
対象施設一覧（一般施設）　３２９施設 別紙　（1/7）
(R3.4.1現在）

建築年 延べ面積 令和6年時点で

区 町 （西暦） (㎡) 40年経過施設

1 庁舎等 元目分庁舎 財務部アセットマネジメント推進課 中区 元目町 1976 3,888.38 ◎

2 庁舎等 鴨江分庁舎 財務部アセットマネジメント推進課 中区 鴨江三丁目 1973 3,042.09 ◎

3 庁舎等 地域情報センター 企画調整部情報政策課 中区 中央一丁目 1997 4,448.69

4 庁舎等 計量検査所 産業部産業振興課 中区 住吉二丁目 1979 357.19 ◎

5 庁舎等 農業バイオセンター 産業部農業振興課 北区 都田町 1992 1,234.09

6 庁舎等 海老塚事務所 市民部市民生活課 中区 海老塚町 1982 522.89 ◎

7 庁舎等 南土木整備事務所 土木部南土木整備事務所 中区 北寺島町 1997 1,611.10

8 庁舎等 東区役所 東区区振興課 東区 流通元町 2007 3,948.21

9 庁舎等 北部収集窓口センター 環境部廃棄物処理課 東区 半田山二丁目 1985 384.00 ◎

10 庁舎等 西区役所 西区区振興課 西区 雄踏一丁目 2007 4,300.14

11 庁舎等 舞阪協働センター 西区舞阪協働センター 西区 舞阪町舞阪 1999 4,623.28

12 庁舎等 南区役所 南区区振興課 南区 江之島町 2007 3,928.22

13 庁舎等 北区役所 北区区振興課 北区 細江町気賀 1983 4,167.99 ◎

14 庁舎等 三ヶ日協働センター 北区三ヶ日協働センター 北区 三ヶ日町三ヶ日 1984 5,477.23 ◎

15 庁舎等 引佐協働センター 北区引佐協働センター 北区 引佐町井伊谷 1998 3,886.74

16 庁舎等 北土木整備事務所 土木部北土木整備事務所 北区 東三方町 1980・1995 1,103.05 ◎

17 庁舎等 天竜区役所 天竜区区振興課 天竜区 二俣町二俣 2011 2,791.03

18 庁舎等 天竜区役所別館 天竜区区振興課 天竜区 二俣町二俣 1972 1,295.00 ◎

19 庁舎等 天竜区役所南館 天竜区区振興課 天竜区 二俣町二俣 1984 1,318.06 ◎

20 庁舎等 春野協働センター 天竜区春野協働センター 天竜区 春野町宮川 2007 2,308.07

21 庁舎等 龍山協働センター 天竜区龍山協働センター 天竜区 龍山町大嶺 2013 374.16

22 庁舎等 佐久間協働センター 天竜区佐久間協働センター 天竜区 佐久間町中部 1998 1,478.62

23 庁舎等 水窪協働センター 天竜区水窪協働センター 天竜区 水窪町奥領家 1999 2,462.15

24 庁舎等 高丘葵市民サービスセンター 中区区民生活課 中区 高丘西二丁目 1980 283.47 ◎

25 庁舎等 新都田市民サービスセンター 北区区民生活課 北区 新都田三丁目番号 1993 506.00

26 庁舎等 可美市民サービスセンター 南区区民生活課 南区 若林町 1952 1,140.13 ◎

1 職員宿舎等 阿多古地区教職員住宅 天竜区区振興課 天竜区 西藤平 1986 239.00

2 職員宿舎等 水巻寮教職員住宅 天竜区区振興課 天竜区 佐久間町中部 1975 827.14 ◎

3 職員宿舎等 半場教職員住宅 天竜区区振興課 天竜区 佐久間町半場 1987 231.86

4 職員宿舎等 龍山明窓寮教職員住宅 天竜区区振興課 天竜区 龍山町瀬尻 1986 443.63

5 職員宿舎等 水窪単身寮教職員住宅 天竜区区振興課 天竜区 水窪町奥領家 2000 231.86

6 職員宿舎等 神原市有住宅 天竜区区振興課 天竜区 水窪町奥領家 1994 316.76

7 職員宿舎等 佐久間医療職員等住宅（リュミエールさくま） 天竜区区振興課 天竜区 佐久間町中部 2005 472.57

1 集会施設 勤労青少年ホーム 産業部産業振興課 中区 船越町 1985 2,932.12

2 集会施設 福祉交流センター 健康福祉部福祉総務課 中区 成子町 1984 9,005.26 ◎

3 集会施設 勤労会館 産業部産業振興課 中区 城北一丁目 1984 3,577.49 ◎

4 集会施設 男女共同参画・文化芸術活動推進センター 市民部創造都市・文化振興課 中区 幸三丁目 2013 3,570.68

5 集会施設 鴨江アートセンター 市民部創造都市・文化振興課 中区 鴨江町 1928 1,334.68 ◎

6 集会施設 雄踏文化センター 西区まちづくり推進課 西区 雄踏町宇布見 1989 7,093.23

7 集会施設 みをつくし文化センター 北区まちづくり推進課 北区 細江町気賀 2011 3,504.76

8 集会施設 三ヶ日文化ホール 北区まちづくり推進課 北区 三ヶ日町三ヶ日 1984 1,845.13 ◎

9 集会施設 引佐多目的研修センター 北区まちづくり推進課 北区 引佐町井伊谷 1985 1,471.01

10 集会施設 天竜壬生ホール 天竜区まちづくり推進課 天竜区 二俣町二俣 2002 4,371.64

11 集会施設 春野文化センター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 春野町宮川 1985 1,760.89

12 集会施設 水窪文化会館 天竜区まちづくり推進課 天竜区 水窪町奥領家 1996 1,985.61

13 集会施設 龍山森林文化会館 天竜区まちづくり推進課 天竜区 龍山町瀬尻 1990 1,491.13

14 集会施設 春野ふれあい公園集会所 都市整備部公園管理事務所 天竜区 春野町領家 1993 1,030.24

15 集会施設 和地山公園集会所 都市整備部公園管理事務所 中区 和地山三丁目 2016 548.21

16 集会施設 東部協働センター 中区まちづくり推進課 中区 相生町 2014 1,320.15

17 集会施設 富塚協働センター 中区まちづくり推進課 中区 富塚町 1982・1986 2,184.00 ◎

18 集会施設 高台協働センター 中区まちづくり推進課 中区 和合町 1988 1,957.41

施設名称 所属名称番号 施設分類
場　　所
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19 集会施設 西部協働センター 中区まちづくり推進課 中区 広沢一丁目 1978 1,495.29 ◎

