
平成２６年度（２月） 第１２回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 27年 2月 26 日（木）午後 1時 30 分から 

会場：浜北防災センター 2 階 会議室 

 
１ 開 会 
 

２ 議 事  

(1) 協議事項 

ア 平成２７年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について 

 【資料 1-1～1-6】 

イ 平成２６年度地域力向上事業の提案について        【資料 2】 

ウ 平成２７年度地域力向上事業の提案について        【資料 3】 

 

３ その他 
(1) その他 
 
(2) 次回の開催予定 

 
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  平成 27年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 
― 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 
平成 27 年度浜北区役所費の当初予算案及び主要事業の概

要について報告するもの。 

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） 

 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 野中 敬 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。 
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浜北区役所

（単位：千円）

27年度当初
予算額Ａ

26年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

浜北区役所費 506,253 248,743 257,510

区管理運営事業 76,105 73,353 2,752

265,633 265,633

協働センター管理運営事業 36,067 38,428 △ 2,361

収入印紙売りさばき事業 10,000 10,000 0

区協議会運営事業 207 207 0

地域力向上事業 18,776 19,633 △ 857

3,700 3,700 0

区民活動・文化振興事業 11,513 12,683 △ 1,170

区課題解決事業 3,563 3,250 313

行政連絡文書配布事業 32,975 30,965 2,010

自治会振興事業 57,581 67,248 △ 9,667

遠州はまきた飛竜まつり開催事業(負担金) 5,000 5,000 0

浜北万葉まつり開催事業 3,909 3,909 0

来客用駐車場整備、なゆた・浜北改修設計費及び旧浜北
勤労青少年ホーム改修設計費

浜北区役所移転整備事業

市民提案による住みよい地域づくり助成事業
（補助金）

平成２７年度　浜北区役所費予算案の概要

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。

区協議会の開催等に要する経費

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

区民の参加と協働により区の特性を活かした事業や課題
を解決する事業を実施する事業

浜名、北浜南部、中瀬、麁玉協働センターの維持管理に
要する経費

浜北区役所での登記関係用収入印紙の売りさばきに要す
る経費

万葉まつり等万葉関連イベントを開催するための経費

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

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

自治会集会所整備助成(改修)、防犯灯設置維持管理助成

広報紙等の配布を浜北区自治会連合会に委託する経費等
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　　　　　　浜北区役所

(単位：千円)

27年度
当初予算額

A

26年度
当初予算額

B

A-B 事業の内容

地域力向上事業 18,776 19,633 △ 857

3,700 3,700 0

区民活動・文化振興事業 11,513 12,683 △ 1,170

1,508 1,508 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。

169 118 51浜北区内の小学生を対象とした作文の募集と表彰式
を実施する。

401 401 0浜北区内の歴史的・文化的な資源の掘り起こしのた
めに、文化財等を活用したイベント開催等を行う。

5,000 5,000 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。

1,050 1,682 △ 632

なわとび検定会 73 144 △ 71 市民を対象になわとび検定を実施する。

市民ラジオ体操会 70 164 △ 94 市民に呼び掛け、ラジオ体操会を実施する。

はまきた歩け歩け運動 325 406 △ 81
浜北北部の岩水寺・浜北森林公園を通るおよそ10km
のコースを歩くスポーツイベントを開催する。

地域スポーツクラブ交流会 0 82 △ 82
浜北区内のスポーツクラブの人たちを集め、スポー
ツ等で交流を図る。

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

ふるさと再発見事業

私の浜北発表会事業

平成２７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）

地域スポーツ振興事業
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浜北森林公園ロードレース 278 273 5
健康増進と競技力向上を目指し、浜北森林公園内で
ロードレースを実施する。

はまきたスポーツ交流会 304 562 △ 258
浜北区内のスポーツ少年団の子どもたちを集め、ス
ポーツ等で交流を図る。

その他運動用具購入 0 51 △ 51 運動用具購入

1,184 1,184 0

エルネットファミリー 482 483 △ 1
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 342 342 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。

小中学生体験学習 158 158 0
1泊2日キャンプの開催とクリスマスに合わせた作品
の製作を行う。

小学校地域ホームステイ 105 104 1
区内小学生を対象に、区内の一般家庭へのホームス
ティを行う。

星を見るつどい 97 97 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。

2,201 2,790 △ 589

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 1,200 △ 200
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。

