
平成２７年度（１０月） 第６回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 27年 10 月 1日（木）午後 1時 30 分から 
会場：浜北区役所 北館 3 階 大会議室 

 
１ 開 会 
 

２ 議 事  

(1) 協議事項 

ア 浜松市斎場再編・整備方針（案）のパブリック・コメントの実施について      

【資料 1】 

 

     イ 浜北区協議会推薦会の設置等について           【資料 2】 

 

(2) 諮問事項 

平成 28 年度浜北区役所費予算要求の概要について 【資料 3】※当日配布 

 

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 浜松市斎場再編・整備方針(案)のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

背景 浜松市全体の火葬体数が増加することや、現火葬施設 
  等の老朽化及び公共資産の適正保有の観点から、将来 

  火葬体数に対応する安定した火葬炉整備と利用圏のバラ

ンスを考慮した、浜松市全体の斎場再編・整備方針を策

定するため、パブリック・コメントを実施するものです。 
斎場の課題 

・火葬需要の増加（平成５２年ピーク時１０，８７１体） 
・施設、設備の老朽化（建設からの経過年数） 

・公共施設の適正保有（効率的な施設更新と集約化） 

・各斎場個別内容（建替え等による他施設への代替困難、

利用圏、過大火葬設備等） 

斎場全体の考え方 

・現有施設の集約による縮減化と有効活用 

・適正規模、適正配置 

・時代の要請に対応した施設整備 

斎場再編・整備方針 

〔稼働停止の影響、適正規模(地域性)、利用圏重複の解消〕 
  これらの観点から、３斎場（浜北、雄踏、佐久間・水窪

斎場）に集約する。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

〔パブリック・コメントの概要〕 

案の公表及び意見募集期間 

 平成２７年１０月１６日（金）から平成２７年１１月１６

（月）まで 

案の公表先 

 市民生活課、市政情報室、区役所、協働センター、中央図

書館、市民協働センター（中区中央一丁目）、パブコメＰＲ 
コーナー（市役所本館１階ロビー） 

 広報はままつ１０月号に情報掲載、浜松市ホームページ 

（http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コ

メント制度】 

備 考 
（答申・協議結果を得た

い時期、今後の予定など） 

平成２８年１月（予定）市民文教委員会へ意見募集結果及び 
市の考え方の報告 

平成２８年２月（予定）意見募集結果及び市の考え方を公表 
担当課 市民生活課 担当者 塚田 貴史 電話 ４５７-２０２６ 

 







 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  浜北区協議会推薦会の設置等について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 平成 28 年 3 月で現浜北区協議会委員の任期が満了となるの

で、新委員を選出するための推薦会を組織する必要があるため。 

 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 
 
 
 

浜北区協議会推薦会の設置等に関する要綱の一部を改正し、

推薦会を設置する。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

H27.10 月 第１回推薦会 

12 月  公募 

H28. 1 月 第 2回推薦会 

担当課 浜北区振興課 担当者 足立 裕宣 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 
差替え



 
 

 

浜北区協議会推薦会の設置等に関する要綱（平成２５年１０月１０日議決）の一部を次のよう

に改正する。 

 
 平成２７年１０月１日 
 

浜北区協議会会長  川上 正芳  
 

改正前 改正後 

 

（委員） 

第２条 推薦会は、浜北区協議会委員５人で組織す

る。 

２ 推薦会委員は、区協議会の指名に基づき選任す

る。 

３  委員の任期は、推薦会設置の日から、平成

２６年３月３１日までとする。 
４ 推薦会委員は規則第２条第２項の規定による

公募に応募することができない。 
 
 

 

（委員） 

第２条 推薦会は、浜北区協議会委員５人で組織

する。 

２ 推薦会委員は、区協議会の指名に基づき選任

する。 

３ 委員の任期は、推薦会設置の日から、その日

が属する年度の末日までとする。 
４ 推薦会委員は規則第２条第２項の規定によ

る公募に応募することができない。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 
   附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 参 考  

 
浜北区協議会推薦会の設置等に関する要綱 

 
 （趣旨） 

第１条 この要綱は、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則（平成１

８年浜松市規則第７７号。以下「規則」という。）第３条の規定に基づき、浜北区

協議会推薦会（以下「推薦会」という。）の設置等について、必要な事項を定める。 

 （委員） 

第２条 推薦会は、浜北区協議会委員５人で組織する。 

２ 推薦会委員は、区協議会の指名に基づき選任する。 

３ 委員の任期は、推薦会設置の日から、平成２６年３月３１日までとする。 
４ 推薦会委員は規則第２条第２項の規定による公募に応募することができない。 
 （会長） 