20 集会施設 佐鳴台協働センター 中区まちづくり推進課 中区 佐鳴台二丁目 1987 1,223.85

21 集会施設 北部協働センター 中区まちづくり推進課 中区 葵東一丁目 1974 3,176.94 ◎

22 集会施設 県居協働センター 中区まちづくり推進課 中区 東伊場二丁目 1990 2,061.40

23 集会施設 南部協働センター 中区まちづくり推進課 中区 海老塚二丁目 1989 2,987.50

24 集会施設 曳馬協働センター 中区まちづくり推進課 中区 曳馬三丁目 1979 2,517.73 ◎

25 集会施設 蒲協働センター 東区区民生活課 東区 子安町 1981 2,465.80 ◎

26 集会施設 天竜協働センター 東区区民生活課 東区 薬新町 1981 2,103.09 ◎

27 集会施設 長上協働センター 東区区民生活課 東区 市野町 1981 1,892.41 ◎

28 集会施設 笠井協働センター 東区区民生活課 東区 笠井町 1977 2,046.58 ◎

29 集会施設 積志協働センター 東区区民生活課 東区 積志町 1980 2,973.84 ◎

30 集会施設 ゆたか緑地集会所 都市整備部公園管理事務所 東区 豊町 1987 770.00

31 集会施設 神久呂協働センター 西区まちづくり推進課 西区 神原町 1979 1,922.40 ◎

32 集会施設 入野協働センター 西区まちづくり推進課 西区 入野町 1980 1,886.10 ◎

33 集会施設 伊佐見協働センター 西区まちづくり推進課 西区 伊左地町 1992 2,000.65

34 集会施設 和地協働センター 西区まちづくり推進課 西区 和地町 1984 2,269.87 ◎

35 集会施設 庄内協働センター 西区まちづくり推進課 西区 庄内町 1989 2,526.92

36 集会施設 篠原協働センター 西区まちづくり推進課 西区 篠原町 1981・2008 2,317.26 ◎

37 集会施設 農村環境改善センター 産業部農地整備課 西区 伊左地町 1980 1,379.26 ◎

38 集会施設 東部協働センター体育館 中区まちづくり推進課 南区 飯田町 2003 1,479.40

39 集会施設 南陽協働センター 南区区民生活課 南区 下江町 1981 2,352.50 ◎

40 集会施設 五島協働センター 南区区民生活課 南区 福島町 1982 2,401.33 ◎

41 集会施設 白脇協働センター 南区区民生活課 南区 寺脇町 1985・1982 2,173.75 ◎

42 集会施設 新津協働センター 南区区民生活課 南区 新橋町 1984 2,159.42 ◎

43 集会施設 可美協働センター 南区区民生活課 南区 増楽町 1996 2,028.11

44 集会施設 三方原協働センター 北区まちづくり推進課 北区 三方原町 1980 2,065.04 ◎

45 集会施設 都田協働センター 北区まちづくり推進課 北区 都田町 1979 1,829.80 ◎

46 集会施設 中瀬南部緑地会館 都市整備部公園管理事務所 浜北区 中瀬 2001 464.69

47 集会施設 北浜南部協働センター 浜北区まちづくり推進課 浜北区 寺島 1996 1,128.24

48 集会施設 浜名協働センター 浜北区まちづくり推進課 浜北区 小松 1985 2,087.65 ◎

49 集会施設 中瀬協働センター 浜北区まちづくり推進課 浜北区 中瀬 1993 1,122.93

50 集会施設 麁玉協働センター 浜北区まちづくり推進課 浜北区 宮口 1988 919.71

51 集会施設 浜北地域活動・研修センター 浜北区まちづくり推進課 浜北区 於呂 1980 1,751.46 ◎

52 集会施設 二俣協働センター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 二俣町二俣 1980 2,244.53 ◎