入学記念樹贈呈事業 206 206 0
浜北区内の小学校及び特別支援学校入学児童へ入学
記念樹を贈呈し、みどりのまち浜北を啓発する。

みどりを守り育てる運動 450 741 △ 291
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。

みどりのまち推進事業

浜北青少年健全育成事業
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アダプトプログラム 0 98 △ 98
公園の美化活動に取り組んでいるアダプトプログラ
ム（養子縁組制度）の活動の支援として消耗品等を
配布し、また保険料の支払い等を行う。

区課題解決事業 3,563 3,250 313

263 250 13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。

3,000 3,000 0

飛竜まつり駅前イベント 1,780 1,780 0
遠州はまきた飛竜まつり開催に合わせ、なゆた・浜
北駅前広場で飛竜太鼓の演奏やよさこい踊り、ミニ
凧の展示などを行う。

浜北駅前にぎわい創出イベント 1,220 1,220 0
なゆた・浜北駅前広場で地域活性化のイベントを開
催する。

300 300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。

5,000 5,000 0浜北凧揚げ、飛竜火まつり等各種イベントを開催す
る。

3,909 3,909 0「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。

遠州はまきた飛竜まつり開催事業（負担金）

浜北万葉まつり開催事業

浜北駅前活性化事業

健康づくり事業

(新)コミュニティ担当職員による地域密
着課題解決事業
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(単位：千円)

浜北区 中区 東区 西区 南区 北区 天竜区

1 1,088,888 2,311,677 1,032,383 1,173,294 1,005,568 1,290,507 1,564,562

2 76,105 9,955 50,526 95,220 48,805 69,232 102,319

3 36,067 103,236 46,891 120,880 50,816 78,572 153,633

4 10,000 0 0 0 0 6,900 0

5 207 165 330 338 314 270 213

6 18,776 15,572 10,199 17,557 14,469 9,241 38,412
市民提案による住みよい地域づくり助成
事業（補助金） 3,700 4,400 3,800 4,000 3,700 4,400 6,000

区民活動・文化振興事業 11,513 2,010 3,345 10,368 8,799 3,586 23,545

区課題解決事業 3,563 9,162 3,054 3,189 1,970 1,255 8,867

7 32,975 99,868 45,506 28,324 34,040 42,454 31,299

8 57,581 171,118 103,149 110,243 76,970 93,343 70,182

9 8,909 0 2,822 3,660 0 24,100 27,216

10 265,633

11 43

1,595,141 2,711,591 1,291,806 1,549,516 1,230,982 1,614,619 1,987,836

506,253 399,914 259,423 376,222 225,414 324,112 423,274

※区大事業

浜名湖うなぎまつり開催事業（負担金）　3,660千円

旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業
基金積立金

姫様道中開催事業（負担金）　6,800千円　　三ヶ日花火大会開催事業（負担金）　5,000千円　　いなさ人形劇まつり開催事業（負担金）　6,000千円　　北区Deまつり開催事業（負担金）　6,300千円

　浜北区

　東区

　北区

平成２７年度　区役所費当初予算比較

　天竜区 鹿島花火大会支援事業（負担金）　3,946千円　　　天竜区交流促進事業（負担金）　12,205千円　　　森林のまち童話大賞事業　6,529千円　　　天竜区駅伝大会事業（負担金）　4,536千円