第３条 推薦会に会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長の任期は、委員の任期による。 

４ 会長は、推薦会の事務を掌理し、推薦会を代表する。 

５ 会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときにその職務を代理する者を

あらかじめ指名するものとする。 

（会議） 

第４条 推薦会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長とな

る。  

２ 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 前項の場合においては、議長は、推薦会委員として議決に加わる権利を有しない。 

５ 会議は公開とする。ただし、議長又は推薦会委員の発議により、出席する推薦会

委員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席して行う

説明又は助言、資料その他の協力を求めることができる。 

７ 会議の運営に関して、この要綱に定めのない事項は、区協議会の会議の例による

ものとする。 

 （庶務） 

第５条 推薦会の庶務は、浜北区役所区振興課において処理する。 

 （細目） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 
 
   附 則（平成２５年１０月１０日議決） 

 この要綱は、平成２５年１０月１０日から施行する。 



○浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則 

平成１８年１２月１日 

浜松市規則第７７号 

改正 平成２３年９月２９日浜松市規則第５１号 

（題名改称） 

（区協議会委員の選任方法） 

第２条 条例第６条第１項の規定による区協議会委員の選任は、当該区の区域内に住所を

有する者のうち次に掲げるもののそれぞれから行う。 

(1) 区協議会が選定した公共的団体等が推薦するその構成員 

(2) 前号に掲げる者のほか、区協議会が推薦する者 

２ 区協議会は、前項第２号の規定による推薦に当たっては、あらかじめ、その全部又は

一部について公募を行わなければならない。 

３ 区協議会は、第１項第１号の規定による選定にあっては次条第１項第１号の規定によ

り策定された選定の案に基づき行うものとし、第１項第２号の規定による推薦にあって

は次条第１項第２号の規定により策定された推薦者の案に基づき行うものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、区協議会は、補欠の区協議会委員に係る第１項第１号の

規定による選定及び同項第２号の規定による推薦について、前２項に規定する方法以外

の推薦方法を定めることができる。 

５ 区協議会は、第１項第１号の規定による選定及び同項第２号の規定による推薦に当た

っては、公平性及び透明性を確保するとともに、当該住民の多様な意見の適切な反映及

び地域の事情を勘案した区協議会委員の構成となるよう配慮しなければならない。 

 

（推薦会） 

第３条 区協議会は、前条第１項第１号の規定による選定及び同項第２号の規定による推

薦に関する次に掲げる事務を行うため、その指名した３人以上７人以内の区協議会委員

による会議（以下「推薦会」という。）を置く。 

(1) 前条第１項第１号の規定による選定の案の策定 

(2) 前条第１項第２号の規定による推薦者の案の策定 

(3) 前条第２項の規定による公募の方法の決定 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区協議会が必要があると認める事務 

