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浜松市公告第１１０５号 

浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び浜松市契約規則（昭和３９年浜松市規則第３１号）

第４条の規定に基づき公告する。

令和４年１０月５日 

浜松市長  鈴木 康友

記 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件  名  通学用兼自転車用ヘルメットの購入について 

（課名 教育総務課 番号 2022016786） 

（２）数  量  仕様書のとおり 

（３）納入期限  令和５年３月２３日 

（４）納入場所  仕様書のとおり 

（５）調達物品の特性  仕様書のとおり 

２ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項 

（１）納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用

本件の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（対象物品等を製造する工場等の  

休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員

等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等）によ

り、対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、

速やかに本市（調達課）へ申し出ること。 

申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認め

るときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金

若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障

が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除

したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。 

納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本

市が協議して必要事項を定めるものとする。 

（２）一部の入札書類についての押印省略 

   本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明

要求書について、契約印（※）の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約書の

契約印の押印省略は認めない。 

 ※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。 

（３）入札書の提出方法の追加等 

   本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての

提出に加え、「②調達課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の 2 つの方法を認める。

各提出方法の詳細は、別記の７で確認すること。また、その他の提出書類も持参以外の提出

方法を認めるので、各項で確認すること。 

３ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を満たす者 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成２０年１０月１日浜松市

告示第３９０号）の規定により、令和３・４年度の競争入札参加資格（物品 業種分類    

２００９履物・ヘルメット類）の認定を受けているものであること。 

（３）浜松市内に本店または契約の委任を受けた支店等を有するものであること。 

（４）浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこ

と。 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力

団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締

役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっ

ている法人その他の団体に該当しない者であること。 

（７）前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格を有していること。 

４ 一般競争入札参加資格の確認 

（１）この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争）（以下「確認

申請書」という。）を別記の１により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。こ

の場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記

の２により文書で通知する。 

（２）参加資格がないと認められた者は、市に対し別記の３によりその理由について説明を求め

ることができる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から２日以内に文書

で行う。 

（３）参加資格がないと認められた者及び別記の１の提出期限までに確認申請書を提出しない者

は、この入札に参加することができない。 

５ 契約書案、入札心得及び仕様書等について 

（１）契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等（以下「仕様書等」という。）は、別記の

４により閲覧及び提供をする。 

（２）仕様書等に対する質問書は、別記の５により提出すること。 

（３）（２）の質問に対する回答は、別記の５により入札執行日の前４日間浜松市役所調達課にお

いて閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。 

６ 説明会の日時及び場所等  

説明会は、行わない。 

７ 一般競争入札執行の日時及び場所等 

一般競争入札は、別記の６により執行する。 

８ 入札方法等 

（１）契約担当課が求めた場合には、第１回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応

した物品購入等内訳書を提出すること。 

なお、本書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務生じ

るものではない。 

（２）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

（３）１回目の入札で落札者がいない場合には２回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等

による提出による入札者は、２回目の入札に参加できない。 

（４）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額をもって契約金額とする。参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の１１０分の１００に相当する金額

を記載した入札書を提出すること。 

９ 入札保証金 

この一般競争入札は、入札保証金を免除する。

１０ 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１）この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の
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行った入札 

（２）仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札 

（３）一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において２に掲げる参

加資格を失った者の行った入札 

（４）入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした

入札 

ア 人的関係 

（ｱ）一方の会社の役員（持分会社の業務を執行する社員、株式会社（特例有限会社を含

む。）の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査

役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。）又は代表権を有する者が、他方の会社

の役員を現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会

社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除

く。） 

（ｲ）一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第６７条第１

項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場

合 

イ その他の関係 

上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合 

１１ 期間の計算 

この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成元

年浜松市条例第７６号）第１条第１項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算

するものとする。 

１２ 開庁時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）

１３ 入札及び契約担当課 

  〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３番地の２ 

            浜松市役所財務部 調達課物品購入グループ 

              電話   ０５３－４５７－２１７１ 

              ＦＡＸ  ０５０－３７３０－３７１３ 

E-mail   tyotatubuppin@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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【 別 記 】 

１ 一般競争入札参加資格確認申請書 

（１）提出方法  持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に

限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

（２）受付期間  令和４年１０月６日（木）から令和４年１０月１９日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３）提 出 先  浜松市役所財務部 調達課 053-457-2171 

