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様式１　都市公園等整備計画の方針

ふりがな はままつし 事業主体
都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市 人口（人） 763000 緑の基本計画策定状況 ①

※表中「都市公園等面積」及び「都市公園面積」の単位は（ha）とする。
公園整備の現状（H20末） 公園整備の目標 長期 五箇年期間中

　一人当たり緑地環境整備面積 8.02 都市公園等面積 611.61 　一人当たり緑地環境整備面積 未定 都市公園等面積 未定 8.31 都市公園等面積 629.08
（都市全域） ㎡ 都市公園等箇所 498 （都市全域） ㎡ 都市公園等箇所 未定 ㎡ 都市公園等箇所 503

　一人当たり緑地環境整備面積 4.04 都市公園面積 190.54 　一人当たり緑地環境整備面積 未定 都市公園面積 未定 4.04 都市公園面積 190.54
　　　　　　　　　　（DID区域） ㎡ 都市公園箇所 300 　　　　　　　　　　（DID区域） ㎡ 都市公園箇所 未定 ㎡ 都市公園箇所 300
　歩いていける身近なみどりのネットワーク率（％） 58% 　歩いていける身近なみどりのネットワーク率（％） 未定 ネットワーク率（％） 58%
  災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合 －   災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合 － －

緑の基本計画（広域緑地計画）における整備目標及び長期計画の概要 その他計画における整備目標及び計画の概要
浜松市緑の基本計画（策定中H19～H20、H21公表予定)

旧浜松市緑の基本計画（平成12年6月策定)による概要
整備目標
  ○質の目標：地域の特性を生かせるような公園の配置を行い、誰もが利用し易く、緊急時には避難地としての役割
　　　　　　　　　を担うことができる、市民から親しまれる公園緑地を目指す。
  ○量の目標：平成32年度を目標年次とし、市民一人あたりの都市公園面積が20㎡/人以上となるように、整備促進
　　　　　　　　　を図る。
長期計画の概要
  ○拠点公園（都市基幹公園等）の整備の充実
　　　　　　　　  環境保全の立場、市民のレクリエーションの場を提供するにあたり、広範な市民の利用に配慮し、適正
　　　　　　　　　な規模配置となるよう整備を進める。
  ○身近な公園等（住区基幹公園等）の整備の充実
　　　　　　　　  地区のレクリエーション、コミュニケーションの場である身近な公園を、地区ごとに偏りのないよう適正な
　　　　　　　　　配置を行う。

第１次浜松市総合計画（2007-2014)
   整備目標　平成22年  市民一人あたりの公園面積　　8㎡/人
   基本方針　市内の貴重な「緑」を保全するとともに、市民協働により
　　　　　　　　新たな「花と緑」の空間を創造し、市民一人ひとりが豊か
　　　　　　　　な環境と快適な暮らしを享受できるまちづくりを進める。

整備目標
   一人あたり緑地環境面積：平成24年度までに約37.19haの公園整備を進めることにより、8.31㎡/人まで高める。
重点整備事項
　①安全で安心できる都市づくりへの対応・・・避難地としての防災公園の整備、防災機能の強化を図る。
　②長寿・子育て・社会福祉への対応・・・身近な公園の整備、公園のバリアフリー化の推進を図る。
　③都市環境の保全、改善や自然との共生への対応・・・水辺空間、多様な緑が確保され、環境学習の場となる公園の整備。
　④広域的なレクリエーション活動や個性と活力のある都市づくりへの対応・・・広域的なスポーツ・文化活動の交流拠点となる公園の整備。
事業箇所の選定方針
　①防災拠点として、遠州灘海浜公園、一次避難地として、名塚公園、高砂公園の整備を図る。
　②身近な公園として、高砂公園、浜松城公園、浜北新都市及び周辺地区、西都地区の整備を図るとともに、公園のバリアフリー化を推進する。
　③自然との共生や環境学習の場となる公園として、三方原防風林緑地地区、佐鳴湖公園、内野緑地の整備を図る。
　④広域的なレクリエーション活動を支援する公園として、天竜川鹿島上島緑地、天竜川弁当野緑地、遠州灘海浜公園、佐鳴湖公園の整備を図る。



様式２　都市公園等整備計画の概要

五箇年間の整備スケジュール概要

H20年度事業内容

H21年度事業内容

H22年度事業内容

H23年度事業内容

H24年度主要事業内容

天竜川鹿島上島緑地の整備を行うとともに、天竜川弁当野緑地整備に着手する。また、三方原防風林緑地地区の用地買収（買い戻し）並びに整備、西都地区の近隣公園の整
備を行う。また、浜松市公園施設長寿命化計画策定を行う。

