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お問い合わせ　　東区役所 区振興課　℡：053-424-0115

３　採択事業一覧

４　【参考】

東区地域力向上事業

市民提案による住みよい地域づくり助成事業　事例集

２　事業提案～事業開始～事業終了までの流れ

１　事例

　(1)蒲ザクラ植樹祭

　(2)なかのま市

　(3)旧鈴木家収蔵品の展示

　(4)ノルディック・ウォークの普及推進で健康力アップと健康寿命の延伸

　(5)いざという時のお役立ち防災日めくりカレンダーの作成・配布事業

地域力向上事業とは、地域住民が主体となり住みよい地域社会を実現するため、地域の抱える課

題解決や地域の活性化を図る事業のことです。

「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」では、団体からの提案に基づき、市が公益上の必

要性を認め、提案団体が主体的に取り組む事業に対し、市から補助金を交付します。

この事例集では、これまでに採択された事例等を紹介します。





蒲ザクラ植樹祭の開催
（１）式典(セレモニー)…蒲ザクラ植樹式
（２）記念講演…樹木医塚本こなみ氏、北本市生涯学習課(蒲ザクラゆかりの地)
（３）蒲ザクラ植樹…芳川沿いに植樹

総事業費

1,004,569円
※事業費については裏面に記載

　　植樹祭(左)
　　植樹の様子(中)
　　植樹祭チラシ(右)

補助額

498,000円

成果

蒲ザクラ植樹祭
実施日：平成26年11月30日(日)、会場：サーラプラザ浜松、式典参加者；250人
蒲ザクラ植樹
地元住民(約70人)及び蒲小学校児童・丸塚中学校生徒(約30人)が参加し、芳川沿いに「蒲ザクラ」
23本を植樹した。

総合評価

地元住民及び蒲小学校児童・丸塚中学校生徒が参加し、芳川沿いに「蒲ザクラ」を協働で植樹する
など地域交流がされている。将来、「蒲ザクラ」の美しい花が咲き、より広い範囲で花見ができる
ようになれば、さらに地域交流も深まると考えられる。このため、地域を巻き込む事業(イベントな
ど)の実施が期待される。

提案団体

事業名

蒲ザクラ植樹祭

蒲ザクラの里実行委員会

提案年度

事例(1)

平成２６年度

事業期間

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

①提案日 平成26年2月26日 ②採択決定日

③補助金申請日 ④補助金決定日

平成26年3月28日

平成26年9月1日 平成26年9月1日

事業目的

蒲地区のシンボル花である「蒲ザクラ」を芳川沿いに植樹し蒲ザクラの名所とするため、バイオテ
クノロジーで増殖した苗木を地域住民の手で植樹する。このことにより、「蒲ザクラ」を通じて人
と人との絆や交流を促進する。

この提案事業の開始までの順序( →②→③→④)

内容

1



会場使用料(植樹祭会場使用料)使用料及び賃借料

委託料

原材料費

1,004,569計

支柱(木・竹)、シュロ縄、釘　他

保険料

その他

1,004,569

旅費

経費内訳

講演会講師謝礼(1名)、植樹写真撮影謝礼

植樹スタッフ(2人×6日)

郵便料(切手購入)

造園(植樹補助)

地域力向上事業補助金

会費、参加費、企業協賛金、寄付金、民間補助金など

計

賃金

消耗品購入(プリンタインク、コピー用紙、写真用紙等)

植樹参加児童・生徒保険料(30人×1か月)

講演講師交通費(埼玉県北本市⇔浜松市　2人)

啓発品製作費(チラシ4,500部、パンフレット10,000部、
ポスター160部、クリアファイル1,000部)、写真プリント代

498,000

506,569

需
用
費

印刷製本費

その他

役
務
費

自己資金

区分

報償費

事業経費内訳

区分

補助金

２　支出の部
(単位：円)

決算額

１　収入の部
(単位：円)

経費内訳
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提案年度 事業期間

事例(２)

