
令和元年度第 7回東区協議会 次第 

日時：令和元年 10 月 11 日（金）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）答申事項について 

   ア 浜松市教育文化会館の廃止について      【創造都市・文化振興課】 

   イ 令和 2年度東区役所費の予算要求の概要について      【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）11 月の開催予定 令和元年 11 月 22 日（金）午後 1時 30 分から

           会場：東部保健福祉センター 健康教育室、集団指導室

５ 閉会 



（案） 
第 10 号様式 

                     浜 東 区 協 第  号 

令和元年 10 月 11 日 

浜松市長 鈴木 康友 様 

東区協議会会長 田中 充 

諮問事項に対する答申について 

令和元年9月 26日付け浜市協第119-2号で当協議会に対して諮問のあったことにつ

いて、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第 11 条第 1 項から第 3項の規定に

基づき審議した結果、下記のとおり答申します。 

記 

１ 答申内容  別紙第 11 号様式のとおり 



（案） 
第 11 号様式 

諮問事項に対する答申書 

東区協議会 

件 名 浜松市教育文化会館の廃止について

諮 問 内 容 

浜松市教育文化会館の廃止について諮問するもの。 

 詳細は別紙のとおり。

答  申 

諮問内容について審議の結果、適切であると認めます。 

なお、本協議会において次のような意見がありましたので、申し添え

ます。 

 ・廃止後の跡地利用については、市民からの意見を十分に検討し、文化教

育の拠点として中心市街地のにぎわいに繋がるよう活用すること。 

 ・新しく建設する（仮称）市民音楽ホールは、公共交通機関の充実や周辺

の道路整備を行い、市民が利用しやすい施設とすること。 

備   考 



第８号様式  

浜市協第 119－２号

令和元年９月 26日

東区協議会 様 

浜松市長 鈴木 康友 

区協議会への諮問について 

浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第１１条第１項から第３項の規定

に基づき、下記のとおり諮問します。 

記 

１ 諮問内容  別紙第９号様式のとおり 

２ 答申期限  別紙第９号様式に記載された期限のとおり 

別紙：令和元年度第６回東区協議会資料



 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  浜松市教育文化会館の廃止について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

１ 背景 

・開館 昭和 36年６月 

・休館 平成 27年４月（開館から 55 年） 

（参考）ホール収容人数 1,492 人 

鉄骨鉄筋コンクリート造５階建（地下１階） 

２ 経緯 

・平成 27 年度に老朽化及び耐震性の問題により施設を閉

鎖 

３ 理由 

・建物の老朽化及び耐震性の問題による。 

・（仮称）市民音楽ホールの整備により、市民の文化活動

の充実を図る環境が整うため。 

対象の区協議会  全区協議会 

内  容 

 廃止条例の施行をもって、浜松市教育文化会館を廃止する。

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 答申を得たい時期：令和元年 10月 

 今後の予定：令和元年 11 月議会に廃止条例案を上程 

担当課 
創造都市・ 

文化振興課 
担当者 中村 雅臣 電話 457-2413 

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。

別紙：令和元年度第６回東区協議会資料



（案） 
第 10 号様式 

                     浜 東 区 協 第  号 

令和元年 10 月 11 日 

浜松市長 鈴木 康友 様 

東区協議会会長 田中 充 

諮問事項に対する答申について 

令和元年9月 26日付け浜市協第120-2号で当協議会に対して諮問のあったことにつ

いて、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第 11 条第 1 項から第 3項の規定に

基づき審議した結果、下記のとおり答申します。 

記 

１ 答申内容  別紙第 11 号様式のとおり 



（案） 
第 11 号様式 

諮問事項に対する答申書 

東区協議会 

件 名 令和２年度東区役所費の予算要求の概要について

諮 問 内 容 

令和２年度東区役所費の予算要求の概要について諮問するもの。 

 詳細は別紙のとおり。

答  申 

諮問内容について審議の結果、適切であると認めます。 

備   考 



第８号様式  

浜市協第 120－2 号

令和元年９月 26日

東区協議会 様 

浜松市長 鈴木 康友 

区協議会への諮問について 

浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第１１条第１項から第３項の規定

に基づき、下記のとおり諮問します。 

記 

１ 諮問内容  別紙第９号様式のとおり 

２ 答申期限  別紙第９号様式に記載された期限のとおり 

別紙：令和元年度第６回東区協議会資料



 第９号様式  

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名 令和２年度東区役所費の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２年度浜松市予算の編成に関して、東区役所費の予算要

