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（第 66 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課  

浜松市総合体育館条例の一部改正について 

（提案理由） 

スポーツ施設の使用料について、平成２７年度に実施した公共関与の必要性や利用者

間の公平性の観点から、受益者負担水準の統一を図るとした使用料の見直しに基づき、

条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

同種施設における料金の差異の解消を目的として、現行単価を元に受益者負担率を 

考慮し、施設区分ごとに設定した基準単価に統一を図るものです。ただし、現行単価と

基準単価に著しく差異がある場合は、現行単価の１．５倍を上限とします。 

なお、今回の改正は、令和元年度末に指定管理者の更新を迎える施設及び直営施設で  

ある「龍山健康増進センター」について行うものです。 

施設区分・施設名称等 
施設料金（円） 

改正前 改正後 

（１）体育館Ａ（全面利用２時間あたり基準単価３，５００円） 

 引佐総合体育館 全面(体育活動に利用する場合) 1,800 2,700 

（２）体育館Ｂ（全面利用２時間あたり基準単価７２０円） 

 細江総合体育センター 全面 540 720 

 奥山体育センター 全面 

※利用時間区分を他の体育館と統一するもの 
720 720 

 龍山健康増進センター 体育室 340 500 

（３）庭球場（１面につき２時間あたり基準単価１，１００円） 

 引佐総合体育館 庭球場 660 990 

（４）武道場（半面につき２時間あたり基準単価４００円） 

 引佐総合体育館 柔道場・剣道場 300 400 

 ※表中の利用料金は、利用区分・利用時間区分が複数ある場合は、最も標準的な    

パターンを２時間あたりの金額で示したものです。 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。 

２ この条例の施行の際現に当該利用の許可（浜松市細江総合体育センター、浜松市  

引佐総合体育館及び龍山健康増進センターに係るものに限ります。）を受けている者の

当該許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例によるものです。 
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（第 67 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課  

浜松市運動広場条例の一部改正について 

（提案理由） 

スポーツ施設の使用料について、平成２７年度に実施した公共関与の必要性や利用者

間の公平性の観点から、受益者負担水準の統一を図るとした使用料の見直しに基づき、

条例の一部を改正するものです。 

また、浜松市引佐運動広場については、指定管理者制度を導入し、利用料金制とする

ため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

１ 使用料見直し 

同種施設における料金の差異の解消を目的として、現行単価を元に受益者負担率を

考慮し、施設区分ごとに設定した基準単価に統一を図るものです。ただし、現行単価

と基準単価に著しく差異がある場合は、現行単価の１．５倍を上限とします。

なお、今回の改正は、令和元年度末に指定管理者の更新を迎える施設及び「引佐運

動広場」、「春野総合運動場」、「水窪グラウンド」について行うものです。

施設区分・施設名称等
施設料金（円）

改正前 改正後

（１）野球場（２時間あたり基準単価１，７８０円） 

 細江総合グラウンド 1,230 1,780 

 春野総合運動場 790 1,180 

（２）運動広場（２時間あたり基準単価１，７８０円） 

 細江総合グラウンド 

全面 

1,230 1,780 

 引佐運動広場 1,600 1,780 

 水窪グラウンド 310 460 

※表中の利用料金は、利用区分・利用時間区分が複数ある場合は、最も標準的な   

パターンを２時間あたりの金額で示したものです。
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２ 指定管理制度の導入

   浜松市引佐運動広場の管理について、指定管理者制度を導入するものです。

項 目 適 用

指定管理者制度 ○

公募 ○

利用料金制 ○

（施行期日等）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。 

２ この条例の施行の際現に当該利用の許可（浜松市細江総合グラウンド及び浜松市水

窪グラウンドに係るものに限ります。）を受けている者の当該許可に係る利用料金又

は使用料については、なお従前の例によるものです。 

３ 引佐運動場広場に係る指定管理者の指定及び指定の手続きその他の行為は、この 

条例の施行日前においても行うことができるとするものです。 

（位置図）

引佐運動広場

新東名浜松いなさ

インターチェンジ
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（第 68 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課  

浜松市庭球場条例の一部改正について 

（提案理由） 

スポーツ施設の使用料について、平成２７年度に実施した公共関与の必要性や利用者

間の公平性の観点から、受益者負担水準の統一を図るとした使用料の見直しに基づき、

条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

同種施設における料金の差異の解消を目的として、現行単価を元に受益者負担率を 

考慮し、施設区分ごとに設定した基準単価に統一を図るものです。ただし、現行単価と

基準単価に著しく差異がある場合は、現行単価の１．５倍を上限とします。

今回の改正は、現行単価と基準単価に差異のある「水窪テニスコート」について改正

するものです。

施設区分・施設名称等
施設料金（円）

改正前 改正後

（１）庭球場（全面利用２時間あたり基準単価１，１００円）

水窪テニスコート１面につき 310 460 

（施行期日等）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。

２ この条例の施行の際現に当該利用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料

については、なお従前の例によるものです。 
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（第 69 号議案の説明資料） 

人事課  

浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部改正 

について 

（提案理由） 

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９号。以下

「法」という。）の一部改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改定するため、条例の一部を

改正するものです。 

（改正内容） 

  法に規定する選挙長等の費用弁償額に準じて、以下のとおり改定を行うものです。 

 改定前 改定後 

選挙長及び開票管理者 日額 10,600円 日額 10,800 円 

投票所の投票管理者 日額 12,600円 日額 12,800 円 

期日前投票所の投票管理者 日額 11,100円 日額 11,300 円 

投票所の投票立会人 日額 10,700円 日額 10,900 円 

期日前投票所の投票立会人 日額  9,500円 日額  9,600 円 

開票立会人及び選挙立会人 日額  8,800円 日額  8,900 円 

（施行期日） 

  この条例は、公布の日から施行するものです。 
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（第 70 号議案の説明資料） 