事業名

なかのま市

提案団体

中野町を考える会

地域住民の交流と地域活性化を図り、福祉向上に寄与し、更に、東海道を歩く来訪者へ街道観光と
しての地域PRを行う。イベント開催を通じて、地域住民に対し地域活性化のイメージを、主催団体
や街道観光客と共有を図る。

平成２８年度 平成２８年４月１日～平成２８年８月３１日

この提案事業の開始までの順序( →②→③→④)

①提案日 平成28年1月20日 ②採択決定日 平成28年3月16日

③補助金申請日 平成28年3月28日 ④補助金決定日 平成28年3月28日

事業目的

内容

なかのま市の開催(開催日：平成28年6月4日、会場：まっし蔵)
地元産品の販売、イベントステージでの紙芝居や演劇上映、「まち歩きマップ」の製作。

総事業費 補助額
※事業費については裏面に記載

324,572 150,000

成果

来場者：約2,000人
広場では地元出店者の手作り品、農産物や地産品、地元の復刻名物「はりつけ餅」の販売を行った。来
場者には好評であり、地元の魅力発信に役立つ形となった。
イベントステージでは子供向けの紙芝居や静岡文化芸術大学生の演劇を上演した。
蔵の内部では、地域の歴史文化を紹介するため、昔の町の様子を撮影した写真展を開催した。多くの来
訪者に好評を博し、まちの歴史や文化を対外的にPRする良い機会となった。
イベントを通じ、住民同士のコミュニケーションが深まり、また、手作り品を介しての新しい出会いも
あり、子供から大人まで楽しめる場となった。また入場者、出店者、主催者ともに楽しみ、満足できる
イベントとなった。
今回、イベントの開催をJRの「さわやかウォーキング」と同日にしたため、より多くの方に地域の魅力
を発信することができた。
当初は複数の会場を設け、まちなかを回遊できるように計画したが、出店者数とスタッフの人的制約か
ら1か所開催となり、やや広がりを欠いた。しかし、より多くの来場者が見込める場所に全ての店舗やス
テージが集約されたことで、結果、効果的なPRができた。多くの参加者等から好評を受け、定期的な開
催望む声が多く寄せられる結果となった。
「まち歩きマップ」については「なかのま市」以外でも配布を続け、8月末までに5,000部を配布した。

総合評価

中野町に、町民や来訪者が散策中に立ち寄る場所を作り、同時に地域の歴史文化を紹介する事業内
容であり、地域コミュニティづくりに関する事業、文化振興事業及び地域の特性を活かしたまちづ
くり事業である。
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１　収入の部
(単位：円)

事業経費内訳

２　支出の部
(単位：円)

区分 経費内訳 決算額

補助金 地域力向上事業補助金 150,000

自己資金 会費、参加費、企業協賛金、寄付金、民間補助金など 174,574

計 324,574

区分 経費内訳

報償費 演劇団体出演料

賃金

委託料

旅費

需
用
費

印刷製本費
印刷代(まち歩きマップ10,000部、イベントチラシ1,000部、ポスター
30部)

その他 のぼり旗購入

役
務
費

保険料 保険料

その他 郵便料(切手購入)

使用料及び賃借料 会場使用料(お蔵)、仮設トイレ設置費

原材料費

計 324,574
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提案年度 事業期間

事例(３)

事業名

旧鈴木家収蔵品の展示

提案団体

旧鈴木家屋敷跡地活用協議会

中郡町に室町時代から続く、浜松地方を代表する庄屋・旧鈴木家屋敷跡地がある。旧鈴木家のたた
ずまい、その収蔵品を展示することにより、広く市民に観ていただき、古の人々の暮らしを思い、
歴史の中の現代を感じ、故郷への思いを深くする。

平成２８年度 平成２８年１１月２８日～平成２９年２月１５日

この提案事業の開始までの順序( →②→③→④)

