
 

平成２９年 第１回浜松市議会定例会 

一般質問及び浜松市答弁 

 

 質問者 市民クラブ 丸井通晴 

 

質問 答弁 

１ 第３次浜松市教育総合計画「はままつ

人づくり未来プラン」について 

平成２７年５月議会において、第３次浜

松市教育総合計画の全体的な方向性等

について、当時の児玉教育長に質問した。 

その後花井教育長が就任し、教育長や

教育委員がかわっても、「未来創造への人

づくり」と「市民協働による人づくり」という２

つの教育理念に基づいた取り組みがなさ

れていると考えるが、改めて「市民協働によ

る人づくり」や目指す子どもの姿の実現に

ついて考えを伺う。 

 

 (1) コミュニティ・スクールについて 

これまで学校が中心となって行ってい

た、学校の運営や課題について、保護者

や地域の住民がその検討に参画する仕組

みであり、現在市内の推進モデルとして、

小学校３校、中学校１校で実施している。 

その実施校における学校と保護者、地

域住民の受け止めと、実施上の課題はどう

か。 

また、今後実施する学校をどの程度拡

充していくか伺う。 

 

（２）はままつ人づくりネットワークセンター

について 

ア  行政、企業、大学や市民活動団体な

どが持つ、子どもたちの学びに役立つ人

材や講座などの情報を集約し、20 分野

81 講座が登録され、さらに来年度には

28分野 150 講座に拡充予定と聞いてい

る。 

各分野の講座が、将来にわたって子

どもたちの多様な学習に活用されていく

と考えているが、分野、講座とも多岐に

わたっている。 

そこで、各学校に有効に活用してもら

 

 

 

１ 花井教育長 

（１） 本市では、今年度、中区の萩丘小学校、富塚小学校、富塚西小学

校、富塚中学校の 4校による検証を行っている。この4校では、運営協議

会で、学校運営方針や目指す子供像などを協議、共有するとともに、地

域コーディネーターと連携し、地域の教育資源を活用した様々な教育活

動に取り組んでいる。 

これらの活動を通した受け止めだが、教職員からは、「人材の活用が

教師自身の学びや刺激につながった」、保護者からは、「学校や先生と

少し近づけたような感じがして良かった」、また、地域住民からは、「子供

たちが熱心に取り組んでいる姿を見て、やりがいを感じた」など、好意的

なご意見をいただき、コミュニティ・スクールのよさが徐々に浸透してきて

いると感じる。一方、課題として、「地域に取組が十分に周知されていな

い」等のご意見も頂いている。 

来年度は、今年度の 4校に加え、中山間地域など、中区以外から新た

に 4校を選定する予定である。今後も、これら学校での成果と課題等を踏

まえて推進モデル校を計画的に拡充し、「市民協働による人づくり」を推

進していく。 

  

 

 

 

 

（２） 

ア  教育委員会では、昨年 12月に学校の教育活動に役立てることを目

的として、地域の歴史や伝統文化、ものづくりなどに関する講座を紹介

するウェブサイトを立ち上げた。 

このウェブサイトでは、講座を教科等の分野ごとにまとめて紹介する

ことで、学校が求める情報を検索しやすくなるよう配慮している。また、

申し込みはウェブサイト上で簡単に行なう事ができ、利便性を高めてい

る。さらに、講座情報に対象となる学年や教科等を加えることで、学校

が活用しやすくなるよう工夫している。 

今後は、教育委員会が学校のニーズに合った新たな講座を開発し

たり、講座内容を改善したりして、学校がより有効に活用できるよう努め

ていく。また、活動の様子や利用者の声をウェブサイト上で紹介するな

ど、周知を図っていく。 
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うための方策 について伺う。 

 

イ  従来から市民と学校が協働で行ってき

た活動、例えば芳川地区での「芳川をき

れいにする会」や河輪地区での「水辺の

楽校」などの環境教育、数年前まで行わ

れていた、市民オペラ協会の声楽家に

よる音楽教育などがある。 

これらの従来から行われてきた学校を

支援する取り組みとの棲み分けについ

て伺う。 

 

 

 

 

 

 

(3) キャリア教育について 

キャリア教育の目的は、あらゆる教育活

動を通して社会で必要な力を身に付けるこ

とであり、「夢と希望」「資質や能力」「自分

らしさ」など、第３次教育総合計画における

目指す子どもの姿の実現のために重要な

教育であると考える。 

そこで、第３次教育総合計画におけるキ

ャリア教育の考え方について伺う。 

また、学校への指導や、授業のあり方な

ど今後具体的にどのように取り組み、キャリ

ア教育の推進を図っていくのかについて伺

う。 

 