53 集会施設 熊ふれあいセンター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 熊 1994 758.09

54 集会施設 上阿多古ふれあいセンター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 西藤平 1980 1,682.09 ◎

55 集会施設 下阿多古ふれあいセンター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 上野 1976 764.87 ◎

56 集会施設 光明ふれあいセンター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 山東 1977・1998 1,158.68 ◎

57 集会施設 竜川ふれあいセンター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 横山町 1994 1,246.08

58 集会施設 城西ふれあいセンター 天竜区佐久間協働センター 天竜区 佐久間町奥領家 1990 1,272.13

59 集会施設 山香ふれあいセンター 天竜区佐久間協働センター 天竜区 佐久間町大井 2002 672.94

60 集会施設 浦川ふれあいセンター 天竜区佐久間協働センター 天竜区 佐久間町浦川 1971 655.32 ◎

61 集会施設 江東会館 中区社会福祉課 中区 富吉町 1980 504.25 ◎

62 集会施設 城北会館 中区社会福祉課 中区 文丘町 1978 529.88 ◎

63 集会施設 北星会館 中区社会福祉課 中区 花川町 1979 462.03 ◎

64 集会施設 江西会館 中区社会福祉課 中区 春日町 1982 477.51 ◎

65 集会施設 佐久間歴史と民話の郷会館・旧佐久間協働センター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 佐久間町佐久間 1996 8,798.09

66 集会施設 佐久間協働センター体育館 天竜区佐久間協働センター 天竜区 佐久間町佐久間 1992 951.80

67 集会施設 市民音楽ホール 市民部創造都市・文化振興課 北区 新都田三丁目 2020 5,986.46

1 文化・観光施設 フラワーパーク 都市整備部緑政課 西区 舘山寺町 1970・2002 6,377.11 ◎

2 文化・観光施設 国民宿舎奥浜名湖 北区まちづくり推進課 北区 細江町気賀 2003 3,143.18
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3 文化・観光施設 浜松科学館 市民部創造都市・文化振興課 中区 北寺島町 1986 6,891.95

4 文化・観光施設 美術館 市民部美術館 中区 松城町 1971 2,621.72 ◎

5 文化・観光施設 博物館 市民部文化財課 中区 蜆塚四丁目 1979 3,197.90 ◎

6 文化・観光施設 あらたまの湯 浜北区まちづくり推進課 浜北区 四大地 2007 2,069.72

7 文化・観光施設 秋野不矩美術館 市民部美術館 天竜区 二俣町二俣 1997 999.63

8 文化・観光施設 賀茂真淵記念館 市民部文化財課 中区 東伊場一丁目 1984 715.66 ◎

9 文化・観光施設 浜松復興記念館 中区まちづくり推進課 中区 利町 1988 685.40

10 文化・観光施設 茶室「松韻亭」 市民部創造都市・文化振興課 中区 鹿谷町 1997 362.95

11 文化・観光施設 渚園 西区まちづくり推進課 西区 舞阪町弁天島 1979 590.87 ◎

12 文化・観光施設 浜松まつり会館 南区区振興課 南区 中田島町 1985 1,696.54

13 文化・観光施設 姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館 北区まちづくり推進課 北区 細江町気賀 1980 624.00 ◎