（４）様 式  市長が定める様式とする。 

（５）そ の 他 

ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法（①調達課で

受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。）を記載すること。なお、郵送を希望

する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84 円切手を貼った返信用封筒を添

付すること。 

イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定（①入札日時に入札場所へ持参、

②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。詳細は別記の７に記載のとおり。）を記載するこ

と。なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、  

調達課へ連絡すること。 

２ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 

（１）通知方法 

次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電

話連絡はしない。 

  ア 調達課で受け取り 

イ 郵送    （※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、

84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。） 

ウ 電子メール （※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入

札参加資格確認申請書に記載すること。） 

（２）確認結果の通知日 

   ア 調達課で受け取りの場合 

令和４年１０月２１日（金）午後１時から令和４年１０月２７日（木）までの間に、

調達課で受け取ること。（１２項に記載する開庁時間内に限る。） 

   イ 郵送又は電子メールの場合 

令和４年１０月２１日（金）に発送又は発信する。 

３ 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求 

入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理

由について説明を求めることができる。 

（１） 要求方法  

要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般

書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで

提出すること。 

（２） 要求期限 

令和４年１０月２５日（火）午後５時１５分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３） 提出先 

浜松市役所財務部 調達課 
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（４） 様式 

     任意の様式を用いること。 

（５） 要求への回答 

    理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から２日以内に文書で行う。 

４ 仕様書等の閲覧及び提供 

（１） 提供方法

    浜松市ホームページに掲載 

（２） 提供期間 

令和４年１０月５日（水）から令和４年１０月２７日（木）まで 

５ 仕様書等に対する質問 

（１） 質問方法 

質疑応答書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便

に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

（２） 質問期限 

令和４年１０月１９日（水）午後５時１５分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３） 提出先

浜松市役所財務部 調達課 

（４） 様式 

    本市が指定する様式を用いること。 

（５） 質問に対する回答 

     質問に対する回答は、令和４年１０月２４日（月）から調達課において閲覧に供すると

ともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 

６ 入札執行日時等 

（１）日 時   令和４年１０月２８日（金）午前９時３０分 

（２）場 所   浜松市役所財務部 調達課 入札室 

７ 入札書の提出方法 

（１） 提出方法 

次のいずれかの方法により提出すること。 

ア 入札執行日時に入札場所へ持参 

イ 受領期間内に調達課へ持参（以下「事前提出」という。） 

ウ 受領期限までに調達課へ郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の

信書便に限る。） 

（２） 事前提出の場合の受領期間及び提出先等 

   ア 受領期間  令和４年１０月２５日（火）から令和４年１０月２７日（木）まで 

       （１２項に記載する開庁時間内に限る。） 

イ 提出先   浜松市役所財務部 調達課 

ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出する

こと。 

（３） 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等 

ア 受領期間  令和４年１０月２５日（火）から令和４年１０月２７日（木）まで 

（送付先に必着） 

いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効と

する。 

イ 送付先   浜松市役所財務部 調達課（１３項に記載のとおり。） 

   ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出するこ

と。 
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（４） 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ 

入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札

書の提出を取りやめる場合は、調達課へ連絡すること。 



①

②

(定義）同等品とは、基本的に金額・品質共に同等以上の製品をいう。

・

・

・

・

・

・

・

・

学校教育部教育総務課　就学グループ 担当　加藤

TEL：０５３－４５７－２４０６ ＦＡＸ：０５３－４５７－２４０４

条　　件

及び

注意事項

①６，５８０個　　②５個

お問い合わせ先

―

頭部への緩衝材として、頭頂部、前頭部、両側頭部にクッションを採用すること。クッ
ションは紛失防止のため脱着不可のものとする。

5mm～10mm巾の白色または銀色の反射テープ巻きとする。

住所、氏名、血液型を記入するシールをヘルメットの内側に貼付する。

取扱説明書付きとし、個体ごとにポリ袋等に入れて納品すること。

学校ごとの配付個数については、後日（３月中旬に）決定し、通知する。

落下物や飛来物が通気孔を通じて直接頭皮まで到達することのないよう、通気孔の
帽体部分は硬質樹脂メッシュで覆うこと。

納品前に検品チェックを行うこと。納品日は、事前に教育総務課または学校と日程調
整した上で決定すること。また、納品は物流会社を通じて実施してかまわないが、納
品時には必ず学校職員又は担当職員の検収を受けること。

