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（第 133 号議案の説明資料） 

市民協働・地域政策課 

浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例の一部改正について 

（提案理由） 

  浜北区中瀬及び豊保の各一部の住居表示実施に伴い、町名の追加を行うため、条例の

一部を改正するものです。 

（改正内容） 

別表第１（第２条関係）のうち浜北区の区域について、西中瀬一丁目、西中瀬二丁目

及び西中瀬三丁目を追加するものです。 

（施行期日）

  この条例は、令和２年１月１日から施行するものです。
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（第 134 号議案の説明資料） 

創造都市・文化振興課  

浜松市教育文化会館条例の廃止について 

（提案理由） 

  建物の老朽化及び耐震性の問題に伴い、浜松市教育文化会館を廃館するため、条例を

廃止するものです。

 概要 

(1)名 称 浜松市教育文化会館 

(2)所 在 地 浜松市中区利町 302-7 

(3)構   造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

(4)延 床 面 積 7,253.79 ㎡ 

(5)建 築 時 期 昭和 36 年新築（平成 27年 4 月休館） 

(6)土地の状況 市有地 

（施行期日）

  この条例は、公布の日の翌日から施行するものです。

（位置図）                
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（第 135 号議案の説明資料） 

企画課  

国民の祝日における浜松市公の施設の開放に関する条例の一部改正について 

（提案理由） 

  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）の改正に伴い、祝日の名称を

変更するため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

  条例第２条表中の「体育の日」を「スポーツの日」に改めるものです。 

（施行期日） 

  この条例は、令和２年１月１日から施行するものです。 
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（第 136 号議案の説明資料） 

建築行政課 

浜松市手数料条例の一部改正について 

（提案理由） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）の一部

改正に伴い、複数棟で構成する建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度が創設され

たことから、それに対応する申請手数料を定めるため、条例の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

別表土木・建築の区分中、第８８号から第９２号までの建築物エネルギー消費性能向

上計画認定申請手数料において、複数の建築物の連携による申請があった場合、それぞ

れの建築物ごとの用途、面積に応じた手数料を合算するよう条文を改正または追加する

ものです。 

なお、手数料は現条例で定める各用途及び面積ごとの金額を引用するため、新たに 

手数料の金額を設定するものはありません。 

（施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日の翌日から施行するものです。 

 ２ 改正後の別表土木・建築の項第８８号から第９２号までの規定は、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。 

（参考） 

 複数棟で構成する建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度 

   認定を受けると、容積率の特例を受けられるもの。これまでは建物単位で認定を

おこなっていたが、複数の建築物をまとめて認定することにより、主たる建物の容

積率の特例緩和が拡大される。 

【旧】                 【新】 

認定対象 認定対象 

供給設備 

電力 熱 電力 熱

供給設備 

-4-



（第 137 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） 

  卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）の改正に伴い、市の権限となる卸売の業務の

許可に関する事項を定めるとともに、取引制限の廃止など条例の一部を改正するもので

す。 

（改正内容） 

  卸売の業務の許可、卸売業者による売買取引の条件の公表等、条例での規定が必須と

される事項等を新たに規定し、第三者販売の原則禁止をはじめとする取引制限に関する

規定及び市場取引委員会の設置の規定等を廃止するものです。 

 また、法改正の内容を踏まえ、条例規定の整理、統合及び所要の整備を行うものです。

種 別 主な内容

新規規定

卸売の業務の許可、譲渡、名義変更、取消し等

卸売業者による売買取引の条件の公表

開設者の取引関係者に対する条例遵守に関する指導、助言

制限を廃止した取引に関する実績報告

廃  止

卸売の相手方の制限（第三者販売の原則禁止）

市場外にある物品の卸売の禁止（商物一致の原則）

仲卸業者の業務の規制（直荷引きの原則禁止）

卸売業者の卸売の相手方としての買受けの禁止

売買取引における物品ごとの取引方法（せり売り、入札、相対）

市場取引委員会の設置

（施行期日等）

 １ この条例は、令和２年６月２１日から施行するものですが、準備行為及び規則への

委任の規定については、公布の日から施行するものです。 

 ２ 浜松市中央卸売市場における卸売の業務に関して、改正前の卸売市場法の規定によ

りされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるもの

を除き、新条例の相当規定によりされたものとみなすほか、必要な経過措置を規定す

るものです。 
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（第 138 号議案の説明資料） 

教育総務課  

浜松市奨学金貸与条例の一部改正について 

（提案理由） 

  高校生を対象とした奨学金の利用促進を図るため、利用できる者の対象地域要件を拡

大し、教育の機会均等、人材育成に寄与する制度となるよう条例の一部を改正するもの

です。 

（改正内容） 

  高校生向け奨学金については、合併以前から制度のある地域に在住する者の子等で自

宅外から通学する者に学資を貸与する制度としていましたが、対象地域を全市に拡大し、

市内に住所を有する者の子等で自宅外から通学する者を対象とするものです。 

改正前 改正後 

旧佐久間町・旧水窪町・旧龍山村に住所

を有する者の子等 

市内に住所を有する者の子等 

（施行期日） 

 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 この条例の施行の日の前日までに改正前の浜松市奨学金貸与条例の規定により奨学

金の貸与を受けている者又は償還を行っている者に係る奨学金の貸与及び償還につい

ては、なお従前の例によるものです。 

（参考） 

年度 平成 21 年度 
平成 22 

～29 年度 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 2年度 

（予定） 

募集 3 人 3 人 3 人 3 人 10 人 

申込・採用 2 人 0 人 1 人 0 人 - 
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（第 139 号議案の説明資料） 