 

 

 

２ ＮＡＭＭＳｈｏｗ「浜松市ブース」初出展

の考察と今後の取り組みについて 

海外の国際的な見本市に浜松市ブース

を確保して、市内の中小企業と共同して出

展する海外販路開拓事業のうち、昨年度

市長のトップセールスで決定し、今年度初 

めて「浜松市ブース」を確保できた、アメリ

カのアナハイム市で開催された世界最大

の楽器展示見本市ＮＡＭＭＳｈｏｗを訪問

 

 

イ 学校を応援する取組には、議員ご指摘のように、これまで学校と地域

が連携して行ってきた活動がある。この活動は、地域に根差した価値

の高いものであり、これからも大切にして続けていくべき活動であると

考えている。 

一方、本市には、全市共通で活用できる魅力的な人材や素材が多

く存在しており、これらは、「はままつ共通の宝」であると認識している。

例えば、学校で井伊直虎について学ばせたい場合、校区内の教育資

源だけでは対応することが難しいことがある。そのような時、はままつ人

づくりネットワークセンターが、浜松ならではの学習素材を提供してい

く。 

今後も、学校と地域が従来から行ってきた教育活動と、はままつ人

づくりネットワークセンターによる新たな支援を学校の教育活動に合わ

せて活用することで、子供たちの豊かな学びを実現していく。 

 

 

（３） 第３次浜松市教育総合計画には、市民協働と未来創造という２つ

の理念を掲げている。この未来創造とは、「自分の未来を自分で創って

いく子供を育てる」「郷土浜松の未来を創っていく子供を育てる」というこ

とである。 

本市としては、キャリア教育を子供たち一人一人が社会の中で自分ら

しい生き方を確立していく手立てであると捉え、第３次計画の根幹をなす

ものであると認識している。 

各小中学校においては、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤と

なる能力や態度を育むことを目指し、教育課程を工夫している。また、そ

れらの能力や態度が様々な職業や社会生活に広く生かされていることを

授業や体験活動等で感じ取らせることで、学ぶ意義の認識をより深めさ

せている。さらに、自己の将来の可能性を広げ、社会との関わりをより確

かなものとして実感させるようにしている。 

今後は、こうしたキャリア教育がすべての教育活動を通して実践される

よう指導していく。 

 

 

２ 佐藤産業部長 

NAMM Showは、毎年 1月下旬にアメリカで行われる世界最大規模の

楽器ショーで、楽器メーカーやディーラー、プレス、プレイヤーなど招待

者に限定された見本市である。 

 昨年、世界的楽器メーカーが本社を置く自治体として招待を受け、本

市の魅力や取り組みをプレゼンテーションする機会を得た。 

 市長から、市内 200 社を超える中小楽器メーカー製品や職人の技術を

紹介したところ、今回、世界初となる自治体の NAMM 会員として、ブース

出展が実現したものである。 
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した。 

そこでは、浜松市の大手楽器メーカーの

ヤマハ（株）、（株）河合楽器製作所、ローラ

ンド（株）や、教育楽器メーカーの（株）鈴木

楽器製作所のブースなどとともに、今年度

初めて出展した「浜松市ブース」における

楽器などの出展業者の状況説明を受けて

きたところである。 

来年度以降もＮＡＭＭＳｈｏｗに「浜松市

ブース」を設置するのであれば、今回の初

出展を考察して、「浜松市ブース」の確保

位置や広さ、出展業者の選定、出展内容

などについてどう考えているか伺う。 

 

３ ドローン（小型無人飛行機）の有効活用

と人材育成について 

平成 27 年５月議会において、浜松まつ

りなど、人が多く集まるイベントなどでのドロ

ーン飛行を禁止するよう求めたところ、市当

局はその危険性と大きな便益をもたらす二

面性を持つドローンの制約と、活用策を研

究していくとのことであった。 

その後国の航空法の改正などが進み、

市もドローン飛行禁止場所への看板設置

などに努め、今日に至っている。 

そこで、現時点における民間業者や市

におけるドローンの活用状況と、今後の取

り組みについて以下３点伺う。 

 

（１） 民間業者が持っているドローンが

様々運用されていると聞いているが、ど

のような運用であるか、市として参考とな

る運用があるか伺う。 

 

(2)  民間と協働する形での飛行ルールや

活用方法をどのように考えているか伺

う。 

 