①提案日 平成28年11月10日 ②採択決定日 平成28年11月25日

③補助金申請日 平成28年11月25日 ④補助金決定日 平成28年11月25日

事業目的

内容

旧鈴木家屋敷収蔵品の展示
期間：平成29年1月10日～平成30年1月31日
会場：東区役所１階市民ホール
展示内容：鈴木家歴史コーナー(歴史年表、1,500点の収蔵品のうち一部を展示)、発掘調査コーナー
(屋敷跡地から出土した遺物)、古文書コーナー(家康の側室である阿茶局の記述文)、現代・未来
コーナー(旧鈴木家の現在の様子と未来構想について)

総事業費 補助額
※事業費については裏面に記載

103,219 51,000

成果

期間中の来場者：1,067人

総合評価

この事業は中郡町にある旧鈴木家収蔵品などを広く紹介し、展示を行うことにより、旧鈴木家跡地
の保存と活用への取り組みを知ってもらい、地域交流を図るものであり、「地域コミュニティづく
りに関する事業」、「地域の特性を活かしたまちづくり事業である。
来場者に対して、案内人による細やかな説明を行い、理解を深めていた。
旧鈴木家屋敷の歴史と現在、未来を広く市民に紹介することにより、屋敷跡地の活用について話題
を提供しており、事業の目的を達成できたと評価できる。
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１　収入の部
(単位：円)

事業経費内訳

２　支出の部
(単位：円)

区分 経費内訳 決算額

補助金 地域力向上事業補助金 51,000

自己資金 会費、参加費、企業協賛金、寄付金、民間補助金など 52,219

計 103,219

区分 経費内訳

報償費

賃金 ガイドスタッフ

委託料

旅費

需
用
費

印刷製本費 資料製作費

その他 消耗品購入(プリンタインク、コピー用紙等)

役
務
費

保険料

その他

使用料及び賃借料 展示物搬入・搬出用トラック賃借料

原材料費

計 103,219
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内容

普及推進活動により、生活の一環としてのノルディック・ウォーキングを継続することで、健康づ
くりの実践と意識の高揚を図り、健康寿命の延伸及び介護期間の短縮に繋がるものと期待される。
ノルディック・ウォーキング愛好家による活動や歩行紀行などの催事を通し、市民間で新しいコ
ミュニケーションづくりが可能となると考えられる。
東区内地区代表等のノルディック・ウォーキング体験会の開催
区内各地での出前講座の実施
文化歴史探訪ノルディック・ウォーキング大会の開催
その他、体験会実施後の個別指導、相談などの支援活動

総事業費 補助額
※事業費については裏面に記載

296,790 148,000

成果

東区内地区代表等のノルディック・ウォーキング体験会
(平成29年5月22日開催、会場：東部保健福祉センター、52人参加)
区内各地での出前講座の実施(10回開催、延べ196人参加)
文化・歴史探訪ノルディック・ウォーキング大会の開催(笠井地区、蒲地区、各74人参加)

総合評価

ノルディック・ウォーキング体験会や出前講座を多数実施し、また地域の文化・歴史を探訪するノ
ルディック・ウォーキング大会を開催するなど、ノルディック・ウォーキングの楽しみ方を区民を
中心に多くの方へ発信している。
また、体験会参加者へのアンケートから、70歳以上の高齢者が多数参加していることと、初心者の
参加が7割を超え、参加者が体験会実施後も継続して運動していることから、ノルディック・ウォー
キング普及を通じての健康づくりを推進するという目的が達成されている。

「健康はままつ21」の目標である健康寿命の延伸を図るために、健康的な軽スポーツであるノル
ディック・ウォーキングの普及を通して区民の健康づくりを推進する。

平成２９年度 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

この提案事業の開始までの順序( →②→③→④)

①提案日 平成29年1月18日 ②採択決定日 平成29年3月13日

③補助金申請日 平成29年3月24日 ④補助金決定日 平成29年4月1日

事業目的

提案年度 事業期間

事例(４)

事業名

ノルディック・ウォークの普及推進で健康力アップと健康寿命の延伸

提案団体

浜松東ノルディック・ウォーク普及推進実行委員会
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使用料及び賃借料 施設使用料

原材料費

計 296,790

委託料

旅費

需
用
費

印刷製本費 印刷費(チラシ製作)