林業振興課  

浜松市森林環境基金に関する条例の一部改正について 

（提案理由） 

  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の制定・施行に伴い、法令等の趣旨に  

則り、浜松市森林環境基金を活用するため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

 １ 積立て（第２条）

   現 行 （１）予算で定める額 

（２）寄附金 

   改正案 （１）毎会計年度における森林環境譲与税のうち予算で定める額  

（２）前号に定めるもののほか、予算で定める額 

（３）寄附金 

 ２ 処分（第６条）

   現 行  基金は、森林、河川等の自然環境を守り育てるための事業、森林の有す

る公益的機能を維持増進するための事業及び林業の振興を図るための事業

に要する経費に充てるときに限り処分することができる。 

   改正案  基金は、次に掲げる事業（第２条第１号に掲げる額として積み立てたも

のにあっては、第１号又は第２号に掲げる事業）に要する経費に充てると

きに限り処分することができる。 

（１）森林の整備に関する施策に係る事業 

（２）森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機

能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に

関する施策に係る事業 

（３）前２号に掲げるもののほか、森林、河川等の自然を守り育て、森林

の有する公益的機能を維持増進し、又は林業の振興を図るための事業 

（施行期日）

  この条例は、公布の日から施行するものです。

-7-



（第 71 号議案の説明資料） 

税務総務課  

浜松市税条例等の一部改正について 

（提案理由） 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等の一部改正に伴い、住宅借入金等特別税額

控除の期間延長、単身児童扶養者の非課税措置、法人市民税の申告納付手続の見直し、

新築住宅等の固定資産税の減額措置、軽自動車税のグリーン化特例の見直し等その他 

所要の整備を行うため、浜松市税条例等の一部を改正するものです。 

（主な改正内容） 

 １ 市民税 

（１）個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の期間延長 

ア 改正内容 

令和元年１０月１日から令和２年１２月３１日までの間に居住の用に供した

住宅の取得者に対する住宅借入金等特別税額控除の適用期間を３年延長するもの

です。 

   イ 適用 

令和元年度以後の年度分の個人市民税について適用するものです。 

（２）個人市民税の単身児童扶養者の非課税措置 

   ア 改正内容 

子どもの貧困対策として、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得

金額が１３５万円未満のひとり親を個人市民税の非課税対象とするものです。 

   イ 適用 

     令和３年度以後の年度分の個人市民税について適用するものです。 

（３）法人市民税の申告納付手続の見直し 

ア 改正内容 

電子申告が義務化される大法人について、災害等により電子申告ができない 

場合の手続を規定するものです。 

   イ 適用 

令和２年４月１日以後に開始する事業年度分の法人市民税及び同日以後に開始

する連結事業年度分の法人市民税について適用するものです。 

２ 固定資産税 

（１）新築住宅等に対する減額措置 

ア 改正内容 

高規格堤防の整備に伴う建替家屋に対する固定資産税額の減額措置を受け 
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ようとする場合の手続を規定するものです。 

   イ 適用 

     令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用するものです。 

３ 軽自動車税 

（１）グリーン化特例の延長 

     ア 改正内容 

       現行のグリーン化特例（軽課）を令和３年度まで延長するものです。 

     イ 適用 

令和元年度の軽自動車税及び令和２年度以後の年度分の種別割について 

適用するものです。 

（２）グリーン化特例の見直し 

ア 改正内容 

令和３年度及び令和４年度に取得した車両に対するグリーン化特例について、

対象を電気自動車等に限定した上で、令和５年度まで延長するものです。 

     イ 適用 

        令和４年度以後の年度分の種別割について適用するものです。 

（３）環境性能割の税率の特例措置 

     ア 改正内容 

令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に取得した自家用軽

自動車の環境性能割の税率を１％分軽減するものです。 

      イ 適用 

令和元年１０月１日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する

環境性能割について適用するものです。 

（施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行するものです。 

 ２ １（２）個人市民税の単身児童扶養者の非課税措置に関する改正は令和３年１月  

１日、１（３）法人市民税の申告納付手続の見直しに関する改正は令和２年４月１日、

３（２）軽自動車税のグリーン化特例の見直しに関する改正は令和３年４月１日に、

それぞれ施行するものです。 
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（第 72 号議案の説明資料） 

建築行政課 

土地政策課  

浜松市手数料条例及び浜松市景観条例の一部改正について 

（提案理由） 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、用途規制に関する許可

申請手続きの合理化及び一時的な用途変更の許可制度が創設されたことから、新たに 

申請手数料を定めるほか、引用条項を整理するため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

１ 浜松市手数料条例関連（建築行政課） 

（１）用途規制に関する許可申請手続きの合理化 

   再許可となる建築物及び日常生活に必要な建築物（コンビニエンスストア等）で

一定の条件を満たすものについて、一部の手続きを省略し、許可するものです。 

・(17) 再許可となる建築物で、利害関係者の意見の聴取及び建築

審査会の同意の取得を行わない場合の用途許可の申請    120,000 円

・(18) 建築審査会の同意の取得を行わない建築物の用途許可の申請 140,000 円 

（２）一時的な用途変更に伴う許可制度の創設

    既存の建築物の用途を変更して、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合、  

一時的に他用途（興行場、博覧会建築物等）への使用を許可するものです。 

  ・(61) 既存の建築物について行う１年以内の期間での他用途への 

使用許可の申請                     120,000 円 

   ・(62) 既存の建築物について行う国際的な規模の会議又は競技会 

等で１年を超える期間での他用途への使用許可の申請    160,000 円 

 ２ 浜松市景観条例関連（土地政策課） 

建築基準法の一部改正によって生じる引用条項のずれを改めるものです。 

（施行期日等） 

 １ この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行

の日又はこの条例の公布の日の翌日のいずれか遅い日から施行するものです。 

 ２ なお、上記（改正内容）の１浜松市手数料条例関連（建築行政課）の規定は、この

条例の施行日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請

に係る手数料については、なお従前の例によるものです。 
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（第 73 号議案の説明資料） 

幼児教育・保育課  

浜松市子ども・子育て支援法施行条例の一部改正について 

（提案理由） 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）の一部改正に

伴い、幼児教育・保育の無償化に係る「子育てのための施設等利用給付」について、   

過料の規定を設けるため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

法に新設された幼児教育・保育の無償化に係る「子育てのための施設等利用給付」に

ついて、正当な理由なしに、報告や物件の提出・提示をせず、若しくは虚偽の報告や虚

偽の物件の提出・提示をした者等に対し１０万円以下の過料を科することができること

とするものです。 

（施行期日）

この条例は、令和元年１０月１日から施行するものです。
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（第 74 号議案の説明資料） 

介護保険課  

浜松市介護保険条例の一部改正について 

（提案理由） 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する

政令（平成３１年政令第１１８号）による介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）の一部改正に伴い、低所得者の保険料率を軽減するため、条例の一部を改正するも