14 文化・観光施設 みかんの里資料館 産業部農地整備課 北区 三ヶ日町福長 2006 256.14

15 文化・観光施設 奥浜名湖田園空間博物館総合案内所 産業部農地整備課 北区 細江町気賀 2003 573.64

16 文化・観光施設 春野歴史民俗資料館 天竜区春野協働センター 天竜区 春野町宮川 1994 472.30

17 文化・観光施設 水窪民俗資料館 天竜区水窪協働センター 天竜区 水窪町地頭方 1997 681.67

18 文化・観光施設 浜松魅力発信館　The GATE HAMAMATSU 産業部観光・シティプロモーション課 中区 旭町 2006 798.58

19 文化・観光施設 浜松市地域遺産センター 市民部文化財課 北区 引佐町井伊谷 1982 3,136.43 ◎

1 スポーツ施設 四ツ池公園陸上競技場 市民部スポーツ振興課 中区 上島六丁目 1981 1,791.00 ◎

2 スポーツ施設 四ツ池公園浜松球場 市民部スポーツ振興課 中区 上島六丁目 1979 5,524.30 ◎

3 スポーツ施設 花川運動公園庭球場 市民部スポーツ振興課 中区 西丘町 2001 5,144.48

4 スポーツ施設 武道館 中区まちづくり推進課 中区 西浅田二丁目 1977 2,056.82 ◎

5 スポーツ施設 北部水泳場 中区まちづくり推進課 中区 高丘西四丁目 1997 2,392.69

6 スポーツ施設 雄踏総合体育館 西区まちづくり推進課 西区 雄踏町宇布見 2006 4,605.37

7 スポーツ施設 舞阪総合体育館 西区まちづくり推進課 西区 舞阪町舞阪 2003 3,980.03

8 スポーツ施設 佐鳴湖公園 都市整備部公園管理事務所 西区 入野町 1979・1989・2001 2,492.18 ◎

9 スポーツ施設 雄踏総合公園庭球場、水泳場 都市整備部公園管理事務所 西区 雄踏町宇布見 1984 1,156.71 ◎

10 スポーツ施設 新橋体育センター体育館 南区区民生活課 南区 新橋町 1978 1,815.31 ◎

11 スポーツ施設 可美公園体育館、水泳場、弓道場 南区区民生活課 南区 増楽町 1985 9,215.14

12 スポーツ施設 三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センター 北区まちづくり推進課 北区 三ヶ日町都筑 1993 2,707.51

13 スポーツ施設 細江総合体育センター体育館 北区まちづくり推進課 北区 細江町中川 1974 972.00 ◎

14 スポーツ施設 引佐総合体育館 北区まちづくり推進課 北区 引佐町横尾 1991 5,836.70

15 スポーツ施設 浜北体育館 浜北区まちづくり推進課 浜北区 西美薗 2016 1,302.38

16 スポーツ施設 サンライフ浜北 浜北区まちづくり推進課 浜北区 竜南 1982 1,511.59 ◎

17 スポーツ施設 浜北武道館 浜北区まちづくり推進課 浜北区 竜南 1983 1,235.07 ◎

18 スポーツ施設 明神池運動公園 浜北区まちづくり推進課 浜北区 宮口 1990 7,458.62

19 スポーツ施設 天竜ボート場艇庫 天竜区まちづくり推進課 天竜区 月 1990 1,379.77

20 スポーツ施設 天竜体育館 天竜区まちづくり推進課 天竜区 二俣町二俣 1972 1,393.00 ◎

21 スポーツ施設 水窪総合体育館 天竜区まちづくり推進課 天竜区 水窪町地頭方 2003 2,570.00

22 スポーツ施設 天竜林業体育館 産業部林業振興課 天竜区 月 1991 497.04

23 スポーツ施設 天竜Ｂ＆Ｇ海洋センター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 二俣町阿蔵 1998 1,601.11

24 スポーツ施設 船明ダム運動公園（体育施設） 天竜区まちづくり推進課 天竜区 船明 1992 3,960.81

25 スポーツ施設 天竜武道館 天竜区まちづくり推進課 天竜区 二俣町二俣 1983 506.35 ◎

26 スポーツ施設 佐久間瞑想館 天竜区まちづくり推進課 天竜区 佐久間町浦川 1992 343.00

27 スポーツ施設 伊砂ボートパーク艇庫 天竜区まちづくり推進課 天竜区 伊砂 2000 1,089.39

28 スポーツ施設 奥山体育センター 北区まちづくり推進課 北区 引佐町奥山 1984 1,387.90 ◎

29 スポーツ施設 龍山健康増進センター 天竜区まちづくり推進課 天竜区 龍山町戸倉 1982 924.90 ◎

1 図書館 中央図書館 市民部中央図書館 中区 松城町 1981 5,162.61 ◎

2 図書館 城北図書館 市民部中央図書館 中区 和地山二丁目 2006 7,678.30

3 図書館 西図書館 市民部中央図書館 中区 西伊場町 1979 1,326.00 ◎

4 図書館 南図書館 市民部中央図書館 中区 海老塚二丁目 1992 982.33

5 図書館 北図書館 市民部中央図書館 中区 葵東一丁目 1983 1,352.53 ◎
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6 図書館 積志図書館 市民部中央図書館 東区 積志町 1980 1,228.80 ◎

