使用料等の改定対象施設等及び問い合わせ先一覧表
１
№

公共施設の利用料、使用料等
施設名

1

東部協働センター

2

富塚協働センター

3

高台協働センター

4

西部協働センター

5

佐鳴台協働センター

6

北部協働センター

7

県居協働センター

8

南部協働センター

9

曳馬協働センター

問い合わせ先
電話番号

課名

条例名

10 蒲協働センター
11 天竜協働センター
12 長上協働センター
13 笠井協働センター
053-457-2094 市民協働・地域政策課 浜松市協働センター条例
14 積志協働センター
15 神久呂協働センター
16 入野協働センター
17 伊佐見協働センター
18 和地協働センター
19 庄内協働センター
20 篠原協働センター
21 舞阪協働センター
22 南陽協働センター
23 五島協働センター
24 白脇協働センター
25 新津協働センター
26 可美協働センター

№

施設名

問い合わせ先
電話番号

課名

条例名

27 三方原協働センター
28 都田協働センター
29 三ヶ日協働センター
30 北浜南部協働センター
31 浜名協働センター

053-457-2094 市民協働・地域政策課 浜松市協働センター条例

32 中瀬協働センター
33 麁玉協働センター
34 二俣協働センター
35 龍山協働センター
36 光明ふれあいセンター
37 竜川ふれあいセンター
38 熊ふれあいセンター
39 上阿多古ふれあいセンター
053-457-2094 市民協働・地域政策課
40 下阿多古ふれあいセンター

浜松市ふれあいセンター
条例

41 浦川ふれあいセンター
42 山香ふれあいセンター
43 城西ふれあいセンター
44 防災学習センター
45 地域情報センター
46 市民協働センター
47 水窪山村開発センター

浜松市防災学習センター
条例
浜松市地域情報センター
053-457-2722
情報政策課
条例
浜松市市民協働センター
053-457-2094 市民協働・地域政策課
条例
浜松市水窪山村開発セン
053-457-2094 市民協働・地域政策課
ター条例
053-457-2537

危機管理課

48 アクトシティ浜松

053-457-2417 創造都市・文化振興課 アクトシティ浜松条例

49 楽器博物館

053-457-2417 創造都市・文化振興課 浜松市楽器博物館条例

50 茶室

053-457-2417 創造都市・文化振興課 浜松市茶室条例

51 浜松文芸館

053-457-2417 創造都市・文化振興課 浜松文芸館条例

52 浜松復興記念館

053-457-2417 創造都市・文化振興課 浜松復興記念館条例

53 旧浜松銀行協会

053-457-2417 創造都市・文化振興課

54

男女共同参画・文化芸術活動推進
センター

浜松市旧浜松銀行協会条
例
浜松市男女共同参画・文
053-457-2417 創造都市・文化振興課 化芸術活動推進センター
条例

№

施設名

問い合わせ先
電話番号

課名

条例名
浜松市鴨江アートセン
ター条例

55 鴨江アートセンター

053-457-2417 創造都市・文化振興課

56 浜松科学館

053-457-2417 創造都市・文化振興課 浜松科学館条例

57 文化コミュニティセンター

053-457-2413 創造都市・文化振興課

58 雄踏文化センター

053-457-2413 創造都市・文化振興課

59 みをつくし文化センター

053-457-2413 創造都市・文化振興課

60 細江農業就業改善センター

053-457-2413 創造都市・文化振興課

61 引佐多目的研修センター

053-457-2413 創造都市・文化振興課

62 三ヶ日文化ホール

053-457-2413 創造都市・文化振興課

63 なゆた・浜北

053-457-2413 創造都市・文化振興課 浜松市なゆた・浜北条例

64 浜北文化センター

053-457-2413 創造都市・文化振興課

65 天竜壬生ホール
66 春野文化センター
67 佐久間歴史と民話の郷会館

浜松市文化コミュニティ
センター条例
浜松市雄踏文化センター
条例
浜松市みをつくし文化セ
ンター条例
浜松市農村就業改善セン
ター条例
浜松市引佐多目的研修セ
ンター条例
浜松市三ヶ日文化ホール
条例

浜松市浜北文化センター
条例
浜松市天竜壬生ホール条
053-457-2413 創造都市・文化振興課
例
浜松市春野文化センター
053-457-2413 創造都市・文化振興課
条例
浜松市佐久間歴史と民話
053-457-2413 創造都市・文化振興課
の郷会館条例

68 水窪文化会館

053-457-2413 創造都市・文化振興課 浜松市水窪文化会館条例

69 龍山森林文化会館

053-457-2413 創造都市・文化振興課

浜松市龍山森林文化会館
条例

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市総合体育館条例

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市水泳場条例

70 浜北体育館
71 浜北総合体育館
72 サンライフ浜北
73 天竜体育館
74 舞阪総合体育館
75 雄踏総合体育館
76 細江総合体育センター
77 引佐総合体育館
78 奥山体育センター
79 水窪総合体育館
80 龍山健康増進センター
81 北部水泳場
82 浜北温水プール