その他 消耗品購入(プリンタインク、コピー用紙、写真用紙等)

役
務
費

保険料 参加者保険料

その他 郵便料(切手購入)

区分 経費内訳

報償費 講師謝礼

賃金 協力スタッフ報酬

２　支出の部
(単位：円)

区分 経費内訳 決算額

補助金 地域力向上事業補助金 148,000

自己資金 会費、参加費、企業協賛金、寄付金、民間補助金など 148,790

計 296,790

１　収入の部
(単位：円)

事業経費内訳
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内容

防災日めくりカレンダーの作成・配布
・万年日めくりカレンダーとして自分の命は自分で守る内容を記載する。
・東区内の75歳以上の独り暮らし及び高齢者世帯へ配布する。
日めくりカレンダー発行記念防災講演会の開催

総事業費 補助額
※事業費については裏面に記載

1,179,202 550,000

成果

１．防災日めくりカレンダーの作成・配布
　　積志地区：1,400部（民生委員の協力により手渡し配布を実施）
　　積志地区以外（東区）：協働センター、地域包括支援センター、東区役所で1,000部を配布
２．日めくりカレンダー発行記念防災講演会の開催
　　開催日：平成30年2月24日（土）、開催場所：上瀬公会堂、来場者数：52人
　　実施内容：講演「地域から学ぶ」　（三宅偉雄氏）、日めくりカレンダーの説明

総合評価

この事業は「安全安心な地域づくりに関する事業」であり、、高齢者の防災意識の向上、災害への
関心を高めるため、災害時に役立つ「防災日めくりカレンダー」を作成し配布することで災害時に
不安を抱える高齢者の防災意識の高揚、防災機能の向上を図るものである。積志地区内の高齢者を
主な対象としており、製作したカレンダーを直接配布したことにより、事業の目的が達成してい
る。

浜松市では、東南海地震が叫ばれているが、住民の関心や意識、備えには大きな差がみられる。
このため、高齢者の防災意識の向上、災害への関心を高めるため、災害時に役立つ「防災日めくり
カレンダー」を作成し配布する。普段からいざという時のために、「高齢者一人でも自分の命を自
分で守るには、どんな備えが必要か」が一目で分かり、繰り返し見ることができる「万年日めくり
カレンダー」とすることによって、災害時に不安を抱える高齢者の防災意識の高揚、防災機能のレ
ベルアップを図ることができる。

平成２９年度 平成２９年１２月１８日～平成３０年２月２８日

この提案事業の開始までの順序( →②→③→④)

①提案日 平成29年12月1日 ②採択決定日 平成29年12月15日

③補助金申請日 平成29年12月18日 ④補助金決定日 平成29年12月18日

事業目的

提案年度 事業期間

事例(５)

事業名

いざという時のお役立ち防災日めくりカレンダー作成・配布事業

提案団体

特定非営利活動法人　積志かがやきカフェ
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使用料及び賃借料 講演会場使用料

原材料費

計 1,179,202

委託料

旅費

需
用
費

印刷製本費 チラシ、カレンダー製作費(デザイン・イラスト使用料含む)

その他 消耗品購入(プリンタインク等)

役
務
費

保険料

その他

区分 経費内訳

報償費 講演会講師謝礼(1名)

賃金

２　支出の部
(単位：円)

区分 経費内訳 決算額

補助金 地域力向上事業補助金 550,000

自己資金 会費、参加費、企業協賛金、寄付金、民間補助金など 629,202

計 1,179,202

１　収入の部
(単位：円)