天竜川鹿島上島緑地並びに天竜川弁当野緑地整備の整備を行うとともに、三方原防風林緑地地区の用地買収（買い戻し）並びに整備を行う。また、浜松市公園施設長寿命化
計画策定を行う。

浜松駅に近接した住宅街に位置する高砂公園の用地買収（買い戻し）と整備を最優先に行うとともに、天竜川鹿島上島緑地を２１年度から、天竜川弁当野緑地を２３年度から整
備することにより、本市北東部に不足する緑地・公園の充足を図る。また、順次緑化重点地区に位置している三方原防風林緑地地区、浜北新都市及び周辺地区の街区公園、
西都地区の近隣公園と街区公園の整備を行う。なお、浜松市緑の基本計画を策定し、今後の緑への取り組みを計画的かつ継続的に推進する。また、浜松市公園施設長寿命化
計画の策定を行う。

高砂公園の用地買収（買い戻し）、三方原防風林緑地地区の用地買収（買い戻し）並びに整備、浜北新都市及び周辺地区の街区公園（４号公園・７号公園）の整備、西都地区の
街区公園（５号公園）の整備を行う。また、浜松市緑の基本計画の策定を行う。

天竜川鹿島上島緑地の整備に着手するとともに、三方原防風林緑地地区の用地買収（買い戻し）並びに整備を行う。また、浜松市公園施設長寿命化計画策定のための調査を
行う。

高砂公園の整備および天竜川鹿島上島緑地の整備を行うとともに、三方原防風林緑地地区の用地買収（買い戻し）並びに整備、西都地区の近隣公園並びに街区公園（１号公
園）の整備を行う。また、浜松市公園施設長寿命化計画策定のための調査を行う。



様式３－１ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業は除く）

ふりがな はままつし

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 当初の都市計画決定年月日 完了年度 H30
公園名 直近の都市計画変更年月日

種別 近隣 計画面積 2.35 ｈａ 当初の事業認可取得年月日
採択年度 H19 H20末供用面積 0.1 ｈａ 事業認可期間

公園の計画概要 地域の概要
市街化区域 内
ＤＩＤ区域 Ｄ
用途地域 他

これまでの進捗状況

用地取得計画（㎡） 施設整備計画
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考 施設名 規模 特記事項

買収 1,748 679 18,603 21,030 広場 10000㎡
（内買い戻し） 795 679 1,474 植栽 高木30本他

国公有地 2,470 2,470 休憩所 １基
その他 ベンチ 10基
合計 1748 679 21073 23500 照明 3基

計画期間中の供用予定
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考

面積（ha） 0 0 2 2
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

たかさごこうえん

高砂公園
S24年 2月 3日
S49年 8月 2日

　本公園は、ＪＲ浜松駅より南へ１㎞、西に新川、南に馬込川、北及び東を都市計画道路（予定線）に囲まれた閑静な住宅街に位置している。昭和５４年に
西角の０．１haを開設し、住宅街の身近な公園として親しまれている。本公園の整備により、市街地に緑地並びに憩いの場を提供するとともに、近年発生
が危惧されている東海地震等の災害時の一次避難地としての機能を有することにより、生活環境の向上を図る。

　昭和５４年に一部供用（０．１ｈａ・広場、遊具）を開始し、住宅街の身近な公園として親しまれている。平成１９～２０年度に、浜松市土地開発公社が先行買収した土地（０．１４ｈａ）の
買い戻しを行う。公園予定地は、住宅が密集している市街地であるため、高額の用地買収費並びに補償費が予想される。

H19年 3月16日
S52～H22　



様式３－１ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業は除く）

ふりがな はままつ

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 当初の都市計画決定年月日 完了年度 H27
公園名 直近の都市計画変更年月日

種別 都緑 計画面積 7.6 ｈａ 当初の事業認可取得年月日
採択年度 H21 H20末供用面積 ｈａ 事業認可期間

公園の計画概要 地域の概要
市街化区域 調
ＤＩＤ区域 外
用途地域 無

これまでの進捗状況

用地取得計画（㎡） 施設整備計画
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考 施設名 規模 特記事項

買収 広場 10,390㎡
（内買い戻し） 植栽 10本 高木

国公有地 36,000 40,000 76,000 河川敷 植栽 770株 低木
その他 休憩所 1基 四阿
合計 36,000 40000 76000 ベンチ 10基

計画期間中の供用予定 野外卓 1基
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考 野球場 2面 少年用11,230㎡