エネルギー政策課  

浜松市適正な再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の制定につい

て 

（提案理由） 

  地域と調和した適正な再生可能エネルギーの導入等の促進を図ることにより、エネル

ギー自給率の向上及び脱炭素化社会の実現に資するとともに、災害の発生の防止並びに

自然環境及び生活環境の保全を図るため、条例を制定するものです。 

（主な制定内容） 

 １ 定義（第２条） 

   次に掲げる用語の定義を規定するものです。 

（１）再生可能エネルギー 

    再生可能エネルギー源を利用したエネルギー（電気や熱等） 

（２）太陽光発電施設 

   太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備 

（３）風力発電施設 

   風力を電気に変換する設備及びその附属設備 

（４）再生可能エネルギーの導入等 

   次に掲げる事業を再生可能エネルギーの導入等としています。 

   ア：再生可能エネルギー源を利用して電気等を発生させる設備を導入すること 

イ：発電量の監視・制御装置、蓄電池、安全装置等の設備を導入すること 

ウ：アから発生した再生可能エネルギー（電気や熱等）を利用すること 

エ：エネルギーを調達する際に再生可能エネルギーの割合が高いエネルギーを 

選択すること 

（５）特定施設 

   20キロワット以上の太陽光発電施設（建築物の屋根等に設置する場合を除く）と 

100キロワット以上の風力発電施設を特定施設とするものです。 

（６）特定事業 

  次に掲げる事業を特定事業とするものです。 

   ア：特定施設の設置に関する事業 

イ：特定施設の維持管理に関する事業 

ウ：特定施設の廃止に関する事業 

（７）市民 

   市内に居住する者及び市内に土地又は建物を所有する者です。 
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（８）特定事業者 

   市内において特定事業を実施する者（国及び地方公共団体を除く。）です。 

２ 責務等（第３条～第６条） 

（１）市の責務 

   市は、適正な再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を総合的に策定し、

及び実施します。 

また、教育や広報活動等により再生可能エネルギーの導入等に関する市民の理解

を促進し、再生可能エネルギーの利用に努めます。 

（２）特定事業者の責務 

   特定事業者は特定事業に関する関係法令を遵守し、災害発生の防止、自然環境及

び生活環境の保全に必要な措置を講じなければなりません。 

また、市の施策に協力する努力義務を規定するものです。 

（３）土地所有者の責務 

   災害の発生を助長し、又は自然環境若しくは生活環境を著しく害するおそれがあ

る特定事業者に土地を使用させないようにする努力義務があります。 

（４）市民及び事業者の協力 

   市民及び事業者は適正な再生可能エネルギーの導入等に努め、市の施策に協力す

る努力義務があります。 

３ 届出（第７条、第９条～第１２条） 

  特定施設の設置、維持管理、廃止について届出を規定するものです。 

４ 近隣関係者への周知（第８条） 

  特定事業の計画内容等について近隣関係者への周知について規定するものです。 

５ 行政指導、命令等（第１４条～第１６条） 

   特定事業者等に対する指導及び助言、勧告、命令を規定するものです。 

６ 公表（第１７条） 

   命令に違反した者の氏名や違反内容等の公表について規定するものです。 

（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 施行日の前日までに、特定施設の設置に関する事業が開始されていた場合、特定施

設の設置に関する事業が完了していた場合、特定施設の維持管理に関する事業が開始

されていた場合、特定施設の廃止に関する事業が開始されていた場合及び特定施設の

廃止に関する事業が完了していた場合の適用除外について規定するものです。 
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（第 140 号議案の説明資料） 

財政課    

当せん金付証票の発売について 

（提案理由） 

  当せん金付証票（宝くじ）の発売に関し、当せん金付証票法（昭和２３年法律第    

１４４号）第４条第１項の規定により、令和２年度の発売限度額について議決を求める

ものです。 

（内容） 

令和２年度当せん金付証票発売の限度額 ６８億円（令和元年度と同額） 

限度額を上回る発売はできないため、発売見込額約４９億円に売上増加対応分として

約１９億円を加えた６８億円を限度額とするものです。 

令和２年度の発売見込が限度額を上回る見込となった場合には、新たに限度額の議決

が必要となります。 
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（第 141 号議案の説明資料） 

教育施設課  

  浜松市立小中学校空調設備整備事業に関する契約締結について 

（提案理由） 

  浜松市立小中学校空調設備整備事業に関する契約締結について、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の

規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

（契約の内容） 

１ 契約の内容   浜松市立小中学校空調設備の設計・施工及び維持管理業務 

２ 契約の種類   ＷＴＯ一般競争入札（総合評価落札方式） 

３ 契約の相手方 所在地  静岡県浜松市中区池町２２０番地の４ 

名 称  浜松学校空調株式会社（特別目的会社） 

                代表取締役 加藤 晶史 

４ 契約の期間 事業契約締結の日から令和１５年３月３１日まで 

設計・施工等：約１年４か月、維持管理：約１３年間 

５ 契約金額 ５，２２５，０００，０００円 
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≪参考≫ 

○事業の概要 

１ 事業の方式  ＢＴＯ方式（Build：建設 Transfer：所有権の移転 Operate：運営） 

２ 事 業 地  浜松市立小中学校８０校 

３ 業務の内容  (1)空調設備機器等の設計・施工 

(2)空調設備機器等の維持管理 

(3)空調設備等に係る緊急対応 

(4)空調設備等の運用に係るデータ計測及び記録 

(5)空調設備等の運用に係るアドバイス 

(6)空調設備等の法定点検業務 

○特別目的会社の概要 

１ 名  称  浜松学校空調株式会社 

２ 設  立  令和元年９月２０日 

３ 資 本 金  ２，０００万円（設立時２，０００万円） 

４ 構 成 員  代表企業 日管株式会社 

株式会社太平エンジニアリング浜松支店 

株式会社トーエネック浜松営業所 

中部瓦斯株式会社浜松支店 

株式会社セイワ設計 

株式会社前島電気工業社 

ＮＴＴファイナンス株式会社静岡支店 
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指定管理者の指定の概要