のです。 

（改正内容） 

平成２７年４月から一部実施している低所得者の介護保険料の軽減について、令和元

年１０月の消費税率の引上げに合わせ、市民税非課税世帯の被保険者に係る保険料率を

改めるものです。 

所得段階 
改正前 改正後 

割 合 年額保険料（円） 割 合 年額保険料（円） 

第１段階 ０．４５ ２９，８８５ ０．３７５ ２４，９０４

第２段階 ０．４５ ２９，８８５ ０．３７５ ２４，９０４

第３段階 ０．６５ ４３，１６７ ０．５２５ ３４，８６６

第４段階 ０．７０ ４６，４８８ ０．６７５ ４４，８２８

  （第５段階以下については変更なし） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行するものです。 

２ 改正後の浜松市介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成  

３０年度分までの保険料については、なお従前の例によるものです。 
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（第 75 号議案の説明資料） 

産業総務課  

浜松市立勤労青少年ホーム条例の一部改正について 

（提案理由） 

  勤労青少年の利用促進を図るため勤労青少年の対象範囲を拡大し、受益者負担の観点

から勤労青少年の利用料金を設定するとともに、様々な市民が活用できるよう、開館時

間の延長及び夜間の利用料金を設定するため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

１ 勤労青少年の対象範囲の拡大 

   少子高齢化により勤労青少年の対象者が減少する一方で、継続雇用年齢の延伸に 

伴い、勤労者の平均年齢が高まる傾向にあるため、勤労青少年の対象範囲を拡大し、

利用促進を図るものです。 

改正前 改正後 

市内に住所を有し、又は勤務する年齢

３０歳未満の勤労青少年 

市内に住所を有し、又は勤務する年齢

４０歳未満の勤労青少年 

２ 勤労青少年の利用料金の設定 

 受益者負担の観点から、勤労青少年の利用料金を設定するものです。（利用料金は

４のとおり）

３ 開館時間の延長 

     広く市民が活用できるよう開館時間の延長を行うものです。 

区分 改正前 改正後 

施設 
月～金 9：00～21：30 

開館日全て 9：00～21：30 
土・日・祝 9：00～17：00 

庭球場 開館日全て 9：00～17：00 開館日全て 9：00～21：00 

４ 利用区分の変更等

   夜間の利用料金を設定するとともに、利用需要が低下しているパソコン室を会議室

１に変更するものです。   
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   時間 

利用区分 

午前９時から 

午後６時まで 

1 時間につき 

午後６時から 

午後９時まで 

1 時間につき 

午後９時から 

午後９時３０

分まで 

ホール 
市内等勤労青少年等 320 600 300 

その他 970 1,800 900 

料理 

実習室 

市内等勤労青少年等 280 410 200 

その他 560 830 410 

音楽室 
市内等勤労青少年等 280 410 200 

その他 560 830 410 

和室 
市内等勤労青少年等 240 270 130 

その他 480 540 270 

茶室 
市内等勤労青少年等 140 160 80 

その他 290 330 160 

会議室１ 
市内等勤労青少年等 390 600 300 

その他 790 1,200 600 

会議室２ 
市内等勤労青少年等 100 150 70 

その他 200 310 150 

会議室３ 
市内等勤労青少年等 100 150 70 

その他 200 310 150 

会議室４ 
市内等勤労青少年等 100 150 70 

その他 200 310 150 

大会議室 
市内等勤労青少年等 160 230 110 

その他 330 460 230 

美術 

工芸室 

市内等勤労青少年等 160 250 120 

その他 330 500 250 

体育館 

（全面） 

市内等勤労青少年等 450 500 250 

その他 900 1,000 500 

体育館 

（半面） 

市内等勤労青少年等 220 250 120 

その他 450 500 250 

※市内等勤労青少年等とは、市内等勤労青少年（市内等勤労青少年のみで利用する
場合に限る。）、勤労青少年団体又は勤労青少年福祉関係団体等のいずれかに該当
する者をいう。

（施行期日）

  この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。
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（第 76 号議案の説明資料） 

福祉総務課  

浜松市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

（提案理由） 

  災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）及び同法施行令（昭和

４８年政令第３７４号）の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率などを変更する  

ため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

 １ 利率（第１０条） 

保証人を立てる場合の貸付利率を無利子とするものです。また、保証人を立てない

場合の貸付利率は、延滞の場合を除き年３パーセント以内で規則で定める率とする 

ものです。（規則では、年１パーセントの利率を予定しています。） 

２ 償還（第１１条） 

償還方法に、月賦償還を追加するものです。 

３ 連帯保証人（第１２条） 

   保証人の要件から、「市内在住」を削除するものです。

４ 償還免除等（第１４条）

   政令の規定の引用条項を整理するものです。

（施行期日等）

 １ この条例は、公布の日から施行するものです。 

２ 平成３１年４月１日以後に生じた災害による貸付けについて、遡及適用するもので

す。 

 ３ 平成３１年４月１日前に生じた災害による貸付けについては、なお従前の例による

ものです。 
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（第 77 号議案の説明資料） 

中央卸売市場  

浜松市中央卸売市場業務条例の一部改正について 

（提案理由） 

  消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正による消費税及び地方消費税（以下

「消費税」という。）の税率引上げ等に伴い、消費税に係る規定及び使用料を改定するた

め、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

  条例に規定する卸売金額等について、現行、消費税率８％で規定しているものを、

１０％（ただし、軽減税率の対象となるものは８％）に改定するものです。

また、市場の施設使用料について、現行、消費税率８％を含む単価で規定しているも

のを、消費税１０％を含む単価に改定するものです。

税率 対象 条例関連項目

標準税率

１０％

役務の提供、課税資産の譲渡（軽減

対象資産を除く。）

市場の施設使用料、委託手数料、市場

における花きなど飲食料品以外の取

引

軽減税率

８％

軽減対象資産（酒類・外食を除く飲

食料品及び週２回以上発行される

新聞）の譲渡

市場における飲食料品の取引

（施行期日等）

 １ この条例は、令和元年１０月１日から施行するものです。

２ 改正後の市場の施設使用料の規定は、この条例の施行日以後の施設の利用に係る 

使用料について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料については、なお従前の

例によるものです。また、この条例の施行の際現に会議室の利用の許可等を受けてい

る者の会議室の利用に係る使用料については、なお従前の例によるものです。
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（第 78 号議案の説明資料） 