契約不適合があった場合は速やかに代替品を用意すること。

数　　量

同等品
否

同等品と
認めるもの

通学用兼自転車用ヘルメット　大洋プラスチック工業所　ＴＶ型　（Ｌサイズ）　　スカイブルー

納入場所
市内各小学校（附属小学校、私立小学校、各特別支援学校を含む)、浜名特別支援学校（湖西市）

及び教育総務課に、それぞれに指定した個数を納品する。所在地は別紙のとおり。

目　的

品名規格

新入学祝い品として新小学１年生に贈呈するため、ヘルメットを購入するもの。

通学用兼自転車用ヘルメット　大洋プラスチック工業所　ＴＺ型　（Ｍサイズ）　　スカイブルー

令和５年３月２３日（木）

仕　　　様　　　書

契約Ｎｏ 件名 通学用兼自転車用ヘルメットの購入について

業　　種 2009履物・ヘルメット類

納入期限

2022016786



通学用兼自転車用ヘルメット納入場所一覧 【別紙】

通№ 学校名 郵便番号
電話番号
市外局番
053

1 西小学校 432-8024 中区 鴨江町 70-1 452-1171
2 東小学校 430-0929 中区 中央二丁目2-1 452-3137
3 県居小学校 432-8036 中区 東伊場二丁目 5-1 452-7505
4 相生小学校 430-0851 中区 向宿三丁目 8-1 461-0830
5 竜禅寺小学校 430-0924 中区 龍禅寺町 844 452-0683
6 追分小学校 432-8012 中区 布橋一丁目 9-1 472-1281
7 佐藤小学校 430-0807 中区 佐藤二丁目 32-1 461-0379
8 広沢小学校 432-8013 中区 広沢二丁目 51-1 454-8335
9 曳馬小学校 430-0901 中区 曳馬一丁目 1-35 471-4201
10 萩丘小学校 433-8123 中区 幸五丁目 12-1 471-4246
11 富塚小学校 432-8002 中区 富塚町 1803 471-0203
12 白脇小学校 430-0841 南区 寺脇町 431 441-0693
13 蒲小学校 430-0801 東区 神立町 5 461-2644
14 浅間小学校 432-8045 中区 西浅田二丁目 12-1 441-1706
15 上島小学校 433-8122 中区 上島一丁目 21-1 471-3195
16 鴨江小学校 432-8038 中区 西伊場町 4-1 452-0925
17 新津小学校 432-8058 南区 新橋町 777 447-0044
18 河輪小学校 430-0822 南区 東町 333 425-0036
19 船越小学校 430-0913 中区 船越町 29-1 461-1849
20 城北小学校 430-0906 中区 住吉一丁目 23-1 471-0196
21 和田小学校 435-0017 東区 薬師町 273-2 421-0134
22 与進小学校 435-0052 東区 天王町 1351 421-1542
23 豊西小学校 431-3102 東区 豊西町 1551 434-1165
24 笠井小学校 431-3107 東区 笠井町 1050 434-1042
25 中ノ町小学校 435-0004 東区 中野町 427-1 421-0059
26 芳川小学校 430-0813 南区 芳川町 206-1 461-0020
27 飯田小学校 435-0028 南区 飯田町 978 461-3740
28 花川小学校 433-8109 中区 花川町 781 436-1401
29 三方原小学校 433-8105 北区 三方原町 682 436-6200
30 豊岡小学校 433-8103 北区 豊岡町 22 436-1107
31 都田小学校 431-2102 北区 都田町 5609-2 428-2004
32 神久呂小学校 432-8005 西区 神ケ谷町 3490 485-8508
33 入野小学校 432-8061 西区 入野町 8757 447-1009
34 積志小学校 431-3114 東区 積志町 1497-1 434-0027
35 伊佐見小学校 431-1111 西区 伊左地町 5644 486-0007
36 和地小学校 431-1103 西区 湖東町 2005 486-0107
37 都田南小学校 431-2102 北区 都田町 8756 428-2046
38 篠原小学校 431-0201 西区 篠原町 10300 447-2009
39 葵が丘小学校 433-8117 中区 高丘東三丁目 51-1 436-1461
40 村櫛小学校 431-1207 西区 村櫛町 2551 489-2824
41 泉小学校 433-8124 中区 泉一丁目 16-1 472-5228
42 大瀬小学校 431-3113 東区 大瀬町 2218 434-4620
43 砂丘小学校 430-0846 南区 白羽町 2512 441-3375
44 中郡小学校 431-3111 東区 中郡町 915 433-0927
45 与進北小学校 435-0051 東区 市野町 2715 421-6976
46 佐鳴台小学校 432-8021 中区 佐鳴台三丁目 31-1 448-6768
47 瑞穂小学校 433-8119 中区 高丘北三丁目 15-8 436-7158
48 富塚西小学校 432-8002 中区 富塚町 3541 474-6333
49 芳川北小学校 430-0817 南区 頭陀寺町 1046-1 463-7231
50 有玉小学校 431-3122 東区 有玉南町 614 435-0051
51 初生小学校 433-8112 北区 初生町 1001-2 437-0718
52 西都台小学校 432-8067 西区 西鴨江町 1106 449-1336
53 和田東小学校 435-0012 東区 安間町 437-2 422-0125
54 葵西小学校 433-8111 中区 葵西二丁目25-1 436-6652

所 在 地
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通学用兼自転車用ヘルメット納入場所一覧 【別紙】