前回の状況
（公募単位別）

浜松市細江総合体育セン
ター

浜松市細江総合グラウンド

浜松市引佐総合体育館

浜松市奥山体育センター

引佐総合公園 東海ビル管理株式会社

浜松市引佐運動広場 新規 直営

143 浜松市福祉交流センター 更新 非公募 ○ 1年
社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会グループ

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会グループ

144
浜松市浜北障害者生活介護
施設光の園

更新 公募 ○ 3年
社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

浜松市ふれあい交流セン
ターいたや

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
ター竜西

×

浜松市ふれあい交流セン
ター浜北

○

浜松市浜北社会福祉会館 ×

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
ター陽だまり

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

149 浜松市立勤労青少年ホーム 更新 公募 ○ 5年 東海ビル管理株式会社 東海ビル管理株式会社

浜松市浜松斎場

浜松市浜北斎場

浜松市雄踏斎場

151 浜松市総合産業展示館 更新 非公募 ○ 1年
ヤタロー・共同グルー
プ

ヤタロー・共同グルー
プ

152 浜松市ギャラリーモール 更新 公募 ○ 5年
浜松まちなかマネジメ
ント株式会社

浜松まちなかマネジメ
ント株式会社

指定
の
期間

指定管理者

公募

更新

更新

更新

利用
料金
制

○

3年

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

5年 東海ビル管理株式会社

×

×

3年

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

3年

5年

公募

東海ビル管理株式会社

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

株式会社ヤタロー

公募

×

更新

浜松・浜北・雄踏斎場
サークルライン

×

3年

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

社会福祉法人浜松市社
会福祉協議会

更新 株式会社ヤタロー

浜松・浜北・雄踏斎場
サークルライン

更新

施設名称
募集
区分

公募

議案
番号

150

142

145

新規
更新

公募

147

148

公募146
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前回の状況
（公募単位別）

指定
の
期間

指定管理者利用
料金
制

施設名称
募集
区分

議案
番号

新規
更新

153 浜松市観光バス公共駐車場 更新 公募 ○ 5年 遠鉄アシスト株式会社 遠鉄アシスト株式会社

浜松市渚園

浜松市渚園駐車場

155 浜松まつり会館 更新 公募 ○ 5年 遠鉄アシスト株式会社 えんてつグループ

浜松市気賀関所 ○

奥浜名湖田園空間博物館総
合案内所

×

157
浜松市浜北温泉施設あらた
まの湯

更新 公募 ○ 5年 浜名梱包輸送株式会社 浜名梱包輸送株式会社

158 浜松市フルーツパーク 更新 公募 ○ 3年 株式会社時之栖 株式会社時之栖

159 都田総合公園 更新 公募 × 5年
一般財団法人浜松公園
緑地協会

ビル保善グループ

160 浜松城公園 更新 公募 ○ 5年
浜松城公園パークマネ
ジメント共同事業体

浜松城公園ＰＤＣＡグ
ループ

和地山公園

高丘公園

船越公園

相生公園

浜松市高丘緑地 新規 直営

安間川公園

ゆたか緑地

ゆたか第二緑地 新規 × 直営

163 佐鳴湖公園 更新 公募 ○ 5年
さなるの森パートナー
ズ

遠鉄アシスト株式会社

164
浜松市かわな野外活動セン
ター

更新 公募 ○ 5年
公益財団法人浜松市体
育協会

公益財団法人浜松市体
育協会

165
浜松市立中央図書館駅前分
室

更新 公募 × 5年
ＴＲＣ・遠鉄アシスト
共同事業体

株式会社図書館流通セ
ンター

166 浜松市立城北図書館 新規 公募 × 5年
ＴＲＣ・遠鉄アシスト
共同事業体

直営

167 浜松市立流通元町図書館 更新 公募 × 5年
ＴＲＣ・遠鉄アシスト
共同事業体

株式会社図書館流通セ
ンター

※前回公募区分との整合を図るため、議案の施設記載順序と異なる。

ビル保善グループ

株式会社ヤタロー

東海ビル管理株式会社

株式会社ヤタロー

東海ビル管理株式会社

東海ビル管理株式会社

東海ビル管理株式会社

更新
公募

○

更新 ○

5年

×

公募

更新 公募

公募

5年

ビル保善・公園緑地協
会グループ

154

156

162

161
更新

○

5年

5年
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（第 142 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課  

指定管理者の指定について（浜松市細江総合体育センターほか５施設） 

（提案理由） 

  浜松市細江総合体育センターほか５施設の指定管理者について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定するこ

とについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

所在地 名称 

浜松市北区細江町中川２７３６番地 浜松市細江総合体育センター 

浜松市北区細江町中川２７３６番地 浜松市細江総合グラウンド 

浜松市北区引佐町横尾５００番地 浜松市引佐総合体育館 

浜松市北区引佐町奥山１５５０番地の１ 浜松市奥山体育センター 

浜松市北区引佐町東黒田８４７番地の１ 浜松市引佐運動広場 

浜松市北区引佐町井伊谷３８５８番地の１ 引佐総合公園 

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市東区和田町７０８番地の１

   名 称：東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   東海ビル管理株式会社

   ・設  立：昭和５３年９月１日

   ・資 本 金：１，０００万円

   ・設立目的：次の事業を営むため。 

   ・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

②ビルヂング、その他建造物の設備（空調設備、給排水設備、電気設備、

冷暖房設備、消防設備、衛生設備）の施工、保全、保守、管理業務 

③エレベータ、守衛、夜警、電話交換、受付、駐車場、ベットメイク、

管理業務 ほか
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（第 143 号議案の説明資料） 

福祉総務課  

指定管理者の指定について（浜松市福祉交流センター） 

（提案理由） 

  浜松市福祉交流センターの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第

６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地：浜松市中区成子町１４０番地の８

   名 称：浜松市福祉交流センター

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中区成子町１４０番地の８ 

   名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ 

       （代表者）浜松市中区成子町１４０番地の８ 

            社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 山口 智之 

       （構成員）浜松市中区田町３２４番地の３ 

            東海美装興業株式会社 代表取締役 菅原 英継 

       （構成員）浜松市中区中島一丁目３５番１６号 

            株式会社ステージ・ループ 代表取締役 天野 賢次 

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 
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※参 考 

 １ 指定管理者の概要 

 （１）指定管理者がグループを編成した目的 

    グループ構成員間でアイディアを持ち寄り、より高い効果をあげるべく、福祉に

精通した社会福祉法人と経営力と技術力を持つ株式会社が共同事業体を組むこと

により、経験と実績を活かした安定的で効率的な管理運営を総合的に実施するため。 

 （２）概要 

代

表

者 

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

・設 立：昭和４２年３月１５日 

・資産総額：１４億５，４３０万７４４円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

      ②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

      ③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、

調整及び助成 ほか 

構

成

員 

東海美装興業株式会社 

・設 立：昭和３８年３月４日 

・資 本 金：１，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①建築物の清掃 

      ②建築物の電気・空調、・給排水設備の運転保守管理 

 ③建築物の維持管理に関するコンサルタント ほか 

構

成

員 

株式会社ステージ・ループ 

・設 立：昭和５７年２月２０日 

・資 本 金：１，５００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①舞台、テレビ、ホール、催事場、映画等の照明、音響、舞台美

術、映像に関する設計、設備、施工、制作、運営、管理及び操

作 

      ②上記の照明、音響、舞台美術、映像の器材の販売、貸出、修理 

 ③ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオテープ、ビデオディズクなどへの録音録

画、録音録画物の企画・制作・製造及び販売 ほか 
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（第 144 号議案の説明資料） 

障害保健福祉課 

指定管理者の指定について（浜松市浜北障害者生活介護施設光の園） 

（提案理由） 

  浜松市浜北障害者生活介護施設光の園の指定管理者について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することにつ

いて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市浜北区小松３２３６番地の１ 

   名 称：浜松市浜北障害者生活介護施設光の園 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中区成子町１４０番地の８ 

   名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 山口 智之 

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※参 考 

 １ 指定管理者の概要 

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

・設  立：昭和４２年３月１５日 

・資産総額：１４億５，４３０万７４４円 

・設立目的：浜松市における社会福祉事業その他の社会福祉事業を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の

推進を図るため。 

・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

         ②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

         ③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整

及び助成 ほか 
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（第 145 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課 

指定管理者の指定について（浜松市ふれあい交流センターいたや、浜松市 

ふれあい交流センター萩原） 

（提案理由） 

浜松市ふれあい交流センターいたや及び浜松市ふれあい交流センター萩原の指定管理

者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づき、次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により議決を求めるもので

す。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市中区板屋町５９６番地 浜松市ふれあい交流センターいたや 

浜松市北区初生町１番地 浜松市ふれあい交流センター萩原 

 ２ 指定管理者 

所在地：浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 山口 智之  

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※参 考 

１ 指定管理者の概要 

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

   ・設  立：昭和４２年３月１５日 

・資産総額：１４億５，４３０万７４４円 

・設立目的：浜松市における社会福祉事業その他の社会福祉事業を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の

推進を図るため。 

・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整 

及び助成 ほか 
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（第 146 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課 

指定管理者の指定について（浜松市ふれあい交流センター竜西ほか２施設） 

（提案理由） 

浜松市ふれあい交流センター竜西ほか２施設の指定管理者について、地方自治法  

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定す

ることについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

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竜西 

浜松市浜北区小林１２７２番地の１ 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 浜松市浜北社会福祉会館 

 ２ 指定管理者 

所在地：浜松市東区丸塚町１６９番地 

名 称：株式会社ヤタロー 代表取締役 中村 伸宏 

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※参 考 

１ 指定管理者の概要 

株式会社ヤタロー 

・設  立：昭和２３年８月２３日 

・資 本 金：１，２００万円 

・設立目的：次の事業を営むため。  

・事業内容：①パン生産事業 

②ベーカリー・スィーツショップ 

③レストラン ほか 
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（第 147 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課 

指定管理者の指定について（浜松市ふれあい交流センター湖東ほか２施設） 

（提案理由） 

  浜松市ふれあい交流センター湖東ほか２施設の指定管理者について、地方自治法  

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定す

ることについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

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東 

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湖南 

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陽だまり 

 ２ 指定管理者 

所在地：浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 山口 智之  

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日 

※参 考 

１ 指定管理者の概要 

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

   ・設  立：昭和４２年３月１５日 

・資産総額：１４億５，４３０万７４４円 

・設立目的：浜松市における社会福祉事業その他の社会福祉事業を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の

推進を図るため。 

・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整 

及び助成 ほか 
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（第 148 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課 