食肉地方卸売市場  

浜松市地方卸売市場業務条例の一部改正について 

（提案理由） 

  消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正による消費税及び地方消費税（以下

「消費税」という。）の税率引上げ等に伴い、消費税に係る規定及び使用料を改定するた

め、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

  条例に規定する卸売金額等について、現行、消費税率８％で規定しているものを、

１０％（ただし、軽減税率の対象となるものは８％）に改定するものです。

また、市場の施設使用料について、現行、消費税率８％を含む単価で規定しているも

のを、消費税１０％を含む単価に改定するものです。

税率 対象 条例関連項目

標準税率

１０％

役務の提供、課税資産の譲渡（軽減

対象資産を除く。）

市場の施設使用料、委託手数料、市場

における原皮（牛・豚の皮）など飲食

料品以外の取引

軽減税率

８％

軽減対象資産（酒類・外食を除く飲

食料品及び週２回以上発行される

新聞）の譲渡

市場における飲食料品の取引

（施行期日等） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行するものです。 

２ 改正後の市場の施設使用料の規定は、この条例の施行日以後の施設の利用に係る 

使用料について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料については、なお従前の

例によるものです。また、この条例の施行の際現に会議室の利用の許可等を受けてい

る者の会議室の利用に係る使用料については、なお従前の例によるものです。 
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（第 79 号議案の説明資料） 

市街地整備課

浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業施行条例の廃止について

（提案理由）

浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業が平成３０年度をもって完了したことに

伴い、条例を廃止するものです。

（改正内容）

  浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業施行条例（平成７年浜松市条例第２９号）

を廃止するものです。

（施行期日）

  この条例は、公布の日から施行するものです。

（参考）

浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業の経緯等

  ・都市計画決定 平成 ７年 ３月３１日

  ・事業計画決定 平成 ７年 ９月２２日

  ・換地処分公告 平成２５年 １月１１日

  ・事業施行年度 平成 ７年度～平成３０年度（清算期間を含む）

   ・総事業費   １６８億円

   ・施行面積   １７．３ｈａ
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位 置 図

拡 大 図
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（第 80 号議案の説明資料） 

公園課  

浜松市都市公園条例の一部改正について 

（提案理由） 

公園施設内のスポーツ施設の使用料について、平成２７年度に実施した公共関与の必

要性や利用者間の公平性の観点から、受益者負担水準の統一を図るとした使用料の見直

しに基づき、条例の一部を改正するものです。  

また、既存の指定管理者公園に隣接する公園について、新たに指定管理者施設とする

ため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

１ 使用料見直し 

同種施設における料金に対する差異の解消を目的として、現行単価を元に受益者 

負担率を考慮し、施設区分ごとに設定した基準単価に統一を図るものです。ただし、

現行単価と基準単価に著しく差異がある場合は、現行単価の１．５倍を上限とします。  

なお、今回の改正は、令和元年度末に指定管理者の更新を迎える次の施設に限り  

行うものです。 

施設区分・施設名称等 
利用料金（円） 

改正前 改正後 

（１）野球場（１面利用２時間あたり基準単価１，７８０円） 

 和地山公園 一般 1,360 1,780 

小学校の児童及び中

学校の生徒 
680 890 

（２）庭球場（２時間あたり基準単価１，１００円） 

 安間川公園 一般 1,040 1,100 

小学校の児童及び中

学校の生徒 
520 550 

ゆたか緑地 一般 1,040 1,100 

小学校の児童及び中

学校の生徒 
520 550 

高丘公園 一般 1,150 1,100 

小学校の児童及び中

学校の生徒 
570 550 

引佐総合公園 一般 1,150 1,100 

小学校の児童及び中

学校の生徒 
570 550 

※表中の利用料金は、利用区分・利用時間区分が複数ある場合は、最も標準的な   

パターンを２時間あたりの金額で示したものです。 
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２ 指定管理者制度の導入

既存の指定管理者公園に隣接する「ゆたか第２緑地」について、指定管理者制度を

導入するものです。

項目 適用 

指定管理者制度 〇 

公募 〇 

利用料金制 × 

（施行期日等）

 １ この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。 

 ２ この条例の施行の際現に当該利用の許可を受けている者の当該許可に係る利用料金

については、新条例の規定により算定した利用料金の額が改正前の旧条例の規定によ

り算定した利用料金の額を下回る場合を除き、なお従前の例によるものです。 

３ ゆたか第２緑地に係る指定管理者の指定及び指定の手続きその他の行為は、この 

施行日前においても行うことができるとするものです。 

（位置図（ゆたか第２緑地））
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（第 81 号議案の説明資料） 

公園課  

浜松市公園条例の一部改正について 

（提案理由） 

公園施設内のスポーツ施設の使用料について、平成２７年度に実施した公共関与の必

要性や利用者間の公平性の観点から、受益者負担水準の統一を図るとした使用料の見直

しに基づき、条例の一部を改正するものです。  

また、既存の指定管理者公園に隣接する公園について、新たに指定管理者施設とする

ため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

１ 使用料見直し 

同種施設における料金に対する差異の解消を目的として、現行単価を元に受益者 

負担率を考慮し、施設区分ごとに設定した基準単価に統一を図るものです。ただし、

現行単価と基準単価に著しく差異がある場合は、現行単価の１．５倍を上限とします。  

なお、今回の改正は、令和元年度末に指定管理者の更新を迎える都市公園条例に  

規定する公園にあわせ、「浜松市佐久間ふれあい運動公園」に限り行うものです。  

施設区分・施設名称等 
利用料金（円） 

改正前 改正後 

運動広場（多目的広場）（１面につき２時間あたり基準単価１，７８０円） 

浜松市佐久間ふれあい 

運動公園 
2 時間につき 390 580 

※表中の利用料金は、利用区分・利用時間区分が複数ある場合は、最も標準的な   

パターンを２時間あたりの金額で示したものです。 

２ 指定管理者制度の導入 

既存の指定管理者公園に隣接する「浜松市高丘緑地」について、指定管理者制度を  

導入するものです。 

項目 適用 

指定管理者制度 〇 

公募 〇 

利用料金制 × 
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（施行期日等）

 １ この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。 

 ２ この条例の施行の際現に当該利用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料に

ついては、なお従前の例によるものです。 

３ 浜松市高丘緑地に係る指定管理者の指定及び指定の手続きその他の行為は、この 

条例の施行日前においても行うことができるとするものです。 

（位置図（高丘緑地））
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（第 82 号議案の説明資料） 

住宅課  

浜松市営住宅条例の一部改正について 

（提案理由） 

  施設の老朽化に伴い、篠原団地及び西四村団地を廃止するため、条例の一部を改正す

るものです。

 概     要 

(1)名 称 浜松市営住宅篠原団地 

(2)所 在 地 浜松市西区篠原町 3963番地の 1 

(3)構 造 木造 

(4)施 設 概 要 市営住宅 5 棟 5 戸 

(5)建 築 時 期 昭和 29 年度 

(6)土地の状況 市有地 

(7)今後の方針 廃止(建物解体) 