区役所費合計（人件費除く）

遠州はまきた飛竜まつり開催事業（負担金）　5,000千円　　　浜北万葉まつり開催事業　3,909千円

俳句の里づくり事業　2,822千円

収入印紙売りさばき事業

人件費

区管理運営事業

　西区

協働センター管理運営事業

自治会振興事業

行政連絡文書配布事業

地域力向上事業

区協議会運営事業

区役所費合計

浜北区役所移転整備事業

区大事業※
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H27.2月現在

浜北区役所

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

道路整備事業

市道整備事業 　　

(市)浜北道本八幡線外 <単独事業>浜北道本八幡線外5路線 継続

(市)浜北灰木48号線外 <単独事業>(市)浜北灰木48号線外2路線、測量設計、道路改良工事、用地補償 新規

(市)浜北小松新橋内野線(新橋) <単独事業>浜北小松新橋内野線(新橋)　負担金 継続

国県道整備事業 　　

(国)362号(宮口BP) <国交付金事業>L=290m　埋文調査、用地買収、物件補償 継続

(主)天竜浜松線 <国交付金事業>L=950m 用地補償、道路改良工事 継続

(主)天竜浜松線(第３工区) <国交付金事業>(主)天竜浜松線(第３工区)、調査設計 新規

(主)天竜浜松線外 <単独事業>(主)天竜浜松線外1路線、調査設計、道路改良工事、補償 新規

(国)362号(土取) <単独事業>(国)362号(土取)測量設計 継続

平成２７年度　浜北区における主要事業の予算の概要 資料1-5

1 



H27.2月現在

浜北区役所

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

道路維持修繕事業 　　

(主)浜北袋井線(浜北大橋) <国交付金事業>L=1,070m 調査、修繕工事 新規

(一)二俣浜松線 <国交付金事業>L=530m 調査、修繕工事 新規

(市)浜北内野台61号線外 <単独事業>浜北内野台61号線外1路線、市内一円 新規

(国)362号他 <単独事業>(国)362号(根堅大門橋)外1路線 継続

(一)熊小松天竜川停車場線外 <単独事業>(一)L=300m 舗装修繕工事、区内一円 新規

交通安全施設等整備・修繕事業 　　

(市)浜北美薗線 <国交付金事業>L=270m 用地買収　物件補償 継続

(市)浜北貴布祢山海道橋線 <国交付金事業>L=430m　歩道設置工事 継続

(一)細江浜北線(平口新田) <単独事業>L=200m　測量設計、交差点改良工事 新規

区内一円 <単独事業>国県道区内一円 継続

(市)浜北宮口北79号線外 <単独事業>浜北宮口北79号線外3路線、区内一円 継続

(市)浜北於呂45号線(向山橋)外 <単独事業>(市)浜北於呂45号線(向山橋)外1橋 新規

橋梁耐震補強事業

2 



H27.2月現在

浜北区役所

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

河川改良事業 　　

(普)西中瀬川外 <単独事業>(普)西中瀬川外2河川 継続

(準)東浦川外 <単独事業>(準)東浦川外3河川 新規

河川維持修繕事業

御馬ヶ池雨水貯留地 <単独事業>浚渫工、安全保護柵設置・修繕、区内一円 継続

(二)御陣屋川外 <単独事業>(二)御陣屋川外1河川　除草 新規

都市下水路整備事業 　　

西美薗都市下水路 <単独事業>L=1230m　改修工事 継続

組合等区画整理支援事業

区画整理地区内水道整備事業
負担金

浜北新都市水道施設工事負担金 継続

中瀬南部土地区画整理事業 中瀬南部土地区画整理事業の組合への補助金 継続
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H27.2月現在

浜北区役所

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

土地改良助成事業（補助金） 浜北土地改良区償還補助 継続

ため池耐震診断調査、ハザー
ドマップ作成

対象ため池市内１０箇所中浜北区８箇所 継続

土地改良事業

東原農道整備事業 <浜北土地改良区事業　県単独>L=742m　工事 継続

洞下橋東地区農道整備事業 <浜北土地改良区事業　非補助>L=460m 用地買収　物件補償　工事 継続

西山丸山農道整備事業 <浜北土地改良区事業　県単独>L=470m 用地買収　物件補償　工事 継続

上善地地区圃場整備事業 <浜北土地改良区事業　国庫>区画整理工事 継続

中瀬・東美園用水路改修 <浜北土地改良区事業　国庫>L＝490ｍ　測量 新規

施設整備事業 　　

赤佐小学校校舎大規模改造事業 北校舎大規模改造工事実施設計 新規

浜名中学校移転改築事業
校舎移転新築のための用地買収、耐力度調査、実施設計（建築・土木）、造成
工事

新規

民間保育所施設整備助成事業
（補助金）

民間保育所の創設（定員　新原：120人、中瀬：120人） 新規 平成28年4月開所予定

農業農村振興推進費
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H27.2月現在

浜北区役所

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

その他の事業 　　

西鹿島駅周辺地区まちづくり
検討事業

駅周辺地区の整備構想に基づく検討 継続

浜北体育館改築事業 浜北体育館の解体及び改築工事、工事監理業務、残物置処分業務等 継続
※債務負担行為設定：27
年度から28年度

遠州山辺の道整備事業 説明板などサイン整備、地域資源やルートの整備など 継続

浜北斎場拡張整備事業 環境影響評価調査業務委託など 継続

浜北文化センター排煙及び防
排煙設備機器交換工事

排煙設備交換等及び自動制御設備 新規

浜松市浜名協働センター駐車
場舗装修繕工事

舗装修繕及び区画線引き直し 新規

なゆた・浜北外壁塗装、防
水、鉄部塗装工事（設計・管
理委託）

外壁塗装、防水及び鉄部塗装工事に係る設計及び管理委託 新規
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 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成２６年度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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 

平成２６年度の地域力向上事業・助成事業は、平成２６年２

月から募集を開始し、１０月には２次募集を行った。今回は２

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 野中 敬 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。 