指定管理者の指定について（浜松市ふれあい交流センター青龍ほか２施設） 

（提案理由） 

  浜松市ふれあい交流センター青龍ほか２施設の指定管理者について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定するこ

とについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

 ２ 指定管理者 

所在地：浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 山口 智之  

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※参 考 

１ 指定管理者の概要 

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

   ・設  立：昭和４２年３月１５日 

・資産総額：１４億５，４３０万７４４円 

・設立目的：浜松市における社会福祉事業その他の社会福祉事業を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の

推進を図るため。 

・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整 

 及び助成 ほか 

所在地 名称 

浜松市南区青屋町３００番地 浜松市ふれあい交流センター青龍 

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江之島 

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可美 
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（第 149 号議案の説明資料） 

産業総務課  

指定管理者の指定について（浜松市立勤労青少年ホーム） 

（提案理由） 

  浜松市立勤労青少年ホームの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同

条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市中区船越町１１番１１号

   名 称：浜松市立勤労青少年ホーム

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市東区和田町７０８番地の１

   名 称：東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   東海ビル管理株式会社

   ・設  立：昭和５３年９月１日

   ・資 本 金：１,０００万円

   ・設立目的：次の事業を営むため。

   ・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務

②ビルヂング、その他建造物の設備の施工、保全、保守、管理業務

③エレベーター、守衛、夜警、電話交換、受付、駐車場、ベットメイ

ク、管理業務 ほか
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（第 150 号議案の説明資料） 

市民生活課  

指定管理者の指定について（浜松市浜松斎場ほか２施設） 

（提案理由） 

  浜松市浜松斎場ほか２施設の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第  

６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同

条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

所在地 名称 

浜松市中区中沢町４７番１号 浜松市浜松斎場 

浜松市浜北区宮口４８３１番地の１７０ 浜松市浜北斎場 

浜松市西区雄踏町宇布見６０９８番地の３ 浜松市雄踏斎場 

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市東区和田町７０８番地の１

   名 称：浜松・浜北・雄踏斎場サークルライン

（代表者）浜松市東区和田町７０８番地の１ 

            東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博 

       （構成員）富山県富山市奥田新町１２番３号 

            株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹              

新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 

            富士建設工業株式会社 代表取締役 鳴海 利彦 

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで
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※参 考

 １ 指定管理者の概要

（１）指定管理者がグループ編成した目的

専門性の高い斎場業務及び火葬設備であることから、市内で火葬業務の運営実績が

ある火葬炉メーカー２者と、豊富な指定管理実績があり、ビル管理業務を主業とする

東海ビル管理株式会社の施設設備管理部門が連携することで、安定的かつ効率的な 

管理運営を行うため。 

（２）概要 

代

表

者 

東海ビル管理株式会社 

・設  立：昭和５３年９月１日 

・資 本 金：１，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

      ②ビルヂング、空調設備、給排水設備、電気設備、冷暖房設備、消

防設備、衛生設備の施工、保全、保守、管理業務 

      ③エレベーター、守衛、夜警、電話交換、受付、駐車場、ベッドメ

イク管理業務 ほか 

構

成

員 

株式会社宮本工業所 

・設  立：昭和３４年４月１日 

・資 本 金：５，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①工業窯炉の設計並びに工事請負 

       ②焼却炉の設計並びに工事請負 

      ③土木建築工事請負及び設計監督、工事管理業務 ほか 

構

成

員

富士建設工業株式会社 

・設  立：昭和３６年３月３１日 

・資 本 金：５，６００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①清掃施設の設計、施工及び維持管理に必要な業務 

       ②火葬炉に関する一切の装置、機械、器具、雑品の製造及び販売業

       務 

      ③火葬炉設置の設計、施工、技術指導及び維持管理に関する必要な

業務 ほか
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（第 151 号議案の説明資料） 

産業振興課  

指定管理者の指定について（浜松市総合産業展示館） 

（提案理由） 

  浜松市総合産業展示館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市東区流通元町 20番地の 2

   名 称：浜松市総合産業展示館

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市東区丸塚町１６９番地

   名 称：ヤタロー・共同グループ 

       （代表者）浜松市東区丸塚町１６９番地 

            株式会社ヤタロー 代表取締役 中村 伸宏 

       （構成員）浜松市東区子安町３１５番地の１３ 

            株式会社共同 代表取締役社長 有賀 公哉 

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
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※参 考

 １ 指定管理者の概要

 （１）指定管理者がグループ編成した目的

株式会社ヤタロー及び株式会社共同は、浜松市総合産業展示館の指定管理者応募・

運営にあたりグループを結成し、指定管理者として浜松市総合産業展示館の管理運営

業務を共同連帯して履行することを目的とする。 

（２）概要 

代

表

者 

株式会社ヤタロー 

・設 立：昭和２３年８月２３日 

・資 本 金：１，２００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①パン類及び洋菓子、和菓子の製造販売 

      ②飲食店営業 

      ③受託施設の運営管理 ほか 

構

成

員 

株式会社共同 

・設 立：昭和５３年４月１２日 

・資 本 金：１，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①ビルマネジメント業務 

      ②マンション管理業務 

 ③総合警備業務 ほか 

-29-



（第 152 号議案の説明資料） 

産業振興課  

指定管理者の指定について（浜松市ギャラリーモール） 

（提案理由） 

  浜松市ギャラリーモールの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第

６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市中区砂山町３２０番地の１

   名 称：浜松市ギャラリーモール

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市中区千歳町９１番地の１

   名 称：浜松まちなかマネジメント株式会社 代表取締役 村松 修 

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   浜松まちなかマネジメント株式会社

   ・設  立：平成２２年１０月１日

   ・資 本 金：６１０万円

   ・設立目的：次の事業を営むため。

   ・事業内容：①浜松市の中心市街地におけるまちづくり、都市計画等

         ②公共空間の指定管理業務

         ③駐車場・駐輪場の運営管理
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（第 153 号議案の説明資料） 