 概     要 

(1)名 称 浜松市営住宅西四村団地 

(2)所 在 地 浜松市北区引佐町栃窪 662 番地の 1 

(3)構 造 プレキャストコンクリート造 

(4)施 設 概 要 市営住宅 2 棟 10 戸 

(5)建 築 時 期 昭和 48 年度 

(6)土地の状況 市有地 

(7)今後の方針 廃止(建物解体) 

（改正内容） 

  篠原団地及び西四村団地の廃止に伴い、一般住宅の名称及び位置を定めた別表第１の

１から当該２団地の項を削るものです。 

（施行期日）

この条例は、規則で定める日から施行するものです。 
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位置図 

①浜松市営住宅篠原団地 

②浜松市営住宅西四村団地 
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（第 83 号議案の説明資料） 

予防課  

浜松市火災予防条例の一部改正について 

（提案理由） 

不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）による工業標準

化法（昭和２４年法律第１８５号）の一部改正に伴い、引用字句の整理を行うとともに

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成 

１６年総務省令第１３８号）の一部改正に伴い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知

設備の設置の免除に関する規定を整理するため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

１ 引用字句の整理

第１６条第１項の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものです。

２ 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置の免除に関する規定の整理

（１）第２９条の５第１号

   住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備（以下「住警器等」という。）を設置し

ないことができるものとして規定しているスプリンクラー設備の閉鎖型スプリンク

ラーヘッド（以下「ヘッド」という。）の規格について、「作動時間が６０秒以内」

から「種別が１種」に改めるものです。

  ※ヘッドは、感度の高低により２種類の種別に区分されており、「作動時間６０秒 

以内」のヘッドは、「種別が１種」のヘッドに該当するものです。

（２）同条第６号 

   住警器等を設置しないことができるものとして「特定小規模施設用自動火災報知

設備を設置したとき」を第６号に加えるとともに、第６号を第７号に繰り下げるも

のです。 

 【参考】 

   ・住宅用火災警報器の例 

    共同住宅 

火元
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   ・特定小規模施設用自動火災報知設備の例 

       共同住宅の一部に旅館・ホテルが存するもの 

旅館・ホテル 火元

特定小規模施設 

カラオケボックス、旅館・ホテル、病院・診療所、老人福祉施設のうち

小規模な（延べ面積３００㎡未満）もの又はこれら用途（該当する面積が

３００㎡未満）を含む複数の用途に使用されている建築物をいう。 

特定小規模施設用自動火災報知設備 

 特定小規模施設に設置することができる自動火災報知設備で、通常、受

信機、発信機、感知器等で構成される自動火災報知設備とは異なり、無線

で連動して鳴動する感知器のみで構成することができる設備をいう。 

（施行期日）

この条例は、公布の日から施行するものです。ただし、第１６条第１項の改正は、   

令和元年７月１日から施行するものです。
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（第 84 号議案の説明資料）  

お客さまサービス課 

水道工事課 

浜松市水道事業給水条例及び浜松市技術上の監督業務を行わせる水道の布設 

工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改 

正について  

（提案理由）  

水道法（昭和３２年法律第１７７号）の一部改正により、令和元年１０月から「指定

給水装置工事事業者の指定」に５年ごとの更新制が導入されることに伴い、更新手数料

を新設するとともに、給水装置工事事業者が新規に指定を受ける際の手数料の額につい

て事務経費等を踏まえ見直しをするほか所要の整備を行うため、条例の一部を改正する

ものです。 

（改正内容）  

１ 浜松市水道事業給水条例 

（１）新規指定手数料の見直し（第３５条第１項第４号関係） 

現 行 １件につき１万５千円  

改正案 １件につき１万円 

（２）指定更新手数料の新設（第３５条第１項第５号関係） 

現 行 なし 

改正案 １件につき１万円 

（３）引用条項の整理（第３８条関係） 

水道法の一部改正に伴う水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）の一部改正

によって生じる引用条項のずれを改めるものです。 

２ 浜松市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道

技術管理者の資格を定める条例

引用条項の整理（第２条・第３条関係） １の（３）に同じ。

（施行期日等）  

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行するものです。  

 ２ 改正後の新規指定手数料の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手

数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例に

よるものです。 
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（第 85 号議案の説明資料） 

中央図書館 

浜松市立図書館条例の一部改正について 

（提案理由） 

  浜松市立城北図書館の管理運営について、浜松市指定管理者制度の実施に関する基本

指針（平成２９年４月１日施行）に基づき指定管理者制度を導入するため、条例の一部

を改正するものです。 

項 目 適 用

指定管理者制度 ○

公募 ○

利用料金制 ×

（改正内容） 

  令和２年４月１日から浜松市立城北図書館の管理運営について、指定管理者制度を 

導入するものです。 

（施行期日等）

 １ この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。

 ２ 指定管理者の指定及び指定の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前におい

ても行うことができるとするものです。
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＜位置図＞ 

浜松市立城北図書館 

＜施設概要＞ 

・所 在 地  浜松市中区和地山二丁目３７番２号 

・敷地面積  ６，６９３.８５㎡ 

・延床面積  ６，５３４.７５㎡ 

・蔵書収容能力 

（図書資料） 

 開 架：１５０，０００冊 

 閉 架：４００，０００冊 

（視聴覚資料） 

 Ｃ Ｄ： ２５，０００点 

ビデオ・ＤＶＤ：  ８，０００点 

浜松市立城北図書館 

和地山公園 

静岡大学 

姫街道 
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（第 86 号議案の説明資料） 

人事課  

浜松市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当並びに給与に関する 

条例の制定について 

（提案理由） 

  非常勤職員等の適正な任用の確保等を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律（平成２９年法律第２９号。以下「改正法」という。）の施行により、会