7 図書館 東図書館 市民部中央図書館 東区 子安町 1982 1,160.32 ◎

8 図書館 舞阪図書館・郷土資料館 市民部中央図書館 西区 舞阪町舞阪 1990 2,108.76

9 図書館 雄踏図書館 市民部中央図書館 西区 雄踏町宇布見 1998 1,568.82

10 図書館 はまゆう図書館 市民部中央図書館 西区 大人見町 2004 2,258.94

11 図書館 南陽図書館 市民部中央図書館 南区 下江町 1984 1,109.76 ◎

12 図書館 可新図書館 市民部中央図書館 南区 小沢渡町 1997 1,349.23

13 図書館 引佐図書館 市民部中央図書館 北区 引佐町井伊谷 1986 1,070.10

14 図書館 三ヶ日図書館 市民部中央図書館 北区 三ヶ日町宇志 1999 1,879.00

15 図書館 細江図書館 市民部中央図書館 北区 細江町気賀 1990 1,396.69

16 図書館 佐久間図書館 市民部中央図書館 天竜区 佐久間町佐久間 1989 360.84

17 図書館 春野図書館 市民部中央図書館 天竜区 春野町宮川 1992 659.62

18 図書館 都田図書館 市民部中央図書館 北区 都田町 2016 1,181.73

1 児童福祉施設 児童相談所 こども家庭部児童相談所 南区 （秘匿事項なので、残りの住所は記載しない） 2006 851.40

2 児童福祉施設 江西児童館 中区社会福祉課 中区 春日町 1982 217.49 ◎

3 児童福祉施設 北星児童館 中区社会福祉課 中区 花川町 1979 199.01 ◎

4 児童福祉施設 天竜児童館 天竜区社会福祉課 天竜区 二俣町鹿島 1980 400.13 ◎

1 保育園・幼稚園 花川保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 西丘町 1976 431.15 ◎

2 保育園・幼稚園 鴨江保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 鴨江二丁目 1977 888.93 ◎

3 保育園・幼稚園 権現谷保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 富塚町 1978 732.60 ◎

4 保育園・幼稚園 江西保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 神田町 1977 545.50 ◎

5 保育園・幼稚園 佐鳴台保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 佐鳴台三丁目 1979 778.26 ◎

6 保育園・幼稚園 寺島保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 寺島町 1979 735.71 ◎

7 保育園・幼稚園 西保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 布橋二丁目 1979 603.24 ◎

8 保育園・幼稚園 南保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 浅田町 1975 907.32 ◎

9 保育園・幼稚園 なのはな保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 中央三丁目 2005 1,003.38

10 保育園・幼稚園 笠井保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 笠井町 1993 684.20

11 保育園・幼稚園 積志保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 有玉北町 1973 634.00 ◎

12 保育園・幼稚園 中ノ町保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 中野町 1975 448.79 ◎

13 保育園・幼稚園 神田原保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 西山町 1970 503.30 ◎

14 保育園・幼稚園 舞阪第１保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 舞阪町弁天島 1982 534.82 ◎

15 保育園・幼稚園 舞阪第２保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 舞阪町舞阪 1972 658.95 ◎

16 保育園・幼稚園 雄踏保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 雄踏町宇布見 1994 1,046.77

17 保育園・幼稚園 可美保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 南区 若林町 1991 1,263.22

18 保育園・幼稚園 引佐保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 引佐町井伊谷 1986 557.00

19 保育園・幼稚園 三ヶ日保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 三ヶ日町三ヶ日 1981 970.26 ◎

20 保育園・幼稚園 三方原保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 東三方町 1982 619.92 ◎

21 保育園・幼稚園 都筑保育園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 三ヶ日町都筑 1983 767.06 ◎

22 保育園・幼稚園 花川幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 中区 花川町 1978 379.25 ◎

23 保育園・幼稚園 笠井幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 笠井町 2002 1,191.00

24 保育園・幼稚園 中ノ町幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 中野町 1972 989.40 ◎

25 保育園・幼稚園 豊西幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 豊西町 1978 744.00 ◎

26 保育園・幼稚園 万斛幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 中郡町 1979 1,106.00 ◎

27 保育園・幼稚園 有玉幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 有玉南町 1975 777.00 ◎

28 保育園・幼稚園 与進幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 市野町 1981 1,007.00 ◎