観光・シティプロモーション課  

指定管理者の指定について（浜松市観光バス公共駐車場） 

（提案理由） 

  浜松市観光バス公共駐車場の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第  

６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同

条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市中区中央三丁目７番１－１０７号

   名 称：浜松市観光バス公共駐車場

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８

   名 称：遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 河野 延之

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   遠鉄アシスト株式会社

   ・設  立：平成１１年７月２１日

   ・資 本 金：４，０００万円

   ・設立目的：下記の事業を営むため。

   ・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理 

②自動車による旅客及び貨物輸送事業 

③建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 ほか 
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（第 154 号議案の説明資料） 

観光・シティプロモーション課  

指定管理者の指定について（浜松市渚園、浜松市渚園駐車場） 

（提案理由） 

  浜松市渚園及び浜松市渚園駐車場の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、

同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

所在地 名称

浜松市西区舞阪町弁天島５００５番地の１ 浜松市渚園

浜松市西区舞阪町弁天島５００５番地の１ 浜松市渚園駐車場

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市東区和田町７０８番地の１

   名 称：東海ビル管理株式会社 代表取締役 高橋 一博

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   東海ビル管理株式会社 

   ・設  立：昭和５３年９月１日

   ・基本財産：１０００万円

   ・設立目的：次の事業を営むため。 

   ・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

         ②ビルヂング、その他建造物の設備（空調設備、給排水設備、 

電気設備、冷暖房設備、消防設備、衛生設備）の施工、保全、 

保守、管理業務 

         ③エレベーター、守衛、夜警、電話交換、受付、駐車場、 

ベッドメーク、管理業務 ほか
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（第 155 号議案の説明資料） 

観光・シティプロモーション課  

指定管理者の指定について（浜松まつり会館） 

（提案理由） 

  浜松まつり会館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第  

２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項の

規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市南区中田島町１３１３番地

   名 称：浜松まつり会館

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８

   名 称：遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 河野 延之

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   遠鉄アシスト株式会社

   ・設  立：平成１１年７月２１日

   ・資 本 金：４，０００万円

   ・設立目的：次の事業を営むため。

   ・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理

         ②自動車による旅客及び貨物運送事業

         ③建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 ほか
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（第 156 号議案の説明資料） 

観光・シティプロモーション課  

農地整備課  

指定管理者の指定について（浜松市気賀関所、奥浜名湖田園空間博物館総合 

案内所） 

（提案理由） 

  浜松市気賀関所及び奥浜名湖田園空間博物館総合案内所の指定管理者について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり

指定することについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

所在地 名称

浜松市北区細江町気賀４５７７番地 浜松市気賀関所

浜松市北区細江町気賀４５８５番地 奥浜名湖田園空間博物館総合案内所

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市東区丸塚町１６９番地

   名 称：株式会社ヤタロー 代表取締役 中村 伸宏

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   株式会社ヤタロー

   ・設  立：昭和２３年８月２３日

   ・資 本 金：１，２００万円

   ・設立目的：次の事業を営むため。

   ・事業内容：①パン類及び洋菓子、和菓子の製造販売

         ②飲食店営業

         ③飲料水の販売 ほか
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（第157号議案の説明資料） 

観光・シティプロモーション課  

指定管理者の指定について（浜松市浜北温泉施設あらたまの湯） 

（提案理由） 

  浜松市浜北温泉施設あらたまの湯の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、

同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市浜北区四大地９番地の９２１ 

   名 称：浜松市浜北温泉施設あらたまの湯 

２ 指定管理者   

所在地：浜松市浜北区新堀７０番地の６ 

名 称：浜名梱包輸送株式会社 代表取締役 鈴木 猛 

３ 指定の期間   

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 ※参 考 

 １ 指定管理者の概要 

    浜名梱包輸送株式会社 

    ・設  立：昭和３７年４月１２日 

    ・資 本 金：９，８００万円 

    ・設立目的：次の事業を営むため。 

    ・事業内容：①一般貨物自動車運送事業 

          ②自動車分解設備事業 

          ③貨物運送取扱事業法に基づく第一種、第二種利用運送事業並びに

運送取次事業 ほか 
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（第 158 号議案の説明資料） 

農業水産課  

指定管理者の指定について（浜松市フルーツパーク） 

（提案理由） 

  浜松市フルーツパークの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市北区都田町４２６３番地の１

   名 称：浜松市フルーツパーク

 ２ 指定管理者 

   所在地：静岡県御殿場市神山７１９番地 

   名 称：株式会社時之栖 代表取締役 庄司 清和 

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※参 考 

 １ 指定管理者の概要 

   株式会社時之栖 

・設 立：平成６年３月４日 

・資 本 金：３，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むため。 

・事業内容：①ホテル、旅館、スポーツ施設等の宿泊施設、結婚式場、法要式場の

経営及び経営コンサルタント 

         ②温泉浴場施設、温泉利用にかかる保養所の経営及び経営コンサルタ

ント 

         ③レストラン、喫茶店、居酒屋等の飲食店の経営 ほか    
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（第 159 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（都田総合公園） 