事業経費内訳

10



地域力向上事業 【事業提案～事業開始～事業終了までの流れ】 

項目 事業実施団体 市(担当課) 
①事業提案 

②行政推進会議 

③区協議会 

※①～③まで 2か月目安

○事業提案

・事業提案書

・収支予算書

・団体の概要書

・市税納付・納入確認書

○行政推進会議 

・ヒアリングへの出席

   （審査）

 行政推進会議  

 区協議会  

採択・不採択決定

④補助金交付申請 

⑤事業開始

○補助金交付申請 

・補助金交付申請書

・事業計画書

・収支予算書

・暴力団排除に関する誓約書

○事業開始 

（審査）

 補助金交付決定通知 

※ア、イ、ウは必要に応じ

ア、概算払請求をする場合 交付決定後、7日以内に概算払手続きを行う。

・補助金概算払承認申請書

・資金状況調

概算払が承認されたら、概算払請求書を提出す

る。

・概算払請求書

※概算払請求があった場合

内容を審査し、承認・不承認

を通知する。

概算払承認・不承認通知書

イ、事業変更があった場合 事業内容や事業経費に変更があった場合

・事業変更承認申請書

・変更事業計画書

・変更収支予算書

変更が適正

・補助金変更交付決定通知

ウ、事業中止・廃止する場合 事業を中止・廃止の場合

・事業中止・廃止承認申請書

中止・廃止

・事業中止・廃止承認

⑥事業終了 ○実績報告 

・実績報告書

・事業実績書

・収支決算書

・事業経費に係る領収書

   （審査）

 補助金交付確定通知

⑦請求 ○請求書 請求書の指定口座へ入金

※交付決定通知後、事業開始する。決定日以前の経費は補助の対象外となるので注意！ 

※浜松市に口座の登録がない場合、別途口座登録等の手続きを行います。
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(単位：千円)