面積（ha） 4 4 8 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 12,850㎡
駐車場 56台
便所 2基

水飲み 1基
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

てんりゅうがわかじまかみじまりょくち

天竜川鹿島上島緑地
H20年 3月

－

　天竜川河川敷の下流域には昭和42年度に都市計画決定された天竜川緑地等が整備され、多くの市民に親しまれているが、エリアの上流域の天竜区と
浜北区付近では緑地・公園が不足しており、都市における緑地配置計画からも整備推進を図るべき状況にある。このため、天竜区鹿島、浜北区上島地先
の高水敷（面積約７．６ｈａ、延長約１，１００ｍ）の河川空間をスポーツ・リクリエーション需要に対応した市民の憩いの緑地として整備するものである。

　平成１９年度に都市計画決定、平成２０年度に実施設計を行い、平成２１年度から着工予定。

H21年 4月予定
H21～



様式３－１ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業は除く）

ふりがな はままつし

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 当初の都市計画決定年月日 完了年度 H29
公園名 直近の都市計画変更年月日

種別 都緑 計画面積 7.4 ｈａ 当初の事業認可取得年月日
採択年度 H23 H20末供用面積 ｈａ 事業認可期間

公園の計画概要 地域の概要
市街化区域 調
ＤＩＤ区域 外
用途地域 無

これまでの進捗状況

用地取得計画（㎡） 施設整備計画
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考 施設名 規模 特記事項

買収 園路 970m
（内買い戻し） 広場 11,470㎡

国公有地 15,000 59,000 74,000 河川敷 植栽 184株 低木
その他 ベンチ 20基
合計 15,000 59000 74000 野外卓 2基

計画期間中の供用予定 遊具 4基 シーソー他
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考 便所 1基

面積（ha） 2 6 7
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

てんりゅうがわべっとうのりょくち

天竜川弁当野緑地
H20年 3月

－

　天竜川河川敷の下流域には昭和42年度に都市計画決定された天竜川緑地等が整備され、多くの市民に親しまれているが、エリアの上流域の天竜区と
浜北区付近では緑地・公園が不足しており、都市における緑地配置計画からも整備推進を図るべき状況にある。このため、浜北区中瀬地先の高水敷（面
積約７．４ｈａ、延長約７８０ｍ）の河川空間をリクリエーション需要に対応した市民の憩いの緑地として整備するものである。

　平成１９年度に都市計画決定、平成２２年度に実施設計を行い、平成２３年度から着工予定。

H23年 4月予定
H23～



様式３－１ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業は除く）

ふりがな はままつし

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 当初の都市計画決定年月日 完了年度 H20
公園名 直近の都市計画変更年月日

種別 特調 計画面積 ｈａ 当初の事業認可取得年月日
採択年度 H19 H20末供用面積 ｈａ 事業認可期間

公園の計画概要 地域の概要
市街化区域
ＤＩＤ区域
用途地域

これまでの進捗状況

用地取得計画（㎡） 施設整備計画
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考 施設名 規模 特記事項

買収
（内買い戻し）

国公有地
その他
合計

計画期間中の供用予定
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考

面積（ha）
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

はままつしみどりのきほんけいかく

浜松市緑の基本計画
　　年　　月　　日
　　年　　月　　日

　浜松市は、平成１７年７月に１２市町村が合併し、平成１９年４月に政令指定都市に移行した。合併に伴い、市域が６倍に広がり、海岸部から山間部まで
自然が多く緑豊かな市域となったことから、こうした地域の特徴を生かしながら、新しい計画を策定するものである。本計画の策定により、今後の公園緑地
の配置・整備の方針や、緑地保全・公共施設緑化・民有地緑化・緑に関わる市民運動の方向性を十分に検討し、策定２０年後における緑の目標値を具体
的に示すことにより、今後の緑への取り組みを計画的かつ継続的に推進する。

　浜松市は、平成１７年７月に１２市町村が合併し、平成１９年４月に政令指定都市に移行した。緑の基本計画は、平成１２年に旧浜松市、旧引佐町が、平成１３年に旧浜北市において
それぞれ策定されている。合併に伴い、市域が６倍に広がり、海岸部から山間部まで自然が多く緑豊かな市域となったことから、こうした地域の特徴を生かしながら、新しい計画を策定
する。
　平成１９年度に事業採択され、調査・解析並びに計画のフレーム・計画の目標値の検討を行う。

　　年　　月　　日
H19～H20　



様式３－１ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業は除く）

ふりがな はままつし

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 当初の都市計画決定年月日 完了年度 H25
公園名 直近の都市計画変更年月日