計年度任用職員制度が創設されることに伴い、会計年度任用職員の勤務条件を規定する

ための条例を制定するとともに関係条例の一部を改正するものです。 

（提案の背景） 

  これまで各地方公共団体により様々な法的根拠で任用されてきた非常勤職員等は、改

正法の施行により「会計年度任用職員」として全国的に統一された制度に基づく任用に

移行します。 

  会計年度任用職員とは、一の会計年度を超えない範囲で任用される職員であり、本市

の非常勤職員等は原則として本制度へ移行することとなるものです。 

（主な制定内容） 

１ パートタイムで任用される会計年度任用職員に関する事項 

（１）報酬に関すること（第２条及び第４条）

    会計年度任用職員の報酬について一般の職員との均衡を踏まえその上限を定める

ほか、日額等の区分、支給方法及び減額の基準について定めるものです。

（２）手当に相当する報酬に関すること（第３条及び第４条）

    一般の職員に支給される手当のうち、これに相当する報酬として支給可能な手当

を明示するとともに、一般の職員の支給基準を踏まえ支給することを定めるもので

す。

（３）費用弁償に関すること（第５条）

  会計年度任用職員が公務のための旅行をする場合に支払われる費用弁償について、

一般の職員の旅費の例により支給することを定めるものです。

（４）期末手当に関すること（第６条）

    会計年度任用職員の期末手当について支給基準を定め、一般の職員の支給基準を

踏まえ支給することを定めるものです。
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２ フルタイムで任用される会計年度任用職員に関する事項（第７条及び第８条）

パートタイムで任用される会計年度任用職員の規定を踏まえ、給料月額、手当の  

支給等について一般の職員の例により基準を定めるものです。

３ その他

（１）経過措置に関すること

    期末手当の支給及び従前に非常勤職員等であった者の報酬、給与、休暇等の勤務

条件について必要な経過措置を定めるものです。

（２）関連条例の一部改正に関すること

    条例の制定に伴い、次の条例について必要な改正を行うものです。

   ア 浜松市職員定数条例（昭和２８年浜松市条例第１８号）について、臨時的任用  

職員の一部をその対象に加える改正を行うものです。

   イ 浜松市一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１５年浜松市条例第３７

号）について、必要な任用ができるよう任用要件を拡大する改正を行うものです。

ウ 浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例（昭和３１年 

浜松市条例第４８号）について、その条例名を改め、特別職の非常勤職員がその

対象になることを明示する等の改正を行い、それに伴う所要の整備を浜松市教育

委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改正する条例 

（平成２２年浜松市条例第１２号）についても行うものです。

   エ 浜松市職員の給与に関する条例（昭和３１年浜松市条例第３８号）及び浜松市  

教育職員の給与に関する条例（平成２９年浜松市条例第３４号）について、臨時

的任用職員の給料の上限額を定める等の改正を行うものです。

   オ 浜松市職員の旅費に関する条例（昭和３５年浜松市条例第２６号）についてフ

ルタイムで任用される会計年度任用職員をその対象に加える改正を行うものです。

カ 浜松市職員退職手当支給条例（昭和３８年浜松市条例第２号）について、臨時

的任用職員及びフルタイムで任用される会計年度任用職員をその対象に加える 

改正を行うものです。

    アからカまでのほか、次の条例について、会計年度任用職員が条例の対象となる

ことに伴い必要な字句の整理など所要の整備を行うものです。

   浜松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年浜松市条例  

第３５号）、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（平成６年浜松市条例第１５号）、浜松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例（平成１７年浜松市条例第２６号）、浜松市職員の分限に関する条例（昭和２６年

浜松市条例第７１号）、浜松市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年
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浜松市条例第７０号）、浜松市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和

３１年浜松市条例第２１号）、浜松市職員の育児休業等に関する条例（平成４年浜松

市条例第５６号）、浜松市職員厚生会設置条例（昭和２７年浜松市条例第４８号）、

浜松市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６年浜松市条例第

２９号）、浜松市語学指導等を行う外国青年である職員の給料等に関する条例（平成

２年浜松市条例第５号）及び浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の  

給与等に関する特別措置条例（昭和４６年浜松市条例第５９号）

（施行期日）

  この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。
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（第 87 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課  

浜松市ふれあい交流センター条例の制定について 

（提案理由） 

  高齢者の生きがいづくり及び健康増進並びに地域の子育てを支援するとともに、高齢

者と子どもの世代を超えた交流の場を提供するため設置するふれあい交流センターにつ

いて必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。 

（主な制定内容） 

 １ 名称及び位置（第２条）

浜松市ふれあい交流センター（以下「交流センター」という。）の名称及び位置を   

次のとおりとするものです。

名称 位置 

浜松市ふれあい交流センターいたや 浜松市中区板屋町596番地 

浜松市ふれあい交流センター竜西 浜松市東区中郡町684番地の1 

浜松市ふれあい交流センター湖東 浜松市西区和地町1833番地の1 

浜松市ふれあい交流センター湖南 浜松市西区馬郡町3805番地の1 

浜松市ふれあい交流センター舞阪 浜松市西区舞阪町舞阪2668番地の349 

浜松市ふれあい交流センター陽だまり 浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の19 

浜松市ふれあい交流センターつつじ 浜松市西区雄踏町宇布見4720番地 

浜松市ふれあい交流センター青龍 浜松市南区青屋町300番地 

浜松市ふれあい交流センター江之島 浜松市南区江之島町606番地 

浜松市ふれあい交流センター可美 浜松市南区増楽町1645番地の1 

浜松市ふれあい交流センター萩原 浜松市北区初生町1番地 

浜松市ふれあい交流センター浜北 浜松市浜北区小林1272番地の1 

２ 事業（第３条）

   交流センターにおいて、次に掲げる事業の実施に関し必要な事項を定めるものです。

（１）市内に居住する６０歳以上の者や、中学校の生徒以下の者及びその保護者、また

これらを支援する活動に関わる者の教養の向上及びレクリエーションの実施に関

すること。

（２）市内に居住する６０歳以上の者の健康増進に関すること。

（３）市内に居住する６０歳以上の者と、中学校の生徒以下の者及びその保護者の交流

の支援に関すること。

（４）老人クラブの援助に関すること。
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３ 開館時間及び休館日（第４条、第５条）

