
令和２年度（９月） 第５回浜北区協議会 次第

日時：令和２年９月２４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）諮問事項 

       令和３年度浜北区役所費予算要求の概要について【資料 1】※当日配布

(2) 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 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



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  令和３年度浜北区役所費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）

令和３年度浜松市予算の編成に関して、浜北区役所費の予算

要求を行う。

前例にとらわれることなく、時代のニーズを的確に捉え、各

政策・事業、事務事業の廃止、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、中期財政計画に

基づく持続可能な財政運営を確保しつつ、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 浜北区協議会 

内  容 

令和３年度浜北区役所費の予算要求の概要について 

諮問するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申 令和２年 10 月 

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。



浜北区役所
（単位：千円）

3年度
当初予算要求額

(単位：千円)
※

2年度
当初予算額
(単位：千円)

増減
3年度当初予算要求の
主な増減内容等

浜北区役所費 341,215 257,181 84,034

区管理運営事業 203,141 104,223 98,918
【庁舎維持管理事業】98,678千円
・なゆた浜北修繕負担金

協働センター管理運営事業 39,822 38,485 1,337
・光熱水費
・外構樹木
・建築物定期点検（3年に1回実施）

収入印紙売りさばき事業 13,816 13,802 14

区協議会運営事業 134 137 △ 3

行政連絡文書配布事業 38,656 38,069 587 配達業務（人件費）

自治会振興事業 18,588 35,644 △ 17,056

【自治会集会所整備費助成事業】
補助件数の減
R2 新築2件、改修3件
R3 新築0件、改修1件

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

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

区協議会の開催等に要する経費

自治会集会所整備助成、防犯灯設置維持管
理助成

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付設体育館の維持管
理に要する経費

令和3年度　浜北区役所費　予算要求の概要

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。



地域力向上事業 12,635 13,470 △ 835

3,000 3,300 △ 300

9,132 9,667 △ 535

503 503 0

遠州はまきた飛竜まつり開催事業 9,999 9,351 648

浜北万葉まつり開催事業 4,424 4,000 424

※令和3年度当初予算要求額は令和2年9月24日現在の額であり、変更になる場合があります。

区民活動・文化振興事業

区課題解決事業

万葉まつり及び関連イベントを開催するた
めの経費

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

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

市民提案による住みよい地域づくり助成事
業（補助金）

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



浜北区役所
（単位：千円）

3年度
当初予算要求額

(単位:千円)
※

2年度
当初予算額
(単位：千円)

増減 事業の内容
３年度当初予算要求の
主な増減内容等

地域力向上事業 12,635 13,470 △ 835

3,000 3,300 △ 300

区民活動・文化振興事業 9,132 9,667 △ 535

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。

0 535 △ 535
はまきた歩け歩け運動を文化スポーツイベント
としてリニューアル。(平成28年度から実施)

R02事業完了

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。
(28年度から「小中学生体験学習」事業も含む)

令和３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



1,814 1,814 0

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。

みどりを守り育てる運動 269 269 0
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 503 503 0

103 103 0
健康意識の啓発を図るため、市のイベント会場
(浜北区内)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。

市民協働・地域政策課から
の組替予定

9,999 9,351 648
浜北凧揚げ、飛竜火まつり等各種イベントを開
催する。

雑踏警備（人件費）

4,424 4,000 424
「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



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９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2



（単位：円）

■助成事業 予算要求額 既申請額 今回補助額

3,300,000 1,571,000 66,000

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

事業の目的・効果

「万葉の森公園」において、万葉文化に親しみ、万
葉文化を体験する講座や、誰もが気軽に楽しめる
イベントを開催する。

【講座】
・初めて作る人の短歌教室
・初めて学ぶ万葉集
・「そめ」であそぼう　※染め講座
・まこもで作品作り
【イベント】
屋外コンサート
「万葉歌にメロディーを乗せて唄う」等、親しみやす
く、誰もが気軽に楽しむことができるイベントを開催
する。

提案内容

万葉の森公園「伎倍の
茶屋」

　万葉集には浜北ゆかりの歌が四首
あり、また、植物を詠んだ歌も数多く登
場し、みどりのまち浜北と万葉集は深
い繋がりがある。
　万葉植物、万葉文化に親しむことの
できる「万葉の森公園」の一層の活性
化を進め、地域の特色の発信や万葉
文化の継承を図ることを目的とする。

　区内外に「万葉の森公園」が周知さ
れて利用が促進し、地域の活性化が
図られるとともに、散策や森林浴、万
葉文化の体験等、公園機能により健
康増進や生涯学習の推進に寄与する
ことができる。

令和2年10月1日（木）～令和3年3月31日（水）

万葉の森公園

継続
事業

-

残額

1,663,000

補助金額
（希望額）(円）

66,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり

・講師謝礼等
 　　　　　　　　（74,000円）
・衛生用品、事務用品
　　　　　　　　　（3,500円）
・講座材料　　（28,000円）
・ポスター、チラシ等印刷
費
　　　　　　　　　（27,000円）

・補助金
　　　　　　　  （66,000円）
・参加料
　　　　　　  　（54,000円）
・自己資金　（12,500円）

令和2年度地域力向上事業提案内容

6

Ｎｏ．

エンジョイ　万葉の森公園

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 行政推進会議検討結果

132,500

 【採用（実施予定事業候補）】

・副都心構想の中でも「万葉とみどりのまち・
浜北」によるまちづくりの推進が掲げられて
いる。公共施設（万葉の森公園）を市民の
方々に有効に使っていただくための手法とし
て、公園以外での事業実施も検討してほし
い。また、来年度以降の事業継続を期待す
る。
・ヒアリング時に意見として出されたが、万葉
のまちづくり、万葉の森公園に足を運んでい
ただく意味からも万葉の森公園に捉われるこ
となく他施設におけるＰＲを検討してほしい。
・本年は、区役所内にも万葉のまちづくりに
ついて検討会を設置しているため、官民が連
携することでより効果的な取り組みとなること
を期待する。
・知名度アップ、来訪者増を目指し、区内外
に広くPRして参加者を募ってほしい。
・指定管理者事業とのすみ分けは必要であ
る。
・当該事業に対する区民の認知度を上げるよ
う、作成するポスター、チラシについて、配布
先や配付方法等を工夫することで、既存の来
場者に留まらず、これまで馴染みが薄いと考
えられる若年世代等、新たな利用者が掘り起
こされることを期待する。


