
平成２７年度（１月） 第１０回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 28年 1 月 21 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 浜北区役所のなゆた・浜北への機能移転等について      【資料 1】 

 

イ 平成27年度浜北区地域力向上事業の提案について       【資料2】 

 

ウ 浜北区協議会新委員推薦案について         

    （ア） 公共的団体等の選定案について       【資料 3-1】※当日配布 

 
    （イ） 直接指名委員の推薦案について      【資料 3-2】※当日配布 
 
    （ウ） 公募委員の推薦案について        【資料 3-3】※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  浜北区役所のなゆた・浜北への機能移転等について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

【事業の概要】 
  現庁舎の老朽化が進む浜北区役所をなゆた・浜北に移転

し、公共施設の集約・有効利用を図るとともに、利用者の利

便性の向上及び副都心としての地域の活性化を図る。 
  あわせて、なゆた・浜北の生涯学習機能の移転先となる旧

浜北勤労青少年ホームについて、長寿命化等の改修工事を行

い、地域の利用団体の受け皿として活用する。 
【経緯】 
 平成 25年 10月 浜北区協議会説明 

 平成 26年 9月  9 月補正予算議決(駐車場用地測量等) 

 平成 27年 3月  27年度当初予算議決(なゆた・浜北改修設計等) 
 平成 27年 12月 改修工事予算の債務負担行為議決 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

・浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例等の一部を改

正する条例案を平成 28年 2月市議会に提案する。 
 

・改正する条例 

①浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例 

区及び区協議会の設置等に関する条例で定めている浜北

区役所の位置を「西美薗 6番地」から、「貴布祢 3000 番地」

に改める。 

②浜松市なゆた・浜北条例 

なゆた・浜北を指定管理者管理から直営管理に変更し、条

例で定めている「浜北生涯学習センター」等を廃止する。 

③浜松市浜北文化センター条例 

浜松市浜北文化センター条例で旧浜北勤労青少年ホーム

の利用方法等を定める。 

④浜松市福祉事務所設置条例 

福祉事務所設置条例で定めている浜北区福祉事務所の位

置を「西美薗 6番地」から、「貴布祢 3000 番地」に改める。 
 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

 

担当課 

市民協働・地域政策課 
生涯学習課 

浜北区・区振興課 
浜北区・まちづくり推進課 

担当者 

村上 隆康 

足立 睦俊 

足立 裕宣 

藤本 正明 

電話 

457-2092 
457-2010 
585-1141 
585-1151 

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1 



なゆた・浜北 改修工事 

 

 
 
 

 
 
 

区民生活課、健康づくり課 
社会福祉課、長寿保険課 

東・浜北土木整備事務所 



 

 

旧浜北勤労青少年ホーム 改修工事  

 

区振興課、まちづくり推進課 
保健所浜北支所、農業振興課 
農地利用課、北部都市整備事務所

北部住宅管理事務所 



 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成２７年度浜北区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・助成事業は、平成２７年１

月から募集を開始した(１２月１日から２８日まで三次募集を

実施)。今回は１２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  ２件  

採用  ２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 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。 

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

3,700,000 854,000 590,000

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

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

7

Ｎｏ．

ドラゴンパーティ
～飛竜迷路の大冒険～

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 行政推進会議検討結果

300,000

 【採用（実施予定事業候補）】

・飛竜まつりとの連携がとれ、効果的な結果
につながることを期待する。
・長年続けてきている「遠州はまきた飛竜ま
つり」を、各年代にアピールし、市民の要求す
るイベントとして、各団体で盛り上がりを求め
ていってほしい。
・区外からの来訪者に対して、飛竜まつりへ
の関心を持ってもらうような運営をしてほし
い。
・今年度のまつり内容を紹介できるよう飛竜
まつり実行委員会とも連携をとり事業を実施
してほしい。

継続
事業

-

残額

2,256,000

補助金額
（希望額）(円）

150,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり

・ダンボール迷路、風船
　　　　　　　　(200,000円)
・飛竜運搬費 (50,000円)
・ﾁﾗｼ作成　　（50,000円)

・補助金　 (150,000円）
・自己資金(150,000円）

事業の目的・効果

　空に浮かぶ飛竜は、飛竜まつりのシンボルであ
る。その飛竜の頭部を展示し、来場者に間近で見
てもらい、より飛竜の認知度を上げ、遠州はまきた
飛竜まつりの一層の誘客を目指す。
　また、会場には、飛竜の頭部にダンボール製の
迷路をつなげた飛竜迷路を作り、来場した子供達
に迷路を楽しんでもらう。
　その他、会場では次の計画をしている。
・参加した子供達に飛竜イラスト入り風船をプレゼ
ントする。
・子供達に飛竜の絵などを書いてもらうコーナーを
設ける。
・商工会青年部部員の仕事を生かした職業体験
ブースを設ける。
・飛竜まつりの写真を展示し、飛竜まつりをＰＲす
る。
・市の飛竜まつりアンケートの実施に協力する。

提案内容

浜北商工会青年部

　遠州はまきた飛竜まつりで使用す
る飛竜の頭部を展示し、子供を対象
にした迷路、体験ブースを設けて、飛
竜の認知度を上げ、毎年5月下旬に
開催される浜北の一大イベント、遠
州はまきた飛竜まつりの一層の誘客
を目指す。

平成28年3月6日（日）
※20日（日）、27日（日）予備日

プレ葉ウォーク浜北駐車場

8 岩水寺さくらの里ライトアップ、
さくらの里まつり事業（２回目）

赤佐発展会

　浜北北部に位置する岩水寺は昔か
ら名所であり、｢桜は岩水寺から始ま
る｣と春の桜は有名だった。
　しかし、桜の老木化が進み、花見客
も少なくなり、当会としては昔ながら
の花見客の賑わいを取り戻すため岩
水寺の桜をＰＲしたい。
　また、昨今、地域のつながりが弱く
なっているが、近隣の他団体を呼び、
同じ地域団体としてイベントを開催し
て浜北北部地域のPRをしながら、他
団体の参考になるようなイベントを開
催する。

○

 【採用（実施予定事業候補）】

・地域性が効果的に発揮されることを期待す
る。
・夜桜ライトアップ期間中のイベントは、さくら
の里をイメージする特色のある内容にしてほ
しい。
・広く事前周知を行い、より多くの集客に努め
てほしい。また、実施にあたっては夜間来場
者の安全確保にも配慮してほしい。

平成28年3月20日（日）～3月27日（日） ・補助金　 (440,000円）
・自己資金(663,382円）

岩水寺さくらの里

○夜桜ライトアップ
　3月20日～3月26日　時間18:00～21:00
  桜のライトアップをし夜桜見物をできるようにす
る。

○さくらの里まつり
　3月27日　時間10:00～15:00
　区内の学校吹奏楽部、地域在住の演奏者を招き
イベントを盛り上げる。

1,103,382

主なものは次のとおり

・テント、ステージ設営撤
去、音響等委託費
　　　　　 (591,570円)
・司会者、音響技術者等
への報酬
           (200,000円)
・ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ作成
　　  　　(136,000円)
・照明等借上
　　　　　（114,912円)
・その他
　　　　　 （60,900円）

440,000


