
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①平成 26年度 助成対象事業  【調査・研究部門】 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

平成 26年 10月発行 

浜松まちづくり推進センター通信 人と地域を応援します！ 

平成 26年度 まちづくり活動助成制度 

助成対象事業１４事業を紹介します 

一般財団法人浜松まちづくり公社では、この

ほど平成 26 年度の「まちづくり活動助成制度」

助成対象事業として 14事業を決定しました。 

浜松まちづくり公社では、これまでもまちづく

り推進センターを設置し、相談窓口や地域のま

ちづくり活動支援などを行ってきましたが、市民

団体等が行うまちづくり活動をさらに積極的に

支援するため、この助成金制度を本年度からス

タートしました。 

①【調査・研究部門】上限 50万円 

（事業経費の 5分の 4以内） 

②【まちづくり活動部門】上限 30万円 

（事業経費の 4分の 3以内） 

5 月 30 日の締め切りまでに、調査・研究部門

に 11事業、まちづくり活動部門に 31事業、合計

42 事業の応募がありました。これらに対し、まち

づくり活動としての地域への還元性・発展性、計

画内容の妥当性、助成金の必要性などの項目

について、6 月に開催された理事会において審

査を行い、調査・研究部門 2 事業、まちづくり活

動部門 12事業の合計 14事業（総額：約 400万

円）を助成対象事業に決定しました。 

なお、次年度の助成対象事業募集は、平成

27年 1月頃に実施をする予定です。 

モビリティマネージメント促進に有効な 

交通情報提供手段の研究 
１ 市街化調整区域の地区計画実施状況調査 

～地震・津波防災まちづくりと 

卸本町の地区計画検証～ 

２ 

（NPO法人 まちづくりサポーターFUJI） （NPO法人 地域づくりサポートネット） 

地域住民はもとより、浜松市を訪れた観光客や身体

に障がいを持つ方々など、誰もがストレスなく自分の

嗜好や希望に応じて交通手段を適切に選択でき、環

境負荷を軽減しつつ、浜松市内を円滑に回遊できる

交通情報提供のあり方を探るため、浜松市のモビリテ

ィマネージメントの促進及び浜松市の回遊性向上に

資する交通情報提供手段の在り方の検討を行う。 

浜松卸商団地としての完成から 40 年以上が経ち、平

成 17年に県内初の市街化調整区域内の地区計画が

都市計画決定された当地区において、卸商団地とし

ての現状や実態を調査し、地区計画の効果や課題を

把握して、防潮堤の整備を機に地震・津波に強い防

災まちづくりの視点を入れた地区のまちづくり方針や

再生のためのアイデアを検討・提案する。 

（H26.9.7 まるたま市） 



②平成 26年度 助成対象事業  【まちづくり活動部門】 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※都合により、開催日時、内容等が変更になる場合があります。 