29 保育園・幼稚園 和田幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 薬師町 1978 983.00 ◎

30 保育園・幼稚園 橋爪幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 東区 西ケ崎町 1979 912.61 ◎

31 保育園・幼稚園 伊佐見幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 伊左地町 1974 632.25 ◎

32 保育園・幼稚園 神久呂幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 神ケ谷町 1993 958.00

33 保育園・幼稚園 村櫛幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 村櫛町 1981 721.00 ◎

34 保育園・幼稚園 舞阪幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 舞阪町舞阪 1976 3,089.63 ◎
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35 保育園・幼稚園 北庄内幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 舘山寺町 1982 694.19 ◎

36 保育園・幼稚園 雄踏幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 雄踏町宇布見 1971 4,521.85 ◎

37 保育園・幼稚園 和地幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 西区 和地町 1973 454.00 ◎

38 保育園・幼稚園 可美幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 南区 増楽町 1982・1992 2,220.00 ◎

39 保育園・幼稚園 白脇幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 南区 寺脇町 1978 822.00 ◎

40 保育園・幼稚園 飯田幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 南区 飯田町 1980 695.00 ◎

41 保育園・幼稚園 芳川幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 南区 芳川町 1982 870.00 ◎

42 保育園・幼稚園 南の星幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 南区 西島町 2011 820.73

43 保育園・幼稚園 伊平幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 引佐町伊平 2001 641.00

44 保育園・幼稚園 伊目幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 細江町気賀 1992 550.00

45 保育園・幼稚園 引佐幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 神宮寺町 1996 1,384.00

46 保育園・幼稚園 奥山幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 引佐町奥山 1988 779.00

47 保育園・幼稚園 三方原幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 三方原町 1979 644.00 ◎

48 保育園・幼稚園 初生幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 初生町 1979 699.00 ◎

49 保育園・幼稚園 西気賀幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 細江町気賀 1997 760.00

50 保育園・幼稚園 中央幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 細江町気賀 1982 841.00 ◎

51 保育園・幼稚園 中川幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 細江町中川 1975 1,181.00 ◎

52 保育園・幼稚園 引佐北部みさと幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 引佐町田沢 1983 482.00 ◎

53 保育園・幼稚園 尾奈幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 三ヶ日町下尾奈 1978 359.00 ◎

54 保育園・幼稚園 豊岡幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 豊岡町 1983 997.00 ◎

55 保育園・幼稚園 金指幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 引佐町金指 1982 559.00 ◎

56 保育園・幼稚園 高台幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 細江町中川 1979 617.00 ◎

57 保育園・幼稚園 大崎幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 三ヶ日町大崎 1979 258.00 ◎

58 保育園・幼稚園 平山幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 北区 三ヶ日町平山 1983 369.00 ◎

59 保育園・幼稚園 宮口幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 宮口 1984 799.51 ◎

60 保育園・幼稚園 小松幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 小松 1989 749.59

61 保育園・幼稚園 新原幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 新原 1971・1986 898.36 ◎

62 保育園・幼稚園 赤佐西幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 於呂 1976 886.41 ◎

63 保育園・幼稚園 中瀬幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 中瀬 1977 1,170.98 ◎

64 保育園・幼稚園 内野幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 内野 2011 1,303.52

65 保育園・幼稚園 北浜中央幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 西美薗 1973 895.94 ◎

66 保育園・幼稚園 北浜東幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 善地 1983 674.12 ◎

67 保育園・幼稚園 北浜南幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 寺島 1968 1,051.09 ◎

68 保育園・幼稚園 上島幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 上島 1979・1987 662.24 ◎

69 保育園・幼稚園 赤佐幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 於呂 1982 628.40 ◎

70 保育園・幼稚園 平口幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 平口 1981 645.65 ◎

71 保育園・幼稚園 北浜北幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 浜北区 小林 1982 592.90 ◎

72 保育園・幼稚園 浦川幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 佐久間町浦川 1999 438.84

73 保育園・幼稚園 下阿多古幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 両島 1986 477.00

74 保育園・幼稚園 気田幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 春野町気田 1996 656.51

75 保育園・幼稚園 犬居幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 春野町堀之内 1987 434.32

76 保育園・幼稚園 光明幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 山東 1997 800.35

77 保育園・幼稚園 佐久間幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 佐久間町半場 1997 434.85

78 保育園・幼稚園 上阿多古幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 西藤平 1991 302.00

79 保育園・幼稚園 二俣幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 二俣町二俣 1995 885.90