種別 長寿命化 計画面積 ｈａ 当初の事業認可取得年月日
採択年度 H21 H20末供用面積 ｈａ 事業認可期間

公園の計画概要 地域の概要
市街化区域
ＤＩＤ区域
用途地域

これまでの進捗状況

用地取得計画（㎡） 施設整備計画
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考 施設名 規模 特記事項

買収
（内買い戻し）

国公有地
その他
合計

計画期間中の供用予定
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考

面積（ha）
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

はままつこうえんしせつちょうじゅみょうかけいかく

浜松市公園施設長寿命化計画
　　年　　月　　日
　　年　　月　　日

浜松市は、現在約６５０箇所の都市公園等が供用されており、設置から長い年月が経過した公園も多くある。今後進展する老朽化に対する安全対策の強
化及び改修・更新費用の平準化を図る必要がある。このことから、対象公園施設の点検調査を実施し、公園施設長寿命化計画を策定するものである。

平成21年度から、対象施設の点検調査を実施し、公園施設長寿命化計画策定に必要な資料収集を行う。

　　年　　月　　日
H21～H25



様式３－２ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業）

ふりがな はままつし

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 事業認可期間 未
地区名 計画の名称 旧浜松市緑の基本計画 完了年度 H28

種別 緑重１ 計画面積 6.9 ｈａ
採択年度 H10 H20末供用面積 2.25 ｈａ 計画策定（又は予定）年月 H12年 6月

Ⅰ～Ⅱのうち、該当する事業に、○を付けて必要事項を記入する。
Ⅰ　緑化重点地区総合整備事業 （ ○ ） Ⅱ　中心市街地活性化広場公園整備事業 （ ）
地区の位置づけ 商業地域面積 地区に占める商業地域及び近隣商業地域の割合

（　　　　　） ①都市景観形成地区（都市の中心駅周辺等都市の拠点となる地域の景観を形成） ha ％
（　　○　　） ②都市環境改善地区（ヒートアイランド現象の緩和等都市環境を改善） 近隣商業地域面積 地区に占める35ＤＩＤ区域の面積と割合
（　　　　　） ③防災機能向上地区（延焼防止帯等となる緑地の整備と緑化により防災機能を向上） ha ha ％

地区の概要（目的、計画概要）

用地取得計画（㎡） 連携する他事業の概要
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考

買収 27,714 27,641 13,263 68,618
（内買い戻し） 27,714 16,698 44,412

国公有地
その他
合計 27714 27,641 13263 68618

計画期間中の供用予定 都市公園等整備計画（㎡）
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考 公園名 種別 都決年度 計画面積 H20末供用面積

面積（ha） 2 2 3 7 三幸緑地 都緑 無 16500 16500
豊岡緑地 都緑 無 8600 6052
共栄緑地 都緑 無 12600

東三方緑地 都緑 無 9000
赤松緑地 都緑 無 21900

※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

みかたはらぼうふうりんりょくちちく

三方原防風林緑地地区

　太平洋戦争当時、飛行場や爆撃演習場として利用されていた三方原台地は、終戦後、農地として開拓が進められ、遠州地方特有の気象「遠州のからっ風」から農地を守るため、
現在の防風林の発端になる松の苗木が開拓者の手によって植えられた。現在、三方原地区の象徴的な存在になっているこの線状防風林は、都市に残る「グリーンベルト」として、
次世代に引き継いでいかなければならない貴重な緑となっている。こうしたなか、三方原防風林に沿った「庇陰地」を、隣接する三方原用水路や河川と連携を図り、水と緑のネット
ワークを設定し、都田地区へと連結する緑道として整備する。



様式３－２ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業）

ふりがな はままつし

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 事業認可期間 未
地区名 計画の名称 旧浜北市緑の基本計画 完了年度 H20

種別 緑重１ 計画面積 2.3 ｈａ
採択年度 H15 H20末供用面積 1.5 ｈａ 計画策定（又は予定）年月 H13年 3月

Ⅰ～Ⅱのうち、該当する事業に、○を付けて必要事項を記入する。
Ⅰ　緑化重点地区総合整備事業 （ ○ ） Ⅱ　中心市街地活性化広場公園整備事業 （ ）
地区の位置づけ 商業地域面積 地区に占める商業地域及び近隣商業地域の割合

（　　○　　） ①都市景観形成地区（都市の中心駅周辺等都市の拠点となる地域の景観を形成） ha ％
（　　　　　） ②都市環境改善地区（ヒートアイランド現象の緩和等都市環境を改善） 近隣商業地域面積 地区に占める35ＤＩＤ区域の面積と割合
（　　　　　） ③防災機能向上地区（延焼防止帯等となる緑地の整備と緑化により防災機能を向上） ha ha ％