求を行う。 

未来まで続く持続可能な財政運営に向け、歳入確保を徹底す

るとともに、各政策、事務事業において前例にとらわれること

なく、事業の廃止、見直し、集中と選択を徹底し、限られた財

源を最大限有効に活用することで、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 東区協議会 

内  容 

令和２年度東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） 

10 月の東区協議会にて答申事項を協議する。 

担当課 東区・区振興課 担当者 吉垣 幸和 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。

別紙：令和元年度第６回東区協議会資料



東区役所

（単位：千円）

R2年度当初
要求額Ａ

R1年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

東区役所費 205,579 201,755 3,824

人件費（附属機関の委員等） 2,031 2,101 △ 70

人件費（嘱託） 10 10 0

区管理運営事業 53,112 49,469 3,643

協働センター管理運営事業 51,132 54,519 △ 3,387

区協議会運営事業 334 334 0

地域力向上事業 9,874 9,582 292

行政連絡文書配布事業 49,453 48,999 454

自治会振興事業 34,086 31,663 2,423

俳句の里づくり事業 4,375 3,906 469

中野町煙火大会開催事業(負担金) 1,172 1,172 0

令和２年度　東区役所費　予算要求の概要

内  　　　　　  容

区協議会委員報酬

協働センターにおける職員不在時の施設利用許可業務に対応するため、施設の管理
運営業務に従事するシルバー人材センターの会員を非常勤職員（利用許可業務に従
事する時間に限る）として任用し、認可業務を行わせるもの。

十湖賞俳句大会や小中高校俳句講座開催等の経費

中野町煙火大会の警備及び環境保全に係る負担金

庁舎、公用車の維持管理経費ほか

天竜協働センターほか４館の維持管理経費

区協議会に係る事務経費

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

行政文書の配布に係る経費

・自治会集会所整備費助成事業
・防犯灯設置維持管理費助成事業

別紙：令和元年度第６回東区協議会資料



令和２年度　地域力向上事業予算要求事業一覧

【助成事業】

R2年度当初
要求額Ａ

R1年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

3,700 3,700 0

【区民活動・文化振興事業】

R2年度当初
要求額Ａ

R1年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

1 『東区・家康公ゆかりの里』推進事業 701 611 90

2 アグレミーナ浜松とのふれあい交流事業 275 175 100

3
東区大型商業施設との連携事業
おじいちゃん、おばあちゃんのための作品展

205 213 △ 8

4 東区地域福祉講演会 430 430 0

5 【新規】東区出身！金原明善の軌跡を巡るツアー 427 0 427

6
【新規】東区大型商業施設との連携事業
いろいろな介護ロボットを体感しよう！

805 0 805

計 2,843 1,429 1,414

【区課題解決事業】

R2年度当初
要求額Ａ

R1年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

1
～交通事故ワースト１脱出作戦～
東区　交通安全声かけ運動

788 788 0

2 スタントマンの実演による交通安全自転車教室 940 940 0

3 健康力アップ　in　東区 438 200 238

4 第2種協働センターを核とした地域課題解決事業 500 500 0

5 【臨時】乳幼児健診受診率向上事業 134 0 134

6
【臨時】公用車を活用した東区交通事故ワースト１
脱出作戦

178 0 178

7
【臨時】そうだ!!備蓄について考え直そう！！（家
庭できる身近な防災対策）

353 0 353

8
【臨時】東区セーフティ・ガード作戦啓発ＤＶＤ製
作事業

0 1,650 △ 1,650

9 【臨時】交通事故被害者遺族からのメッセージ事業 0 375 △ 375

計 3,331 4,453 △ 1,122

合計 9,874 9,582 292

市民協働による住みよい地域づくり助成事業(補助金)