通№ 学校名 郵便番号
電話番号
市外局番
053

所 在 地

55 可美小学校 432-8051 南区 若林町 1748 447-0043
56 大平台小学校 432-8068 西区 大平台三丁目 6-1 482-1161
57 萩原分校 431-3123 東区 有玉西町 816 412-5930
58 舞阪小学校 431-0211 西区 舞阪町舞阪　76 592-0144
59 雄踏小学校 431-0102 西区 雄踏町宇布見 7997-1 592-1029
60 浜名小学校 434-0042 浜北区 小松　1450 586-3066
61 北浜小学校 434-0036 浜北区 横須賀　800 586-2990
62 北浜東小学校 434-0025 浜北区 善地　1546 586-3319
63 中瀬小学校 434-0012 浜北区 中瀬　3648－1 588-7310
64 赤佐小学校 434-0015 浜北区 於呂　2790 588-7552
65 麁玉小学校 434-0004 浜北区 宮口　262 589-8313
66 新原小学校 434-0003 浜北区 新原　2331 589-8327
67 北浜北小学校 434-0033 浜北区 西美薗　1588 587-8250
68 内野小学校 434-0044 浜北区 内野　1702 586-4001
69 北浜南小学校 434-0035 浜北区 寺島　3010 586-1585
70 伎倍小学校 434-0038 浜北区 貴布祢　2646 586-8911
71 二俣小学校 431-3314 天竜区 二俣町二俣　867-1 925-4178
72 光明小学校 431-3303 天竜区 山東　2550 925-3032
73 上阿多古小学校 431-3532 天竜区 西藤平　1318 928-0004
74 下阿多古小学校 431-3426 天竜区 両島　762 926-3511
75 熊小学校 431-3641 天竜区 熊　2153 929-0151
76 横山小学校 431-3764 天竜区 横山町　547 923-0073
77 犬居小学校 437-0625 天竜区 春野町堀之内　993-1 985-0017
78 気田小学校 437-0605 天竜区 春野町気田　603-1 989-0044
79 佐久間小学校 431-3905 天竜区 佐久間町半場　50-1 965-0024
80 浦川小学校 431-3906 天竜区 佐久間町浦川　2819 967-3802
81 水窪小学校 431-4101 天竜区 水窪町奥領家　2697-1 987-0007
82 気賀小学校 431-1305 北区 細江町気賀　11529-1 523-0158
83 西気賀小学校 431-1305 北区 細江町気賀　9994-1 523-0142
84 伊目小学校 431-1305 北区 細江町気賀　3241 523-0253
85 中川小学校 431-1304 北区 細江町中川　2553 523-0431
86 井伊谷小学校 431-2212 北区 引佐町井伊谷　680 542-0063
87 金指小学校 431-2213 北区 引佐町金指　1369 542-0114
88 奥山小学校 431-2224 北区 引佐町奥山　1101-1 543-0310
89 三ヶ日東小学校 431-1402 北区 三ヶ日町都筑　2266-2 526-7034
90 三ヶ日西小学校 431-1414 北区 三ヶ日町三ヶ日　301-1 525-0047
91 平山小学校 431-1417 北区 三ヶ日町平山　200 525-0136
92 尾奈小学校 431-1424 北区 三ヶ日町下尾奈　1431 525-0164
93 双葉小学校 432-8033 中区 海老塚二丁目5－1 452-0280
94 引佐北部小学校 431-2533 北区 引佐町四方浄　134-6 528-3131
95 南の星小学校 430-0837 南区 西島町　1148－1 425-6900
96 庄内小学校 431-1208 西区 庄内町 100 487-0063
97 中部小学校 430-0947 中区 松城町 108-1 454-6406
98 静岡大学附属浜松小学校 432-8012 中区 布橋三丁目2番1号 455-1441
99 聖隷クリストファー小学校 433-8558 北区 三方原町3453 436-5311
100 浜松特別支援学校 430-0844 南区 江之島町1266-2 425-7461
101 浜北特別支援学校 434-8505 浜北区 中瀬二丁目3番1号 580-3377
102 西部特別支援学校 433-8108 北区 根洗町597-1 436-1370
103 浜松視覚特別支援学校 433-8111 中区 葵西五丁目9番1号 436-1261
104 浜松聴覚特別支援学校 433-8123 中区 幸三丁目25番1号 471-8197
105 浜松みをつくし特別支援学校 431-1302 北区 細江町広岡１ 424-5890
106 浜名特別支援学校 431-0303 湖西市 新居町浜名1855-71 594-5658
107 天竜特別支援学校 431-3423 天竜区 渡ケ島201-2 926-2255
108 浜松市教育委員会 教育総務課 430-0929 中区 中央一丁目2-1　イーステージ浜松オフィス棟６階 457-2406
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