（提案理由） 

  都田総合公園の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第   

２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項の

規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市北区新都田一丁目１０３番地の４

   名 称：都田総合公園

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市中区上島三丁目２７番１２号

   名 称：一般財団法人浜松公園緑地協会 理事長 右﨑 正敏

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   一般財団法人浜松公園緑地協会 

   ・設  立：昭和４８年３月３１日 

   ・基本財産：１億円 

   ・設立目的：公園緑地事業等及び緑化に関する事業を通じて、市民の心身の健全な

発達と緑豊かで潤いのあるまちづくりに寄与することを目的とする。 

   ・事業内容：①公園緑地等に関する受託事業 

         ②緑化推進に関する事業

         ③公園緑地等の設置及び管理に関する事業 ほか
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（第 160 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（浜松城公園） 

（提案理由） 

  浜松城公園の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項の規定に

より議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中区元城町１００番地の２ 

   名 称：浜松城公園 

２ 指定管理者 

  所在地：浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

名 称：浜松城公園パークマネジメント共同事業体 

（代表者）浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

            遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 河野 延之 

       （構成員）浜松市中区上島３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 

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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※参 考 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    現指定管理者の一部で経験、実績のある遠鉄アシストと樹木管理の経験値の高い

浜松公園緑地協会により、一体的な管理運営体制や危機管理体制、施設維持管理体

制の構築、より質の高いサービスの提供を図るため。 

（２）概要 

代
表
者

遠鉄アシスト株式会社 

・設  立：平成１１年７月２１日 

・資 本 金：４，０００万円 

・設立目的：下記の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理 

      ②自動車による旅客及び貨物輸送事業 

      ③建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 

       ほか 

構
成
員

一般財団法人浜松公園緑地協会 

・設  立：昭和４８年３月３１日 

・基本財産：１億円 

・設立目的：下記の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①公園緑地等に関する受託事業 

②緑化推進に関する事業 

③公園緑地等の設置及び管理に関する事業 ほか 
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（第 161 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（和地山公園ほか４施設） 

（提案理由） 

  和地山公園ほか４施設の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市中区和地山三丁目１０番１号 和地山公園 

浜松市中区高丘東一丁目４番１号 高丘公園 

浜松市中区船越町４２８番地の３ 船越公園 

浜松市中区相生町３２０番地の２ 相生公園 

浜松市中区高丘東一丁目１０４番２ 浜松市高丘緑地 

 ２ 指定管理者 

所在地：浜松市中区常盤町１３２番地の１８ 

   名 称：ビル保善・公園緑地協会グループ

（代表者）浜松市中区常盤町１３２番地の１８ 

     中部ビル保善株式会社 代表取締役 山本 一衛 

（構成員）浜松市中区上島３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 

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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※参 考 

 １ 指定管理者の概要 

 （１）指定管理者がグループを編成した目的 

    現指定管理者の一部で経験、実績のある中部ビル保善と樹木管理の経験値の高い

浜松公園緑地協会により、一体的な管理運営体制や危機管理体制、施設維持管理体

制の構築、より質の高いサービスの提供を図るため。 

（２）概要 

代
表
者

中部ビル保善株式会社 

・設  立：昭和４７年５月１日 

・資 本 金：１，２００万円 

・設立目的：下記の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①不動産管理業 

      ②清掃業 

      ③清掃用品の製造販売 ほか 

構
成
員

一般財団法人浜松公園緑地協会 

・設  立：昭和４８年３月３１日 

・基本財産：１億円 

・設立目的：下記の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①公園緑地等に関する受託事業 

②緑化推進に関する事業 

③公園緑地等の設置及び管理に関する事業 ほか 
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（第 162 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（安間川公園ほか２施設） 

（提案理由） 

  安間川公園ほか２施設の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市東区安新町１８１番地の２ 安間川公園 

浜松市東区豊町６４８０番地の１ ゆたか緑地 

浜松市東区豊町６４８０番地の１地先 ゆたか第２緑地 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市東区和田町７０８番地の１ 

   名 称：東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博 

 ３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

※参 考 

 １ 指定管理者の概要 

   東海ビル管理株式会社 

   ・設  立：昭和５３年９月１日 

   ・資 本 金：１，０００万円 

   ・設立目的：次の事業を営むため。 

   ・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

         ②ビルヂング、その他建造物の設備（空調設備、給排水設備、電気設

備、冷暖房設備、消防設備、衛生設備）の施工、保全、保守、管理

業務） 

         ③エレベータ、守衛、夜警、電話交換、受付、駐車場、ベットメイク、

管理業務 ほか 
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（第 163 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（佐鳴湖公園） 

（提案理由） 

  佐鳴湖公園の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項の規定に

より議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市西区入野町１９９５４番地の１０４

   名 称：佐鳴湖公園

２ 指定管理者   

所在地：浜松市中区上島３丁目２７番１２号 

名 称：さなるの森パートナーズ 

（代表者）浜松市中区上島３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）浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

            遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 河野 延之 

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで
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※参 考

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    現指定管理者の一部で経験、実績のある遠鉄アシストと樹木管理の経験値の高い

