 第４回浜北区協議会 次第

日時：令和 2 年 8月 26 日（水）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 

ア 浜松市都市計画マスタープラン改定版（案）のパブリック・コメント 

実施について 【資料 1】

   イ 浜松市総合交通計画 中間年（2020）改定版(案)、浜松市地域公共交通

網形成計画（案）のパブリック・コメント実施について【資料 2】

ウ 浜松市緑の基本計画改定版（案）のパブリック・コメント実施について

【資料 3】

エ 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 4】 ※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 
浜松市都市計画マスタープラン改定版（案） 

のパブリック・コメント実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

趣旨： 

浜松市都市計画マスタープランは、本市が定める都市計画

に関する基本的な方針となるものである。浜松市総合計画

で掲げる都市の将来像を踏まえ、本市が目指す将来都市構

造の実現に向けた取組をより一層推進するために、現行計

画を改定する。 

背景・経緯： 

平成 22 年５月に現行の都市計画マスタープランが策定さ

れた。 

平成26年 12月に策定された浜松市総合計画において、「コ

ンパクトでメリハリの効いたまちづくり」が基本的な考え

方として示された。 

現行計画の策定から 10年経過することや浜松市立地適正

化計画の策定に伴い、新たに生じた課題や社会経済情勢の

変化に対応するため見直しするもの。 

対象の区協議会 全区 

内  容 

浜松市都市計画マスタープラン改定版（案）のパブリック

コメント実施について概要を報告するとともに、内容につい

て協議するもの 

改定（案）のポイント 

〇都市計画の基本理念と目標 

「多彩に輝き、持続的に発展する都市」を都市計画の基本

理念として掲げ、今後の都市づくりの基本的な方向性を５

つの目標として示した。 

〇将来都市構造 

平成 31 年１月に策定した浜松市立地適正化計画の拠点と

それらを結ぶネットワークを基本とした拠点ネットワー

ク型都市構造を設定し、土地利用の基本区分について歩い

て暮らせる居住地の設定をするなど、土地利用のメリハリ

化を図る。 

備 考 
（答申・協議結果を得た

い時期、今後の予定など）

今後のスケジュール 

令和２年９月１日 意見募集終了（８月３日開始） 

令和３年１月   意見募集結果及び市の考え方を公表 

令和３年３月   計画策定・公表 

担当課 都市計画課 担当者 和久田 昌弘 電話 内線 2644 

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



 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 
浜松市総合交通計画 中間年（2020）改定版（案）、

浜松市地域公共交通網形成計画（案）のパブリック・コメント実施について

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

浜松市総合交通計画は、本市の将来都市構造「拠点ネットワーク型都市構造」

の交通に関する「目指す将来の姿」と「取り組み」を示すものであり、現行計画

を改定する。 

浜松市地域公共交通網形成計画は、総合交通計画の公共交通分野を詳細に纏め

た計画として、新たに策定する。 
＜背景＞

○浜松市総合交通計画（改定） ○浜松市地域公共交通網形成計画（新規策定）

H22.5 浜松市総合交通計画策定 

H27.7 浜松市総合交通計画増補版策定 

現行計画の策定から10年が経過し、関連計

画の変更及び社会経済情勢の変化に対応する

ため見直しを行う。 

H26.11 地域公共交通の活性化 

及び再生に関する法律の改正 

活性化再生法の改正に伴う新たな法定計画

として策定する。 

対象の区協議会 全区 

内  容 

浜松市総合交通計画 中間年（2020）改定版（案）、浜松市地域公共交通網形成

計画（案）のパブリックコメント実施について概要を説明するとともに、内容に

ついて協議するもの

【浜松市総合交通計画】 

本市の基本となる交通の「公共交通」「道路」「都心交通」の基本的な方針を定

め、日常生活や産業・経済などの分野について、交通施策を推進することで、は

ままつ流の多様なくらしに対応した「安全・安心・快適」な交通の実現を目指す。

【浜松市地域公共交通網形成計画】 

「浜松市の魅力を高める、使いやすい公共交通ネットワーク」と「市民の生活

を支えるために必要な公共交通サービスの提供」を公共交通に関する基本的な方

針として定め、総合交通計画が目指す「安全・安心・快適」な交通の実現を目指

す。 

【両計画案のポイント】 

○将来の公共交通ネットワークを構築 

・都市計画マスタープランの拠点を基幹的な公共交通で結び、メリハリのある公

共交通ネットワークを示す。 

○交通施策の推進 

・上位計画の変更や交通を取り巻く環境変化、ICT などの技術革新などに対応し

た内容に更新し、目標年次である2030年までに重点的に取り組む交通施策を示

す。 

○公共交通の維持・改善 

・持続可能で使いやすい公共交通とするため、地域バスやNPOタクシーなどの運

行ルールを示す。 

備 考 
（今後の予定） 

令和2年9月1日 意見募集終了（8月3日開始） 

令和3年1月   意見募集結果及び市の考え方を公表 

令和3年3月   計画策定・公表 

担当課 交通政策課 担当者 若林 千尋 電話 457-2441 

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



 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 浜松市緑の基本計画改定版（案）のパブリック・コメント実施について

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

趣旨： 

浜松市緑の基本計画は、本市の緑地の保全及び緑化の推進

に関する基本的な方針となるものである。緑地の適正な保

全、緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するため、浜松

市緑の基本計画を改定する。 

背景・経緯： 

平成 22年 3 月に現行の浜松市緑の基本計画が策定された。

平成 29年 6 月に都市緑地法等の一部を改正する法律が施行

された。 

現行計画の策定から 10年が経過することに伴い、新たに生

じた課題や社会経済情勢の変化に対応するため見直しする

もの。 

対象の区協議会 全区 

内  容 

浜松市緑の基本計画改定版（案）のパブリックコメント実施

について概要を報告するとともに、内容について協議するもの

改定（案）のポイント 

〇本計画が目指す姿と実現へのアプローチ 

「みどりによって持続的に発展するまち・浜松 ～みどり生活

を愉しみ、暮らしもまちも豊かな浜松へ～」を掲げ、次のアプ

ローチで実現を目指す。 

① みどりが有する多様な機能・役割を最大限引き出し、発揮

させることによって「みどりによってまちづくりの課題の

解決に貢献する」（パブリックアプローチ） 

② 市民一人ひとり、あるいは、個々の事業者が、みどりとの

つきあい方をライフスタイルや事業活動にまで高めるこ

とで「みどり生活を愉しむ」（プライベートアプローチ） 

備 考 
（答申・協議結果を得

たい時期、今後の予定

など） 

今後のスケジュール 

令和 2年 9月 1日 意見募集終了（8月 3日開始） 

令和 3年 1月   意見募集結果及び市の考え方を公表 

令和 3年 3月   計画策定・公表 

担当課 緑政課 担当者 山本 幸利 電話 内線 2586 

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3



 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年度浜北区地域力向上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

から募集を開始した（４月から二次募集中）。今回は８月に提

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  １件 

 採用  １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４