 

 

 

 

 

 楽器関連産業が集積する本市ならではの出展は、楽器製品のみなら

ず楽器の修理や照明機器など幅広い分野にわたり、世界各国から来場

したバイヤーとの商談を通じて、初年度にして 21 件の成約を達成するな

ど成果を上げることができた。 

 これは、見本市出展にあたり、市長の招待を契機として NAMM 事務局

担当者と緊密な関係を構築し、初出展にも関わらず展示場中央エリアに

位置するホールにブースを構え、充分な来場者数、商談件数を確保する

事ができたことによるものと認識している。 

 また、大手メーカーのみならず中小楽器メーカーや職人が集積する「楽

器のまち浜松」を広くPRすることで、本市の国際的プレゼンス向上にもつ

ながったと考えている。 

 来年度以降の出展においても、NAMM 事務局との良好な関係を通じ

て、市内企業の販路開拓支援の一層の充実に努めていく。 

 

３ 川嶋市民部長 

 

（１） ドローンは、平成 27年 4月の首相官邸落下事件を機に、都市部に

おける飛行を許可制とするなど、一定の規制が設けられた。 

一方、空の産業革命とも言われるドローンは、民間事業者の中では、

その活用が積極的に進められ、平成 28年 4月から 11月までに国に提出

された飛行許可申請は、1万件を超えている。 

当初は、映像制作など空撮業務を中心に普及が進み、現在は、自然

災害などの防災分野での活用のほか、土木測量や橋りょう点検などの土

木建設分野、植物の生育状況確認や農薬・肥料散布など農林業分野で

も活用され、既に実用化が進められている。 

また、事前に設定した経路を自動飛行する「自律飛行」の技術も進み、

最近では、10 ㎞以上離れた場所に荷物を運ぶ実験なども成功しており、

物流分野でも実用化が期待されている。 

防災や物流でのドローン活用は、特に中山間地域における生活環境

や行政サービスの向上にも役立てることができると考えている。 

  

  

 

 

（２） 今年度、市では、危機管理、土木、消防、産業など、関係各課で構

成する「ドローン庁内連絡会」を設置し、業務におけるドローンの活用を

検討してきた。 

 民間との協働としては、ドローンに関する情報共有と連携促進のため、

民間事業者、市関係者、その他官庁職員などによる「浜松ドローンイノベ

ーション会議」を開催した。昨年 12月の第 2回会議では、春野の杉地区

において、自然災害により孤立した集落への物資輸送を想定した、官民

協働による実証実験を成功させた。 

 今後も、こうした民間企業との連携の輪を広げ、多くの関係者の意見を
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(3)  大規模地震、集中豪雨などによるが

け崩れや河川の増水・溢水、家屋の冠

水・浸水、大火など災害時での状況把

握の活用には、民間業者とともに市職員

の操縦技術や飛行ルールなどの習得が

必要と考える。 

さらに住民の身近で業務をしている各

区役所にもその対応が求められる時期

が来ると考える。 

そこで、ドローンの活用が必要と思わ

れる部局、例えば土木部、消防局、区役

所の関連職員に対し、ドローンの操縦技

術や飛行ルールなどを習得させ、いざと

いう時に運用可能な人材を育成すべき

と考えるがどうか。 

またそれと同時に、その必要性を考え

るのであれば、各区役所へもドローンを

配備すれば、早期の情報収集が可能と

考えるがどうか。 

 

４ 浜松まつりに大河ドラマ「おんな城主 

直虎」出演者を招致することについて 

１月８日のＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主 

直虎」の放映前後から本市にある寺社・旧

跡や、１月 15 日に開館した「大河ドラマ

館」などドラマに関連する施設などが大変

賑わっていることや、視聴率も堅調であるこ

とは大変喜ばしいことである。 

この盛況が放映中のみならず、終了後も

続き、本市活性化の起爆剤となっていくこ

とを大いに期待している。 

本市も直虎プロジェクトにおいて全庁一

丸となって、民間ともタイアップしながら訪

問客の増加に努力している。 

そのプロジェクトの一環として、本市の活

性化の一助とすべく、初子を祝う本市最大

のイベントである今年の浜松まつりへ、「お

んな城主 直虎」出演者を招き、市の「直

虎」柄の凧揚げや、吹奏楽パレードなどに

参加できるようＮＨＫ、プロダクションなど関

聞く中で、市民の役に立つドローンの活用や飛行ルールについて考えて

いく。 

 