   交流センターの開館時間は、午前９時００分から午後４時３０分までとするもので

す。

   また、センターの休館日を、次のとおりとするものです。

名称 休館日 

浜松市ふれあい交流センターいたや (1)月曜日（こどもの日及び敬老の日を

除く） 

(2)12月29日から翌年の1月3日まで 

浜松市ふれあい交流センター竜西 

浜松市ふれあい交流センター湖東 

浜松市ふれあい交流センター湖南 

浜松市ふれあい交流センターつつじ 

浜松市ふれあい交流センター青龍 

浜松市ふれあい交流センター江之島 

浜松市ふれあい交流センター可美 

浜松市ふれあい交流センター萩原 

浜松市ふれあい交流センター舞阪 (1)日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4

土曜日 

(2)こどもの日及び敬老の日を除く休日 

(3)こどもの日及び敬老の日の翌日 

(4)12月29日から翌年の1月3日まで 

浜松市ふれあい交流センター陽だまり 

浜松市ふれあい交流センター浜北 (1)金曜日（こどもの日を除く） 

(2)12月29日から翌年の1月3日まで 

４ 利用者の範囲（第６条）

  交流センターを利用することができる者を、次の各号のいずれかに該当する者とする

ものです。

（１）市内に居住する６０歳以上の者

（２）市内に居住する中学校の生徒（これに準じる者を含む。）以下の者及びその保護者

（３）第１号又は前号に掲げる者を支援する活動に関わる者

５ 使用料（第９条）

  交流センターの使用料は、無料とするものです。

６ 指定管理者による管理（第１４条）

  地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、浜松市ふれあい交流センター舞阪

及び浜松市ふれあい交流センターつつじ以外の１０施設について、市が指定する法人そ

の他の団体に管理を行わせるものです。
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項 目 適 用 対象 

指定管理者制度 ○ 10 施設 

公募 ○ 10 施設 

利用料金制 ○ 1 施設（浜北） 

× 9 施設（浜北以外） 

７ 利用料金等

（１）利用料金の額（第１５条）

  市長が特に必要と認める者が浜松市ふれあい交流センター浜北の貸館を利用する際の

利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得

て定めるものです。

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後4時まで 

1時間につき 

午後4時から午後4時30分まで

大広間 
円

1,170

円

580

大会議場 530 260

小会議場 260 130

工作室 320 160

講座室 300 150

教養室1 150 70

教養室2 150 70

栄養指導室 230 110

（２）減免（第１６条）

  指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金

を減免することができるとするものです。

（施行期日等）

 １ この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。

 ２ 浜松市老人福祉センター条例及び浜松市舞阪シニアプラザ陽だまり条例を廃止する

ものです。

 ３ 指定管理者の指定及び指定の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前におい

ても行うことができるとするものです。
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（第 88 号議案の説明資料） 

文書行政課  

町の新設及び小字の廃止について 

（提案理由） 

  浜北区中瀬及び豊保の各一部の区域における住居表示実施に伴い、町を新設し、当該

区域内の小字を廃止するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条   

第１項の規定に基づき、提案するものです。 

（提案内容） 

  浜北区中瀬及び豊保の各一部の区域における住居表示実施に伴い、同区域について、

令和２年１月１日から西中瀬一丁目、西中瀬二丁目及び西中瀬三丁目を新設し、小字を

廃止するものです。（別図のとおり）
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別図 
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中瀬

西中瀬一丁目

西中瀬一丁目

西中瀬二丁目

西中瀬三丁目

中瀬

中瀬

中瀬豊保

豊保

新原

浜松市立
中瀬小学校

至:第二東海自動車道横浜名古屋線（新東名高速道路）
　 浜松浜北インターチェンジ

中瀬四塔
交差点

国
道
152
号
（浜

北
・
天
竜
バ
イ
パ
ス）

静岡県立
浜北特別支援学校

土地区画整理事業区域

新たな町界

現在の字界

新たな町名

大字名

凡例

　（小字の廃止）
　　新設する町の区域内の小字を廃止
　　　大字中瀬字中通、字若宮、字四塔の各一部
　　　大字豊保字上稲荷の一部(　　　　　   　　)



（第 89 号議案の説明資料） 

創造都市・文化振興課  

工事請負契約締結について（（仮称）浜松市市民音楽ホール新築工事（建築工 

事）） 

（提案理由） 

  （仮称）市民音楽ホールを整備し、市民の音楽文化活動や学習成果等の発表の場を  

創出するため、新築工事（建築工事）について工事請負契約を締結するものです。 

（工事の概要） 

 ・建設地    浜松市北区新都田三丁目 地内

 ・構造・規模  鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上５階建 延 5,989 ㎡ 

 ・機能     ホール客席１，４１４席（１階席９８８席、２階席４２６席） 

親子室７席、楽屋４室、控室、多目的室３室、駐車場４５９台 

（工事期間）

  本契約成立の日の翌日から令和２年１１月３０日まで

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

（仮称）浜松市

市民音楽ホール

新築工事（建築

工事） 

（仮称）浜松市

市民音楽ホール

新築工事 一式 

鉄骨造一部鉄筋

コンクリート造 

5階建 

延 5,989㎡ 

外構庇工事 他 

2,607,000,000円 制 限 付

一般競争

入 札

（総合評

価方式）

中村組・須山・中建特定

建設工事共同企業体 

<代表者> 

浜松市中区住吉五丁目22

番1号 

株式会社中村組 

取締役社長 中村 嘉宏 

<その他の構成員①> 

浜松市中区布橋二丁目6

番1号 

 須山建設株式会社 

 取締役社長 須山 宏造 

 <その他の構成員②> 

 浜松市中区中沢町71番23

号 

 中村建設株式会社 

 代表取締役 中村 仁志
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名 称：（仮称）浜松市市民音楽ホール