番号 事業名 内容 補助額

1
環境教育＆総合治水「安間川水仙10年プロジェク
ト」担い手育成

安間川堤防への球根植え、お花見ウォークラリーの開催、安間川ゼミ
ナールの開催 370

2 中野町煙火大会 よさこい踊り、スポーツ大会などの開催 1,400

3 遊休農地を借りそば作りで町おこし 遊休農地を使用したそば作りとそば打ちによる交流会の開催 106

4
笠井街道「地元浜松東高等学校による吹奏楽演奏
会」

浜松東高校吹奏楽部演奏会開催 264

5 有玉伝統文化継承事業(流鏑馬) 伝統文化である流鏑馬行事の実施 175

6 蒲ざくらと地域文化に触れる会 地域の蒲桜の鑑賞や史跡などを巡るウォーキング 82

7 演劇体験ワークショップ 5協働センターでの演劇鑑賞とワークショップの開催 500

8 天竜川舟渡場名物「はりつけ餅」でおもてなし事業 東海道を巡るまち歩きイベントと「はりつけ餅」頒布の実施 50

9 明善を学ぶ市民参加演劇体験
5協働センターでの読み聞かせ会による「明善と暴れ天竜」の紙芝居読
み聞かせと講演会、演劇体験 850

10 安間川流域世代間交流事業 歌と踊り、地域の自然等を収録したDVD製作 152

11 東方見聞録探訪ツアー 「東方見聞録」に掲載された蒲地区の史跡の見学会開催 58

12 残そう里池、里地 十湖池の環境美化活動と体験会の開催 143

13
高齢者の地域活動への参加促進－小池町「古地図」
の再現－

古地図をもとにジオラマを作成、発表会の開催 82

14 簡単スローステップ運動で健康維持 スローステップ運動の講座を開催 139

15 東区市民劇団「金原明善物語」と展示会
東区市民劇団とサポーターを公募し、公演実施。金原明善の資料展示
や市民劇団の紹介展示の開催 490

16 未来への贈り物
笠井中学校区の町の写真等を後世に残すため、電子データ化し保存、
活用 266

17 姫街道検定と姫街道フォーラムin市野宿
姫街道検定の実施、姫街道フォーラム（講演会、事例発表会、ウォー
ク大会）の開催 295

18 清宮克幸氏「スポーツの役割」講演会 清宮克幸氏の講演会開催 100

19
大船渡市から学ぶ地域防災と大船渡市応援イベント
の開催

大船渡市との交流、防災講座・写真展示や復興支援イベントの開催 360

20 「世界一、日本一ってすごい！浜松わくわく探検
隊！」～ぽっぷハートつながり隊2013」

小学生と保護者がグループ行動で東区内の企業を訪問 316

21 蒲ザクラ植樹祭 蒲ザクラ植樹祭の開催 498

22 地域の若者の未来を考える会 次世代を担う若者の成長するための環境づくりを考える講演会の開催 105

23
家庭、学校、地域の三位一体による人間形成力向上
事業

家庭、学校、地域が人間形成の役割について考えるための講演会開催 106

24
防災カフェ＆「被災地から希望を乗せて」講演会・
ライブコンサート

防災カフェの開催と被災地支援・防災コンサート及び講演会の開催 150

25
地域若者コミュニティづくり事業～和太鼓に触れて
～

天竜高等学校の和太鼓部による和太鼓演奏会の開催 69

26 なかのま市 地元の魅力発信を目的としたイベントの開催 150

27
未来につなぐー地域と人・歴史―東区の魅力冊子作
成

地域紹介冊子の作成 550

28 旧鈴木家収蔵品の展示 旧鈴木家屋敷収蔵品の展示 51

29 「おんな城主直虎」応援事業 「おんな城主直虎」放送を応援するための展示等を実施 84

30
ノルディック・ウォークの普及推進で健康力アップ
と健康寿命の延伸

ノルディック・ウォーク普及推進のための体験会開催と大会の開催 148

31 住民参加型福祉農園ふれあいファーム 住民参加型福祉交流農園の設置 543

32 いざという時のお役立ち防災日めくりカレンダーの
作成・配布事業

防災日めくりカレンダーの作成、高齢者世帯への配布と講演会の開催 550

33 天王町東・浜松市地域遺産認定記念事業
地域遺産認定を記念し、解説板の設置と紹介冊子の作成、講演会の開
催 147

34 こども食堂を通じた地域コミュニティ作り事業 子ども食堂を中心とした地域コミュニティー作り、食育の普及 150

35 東区キンボール大会 キンボールスポーツ大会の開催と教室の開催 100

36 ふるさと笠井歴史探訪解説板設置事業 笠井の歴史・行事をまとめた解説板を設置 140

37 地域の力でフードシェア事業 新聞店と協働したフードバンク事業及び事業周知のための広報活動 650

38 大好き 笠井文化祭 笠井及び豊西地区の交流とまちづくりイベントの開催 75

39
浜松市文化遺産屋台分解・組立技法継承地域振興事
業

地域遺産の屋台の分解・組立技法の継承と映像化による公開・保存 136

　　　　地域力向上事業(助成事業)　採択事業一覧

※継続事業については、初回実績のみ記載
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1 独自性

2 東区らしさ

3 効果・公益性

4 財政支援の必要性

5 費用対効果

　　　①　地域コミュニティづくりに関する事業

【参考】

　１　応募資格

　　市内に住所を有するまたは市内で活動する3人以上で構成された法人その他グループ（以下、団体とする）です。

　　ただし、次に該当する団体を除きます。

　　　・事業提案時点において市税の未納がある団体

　　　・政治・宗教活動を目的とする団体及び公の秩序に反する団体

　　　※原則として1つの提案を複数の区へ提出することはできません。

　２　募集する事業の内容

　　次に掲げる公益性のある事業で、令和2年度中に東区内で実施される事業とします。

　3　審査指標

　　　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

　　ただし、次に掲げる事業は対象となりません。

　　　・政治、宗教、選挙活動又は営利を目的とする事業

　　　・公序良俗に反するおそれがあると認められる事業

　　　・浜松市の他の補助金等の支援を受ける事業

　　　・国、他の地方公共団体又は浜松市の外郭団体から別に補助金等の公的支援を受ける事業

　　　・施設整備など後年度に維持管理経費が生じる事業

事業内容、期待できる効果から、妥当な事業費といえるか。

　　提案された助成事業を審議するに当たっての審査基準です。

審査指標

行政施策に同じような事業はないか。

区固有の人材、資源等を活かしているか。より発展・強化させることに繋がる
か。

住みよい地域づくりに寄与できるか。

行政が補助すべき事業か。
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