事業名

事業名

別紙：令和元年度第６回東区協議会資料



1/1 

所属長 令和元年 10 月９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（10 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

第6回
10月11日
（金）
13：30～

防災学習センター
（はま防～家）
講座室

・（答申）浜松市教育文化会館の廃止について
・（答申）令和2年度中区役所費の予算要求の
概要について
・その他

5人程度
(先着順)

中区役所
区振興課

TEL:457-2210

東区
協議会

第7回
10月11日
（金）
13：30～

東区役所
3階　31・32会議

室

・（答申）浜松市教育文化会館の廃止について
・（答申）令和2年度東区役所費の予算要求の
概要について
・地域課題について
・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6回
10月16日
（水）
13：30～

西区役所
3階　大会議室

・（答申）浜松市教育文化会館の廃止について
・（答申）令和2年度西区役所費の予算要求の
概要について
・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7回
10月11日
（金）
13：30～

南区役所
3階　大会議室

・（答申）浜松市教育文化会館の廃止について
・（答申）令和2年度南区役所費の予算要求の
概要について
・（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

第6回
10月17日
（木）
13：30～

引佐協働センター
2階　会議室1・2

・（答申）浜松市教育文化会館の廃止について
・（答申）令和2年度北区役所費の予算要求の
概要について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順)

北区役所
区振興課

TEL:523-1168

浜北区
協議会

第7回
10月10日
（木）
14：00～

浜北区役所
3階　大会議室

・（答申）浜松市教育文化会館の廃止について
・（答申）令和2年度浜北区役所費の予算要求
の概要について
・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7回
10月17日
（木）
14：00～

天竜区役所
2階　21・22会議

室

・（答申）浜松市教育文化会館の廃止について
・（答申）令和2年度天竜区役所費の予算要求
の概要について
・（協議）天竜B＆G海洋センターについて
・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





