
令和元年度第 4回東区協議会 次第 

日時：令和元年 7月 25日（木）午後 1時 30 分から 

会場：東区役所 3 階 31、32 会議室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（1）協議事項について 

   令和元年度浜松市東区市民活動表彰について          【区振興課】 

（2）地域課題について 

４ その他 

（1）東区の取り組み 

（2）その他 

（3）8月の開催予定 令和元年 8月 29 日（木）午後 1時 30 分から 

           会場：東区役所 3階 31、32 会議室

５ 閉会 



第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和元年度浜松市東区市民活動表彰について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【市民活動表彰の趣旨】 

 優れた市民活動を行う団体を表彰することで、団体のモチベー

ションを高めるとともに、多くの市民に市民協働をＰＲし、市民

主体のまちづくりを継続的に推進するもの。

【表彰までの流れ】

・区長賞受賞団体については、各区の区行政推進会議で審査し、

各区協議会に意見を求め、その意見を踏まえ区長が決定する。

・区長賞受賞団体は原則１団体とする。 

・市長は各区で選出された区長賞受賞団体について、審査を 

行い、市長賞受賞団体を決定する。 

対象の区協議会 東区協議会 

内  容 

浜松市市民活動表彰（区長賞）の決定について、区協議会に

意見を求めるものです。 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

令和元年 9月に市長賞受賞団体が決定予定 

担当課 区振興課 担当者 沼野・根本 電話 424-0115 

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。



市民活動団体推薦書 

候補者 

団体名 

（グループ名）

（フリガナ）ﾊﾏﾏﾂﾋｶﾞｼﾉﾙﾃﾞｨｯｸ・ｳｫｰｸﾌｷｭｳｽｲｼﾝｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ 