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。 

資料２ 



（単位：円）

■助成事業 予算額 既申請額 今回補助額

3,700,000 790,000 500,000

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

事業の目的・効果

・3月22日(日)～28日(土)の7日間、夜桜見物ができ
るように午後6時～午後9時の間、夜桜をライトアッ
プする。
・3月29日(日)には、里まつりを開催する。(午前10
時～午後3時)
・里まつりでは、区内の中学校吹奏楽部や、地域
の演者を招きイベントを盛り上げる。

提案内容

赤佐発展会

　浜北北部に位置する岩水寺は、桜
の名所として有名だったが、老木化
が進み、見物客も減ってきた。赤佐
発展会は、昔ながらのにぎわいを取
り戻すため、岩水寺の桜をPRするた
め事業を実施する。
　事業の実施にあたっては、他の地
域活動団体とも連携し、イベントを同
時開催し、より一層の集客を図る。

平成27年3月22日（日）～3月29日(日)

岩水寺さくらの里(龍宮山岩水寺 西側駐車場)

継続
事業

○
　
リ
ニ

ュ
ー

ア
ル
事
業

残額

2,410,000

補助金額
（希望額）(円）

500,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり
・会場設営等の委託料
(591,570円)
・司会者、音響設営協力
者への謝礼(200,000円)
・ポスター、チラシ等印刷
費(108,000円)
・照明等借上料(114,912
円)
・保険料(8,900円)

・補助金(500,000円）
・自己資金(523,382円)

平成26年度地域力向上事業提案内容

6

Ｎｏ．

岩水寺さくらの里ライトアップ
里まつり事業

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 行政推進会議検討結果

1,023,382

 【採用（実施予定事業候補）】
・赤佐地域に限らず周辺地域も含め活性化
し、かつ、来場された人が満足して帰ってい
ただけるような取組み内容を期待する。
・桜のイメージから、事業開催後も一層の環
境美化につながるように、主催団体の活躍を
期待する。
・地域の人々に愛され地域を挙げて取り組め
るイベントを目指すべく工夫と努力をお願いし
たい。
・夜桜のライトアップに期待し、地域の発展に
寄与できるよう継続して進めていただきた
い。
・補助率は対象経費の50％（500,000円）とす
る。



 

 

 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成２７年度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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 

平成２７年度の地域力向上事業・助成事業の第１次募集（平

成２７年１月５日～３０日）の結果、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 野中 敬 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。 

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。 

資料３ 



（単位：円）

■助成事業 予算額 既申請額 今回補助額

3,700,000 0 111,000

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

平成27年度地域力向上事業提案内容

1

Ｎｏ．

「絵画に親しむ体験会」と「みどり
の街角絵画展」

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 課長会議検討結果

277,730

 【採用（実施予定事業候補）】
・特に初心者を受け入れることにより、文化に
親しむことで生涯学習につながれば、期待さ
れる事業効果が得られると思う。
・絵画に親しむ体験会の参加者が体験を通じ
て美術に接する機会を得ることは大事である
と思う。絵画習得により底辺の広がりと、会の
独自性を発揮した事業の継続を期待する。
・地域や初心者への呼び掛けに、なお一層の
取組みをお願いしたい。
・実演会から体験会へ変更し、区民が絵画の
楽しみを体験することで地域文化活動の底辺
拡充に努力していただきたい。
・補助率は対象経費の40％（111,000円）とす
る。

継続
事業

○

残額

3,589,000

補助金額
（希望額）(円）

111,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり
・会場使用料(149,780円)
・消耗品(83,500円)
・郵便代(14,450円)
・講師謝礼(30,000円)

・補助金(111,000円）
・自己資金(166,730円)

事業の目的・効果

・「絵画に親しむ体験会」では、初心者が絵画習得
に興味を持つよう体験を通じ、絵画の楽しみ、感動
を理解して、入門の契機となるよう啓蒙する。
・市民ギャラリーで「みどりの街角絵画展」を開催
し、芸文教室生徒と卒業生の各グループ（７グルー
プを予定）での作品を展示して、絵画の持つ魅力を
発信する。

提案内容

みどりの街角絵画展実
行委員会

　主に初心者を対象に、「絵画に親し
む体験会」を企画し、生涯学習として
絵画習得の啓蒙を行い、あわせて
「みどりの街角絵画展」を開催して、
地域とのコミュニケーションと地域文
化活動の底辺拡充に寄与する。

平成27年6月24日（水）～28日（日）
(体験会は25日(木）～28日(日)の午後1時30分～
午後4時)

なゆた・浜北１階アトリエ及び２階市民ギャラリー