令和元年度 第３回東区協議会防災委員会 活動報告 

開催日   令和元年１０月１日（火）午後１時３０分から午後３時００分

開催場所  東区役所３１会議室

出席者   森和彦委員長、村木克郎委員、河合洋子委員、河合よしの委員、

小池太江子委員、鈴木洋次委員、藤田昌良委員

事務局   井田正人、大隅秀明、枝窪圭人、杉森保雄

１ 議事 

（１）防災リーフレットの概要についての協議

     事務局から防災リーフレットの概要案を説明。

      ・対象：東区在住の一人暮らし高齢者・高齢者世帯等

          ※敬老会での配付や老人クラブに配付するなどを予定

・内容：近年増加している風水害について

※防災委員会・老人クラブ・危機管理課から意見を聴取し校正

      ・様式：片面印刷でＡ４もしくはＢ４

（委員からの意見）

    ア 高齢者又は高齢者世帯が対象だと、事務局が示した案は、情報量が多く見に

くい。情報量を極力減らし、大きな文字又はイラスト等で簡単に示した方が

よいのではないか。フローチャートではない方が良いのではないか。

    イ レベル４（避難勧告・避難指示）で避難行動をとるというように、何を掲載

するか防災委員会で検討していきたい。

  （２）東区災害ボランティア活動等について

【講師：東区災害ボランティア 鈴木三雄氏、鈴木まり子氏】

     講師から以下の内容について説明があった。

      ・浜松市東区災害ボランティア連絡会についての概要

      ・災害ボランティアとしての平時の取組

・災害時（他地域へのボランティア活動）の取組

・浜松市が被災地になった場合の災害ボランティアセンターの役割

・ボランティアセンターの課題（予算が少ない・人員が少ない・自治会等へ

の啓発活動の遅れ）

      ・東日本大震災、九州北部豪雨、西日本豪雨、今年度の台風１５号でのボラ

ンティア活動の様子やボランティアセンターの役割など



（質疑・応答）

Ｑ１ 浜松市において、災害時ボランティアセンターの立ち上げはどのようにな

るか。また、災害時ボランティアセンターの立ち上げについてどのくらい話

し合いが進んでいると思うか。

Ａ１ 浜松市においては、市危機管理課と市社会福祉協議会との協議の上ボラン

ティアセンターが立ち上がる。災害時のボランティアセンターの立ち上げに

ついて、市危機管理課と市社会福祉協議会の間では、話が進んでいないと思

われる。

ただし、ボランティアセンターの立ち上げ訓練は実施しているので全国的

に見れば先進地であると思う。

Ｑ２ 社会福祉協議会とボランティアセンターはどのような関係なのか。

Ａ２ 社会福祉協議会がボランティアセンターの設置・運営を行う。社会福祉協

議会が立ち上げるボランティアセンターと別に、近年民間が独自で立ち上げ

るボランティアセンターがある。社会福祉協議会が立ち上げるボランティア

センターは制約がある（ボランティア活動時間・人数等）ので民間のボラン

ティアセンターとの協力が必要。

Ｑ３ 災害ボランティアをすることによる課題はあるか。

Ａ３ 今年度の台風１５号では、多くの家の瓦が飛ばされた。応急的に、屋根にブ

ルーシートを覆う作業が必要になるが、屋根を覆う作業の指導者（建築士等）

が少なかったり、専門の業者は、受注過多になりボランティア活動ができない

状況になる。また、ボランティア活動中の二次災害（屋根から落下による死亡・

怪我等）への保険適用が薄い。ボランティア保険が課題になっている。

また、保育士がボランティアに来ても保育する場所がないといった、ボラ

ンティア活動を行う場所の確保が困難である。

Ｑ４ 浜松市の災害ボランティアコーディネーターの人数は。

Ａ４ ８人程度で足りていない。自治会等の協力が得られると非常にありがたい。

２ 次回開催予定 

   令和元年１１月６日（水）午後１時３０分から 防災リーフレットの内容検討予定
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東区協働センターまつりの開催について 

区民生活課  

１ 趣旨 

 今まで学習してきた成果を発表する場づくりや、地域に住む人々と協働して、住みやすいま

ちづくりのための気運を醸成し、生涯学習の推進を図ることを目的とする。 

２ 事業内容 （いずれも１１月開催） 

協働センター 開催日 内 容 

天竜 ２日（土） 作品展示、演技発表、地域材木工体験、高齢

者スマホ教室、防災グッズ製作、子ども安全

免許証交付、バルーンアート体験、バザー・

模擬店、餅投げなど 

午前 9時から午後 4時 

長上 ９日（土） １０日（日） 作品展示、囲碁大会、ゲートボール大会 

グラウンドゴルフ大会、地域団体コーナー 

バザー・模擬店、餅投げなど 

ノルディックウォーク（9日） 

ふれあい音楽祭（10 日）

午前 10 時から

午後 3時 

午前 10 時から 

午後 2時

笠井 １６日（土） １７日（日） 作品展示、演技発表、交通安全教室（16日） 

ゲーム大会、軽食コーナー、餅投げなど 午前 10 時から

午後 3時 

午前 10 時から 

午後 2時 30 分

積志 １６日（土） １７日（日） 作品展示、演技発表、模擬店、工作体験、 

【一輪車公開演技、消防車展示（16 日）】【交

通安全教室、パトカー展示・乗車体験（17 日）】

午前 10 時から

午後 3時 

午前 10 時から

午後 1時 30 分 

蒲 ２３日（土） ２４日（日） 作品展示、演技発表、蒲カルタ大会(24 日) 

体験コーナー、こどもお楽しみ抽選会、空き

缶と花の苗交換、バザー、フードバンクなど 

午前 10 時から

午後 3時 

午前 9時から 

午後 2時

３ 昨年度の開催状況 

【天竜協働センター】 

自治会連合会による餅投げ         バルーンアート体験 
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【笠井協働センター】 

こどもゲーム大会               餅投げ 

【積志協働センター】 

      作品展示               パトカー展示 

【長上協働センター】 

大盛況の婦人会バザー          各団体によるふれあい音楽祭 

【蒲協働センター】 

地域の子どもが参加するカルタ大会        地域団体による体験コーナー 

写真を貼り付けてく

ださい

写真を貼り付けてく

ださい

写真を貼り付けてく

ださい

写真を貼り付けてく

ださい
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