浜松東ノルディック・ウォーク普及推進実行委員会 

所在地 浜松市東区白鳥町 858 番地 

団体 

連絡先 

住所 
〒 

浜松市東区 電話 ***-***-**** 

メール 

アドレス 
 ＦＡＸ ***-***-**** 

推薦理由 

浜松東ノルディック・ウォーク普及推進実行委員会は、

東区内におけるノルディック・ウォークの普及推進ととも

に、会員および地域住民の健康づくりによる健康寿命延伸

とコミュニケーションづくりを目的に活動している。 

本団体は、平成 29 年度から「地域力向上事業」のうち

「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」を企画

し、東区内でのノルディック・ウォーク体験会や地域の歴

史を巡るノルディック・ウォーク大会を実施するなど、活

動を通じて、区民の健康意識の高まりや健康増進に寄与す

るとともに、新たなコミュニケーションづくりや地域の歴

史と文化に触れあう機会を提供している。 

 このような活動は、浜松市市民活動表彰要綱第４条第１

項第４号「文化・スポーツ・生涯学習の振興に関する事業」

及び同第５号「健康・福祉の向上に関する事業」に該当す

るため推薦するもの。 



東区長賞選考資料

（ふりがな） 

団体名 
浜松
はままつ

東
ひがし

ノルディック・ウォーク 

普 及
ふきゅう

推 進
すいしん

実 行
じっこう

委員会
いいんかい

（ふりがな） 

代表者氏名
かわしま よしひさ 

河島 嘉久 

e-mail  
電話番号 ***-***-**** 

FAX 番号 ***-***-**** 

団体設立年月 平成 29 年 3 月 20 日 団体員数 15 名 

団体活動目的 

東区内におけるノルディック・ウォーキングの普及推進とと

もに、会員および地域住民の健康づくりによる健康寿命延伸と

コミュニケーションづくりを目的とする。 

これまでの 

主な活動実績 

・平成 29 年度から「東区地域力向上事業」採択 

・ノルディック・ウォーク体験会の開催とその後の支援活動、

東区内の各地区の文化・歴史を巡るノルディック・ウォーク

大会の開催 等 

Ｐ

Ｒ

し

た

い

活

動

実

績

の

概

要 

活動名 浜松東ノルディック・ウォーク普及推進事業 

活動の期間 平成 29 年 3 月から継続中 

活動財源 
該当するもの全

てに○ 

行政からの補助金・団体会費・寄附・当該活動により得た収益、

その他（民間の助成金、参加費             ） 

活 動 の 

きっかけ 

平成 26 年度から平成 28 年度まで、東区健康づくり課事業（地

域力向上事業）に協力。地域での「ノルディック・ウォーク」

普及のため、平成 29 年 3 月に団体を設立し活動を開始 

内  容 

・区内各種団体を対象としたノルディック・ウォーク体験会の 

実施 

・ノルディック・ウォーク体験会後の支援活動 
※クラブ、サロン等の設立・運営に関する相談支援等 

・歴史と文化を巡るノルディック・ウォーク大会の実施 

成  果 

・ノルディック・ウォークによる軽運動を行うことで、健康意

識の高まりや健康増進に貢献。 

・本活動により、コミュニティづくりの場を提供。 

・区内の歴史と文化に触れあう機会の提供。 

この活動につ

いて更に発展

させたいこと

地域にノルディック・ウォークを普及させることで、健康寿命

の延伸や健康増進により、医療費の削減につなげたい。 

活動に協力し

た団体等 

行政・企業・ＮＰＯ・学校・市民・その他（浜松 N・W指導者ゆ

うしの会、白鳥ノルディック・ウォーク同好会、有玉南東寿会

NW 部会、笠井ゆづりは、天王 N・W愛好会、神立町神和会） 

協力の内容 

・行政：補助金や運営に係る協力 

・市民：自治会協力によるウォーキング大会の実施 

・その他：体験会運営及び開催に係る協力 



【浜松東ノルディック・ウォーク普及推進実行委員会】の活動紹介 

ノルディック・ウォーク体験会 

区内各種団体、高齢者サロン、同好会などを対象と

したノルディック・ウォーク体験会を実施。 

■平成 29年度 

・計 11 回 参加者：延 279 名 

■平成 30年度 

 ・計 8回 参加者：延 191 名 

■令和元年度 

・計 10 回（予定） 

体験会では、ウォーキングの実施だけではなく、ノ

ルディック・ウォークが与える効果等についての説明

も行っている。 

体験会後は、愛好会等の設立・運営に関する相談・

支援も行っている。 

歴史と文化を巡るノルディック・ウォーク大会 

地域の歴史と文化を巡るノルディック・ウォーク大会を

開催。 

■平成 29年度 

・笠井地区 

（平成 29年 10 月 24 日開催 74 人参加） 

・蒲地区 

（平成 29年 11 月 4 日開催 74 人参加） 

■平成 30年度 

・中ノ町地区 

（平成 30年 5月 12 日開催 124 人参加） 

・積志地区 

 （平成 30 年 11 月 27日開催 148 人参加） 

■令和元年度（予定） 

・長上地区、和田地区 



1/1 

所属長 令和元年７月 16 日   

事務連絡 市民部 市民協働・地域政策課長

区協議会の開催日程（７月）について

このことについて、次のとおり区協議会が開催されますのでお知らせします。

協議会名 回数 日 時 場 所 会議内容（予定） 傍聴定員 問合先

中区
協議会

－ － － － －
中区役所
区振興課

TEL:457-2210

東区
協議会

第4回
7月25日
（木）
13：30～

東区役所
3階　31・32会議

室

・（協議）令和元年度浜松市東区市民活動表
彰について
・地域課題
・その他

10人程度
(先着順)

東区役所
区振興課

TEL:424-0115

西区
協議会

第3回
7月31日
（水）
13：30～

西区役所
3階　大会議室

・（協議）遠州灘海浜公園（篠原地区）基本計
画の策定について
・（協議）西区地域力向上事業（助成事業）の
提案について
・（協議）令和元年度浜松市西区市民活動表
彰について
・その他

5人程度
(先着順)

西区役所
区振興課

TEL:597-1112

南区
協議会

第4回
7月23日
（火）
13：30～

南区役所
3階　大会議室

・（協議）令和元年度浜松市市民活動団体表
彰について
・ (協議)令和元年度地域力向上事業の提案
について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順)

南区役所
区振興課

TEL:425-1120

北区
協議会

－ － － － －
北区役所
区振興課

TEL:523-1168

浜北区
協議会

第4回
7月25日
（木）
13：30～

浜北区役所
3階　大会議室

・（協議）令和元年度浜松市市民活動表彰区
長賞候補団体について
・地域課題について
・その他

10人程度
(先着順)

浜北区役所
区振興課

TEL:585-1141

天竜区
協議会

第4回
7月25日
（木）
14：00～

天竜区役所
2階　21・22会議

室

・（協議）令和元年度天竜区地域力向上事業
(助成事業）の提案について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課