浜松公園緑地協会により、一体的な管理運営体制や危機管理体制、施設維持管理体

制の構築、より質の高いサービスの提供を図るため。 

（２）概要 

代
表
者

一般財団法人浜松公園緑地協会 

・設  立：昭和４８年３月３１日 

・基本財産：１億円 

・設立目的：下記の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①公園緑地等に関する受託事業 

②緑化推進に関する事業 

③公園緑地等の設置及び管理に関する事業 ほか 

構
成
員

遠鉄アシスト株式会社 

・設  立：平成１１年７月２１日 

・資 本 金：４，０００万円 

・設立目的：下記の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理 

      ②自動車による旅客及び貨物輸送事業 

      ③建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 

       ほか 
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（第 164 号議案の説明資料） 

指導課  

指定管理者の指定について（浜松市かわな野外活動センター） 

（提案理由） 

  浜松市かわな野外活動センターの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、

同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市北区引佐町川名４５５番地の５

   名 称：浜松市かわな野外活動センター

 ２ 指定管理者

   所在地：浜松市東区和田町８０８番地の１

   名 称：公益財団法人浜松市体育協会 会長 岸田 勝彦

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

※参 考

 １ 指定管理者の概要

   公益財団法人浜松市体育協会

   ・設  立：昭和５５年３月２６日

   ・基本財産：３３１,５７３,２８４円

   ・設立目的：浜松市における健康・体力つくりを推進し、アマチュア精神を培い、

スポーツの普及・向上を図り、もって健康で明るい市民の育成に寄与

するため。 

   ・事業内容：①体育団体の育成強化及び連絡調整に関すること

         ②体育指導者の資質の向上に関すること

         ③競技力の向上に関すること ほか
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（第 165 号議案の説明資料） 

中央図書館  

指定管理者の指定について（浜松市立中央図書館駅前分室） 

（提案理由） 

  浜松市立中央図書館駅前分室の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、   

同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市中区旭町１２番地の１（遠鉄百貨店新館９階）

   名 称：浜松市立中央図書館駅前分室

 ２ 指定管理者

   所在地：東京都文京区大塚三丁目１番１号

   名 称：ＴＲＣ・遠鉄アシスト共同事業体

       （代表者）東京都文京区大塚三丁目１番１号

株式会社図書館流通センター 代表取締役 細川 博史

       （構成員）浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８

            遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 河野 延之

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで
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※参 考

 １ 指定管理者の概要

（１）指定管理者がグループを編成した目的

豊富な公共図書館の管理運営実績による充実した研修と人材サポート体制を有す

る代表企業と、施設の総合管理企業が共同事業体を構成し、両者の市内における実

績を活かした更なる図書館サービスの拡充を目指すため。

（２）概要

代

表

者

株式会社図書館流通センター

・設 立：昭和５４年１２月２０日

・資 本 金：２億６，６０５万円

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。  

・事業内容：①書籍及び雑誌の販売

②書籍の情報収集及び情報検索・受発注用機械可読データの作成及

び販売 

③図書館管理運営業務の受託及び代行業 ほか

構

成

員

遠鉄アシスト株式会社

・設 立：平成１１年７月２１日

・資 本 金：４，０００万円

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理

②建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 

③労働者派遣事業 ほか 
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（第 166 号議案の説明資料） 

中央図書館  

指定管理者の指定について（浜松市立城北図書館） 

（提案理由） 

  浜松市立城北図書館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市中区和地山二丁目３７番２号

   名 称：浜松市立城北図書館

 ２ 指定管理者

   所在地：東京都文京区大塚三丁目１番１号

   名 称：ＴＲＣ・遠鉄アシスト共同事業体

       （代表者）東京都文京区大塚三丁目１番１号

株式会社図書館流通センター 代表取締役 細川 博史

       （構成員）浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８

            遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 河野 延之

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで
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※参 考

 １ 指定管理者の概要

（１）指定管理者がグループを編成した目的

豊富な公共図書館の管理運営実績による充実した研修と人材サポート体制を有す

る代表企業と、施設の総合管理企業が共同事業体を構成し、両者の市内における実

績を活かした更なる図書館サービスの拡充を目指すため。

（２）概要

代

表

者

株式会社図書館流通センター

・設 立：昭和５４年１２月２０日

・資 本 金：２億６，６０５万円

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。  

・事業内容：①書籍及び雑誌の販売

②書籍の情報収集及び情報検索・受発注用機械可読データの作成及

び販売 

③図書館管理運営業務の受託及び代行業 ほか

構

成

員

遠鉄アシスト株式会社

・設 立：平成１１年７月２１日

・資 本 金：４，０００万円

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理

②建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 

③労働者派遣事業 ほか 
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（第 167 号議案の説明資料） 

中央図書館  

指定管理者の指定について（浜松市立流通元町図書館） 

（提案理由） 

  浜松市立流通元町図書館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第

６項の規定により議決を求めるものです。 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称

   所在地：浜松市東区流通元町２０番２号

   名 称：浜松市立流通元町図書館

 ２ 指定管理者

   所在地：東京都文京区大塚三丁目１番１号

   名 称：ＴＲＣ・遠鉄アシスト共同事業体

       （代表者）東京都文京区大塚三丁目１番１号

株式会社図書館流通センター 代表取締役 細川 博史

       （構成員）浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８

            遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 河野 延之

 ３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

-52-



※参 考

 １ 指定管理者の概要

（１）指定管理者がグループを編成した目的

豊富な公共図書館の管理運営実績による充実した研修と人材サポート体制を有す

る代表企業と、施設の総合管理企業が共同事業体を構成し、両者の市内における実

績を活かした更なる図書館サービスの拡充を目指すため。

（２）概要

代

表

者

株式会社図書館流通センター

・設 立：昭和５４年１２月２０日

・資 本 金：２億６，６０５万円

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。  

・事業内容：①書籍及び雑誌の販売

②書籍の情報収集及び情報検索・受発注用機械可読データの作成及

び販売 

③図書館管理運営業務の受託及び代行業 ほか

構

成

員

遠鉄アシスト株式会社

・設 立：平成１１年７月２１日

・資 本 金：４，０００万円

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理

②建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 

③労働者派遣事業 ほか 
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