（３） 現在、市では2機のドローンを市民部に配備し、地域住民の理解を

得るためのデモフライトや、空撮などの業務に活用している。1 月に佐久

間で発生した県道への落石事故の際には、職員が操縦するドローンの

空撮映像により、崩落個所の確認を行うなど、庁内においても徐々に活

用が進められている。 

 議員ご指摘のとおり、災害などの緊急時に備え、多くの市職員が操縦

技術や飛行ルールを習得することは、より安全で迅速な対応を可能にす

る。こうしたことから、今後、ドローン庁内連絡会を中心に、広く職員に呼

びかけ、飛行に関する法令やドローン操縦に関する基礎知識を学ぶとと

もに、シミュレータや実機を使った操縦訓練を行う機会を作っていく。 

 その上で、必要な課にドローンを貸し出すなど、庁内における活用を進

め、まずは１機を天竜区に配備し、土木、消防、地域振興などに活用して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 山下観光・ブランド振興担当部長 

  

初子の祝いとして、４５０年前から続く凧揚げと御殿屋台の引き回しが

行われる浜松まつりは、本市最大のイベントであり、毎年全国から多くの

観光客が訪れることから、直虎を PRする絶好の機会と捉えている。 

 今年の浜松まつりでは、「直虎」印の記念凧を揚げる予定だが、ご提案

にあった大河ドラマ出演者に浜松まつりに参加してもらうことは、「直虎」

を観光客に強くアピールするとともに、市民の盛り上がりをさらに促すビッ

クチャンスとなる。 

 こうしたことから、浜松まつりへの、出演者の招致に向けて、関係者との

調整を進めていく。 
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係者への意向打診を早急に取り組んでは

どうか伺う。 

 

５ 市中心部の交通施策について 

市中心部の交通施策については、「浜

松市総合交通計画」に示されているところ

である。 

その中でも、市中心部は来訪者の玄関

口であるとともに、多くの市民が集い、日常

生活を送る場でもある。 

これらのことから、市中心部の交通施策

について以下３点伺う。 

 

 

(1) ＪＲ浜松駅南口周辺の改良について 

  ＪＲ浜松駅南口周辺では、平成 24 年７

月に策定された「浜松駅周辺改良基本構

想」に沿って、これまでに駅南地下駐車場

の改良や、相生板屋線のバス乗降場設置

などの事業が実施されてきた。 

しかしながら、南口周辺では、未だ横断

歩道前後での危険な駐停車や、ピーク時

の交通渋滞が見受けられることから、歩行

者のさらなる安全対策や混雑緩和に向け

た対策が必要であり、課題が残されている

と考えている。 

そこで、南口送迎レーンの交通渋滞緩

和の対策、砂山菅原線やＪＲ浜松駅南口駅

前広場を含む砂山 17 号線の改良などが

多くの市民に望まれていることから、その具 

体的な取り組みと、工程について伺う。 

 

(2) 市中心部における交差点の平面横断

化について 

高齢化やユニバーサルデザインに対応

する観点から、交差点の平面横断化は必

要であると考えている。 

本市の中心部には、浜松市交通バリア

フリー基本構想に基づく重点整備地区が

あり、これまで鍛冶町通り、市役所前交差

点、連尺交差点など平面横断化が実施さ

れてきた。 

これら以外でも平面横断化を望む箇所

 

 

 

５ 木村都市整備部長 

 