TEL:922-0013

市民部 市民協働・地域政策課 担当：増田
ＴＥＬ ４５７－２０９４



第２回交通安全委員会 議事概要 

日 時 令和元年７月３日（水）10:00～11:00 

会 場 東区役所 31 会議室 

出席者 大軒 孝幸、齋藤 國弘、佐藤 公治、髙  和美、

（50 音順・敬称略）

事務局 沼野 恵樹、天野 数幸（東区区振興課） 

１ 交通安全講話 

○浜松東警察署交通第一課庶務係長 近藤博昭氏 

・東署管内交通事故発生状況（速報）の説明。 

 前年対比で、死亡事故件数は前年同様だが、人身事故件数、けが人数ともに減少し

ている。 

・東区内で死亡事故が 2/19、2/26 に連続して２件発生している。 

・全国的には、保育園児の散歩中の痛ましい事故が発生した。また、高齢者による重

大事故が相次いで発生しており社会問題になっている。 

・東区管内でも高齢者の交通事故は発生している。重大事故につながっていないだけ

である。 

・高齢者向けの交通安全教室を随時開催する。参加者に周囲への周知をお願いする。 

・保育園などの、散歩コースや通園路の危険箇所の点検など、地道な活動を続ける。 

  ＜委員からの意見等＞ 

   ・高齢者への交通安全教室など、行政を交えて、啓発に今まで以上力を注ぐべきで  

はないか。 

   ・免許証の自己返納について、東区の多くの地域は、買い物や通院などに車が必要

であり、簡単には返納できないのが実情である。 

   ＜近藤係長＞ 

   ・免許証の自己返納は、「事故が起きてからでは遅い」との認識を持っていただきた

い。 

   ・浜松市はどこに行くにも車が無いと大変であることは承知している。返納した場

合、家族などのバックアップなどのケアが必要になってくる。 

２ 敬老会で配布するチラシについて 

（１）デザイン、素案決定。 

 （２）交通安全標語決定。 

  ※７月 25 日（木）開催の区協議会の際に委員へ提示し、26 日（金）の区長と連合会

長との懇談会で配布依頼予定。 



３ 東区の交通危険箇所について 

・笠井で発生した死亡事故現場を視察すればよいのではないか。 

    警察と土木事務所と日程調整が必要。 

４ 次回開催日  

・７月 25 日(木) 第４回東区協議会に合わせる 













令和元年７月２５日 東区協議会

 東区地域力向上事業 

アグレミーナ浜松とのふれあい交流事業について 

区民生活課  

１ 目的 

「プロスポーツ選手になる。」という夢を実現された選手の方々に、直接フットサルを教えて

いただき、児童の夢を育み、健全育成及び技術の向上を図るため、東区内通学又は居住の小学４

年生から６年生を対象に、浜松市東区の浜松アリーナをホームアリーナとするアグレミーナ浜松

の選手によるフットサル教室を開催いたします。 

２ 事業内容 

（１）名  称･･･アグレミーナ浜松とのふれあい交流事業（フットサル教室） 

（２）講  師･･･アグレミーナ浜松の選手 

（３）日  時･･･令和元年８月１２日（月・祝） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

（４）会  場･･･浜松アリーナ（メインアリーナ） 

（５）対 象 者･･･東区内通学又は居住の小学４年生から６年生（フットサル・サッカー経験不要） 

（６）参 加 料･･･無料（事前の申し込みが必要） 

（７）定  員･･･４０人程度（超えた場合は抽選） 

（８）申込期間･･･令和元年７月１日（月）から令和元年７月３１日（水）まで 

電話（４１１－９０３７）若しくは FAX（４４３－９２１６）又はアグレミー

ナ公式 HP内メールフォームにて申し込み。 

①住所 ②氏名 ③学校名・学年 ④生年月日 ⑤連絡先（電話、メールアドレス） 

 【参考：フットサルとは？】

(１) コート ⇒ ２０～２５ｍ(縦) × ３８～４２ｍ(横)  

※ゴールの大きさは２ｍ(高さ) × ３ｍ(幅) 

(２) ボール ⇒ 大きさ: ６２～６４ｃｍ（外周） 

重さ: ４００～４４０ｇ 

(３) 競技者 ⇒ ５人（ゴールキーパーを含む。） 

(４) 時 間 ⇒ 前後半それぞれ２０分。 

各チームは、前後半１回ずつ１分間のタイムアウトを要求できる。 

(５) ルール（代表的なもの） 

ア タッチラインからのプレー再開は、キックインで行う。 

イ ゴールラインからのプレー再開は、ゴールキーパーのスローイングで行う。 

ウ 交代は審判の承認なく、何人でも可能。 

エ 過度なコンタクト（ショルダーチャージ 等）は禁止。 

オ オフサイドは無し。 

カ ４秒ルール（プレーの再開はボールをセットしてから４秒以内に行う。）を採用。 





◆毎月５日は

『東区がん検診の日』
と定めました。

なぜ？ 

◆東区は、がん検診受診率が市内７区の中で一番

低いため、受診率のアップを目指します。

毎月５日？ 

◆検診に行ってほしいという願いを込めて、「検診

にＧＯ！（ゴー）」と毎月 5 日に決めました。

具体的に何をするの？ 

◆区役所、協働センターにポスターを掲示し、チ

ラシを配置します。

◆健康づくり課職員は、全員名札の上にステッカ

ーを付け、Ｔシャツを着用してＰＲします。

◆来庁者に「友人へのメッセージカード」を配布

し、がん検診を勧めてもらうように依頼します。

東区健康づくり課 