建設地：浜松市北区新都田三丁目 地内

＜位置図＞

＜イメージ図＞ 
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（第 90 号議案の説明資料） 

創造都市・文化振興課  

工事請負契約締結について（（仮称）浜松市市民音楽ホール新築工事（機械設 

備工事）） 

（提案理由） 

  （仮称）市民音楽ホールを整備し、市民の音楽文化活動や学習成果等の発表の場を  

創出するため、新築工事（機械設備工事）について工事請負契約を締結するものです。 

（工事の概要） 

 ・建設地    浜松市北区新都田三丁目 地内

 ・構造・規模  鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上５階建 延 5,989 ㎡ 

 ・機能     ホール客席１，４１４席（１階席９８８席、２階席４２６席） 

親子室７席、楽屋４室、控室、多目的室３室、駐車場４５９台 

（工事期間）

  本契約成立の日の翌日から令和２年１１月３０日まで

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

（仮称）浜松市

市民音楽ホール

新築工事（機械

設備工事） 

（仮称）浜松市市民

音楽ホール新築工

事に伴う機械設備

工事 一式 

空気調和設備、給排

水衛生設備、消火設

備、昇降機設備 

649,000,000円 制 限 付 

一般競争

入 札

（総合評価

方式）

日管・ハマネン特

定建設工事共同企

業体 

<代表者> 

浜松市中区池町

220番地の4 

日管株式会社 

代表取締役社長 

三輪 容次郎 

<その他の構成員> 

浜松市西区入野町

619番地の4 

株式会社ハマネン

設備センター 

代表取締役 

仲村 弘 
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（第 91 号議案の説明資料） 

創造都市・文化振興課  

工事請負契約締結について（（仮称）浜松市市民音楽ホール新築工事（舞台設 

備工事）） 

（提案理由） 

  （仮称）市民音楽ホールを整備し、市民の音楽文化活動や学習成果等の発表の場を  

創出するため、新築工事（舞台設備工事）について工事請負契約を締結するものです。 

（工事の概要） 

 ・建設地    浜松市北区新都田三丁目 地内

 ・構造・規模  鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上５階建 延 5,989 ㎡ 

 ・機能     ホール客席１，４１４席（１階席９８８席、２階席４２６席） 

         親子室７席、楽屋４室、控室、多目的室３室、駐車場４５９台 

（工事期間）

  本契約成立の日の翌日から令和２年１１月３０日まで

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

（仮称）浜松市

市民音楽ホール

新築工事（舞台

設備工事） 

（仮称）浜松市市民

音楽ホール新築工

事に伴う舞台設備

工事 一式 

舞台音響設備工事、

運営モニター設備

工事、舞台映像設備

工事、舞台照明設備

工事、舞台設備工事 

369,600,000円 一般競争

入 札

愛知県名古屋市中

区錦一丁目18番28

号 

ヤマハサウンドシ

ステム株式会社

名古屋営業所 

所長 

川島 洋次郎 
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（第 92 号議案の説明資料） 

教育施設課  

工事請負契約締結について（浜松市立可美小学校校舎改築第１期工事（建築 

工事）） 

（提案理由） 

  昭和３７年に建設された可美小学校の南校舎において、建物の劣化や歪み等の老朽化

が著しく進んでいることから、全体の機能改善を図ることで児童の安全な教育環境を 

確保するため、改築工事（建築工事）について工事請負契約を締結するものです。 

（工事の概要） 

 ・建設地     浜松市南区若林町１７４８番地

 ・規模・設備等  

改築工事   南校舎西棟   鉄筋コンクリート造３階建 延 3,165.17 ㎡ 

解体工事   既存南校舎西棟 鉄筋コンクリート造３階建 延 2,616.74 ㎡ 

その他    既存北校舎東棟及び既存南校舎東棟改修工事、外構工事等 

（工事期間）

  本契約成立の日の翌日から令和３年９月１５日まで

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

浜松市立可美小

学校校舎改築第

１期工事（建築

工事） 

南校舎西棟改築工事 

鉄筋コンクリート造

3階建 

延3,165.17㎡ 

既存南校舎西棟解体

工事 

鉄筋コンクリート造

3階建  

延2,616.74㎡ 

既存北校舎東棟及び

既存南校舎東棟改修

工事、外構工事等一

式 

866,800,000円 制 限 付 

一般競争 

入    札 

（総合評 

価方式） 

須山・鈴木特定建

設工事共同企業体 

<代表者> 

浜松市中区布橋 

二丁目6番1号 

須山建設株式会社 

取締役社長 

須山 宏造 

<その他構成員> 

浜松市中区神田町 

1522番地 

株式会社鈴木組 

代表取締役 

 平野 治 
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浜松市立可美小学校校舎改築第１期工事  新校舎位置図

名 称：浜松市立可美小学校

所在地：浜松市南区若林町 1748 番地

拡大図

南校舎西棟 

北校舎東棟 

南校舎東棟 

(改修) 

(改修) 

(改築) 
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（第 93 号議案の説明資料） 

公園管理事務所 

指定管理者の指定について（遠州灘海浜公園（江之島地区（江之島ビーチ     

コート））） 

（提案理由） 

「ビーチ・マリンスポーツの聖地」としての取組みの一環として、遠州灘海浜公

園江之島地区にビーチコートを整備し、浜松市都市公園条例の一部改正（第５２号議

案）平成３１年３月１５日議決）において、同施設の追加と合わせ、指定管理者による

管理施設としました。 

これに伴い、利用者の利便性の向上と適正な管理運営を図るため、現に同公園江之島

地区を管理運営する指定管理者に管理を行わせることについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項並びに同条第６項の規定に基づき、議決を求め

るものです。 

（施設所在地、名称） 

所在地 名称 

浜松市南区中田島町 1674 番地 遠州灘海浜公園（中田島中地区） 

浜松市南区江之島町 1197 番地 
遠州灘海浜公園（江之島地区（江之島ビー

チコート）） 

浜松市南区白羽町 2834 番地の 1 遠州灘海浜公園（白羽地区） 

（指定管理者の指定） 

  所在地 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

名 称 浜松公園緑地協会・三幸共同事業体 

      代表者 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

          一般財団法人浜松公園緑地協会 

          理事長 右﨑 正敏 

      構成員 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 

          三幸株式会社 

          代表取締役 橋本 有史 

  （現在の指定管理者 平成２８年第１６０号議案） 

（指定管理の期間） 

  令和元年７月１日から令和４年３月３１日まで  

  （現指定管理期間の残存期間） 
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（選定の経緯・理由） 

  遠州灘海浜公園の３地区を一体的に管理することが、利用者の利便性の向上と適正

な管理運営に繋がることから、ビーチコートの整備に伴う本業務範囲の変更に当たっ

ては、現に同公園江之島地区を管理運営する指定管理者に管理を行わせることが最も

効果的であるものとして、都市整備部（花みどり担当）指定管理者選定会議の審査に

おいて選定したものです。 

（位置図等） 
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