
平成２８年度（２月） 第１０回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 29年 2 月 23 日（木）午後 1時 30 分から 

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階） 

 
１ 開 会 
 
 
２ 議 事 

(1) 報告事項 

平成 29 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】 

 

 

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 29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 29 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 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。 
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浜北区役所

（単位：千円）

29年度当初
予算額Ａ

28年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

浜北区役所費 254,065 812,110 △ 558,045

区管理運営事業 110,177 241,433 △ 131,256

0 397,797 △ 397,797

協働センター管理運営事業 35,280 37,454 △ 2,174

収入印紙売りさばき事業 11,480 10,000 1,480

区協議会運営事業 164 207 △ 43

地域力向上事業 17,860 17,971 △ 111

3,700 3,700 0

区民活動・文化振興事業 10,513 10,496 17

区課題解決事業 3,647 3,775 △ 128

行政連絡文書配布事業 36,001 36,046 △ 45

自治会振興事業 34,194 62,293 △ 28,099

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

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証明用収入印紙の売りさばきに
要する経費

万葉まつり及び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、防犯灯設置維持管理助成

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

浜北区役所の移転整備に要する経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２９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
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浜北区役所
（単位：千円）

29年度
当初予算額

A

28年度
当初予算額

B

増減
A-B

事業の内容

地域力向上事業 17,860 17,971 △ 111

3,700 3,700 0

区民活動・文化振興事業 10,513 10,496 17

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。

210 300 △ 90 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。

525 525 0 浜北の名所・旧跡見学など文化的要素を取り入れた
ウォーキングとの複合イベントを開催する。

1,258 1,145 113

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 360 342 18
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。

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。

浜松市浜北青少年リーダー養成講習会 319 224 95
中学生や高校生を対象に青少年健全育成活動指導者
をサポートするサブリーダーを養成するための講座
を連続的に開催する。

平成２９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）

浜北青少年健全育成事業

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

はまきた名所めぐりウォーキング事業
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29年度
当初予算額

A

28年度
当初予算額

B

増減
A-B

事業の内容事業名

2,012 2,018 △ 6

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 200 206 △ 6
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 267 267 0
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。

区課題解決事業 3,647 3,775 △ 128

147 175 △ 28
健康意識の啓発を図るため、市のイベント会場(浜北
区内)及び食育発信店登録店舗で健康づくりの普及啓
発事業を実施する。

2,900 3,000 △ 100

飛竜まつり駅前イベント 1,800 1,700 100
遠州はまきた飛竜まつり開催に合わせ、浜北駅周辺
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 1,100 1,300 △ 200
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。

600 600 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。

浜北万葉まつり開催事業

浜北駅前活性化事業

みどりのまち推進事業

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）

第2種協働センターを核とした地域課題解
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 1,108,876 2,384,942 1,054,998 1,173,668 1,022,309 1,307,860 1,557,546

2 110,177 14,988 47,746 84,896 50,606 58,618 122,763

3 35,280 100,098 44,441 127,523 47,947 73,077 161,476

4 11,480 0 0 0 0 6,900 0

5 164 154 337 212 300 260 225

6 17,860 13,385 11,924 14,840 16,284 10,074 30,808
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 10,513 5,362 1,860 8,499 7,746 4,149 18,790

区課題解決事業 3,647 3,623 6,264 2,341 4,838 1,525 6,018

7 36,001 101,066 46,033 35,571 34,132 40,580 30,175

8 34,194 90,366 89,464 59,032 55,399 89,963 42,720

9 8,909 0 5,520 3,660 0 25,100 25,022

10 5

1,362,941 2,704,999 1,300,463 1,499,402 1,226,977 1,612,432 1,970,740

254,065 320,057 245,465 325,734 204,668 304,572 413,194

※区大事業

浜名湖うなぎまつり開催事業（負担金）　3,660千円

区大事業※

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

平成２９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）　4,359千円　　　天竜区交流促進事業（負担金）　11,688千円　　　森林のまち童話大賞事業　5,130千円　　　天竜区駅伝大会事業（負担金）　3,845千円

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　5,520千円

収入印紙売りさばき事業

人件費

区管理運営事業

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）　6,000千円　　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