80 保育園・幼稚園 竜川幼稚園 こども家庭部幼児教育・保育課 天竜区 横山町 1984 323.00 ◎

1 保健施設 保健所 健康福祉部保健所保健総務課 中区 鴨江二丁目 1982 2,129.55 ◎

2 保健施設 保健環境研究所 健康福祉部保健環境研究所 東区 上西町 1999 3,325.35

3 保健施設 東部保健福祉センター（いきいきプラザ天竜川） 東区健康づくり課 南区 青屋町 2003 1,494.75

4 保健施設 細江健康センター 北区健康づくり課 北区 細江町気賀 1983 613.00 ◎

5 保健施設 浜北保健センター 浜北区健康づくり課 浜北区 平口 1988 906.66
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6 保健施設 天竜保健福祉センター 天竜区健康づくり課 天竜区 二俣町二俣 1979 1,698.11 ◎

7 保健施設 龍山保健センター 天竜区健康づくり課 天竜区 龍山町戸倉 1999 2,038.53

1 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター竜西 東区長寿保険課 東区 中郡町 1988 1,803.52

2 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター湖東 西区長寿保険課 西区 和地町 1971 1,063.03 ◎

3 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター湖南 西区長寿保険課 西区 馬郡町 1985 1,761.36 ◎

4 高齢者福祉施設 ふれあい交流センターつつじ 西区長寿保険課 西区 雄踏町宇布見 1991 353.98

5 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター舞阪 西区長寿保険課 西区 舞阪町舞阪 1983 1,989.48 ◎

6 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター陽だまり 西区長寿保険課 西区 舞阪町弁天島 2001 290.30

7 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター可美 南区長寿保険課 南区 増楽町 1992 1,729.23

8 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター江之島 南区長寿保険課 南区 江之島町 1980 1,215.15 ◎

9 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター青龍 南区長寿保険課 南区 青屋町 2003 2,063.48

10 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター萩原 北区長寿保険課 北区 初生町 1991 1,707.82

11 高齢者福祉施設 細江介護予防センター 北区長寿保険課 北区 細江町気賀 2002 549.60

12 高齢者福祉施設 三ヶ日総合福祉センター 北区社会福祉課 北区 三ヶ日町宇志 1995 3,010.53

13 高齢者福祉施設 ふれあい交流センター浜北 浜北区長寿保険課 浜北区 小林 1999 2,301.63

14 高齢者福祉施設 水窪高齢者交流センター 天竜区長寿保険課 天竜区 水窪町奥領家 1983 233.30 ◎

15 高齢者福祉施設 春野福祉センター 天竜区社会福祉課 天竜区 春野町宮川 1998 1,516.82

1 その他福祉施設 子どものこころの診療所 健康福祉部障害保健福祉課 中区 鴨江二丁目 1974 827.49 ◎

2 その他福祉施設 子育て情報センター こども家庭部子育て支援課 中区 中央三丁目 2005 573.29

3 その他福祉施設 アンサンブル江之島 健康福祉部障害保健福祉課 南区 江之島町 1981 3,701.32 ◎

4 その他福祉施設 根洗学園 健康福祉部障害保健福祉課 北区 根洗町 1974 1,257.13 ◎

5 その他福祉施設 発達医療総合福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課 浜北区 高薗 1992 7,853.86