２ 推薦会に属する区協議会委員は、前条第２項の規定による公募に応募することができ

ない。 

３ 前２項に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、区協議会が定める。 

※抜粋 



№ 氏　　　名 ふりがな 性別 団体名 再任

1 市川　孝雄 いちかわ　たかお 男性 浜北区自治会連合会

2 大ノ木　忍 おおのき　しのり 男性 (公財)浜松市体育協会浜北支部

3 小栗　重晴 おぐり　しげはる 男性 (公社)浜北青年会議所

4 河合　俊 かわい　しゅん 男性 (一社)浜北医師会

5 河合　德子 かわい　とくこ 女性 浜北女性の会 ○

6 川上　正芳 かわかみ　まさよし 男性 直接指名

7 河村　敏子 かわむら　としこ 女性 浜北区民生委員児童委員協議会

8 佐藤　真琴 さとう　まこと 女性 直接指名

9 新村　香代子 しんむら　かよこ 女性 子ども会連合会　浜北支部

10 鈴木　和代 すずき　かずよ 女性 公募

11 鈴木　隆広 すずき　たかひろ 男性 認定農業者協議会　浜北支部

12 鈴木　博 すずき　ひろし 男性 公募 ○

13 髙栁　春男 たかやなぎ　はるお 男性 浜北区自治会連合会

14 鶴田　則子 つるた　のりこ 女性 はまきた食育の会

15 富永　利慧子 とみなが　りえこ 女性 浜北文化協会

16 袴田　矩嘉 はかまた　のりよし 男性 浜北区自治会連合会

17 松井　里司 まつい　さとし 男性 浜北区自治会連合会

18 松島　芳隆 まつしま　よしたか 男性 浜北観光協会 ○

19 村松　辰芳 むらまつ　たつよし 男性 浜北商工会 ○

20 山下　勝康 やました　かつみち 男性 浜北区自治会連合会 ○

浜北区協議会委員名簿

H26.4.1～H28.3.31

(五十音順）



 第８号様式  

浜市協第１６４－２号 

平成 27 年 10 月 1 日 

 

浜北区協議会 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 

 
 
 
 
 
 

資料3 



 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 28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） 
― 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 
平成 28 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 平成 27 年 10 月 

担当課 浜北区振興課 担当者 足立 裕宣 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）

28年度
当初予算要求額

(単位：千円)
※

27年度
当初予算額
(単位：千円)

増減
28年度当初予算要求の

主な増減内容等

浜北区役所費 755,247 506,253 248,994

区管理運営事業 117,557 76,105 41,452
区役所移転前のなゆた・浜北の
維持経費、浜北ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ２版の
印刷等

460,931 265,633 195,298

協働センター管理運営事業 38,535 36,067 2,468
麁玉・中瀬協働センターの新設ｴ
ﾚﾍﾞｰﾀｰ保守等

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

行政連絡文書配布事業 38,724 32,975 5,749

自治会振興事業 62,293 57,581 4,712
H28は自治会集会所新築2件、改
修2件を見込んでいるため。

地域力向上事業 18,091 18,776 △ 685

3,700 3,700 0

10,916 11,513 △ 597

3,475 3,563 △ 88

遠州はまきた飛竜まつり開催事業 5,000 5,000 0

浜北万葉まつり開催事業 3,909 3,909 0

※28年度当初予算要求額は平成27年10月1日現在の額であり、変更になる場合があります。

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

平成２８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。

浜北区役所移転整備事業 浜北区役所の移転整備に要する経費

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

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

自治会集会所整備助成、防犯灯設置維持管
理助成

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



浜北区役所
（単位：千円）

28年度
当初予算要求額

(単位:千円)
※

27年度
当初予算額
(単位：千円)

増減 事業の内容
28年度当初予算要求の

主な増減内容等

地域力向上事業 18,091 18,776 △ 685

3,700 3,700 0

区民活動・文化振興事業 10,916 11,513 △ 597

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 △ 169
合併10周年記念事業として浜北区内の小学生
（高学年）を対象に作文を募集し、優秀者を表
彰する。

平成27年度臨時事業

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。

0 1,050 △ 1,050

なわとび検定会 － 73 △ 73 市民を対象になわとび検定を実施する。
新浜北体育館(指定管理者)
の事業とする。

市民ラジオ体操会 － 70 △ 70 市民に呼び掛け、ラジオ体操会を実施する。 スポーツ文化推進費へ移行

はまきた歩け歩け運動 － 325 △ 325
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。

「はまきた名所めぐり
ウォーキング事業」にリ
ニューアル

浜北森林公園ロードレース － 278 △ 278
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。

廃止

はまきたスポーツ交流会 － 304 △ 304
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。

スポーツ文化推進費へ移行

平成２８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

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

未来の浜北作文コンクール事
業



648 － 648
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する。

1,145 1,184 △ 39

エルネットファミリー 482 482 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 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 △ 105
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。

参加者の減少により廃止

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。

(仮称)浜松市浜北青少年
リーダー養成講習会

66 － 66
中高校生を対象に青少年健
全育成活動の指導者を養成
する。

2,214 2,201 13

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。

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 463 450 13
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。

旧アダプトプログラム制度
の看板撤去費(74千円)を含
む。

(仮称)はまきた名所めぐり
ウォーキング事業

みどりのまち推進事業

浜北青少年健全育成事業



区課題解決事業 3,475 3,563 △ 88

175 263 △ 88
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 1,700 1,780 △ 80
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

1,300 1,220 80 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 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。

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。

※28年度当初予算要求額は平成27年10月1日現在の額であり、変更になる場合があります。

コミュニティ担当職員による
地域密着課題解決事業

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

遠州はまきた飛竜まつり開催事業
（負担金）