(1) ＪＲ 浜松駅南口周辺では、送迎車両や大型商業施設の来店車両、

大型バス、タクシー等様々な自動車が通行するため交通混雑が発生し、

自動車と歩行者が輻輳する状況が見られる。 

 また、砂山菅原線のＪＲ高架下の歩道は、１日に 7,000 人を超える歩行

者が通行しているが、歩道幅員は 2 メートルと狭く、すれ違いが不便な状

況にある。 

 こうした状況を改善するために、来年度、砂山菅原線のＪＲ高架下の東

側歩道を 2 メートルから 3 メートルに拡幅し、ゆとりある歩道へ改良すると

ともに、ＪＲ高架下から駅南大通りまでの区間を対面通行から南向きの一

方通行とし、駅南大通りへの合流を円滑にする。 

 併せて、地上で送迎している車両を駅南地下駐車場へ誘導するため

の案内看板を設置し、送迎による駐停車車両の削減を図る。 

 また、ＪＲ浜松駅南口駅前広場を含む砂山 17号線では、横断歩道前後

の歩道改良やポール設置等により危険な駐停車車両を抑制し、歩行者

の交通安全の向上を図る。 

 工程については、砂山菅原線の歩道拡幅、一方通行化は夏頃に着手

し、年末の繁忙期前までに整備を終える予定である。 

 その後、一方通行化に伴う交通状況の変化が落ち着くのを待ち、年明

けに砂山 17 号線の交通安全対策に着手し、全ての事業を来年度中に

終える予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 横山土木部長 

市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

に基づき、平成 17 年に浜松市交通バリアフリー基本構想を策定した。こ

の中で、重点的、一体的にバリアフリー化を推進する重点整備地区を市

中心部に設定するとともに、整備の考え方を示している。 

 誰もが安全、安心、快適に移動できる歩行空間を確保するという基本

構想の理念を実現するため、これまでに、鍛冶町通り、市役所前、連尺

の各交差点において、平面横断化を実施してきた。 

 しかし、平面横断化後の歩行者の安全確保のため、交差点の形状や、

段差解消、視覚障害者誘導用ブロック等に関する協議に長期間を要す

ることもある。 



（ 7 枚中 6 枚目） 

質問 答弁 

があり、周辺地域の期待も大きいことから、

今後、市中心部のその他の平面横断化の

可能性について伺う。 

 

(3) 市中心部の交通円滑化について 

ＪＲ浜松駅周辺では、これまで様々な交

通円滑化の事業が進められてきた。 

しかしながら、人口減少社会において

も、自動車利用に依存する状況が続く中、

本市中心部を通る国道 257 号は、都市交

通を支える上で重要な幹線道路であるにも

関わらず、渋滞の緩和が未だ図られていな

い。 

現在事業中である伝馬町交差点から、

成子町交差点の区間の改良の必要性は

高く、長年地域の願いでもあるため、一日

も早い供用が望まれている。 

このことから、同区間の進捗状況につい

て伺う。 

 

６ 水防団資機材の整備について 

 水防団は、近年の集中豪雨や大型台風

の襲来により、河川の増水や溢水が地域

住民を危険にさらすことを軽減するととも

に、家屋の冠水・浸水の被害を防ぐために

活動しており、その訓練や緊急時の出動に

対応する水防活動には敬意を表するもの

である。 

しかしながら資機材を見ると早期に配備

の充実あるいは改善すべきものがある。 

そのことから、水防団の現状を捉えた上

で、必要な資機材などの充実や改善につ

いて考えを伺う。 

 今後とも、基本構想に基づき、引き続き、周辺地域を始め関係機関等と

協議を進め、一日も早く、未整備箇所の平面横断化を図っていく。 

 

 

（３） 横山土木部長  

 市中心部の国道 257 号は、一般車両や公共交通等が集中し、日交通

量約 40,000台が通行する都市内幹線道路の役割を担っている。 

 しかし、伝馬町交差点から成子交差点までの区間では、交差点部の車

線数の不足が要因と考えられる渋滞が、朝夕を中心に発生している。 

 このため、平成 22 年度より、成子交差点と旅籠交差点との５００ｍ区間

で、一体的な交差点改良事業に合わせ、東側の歩道整備に着手した。 

 両交差点の改良を行うことで、必要な車線を確保し、交通の円滑化を

図るとともに、歩道を再整備することにより、安全で快適な歩行空間を創

出していく。 

 進捗状況としては、用地買収について、概ねの目途がついたことから、

今年度より、埋蔵文化財調査を実施しているところである。 

 今後、整備可能な区間から先行して工事着手し、早期供用を目指して

いく。 

 

 

６ 横山土木部長 

 本市水防団は、昭和３８年に水防法の規定に基づき組織され、現在 １

７分団８０７名の団員で構成されている。水防団は、大雨などにより河川

の水位が上昇した場合には、堤防巡視や土のう積工などの水防活動を

行い、沿川の浸水被害の軽減に努めるなど、水害に対しての初動活動

を担う役割は大きく、そのための訓練も欠かさず行っている。 

 各分団には、この水防活動に必要な資機材を保管する水防倉庫が設

置されている。このうち、五島分団の水防倉庫は、消防団庁舎が五島小

学校跡地へ移転する計画に合わせて、来年度、移転改築工事を実施す

る予定である。 

 団員の装備や水防活動に必要な資機材については、安全かつ的確な

水防活動のために、更新や追加が必要となる。今後、分団によって異な

る活動の実情に合わせて、各団の意見を聞きながら、活動し易い装備品

や資機材の充実に努めていく。 



（ 7 枚中 7 枚目） 

質問 答弁 

  

  

 