地区の概要（目的、計画概要）

用地取得計画（㎡） 連携する他事業の概要
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考

買収
（内買い戻し）

国公有地
その他 10,290 4,832 15,122 浜北新都市開発整理事業
合計 10290 4,832 15122

計画期間中の供用予定 都市公園等整備計画（㎡）
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考 公園名 種別 都決年度 計画面積 H20末供用面積

面積（ha） 2 1 2 4号街区公園 街区 無 2500 2500
5号街区公園 街区 無 2325 2325
7号街区公園 街区 無 2332 2332
8号街区公園 街区 無 2421 2421
9号街区公園 街区 無 2013 2013
10号街区公園 街区 無 2088 2088
11号街区公園 街区 無 1443 1443

※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

浜北新都市開発整備事業
　　開発面積　約162ha
　　計画人口　約6,600人
　　事業期間　H12～H25
　　施工　　　　都市機構

はまきたしんとしおよびしゅうへんちく

浜北新都市及び周辺地区

　本地区は、浜北新都市開発整理事業による「浜北新都市地区」と、大規模スポーツ施設と商業施設が一体となった新たなシンボル地区「平口地区」からなり、新たな暮らしと交流
の拠点として、住まいの空間、産業の空間、交流の空間といった空間特性と豊かな自然環境を活かした緑地整備、都市緑化を推進する。



様式３－２ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業）

ふりがな はままつ

都道府県政令市名 浜松市 事業主体名 浜松市

ふりがな 事業認可期間 未
地区名 計画の名称 旧浜北市緑の基本計画 完了年度 H22

種別 緑重１ 計画面積 1.8 ｈａ
採択年度 H19 H20末供用面積 0.55 ｈａ 計画策定（又は予定）年月 H13年 3月

Ⅰ～Ⅱのうち、該当する事業に、○を付けて必要事項を記入する。
Ⅰ　緑化重点地区総合整備事業 （ ○ ） Ⅱ　中心市街地活性化広場公園整備事業 （ ）
地区の位置づけ 商業地域面積 地区に占める商業地域及び近隣商業地域の割合

（　　○　　） ①都市景観形成地区（都市の中心駅周辺等都市の拠点となる地域の景観を形成） ha ％
（　　　　　） ②都市環境改善地区（ヒートアイランド現象の緩和等都市環境を改善） 近隣商業地域面積 地区に占める35ＤＩＤ区域の面積と割合
（　　　　　） ③防災機能向上地区（延焼防止帯等となる緑地の整備と緑化により防災機能を向上） ha ha ％

地区の概要（目的、計画概要）

用地取得計画（㎡） 連携する他事業の概要
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考

買収
（内買い戻し）

国公有地
その他 3,500 14,400 17,900 西都土地区画整理事業
合計 3500 14,400 17900

計画期間中の供用予定 都市公園等整備計画（㎡）
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考 公園名 種別 都決年度 計画面積 H20末供用面積

面積（ha） 1 1 0 2 西都第１公園 街区 無 2400
西都第２公園 街区 無 2000 2000
西都第３公園 街区 無 1500 1500
西都第５公園 街区 無 2000 2000
近隣公園 近隣 無 10000

※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

西都土地区画整理事業
　　計画面積　　75.3ha
　　施工期間　　H8～H22
　　施工者　　　 浜松市西都土地区画整理組合

せいとちく

西都地区

　本地区は、西都土地区画整理事業によるまちづくりが進められている地区であり、主要地方道浜松環状線及び浜松優等線が交差し、交通結節点として利便性が高いことから浜
松都心を補完する地域交流拠点として位置づけられている地区である。本地区は、近隣商業機能や地域型事務所・サービス機能、地域コミュニティを育成するための文化・交流機
能などを誘導するとともに新川及び九領川等の水辺空間を活用した親水性豊かな市街地の形成を図るべく事業を推進していることから、地区整備方針と整合を図り緑化に重点を
置き、近隣公園１箇所、街区公園４箇所の整備を進める。



 

天竜川弁当野緑地（都緑）■
□

■高砂公園（近隣）
西都地区 

 （緑重 1）

〔市内全域〕浜松市緑の基本計画（特調）

浜北新都市及び周辺地区
（緑重 1）

天竜川鹿島上島緑地（都緑）■ 

浜松市都市公園等統合補助事業 

三方原防風林緑地地区 
      （緑重 1） 

〔市内全域〕浜松市公園施設長寿命化計画（長寿命化）