6 その他福祉施設 家内労働福祉センター 産業部産業振興課 中区 曳馬六丁目 1996 634.66

1 産業振興施設 総合産業展示館 産業部産業振興課 東区 流通元町 1971 8,720.29 ◎

1 消防施設 消防へリポート 消防局消防総務課 浜北区 四大地 2009 875.06

2 消防施設 消防局・中消防署 消防局消防総務課 中区 下池川町 1991 7,348.57

3 消防施設 南消防署 消防局消防総務課 中区 森田町 1972 1,145.42 ◎

4 消防施設 消防車両整備工場 消防局消防総務課 中区 森田町 1978 211.41 ◎

5 消防施設 中消防署鴨江出張所・浜松第１６分団 消防局消防総務課 中区 鴨江二丁目 2010 1,277.89

6 消防施設 中消防署富塚出張所・浜松第８分団 消防局消防総務課 中区 富塚町 1987 599.92

7 消防施設 中消防署相生出張所・浜松第７分団 消防局消防総務課 中区 相生町 1988 885.26

8 消防施設 中消防署高台出張所 消防局消防総務課 中区 住吉三丁目 1971 365.00 ◎

9 消防施設 東消防署 消防局消防総務課 東区 篠ケ瀬町 1977 949.20 ◎

10 消防施設 東消防署上石田出張所 消防局消防総務課 東区 上石田町 1999 1,472.61

11 消防施設 東消防署有玉出張所 消防局消防総務課 東区 有玉南町 2002 1,423.63

12 消防施設 西消防署 消防局消防総務課 西区 馬郡町 1991 1,090.74

13 消防施設 西消防署湖東出張所 消防局消防総務課 西区 伊左地町 1979 360.20 ◎

14 消防施設 西消防署庄内出張所 消防局消防総務課 西区 庄内町 1978 632.50 ◎

15 消防施設 西消防署大平台出張所 消防局消防総務課 西区 大平台三丁目 2014 823.09

16 消防施設 南消防署白脇出張所・浜松第１３分団 消防局消防総務課 南区 白羽町 1981 547.95 ◎

17 消防施設 南消防署芳川出張所 消防局消防総務課 南区 四本松町 2018 797.07

18 消防施設 北消防署 消防局消防総務課 北区 細江町三和 1998 3,193.79

19 消防施設 北消防署三ヶ日出張所 消防局消防総務課 北区 三ヶ日町三ヶ日 1984 623.59 ◎

20 消防施設 北消防署曳馬野出張所 消防局消防総務課 北区 三方原町 1993 1,694.19

21 消防施設 北消防署引佐出張所 消防局消防総務課 北区 引佐町東黒田 1989 309.34

22 消防施設 浜北消防署 消防局消防総務課 浜北区 西美薗 1981 1,411.58 ◎

23 消防施設 浜北消防署赤佐出張所 消防局消防総務課 浜北区 於呂 1983 306.97 ◎

24 消防施設 天竜消防署 消防局消防総務課 天竜区 二俣町二俣 2011 1,339.19

25 消防施設 天竜消防署春野出張所・防災センター 消防局消防総務課 天竜区 春野町宮川 1994 787.08

26 消防施設 天竜消防署水窪出張所 消防局消防総務課 天竜区 水窪町奥領家 2007 374.04

27 消防施設 天竜消防署佐久間出張所 消防局消防総務課 天竜区 佐久間町中部地先 2004 590.29
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1 その他教育施設 看護専門学校 健康福祉部看護専門学校 中区 佐鳴台五丁目 2019 3,578.42

2 その他教育施設 青少年の家 こども家庭部次世代育成課 中区 住吉四丁目 2010 1,403.67

3 その他教育施設 動物愛護教育センター 都市整備部動物園 西区 舘山寺町 2014 994.87

4 その他教育施設 外国人学習支援センター 企画調整部国際課 西区 雄踏町宇布見 1971 2,585.55 ◎

5 その他教育施設 教育センター 学校教育部教育センター 北区 東三方町 2015 990.00

6 その他教育施設 かわな野外活動センター 学校教育部指導課 北区 引佐町川名 1989 7,182.52

7 その他教育施設 天竜自然体験センター湖畔の家 天竜区まちづくり推進課 天竜区 月 1990 1,337.03

8 その他教育施設 ほっとエリア阿多古活動拠点施設 学校教育部指導課 天竜区 上野 1994 494.00

9 その他教育施設 雄踏学校給食センター 学校教育部健康安全課 西区 雄踏町宇布見 1977 1,061.28 ◎

10 その他教育施設 引佐学校給食センター 学校教育部健康安全課 北区 引佐町横尾 2005 1,821.95

11 その他教育施設 浜北学校給食センター 学校教育部健康安全課 浜北区 寺島 2006 3,619.76

12 その他教育施設 天竜学校給食センター 学校教育部健康安全課 天竜区 船明 2009 1,256.56

13 その他教育施設 春野学校給食センター 学校教育部健康安全課 天竜区 春野町気田 1998 622.00

14 その他教育施設 防災学習センター 危機管理監危機管理課 中区 山下町 1989 1,932.48

1 公園施設 四ツ池公園 都市整備部公園管理事務所 中区 上島六丁目 2003 505.54

2 公園施設 新川緑地 都市整備部公園管理事務所 中区 田町 1986 381.63

3 公園施設 遠州灘海浜公園 都市整備部公園管理事務所 南区 江之島町 1988 467.28

4 公園施設 緑化推進センター 都市整備部緑政課 南区 大塚町 1975 603.03 ◎

5 公園施設 美薗中央公園 都市整備部公園管理事務所 浜北区 西美薗 1999 359.80

1 病院 あたご診療所 天竜区健康づくり課 天竜区 西藤平 2003 252.46

1 その他施設 舞阪駅南北連絡通路 土木部南土木整備事務所 西区 馬郡町 2004 719.35

2 その他施設 高塚駅南北自由通路 土木部南土木整備事務所 南区 高塚町 2015 730.83

3 その他施設 天竜川駅自由通路 土木部東・浜北土木整備事務所 東区 天龍川町 2018 577.23