高塚駅北地区 魅力あるまちづくりの 

ための土地利用勉強会 
１ 旧鈴木家屋敷跡地広場造成 ２ 

（高塚町まちづくりの会） （旧鈴木家屋敷跡地活用協議会） 

中沢町界隈歴史散策＆ 

古書店マップ作成事業 
３ 

（中沢町界隈を再発見し発展させよう会） 

浦川フットパスルートの調査、選定、 

およびルートマップ作成 
４ 

（世界遺産の会） 

浜松市の快適で安全な 

自転車走行空間づくり事業 
５ 

（浜松自転車協会） 

「衣・食・住・環でつなぐ きたっこフェア」 

の開催 
６ 

（北区女性団体連絡協議会） 

蔵フェス！2014 ７ 

（中野町を考える会） 

地域住民共同作業による 

親水公園づくり事業 
８ 

（NPO法人 水辺の里まちづくりの会） 

９ 

（三ケ日まちづくり協議会） 

「気づき」「外目線」「発信力」を持つ 

「市民プロデューサー」育成手法開発事業 
10 

（NPO法人 楽舎） 

まるたま市 11 

（まるたま市実行委員会） 

走れば街が美しくなる！ 12 

（クリーンランニング ハママツ） 

二俣－昭和レトロなまちづくり 

土地区画整理事業が計画中である高塚駅北地区におい

て、駅を拠点として地域の核となるような魅力あるまちに育

てるため、土地の利用方法についての勉強会を開催する。 

日時  平成 26年 7月～平成 27年 3月 

場所  南区高塚町 

旧鈴木家屋敷跡地内の竹林跡地を地域住民の誰もが気軽

に活用できる多目的広場とするため、地域住民の力で造

成・整備を行う。 

 日時  平成 26年 7月～平成 26年 12月 

場所  旧鈴木家屋敷跡地（東区中郡町） 

中沢町界隈をまち歩きし、史跡やお店などの地域資源・地

域の宝を再発見・再認識し、地域内外に情報発信する散策

マップを作成する。 

 日時  平成 26年 7月～平成 26年 10月 

場所  中区中沢町 

佐久間町浦川地区でフットパス（小散策路）事業を試行する

ため、未来に伝え守りたい歴史・文化・自然などの地点を調

査し、フットパスルートの選定、ルートマップ作成を行う。 

 日時  平成 26年 7月～平成 27年 3月 

場所  天竜区佐久間町浦川地区 

自転車の魅力や健康効果、基本的なルール等を広く市民に

啓発するため、講演会・映画上映会・中高校生を対象とした

ルール・マナー啓発活動などを開催する。 

日時  平成 26年 7月～平成 27年 1月 

場所  浜松市内 

北区女性団体連絡協議会 38 団体と地域活動団体・事業所

等と連携を取りながら、「衣」「食」「住」「環」をテーマとした、

体験コーナー・ワークショップ・講座等のイベントを開催する。 

 日時  平成 26年 11月 8日（土） 

場所  みをつくし文化センター 

中野町の伊豆石の蔵を会場とした写真展、コンサート、お芝

居などの開催、中野町～二俣～竜洋をめぐる地域交流ツア

ーなど、文化・芸術・地域交流の事業を行う。 

日時  平成 26年 9月～平成 27年 2月 

場所  東区中野町 

住民ボランティアによる共同作業で天竜川河口右岸の「水

辺の楽校」において、親水ビオトープづくり及び小規模芝生

公園づくりを行う。 

 日時  平成 26年 7月～平成 27年 3月 

場所  天竜川河口右岸（南区河輪町） 

住民自身がまちを客観的に捉え、魅力・課題に気づき、魅

力を発信できる人材「市民プロデューサー」となるためのセ

ミナー、ワークショップなどの人材育成手法を開発する。 

 日時  平成 26年 7月～平成 27年 3月 

場所  北区三ケ日町 

二俣のまちの蔵を活用して、地元住民と来街者との交流を

はかるオープンハウスを行い、歴史ある二俣を「蔵と昭和レ

トロのまち」と位置付けて魅力発信する。 

 日時  平成 26年 12月～平成 27年 3月 

場所  天竜区二俣町 

浜松中心市街地の空き店舗、空き空間、駐車場などを活用

して、クラフト作家などの作品を販売する雑貨市イベントを

開催する。 

 日時  平成 26年 9/6（土）～7（日）、11/8（土）～9（日） 

場所  中区鍛冶町、肴町、田町等 

佐鳴湖を拠点とし、ランニングとウォーキングしながらゴミ拾

いを行い、ゴミの無い街づくり、ゴミを捨てない啓発活動を行

う。 

 日時  平成 26年 7月～平成 27年 3月 

場所  佐鳴湖を拠点として市内全域 



【特集】あのまち探訪 

明日を夢見る街の創出 ～神宮寺町誕生～ 北区神宮寺町 

浜松市北区引佐町井伊谷地区周辺は、旧引佐町役場や健康文化セン

ター・図書館などの公共施設がある旧引佐町の中心地であると共に、渭

伊神社・天白磐座遺跡・井伊谷宮・龍潭寺などがあり、歴史と文化の薫

り高い、緑と花に囲まれた地区です。この度、平成 11 年度から 15 年間

にわたり実施していた井伊谷土地区画整理事業が完了し、「神宮寺町」

として新たなスタートを切りました。 

 

■ まちづくりのきっかけ 

井伊谷地区は、旧引佐町の中心部に位置しながら、大

雨が降る度に氾濫を繰り返す蛇行した神宮寺川、緊急車

両も通行不能な狭く未舗装の生活道路、神宮寺橋の老朽

化、生活排水の未整備による衛生上の問題など、多くの課

題を抱えた地域であり、これらの課題を解決することが町全

体および地域住民の悲願でありました。 

こうした中、緑と花に囲まれた活力とやさしさあふれる町

づくりを将来像とし、平成 8年度を初年度とする 10ヶ年の引

佐町新総合計画が策定されました。この中でも大きな事業

のひとつとして、組合施行の土地区画整理事業が位置付

けられました。 

■ まちづくり事業のスタート 

平成１１年７月、施行面積 23.4haを対象とし、地権者 123

名による引佐町井伊谷土地区画整理組合が設立されまし

た。静岡県による神宮寺川の改修工事に合わせて、幅員

16～18m の 4 本の都市計画道路、6m を基本とした区画道

路、橋梁 3本（内新設 1本）、公園 4ヶ所（親水公園を含む）

等の都市基盤整備と宅地造成が事業決定され、目標とする

計画人口は 1500人とされました。 

組合のスローガンは「明日を夢見る街の創出」。周辺の

豊かな自然と調和した魅力あるまちづくりを進めるため、地

権者・役員が一体となって協力して進める組合施行の土地

区画整理事業がスタートしました。 

 