　西区

区役所費合計
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浜北区役所

(H29.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

道路整備事業

市道整備事業 　　

(市)浜北内野112号線外5路線 <単独事業>　道路改良工事、測量設計、用地補償等 継続

国県道整備事業 　　

(国)362号(宮口BP) <国交付金事業>　道路改良工事 継続

(主)天竜浜松線 <国交付金事業>　道路改良工事 継続

(主)天竜浜松線外2路線
<単独事業>　(主)天竜浜松線、(一)熊小松天竜川停車場線、(国)362号、用地
補償、道路改良工事　等

継続

(一)細江浜北線（雷神橋） <単独事業>　測量設計 継続

道路維持修繕事業 　　

(主)浜北袋井線(浜北大橋) <単独事業>　橋りょう補修設計 新規

国県道、市道　区内一円 <単独事業>　道路維持修繕工事 継続

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>　道路改良・歩道設置工事 継続

(市)浜北山海道東段ノ下線 <国交付金事業>　歩道設置工事 継続

(市)浜北小松尾島舟場橋線 <国交付金事業>　路肩改良工事 新規

(市)浜北浜名小学校辺田原線 <国交付金事業>　用地補償、道路拡幅工事 新規

平成２９年度　浜北区における主要事業の予算の概要 資料1-5
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浜北区役所

(H29.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

(市)浜北小松158号線 <国交付金事業>　用地補償、道路拡幅工事 新規

国県道　区内一円 <単独事業>　国県道区内一円　道路照明灯、小規模工事等 継続

(市)浜北三ケ日線外１路線 <単独事業>（市）浜北三ケ日線、国道３６２号、歩道設置、用地測量、設計 継続

市道　区内一円 <単独事業>　市道区内一円　道路照明灯、小規模工事等 継続

(市)浜北貴布祢山海道橋線外 <単独事業>（市）浜北貴布祢山海道橋　外5路線　路肩改良工事 継続

河川改良事業 　　

(普)西中瀬川外
<単独事業>　(普)西中瀬川　外5河川　暗渠設置工、水路工、測量、用地補償
等

継続

河川維持修繕事業

御馬ヶ池雨水貯留池外 <単独事業>　御馬ヶ池雨水貯留池　外2河川、区内一円　浚渫・除草工ほか 継続

都市下水路整備事業 　　

西美薗都市下水路 <単独事業>　暗渠設置工事 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

ため池整備事業（西ノ谷池） ため池の耐震対策工事 継続

農業農村振興推進費
（国・県施工事業）
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浜北区役所

(H29.2月現在)

内　　　容 新規・継続の別 備　　考

施設整備事業 　　

赤佐小学校校舎大規模改造事
業

校舎大規模改造工事（北校舎西側） 継続 平成29年度完了予定

北浜中学校校舎大規模改造事
業

校舎大規模改造工事実施設計（北校舎） 新規
平成29年度実施設計
平成30年度工事予定

浜名中学校移転改築事業 校舎移転に伴う校舎・体育館等建設工事 継続 平成30年4月開校予定

浜名中学校解体工事 校舎移転に伴う既存校舎解体工事実施設計 新規
平成29年度実施設計
平成30年度工事予定

私立保育所等施設整備費助成
事業（補助金）

認定こども園の創設（定員　内野：90人、平口：90人）
認定こども園の定員増（定員　小松：120人⇒210人）

新規 平成30年4月開所予定

老人福祉施設整備費助成事業
（補助金）

特別養護老人ホームの創設（平口　特養50床　ｼｮｰﾄｽﾃｲ専用居室10床） 新規 平成30年4月開設予定
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浜北区役所

(H29.2月現在)

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

西鹿島駅周辺（駅前広場）区域の確定測量 継続

浜北温泉施設あらたまの湯修
繕工事

あらたまの湯源泉・井水ボイラー入替工事ほか６件 新規

浜北文化センター空調設備改
修工事

浜北文化センターの空調設備機器更新工事、工事監理 継続 28・29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

万葉の森公園板塀取替工事 板塀、笠木、土台等金物取替工事、設計、工事監理 新規

浜北総合体育館中央監視装置
更新工事

浜北総合体育館の自動制御（中央監視盤・リモート盤）更新工事 新規

公共建築物ユニバーサルデザ
イン化整備工事・設計

エレベーターの設置工事（浜名協働センター）
屋根付き身体障がい者用駐車場などの設計（北浜南部協働センター、浜北地域
活動研修センター）

継続

浜北斎場拡張整備事業 基本設計、浜北斎場拡張整備区域環境影響調査など 継続

浜北駅バリアフリー化設備整
備費助成事業

浜北駅のスロープ、ホーム嵩上げ、固定式ホーム柵設置等 継続
※繰越明許
   28年度から29年度

子育て支援ひろば事業 常設ひろば、発達支援、妊婦支援、親支援・親教育、外国人支援など 継続

病児・病後児保育事業
病気又は病気回復時の乳幼児及び小学生の一時的な保育
（桜町クリニック　種別：病児　定員6人）

継続

学校事務センターの設置
平成29年4月から県費負担教職員に係る事務・権限が指定都市に移譲されるこ
とを受けて、事務の効率化と教員の事務負担軽減を目的に設置設置

新規
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