■ 事業の完了 

事業に伴って実施された 2ヶ所の遺跡調査では、集落跡

や土器等の出土品が発見され、この地で人々の生活が連

綿と営まれていたことがわかりました。 

事業の進捗に伴い、主な事業費を確保するための保留

地処分に関しては、組合役員の販売努力はもとより、地権

者の保留地優先販売への理解と協力により完売し、事業を

円滑に進めることができました。 

地区内に初めてできる公園の整備については、住民参

加によるワークショップでの計画が生かされました。 

平成 24年 3月には市営住宅井伊谷団地が完成し、平成

25年 3月には住居表示が実施され「神宮寺町」が誕生しま

した。そして、平成 26年 3月に区画整理事業が完了し、現

在では約 680名の住民が在住しています。 

■ これからのまちづくり 

基盤整備としてのまちづくり事業は完成しましたが、まち

を維持し地域コミュニティを育むまちづくりはスタートしたば

かりです。すでに住民による祭りの開催や除草などの清掃

活動が行われ、地域住民が一体となって、誰もが快適で安

心して暮らせるまちを目指した活動が始まっています。 

新たに誕生したまち「神宮寺町」の、今後の成長・飛躍に

期待が集まっています。 

 

 

（施行前） （施行後） 

（神宮寺第一公園） 



皆さんが住むまちで「気になること」や「こうなったらいいな」と思っていることはありませんか？例えば、

「落ち着いた住環境を守りたい」「きれいな街並みにしたい」「休耕地を地域で活用したい」「地域の活性化

をしたい」など、地域のまちづくりに関しての相談に応じます。まずはお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松まちづくり推進センター通信 「New 風しんぶん」 

発行：浜松まちづくり推進センター（平成２６年１０月） 

〒４３０－０９２９ 

浜松市中区中央一丁目 2番 1号  

イーステージ浜松  オフィス棟 7階 

一般財団法人 浜松まちづくり公社内 

ＴＥＬ：０５３－４５７－２６１４ 

ＦＡＸ：０５３－４５３－９６３３ 

Ｅメール：suisin@hamamatsu-machi.jp 

ＵＲＬ：http://www.hamamatsu-machi.jp/center/ 

まちづくりイベント等のお知らせ 

第 15回常葉学園文化講演会 

日 時 平成 26年 11月 30日（日） 13：40開場 

場 所 浜松市福祉交流センター（中区） 

内 容 14:00～「逆境から順風へ－『郷育』による人づくり村づくり」 

      藤原忠彦氏（川上村長） 

 16：00～「健康的な人生を送るために－体育・スポーツ科学 

の果たす役割」 田中誠一教授（常葉大学副学長、 

浜松キャンパス長） 

費 用 無料 

主 催 学校法人常葉学園 常葉大学浜松キャンパス 

申込・問合せ TEL 053-428-6748（文化講演会事務局） 

第６回 ココ研勉強会 

どうなる？子どもたちの居場所 ～理想の『放課後の子どもの居場所』と

は？～ 

学童期の子どもの過ごし方について考え方は様々です。学童保育に入

れること、入れなければどんな過ごし方があるのか、現状をふまえて話

し合います。 

日 時 平成 26年 10月 25日（土） 10:00～12:00 

場 所 浜松市福祉交流センター 22会議室（中区） 

対 象 就学間近または小学生の子どものいる親など 

費 用 無料 

主催 NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ 

 ココ研実行委員会 

申込・問合せ TEL 053-457-3418 

「衣・食・住・環」でつなぐ きたっこフェア 

北区で活動する女性団体や地域団体・事業所が連携し、「活動」を「世

代」を「思い」をつなぐ交流イベントを開催します。 

日 時 平成 26年 11月 8日（土） 10:00～15:00 

場 所 みをつくし文化センター（北区） 

内 容 10：00～きたっこの集い（団体活動発表） 

 12：00～チャリティバザー・展示・体験等 

 13：00～講座（避難所運営ゲーム等（要申込み）） 

主 催 北区女性団体連絡協議会 

申込・問合せ TEL 053-428-3130 

浜松市福祉交流センター 開館 30周年記念事業 

「須川展也 ふれあいコンサート」 

～みんなで楽しむサクソフォンの夕べ～ 

やらまいか大使であり、日本が誇るサクソフォン奏者である須川展也氏

とピアニスト加藤昌則氏によるコンサート。その他 10名のサクソフォン奏

者、地元のアマチュアバンド、中高生有志などの共演も有ります。 

日 時 平成 26年 11月 8日（土） 開場 16：30 開演 17：00 

場 所 浜松市福祉交流センター ホール（中区） 

料 金 一般 3,000円  高校生以下 2,000円 

主 催 浜松市福祉交流センター 

申込・問合せ TEL 053-452-3131 

講演会 都市インフラの維持管理 

～官民のより良き協働～ 

近年世界的な都市問題である交通、エネルギー、環境、施設等の維持

管理に関わってきた方々をお招きし、国内だけでなく海外事例の紹介を

通して講演していただきます。。 

日 時 平成 26年 10月 28日（土） 17：30開場 18：00開演 

場 所 静岡文化芸術大学 南 280中講義室（中区） 

内 容 第一部 基調講演 鈴木康友氏（浜松市長） 

 第二部 講演「海外事例に学ぶ都市インフラ維持管理」 

       梅村周市氏（シュナイダーエレクトリック㈱） 

 第三部 パネルディスカッション 

費 用 500円 

主催 NPO法人まちづくりサポーターＦＵＪＩ 

申込・問合せ TEL 053-525-8511 

浜松まちづくり推進センターでは 

地域のまちづくり活動を支援しています！ 