№

施設名

問い合わせ先

条例名

電話番号

課名

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市運動広場条例

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市庭球場条例

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市武道場条例

101 浜松アリーナ

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松アリーナ条例

102 新橋体育センター

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市新橋体育センター
条例

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市B＆G海洋センター
条例

105 天竜ボート場

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市天竜ボート場条例

106 賀茂真淵記念館

053-457-2466

文化財課

浜松市立賀茂真淵記念館
条例

107 龍山入浴施設

053-453-6119

健康増進課

浜松市龍山入浴施設条例

108 青少年の家

053-457-2795

次世代育成課

浜松市立青少年の家条例

109 天竜自然体験センター湖畔の家

053-457-2795

次世代育成課

110 天竜林業体育館

053-457-2159

林業振興課

83 天竜上阿多古運動場
84 舞阪乙女園グラウンド
85 雄踏グラウンド
86 細江総合グラウンド
87 引佐運動広場
88 三ヶ日運動場
89 春野総合運動場
90 春野犬居スポーツ広場
91 春野熊切スポーツ広場
92 水窪グラウンド
93 浜北平口サッカー場
94 天竜庭球場
95 水窪テニスコート
96 武道館
97 浜北武道館
98 天竜武道館
99 三ヶ日弓道場
100 佐久間瞑想館

103 天竜B＆G海洋センター
104 三ヶ日B＆G海洋センター

浜松市立天竜自然体験セ
ンター条例
浜松市天竜林業体育館条
例

№

施設名

問い合わせ先

条例名

電話番号

課名

111 福祉交流センター

053-457-2326

福祉総務課

112 三ヶ日総合福祉センター

053-457-2326

福祉総務課

113 春野福祉センター

053-457-2326

福祉総務課

114 発達医療総合福祉センター

053-457-2034

障害保健福祉課

053-457-2886

高齢者福祉課

浜松市老人福祉センター
条例

127 浜松こども館

053-457-2795

次世代育成課

浜松こども館条例

128 子育て情報センター

053-457-2792

子育て支援課

浜松市子育て情報セン
ター条例

129 勤労会館

053-457-2115

産業総務課

130 勤労青少年ホーム

053-457-2115

産業総務課

131 浜北地域活動・研修センター

053-457-2115

産業総務課

132 墓園・墓地

053-457-2026

市民生活課

浜松市墓園・墓地条例

133 納骨堂

053-457-2026

市民生活課

浜松市納骨堂条例

134 浜松市斎場

053-457-2026

市民生活課

浜松市斎場条例

053-457-2026

市民生活課

浜松市佐久間・水窪霊
きゅう自動車条例

137 舞阪サテライトオフィス

053-457-2825

産業振興課

138 総合産業展示館

053-457-2095

産業振興課

浜松市福祉交流センター
条例
浜松市三ヶ日総合福祉セ
ンター条例
浜松市春野福祉センター
条例
浜松市発達医療総合福祉
センター条例

115 老人福祉センター湖東荘
116 老人福祉センター江之島荘
117 老人福祉センター湖南荘
118 老人福祉センター竜西荘
119 老人福祉センター萩原荘
120 老人福祉センター可美荘
121 老人福祉センターいたや
122 老人福祉センター青龍荘
123 浜北高齢者ふれあい福祉センター
124 舞阪老人福祉センター
125 雄踏老人福祉会館さつき荘
126 雄踏老人福祉会館つつじ荘

135 佐久間霊きゅう自動車
136 水窪霊きゅう自動車

浜松市勤労会館条例
浜松市立勤労青少年ホー
ム条例
浜松市浜北地域活動・研
修センター条例

浜松市舞阪サテライトオ
フィス条例
浜松市総合産業展示館条
例

№

施設名

問い合わせ先

条例名

電話番号

課名

139 ギャラリーモール

053-457-2095

産業振興課

140 観光バス公共駐車場

053-457-2295

観光・シティ
プロモーション課

浜松市ギャラリーモール
条例
浜松市観光バス公共駐車
場条例

053-457-2295

観光・シティ
プロモーション課

浜松市弁天島海浜公園・
渚園条例

053-457-2295

観光・シティ
プロモーション課

浜松市弁天島温泉供給条
例

053-457-2295

観光・シティ
プロモーション課

浜松市舞阪駐車場条例

141 弁天島海浜公園
142 渚園
143 弁天島温泉
144 渚園駐車場
145 弁天島海浜公園駐車場
146 舞阪表浜駐車場

観光・シティ
プロモーション課
観光・シティ
プロモーション課
観光・シティ
プロモーション課

147 国民宿舎奥浜名湖

053-457-2295

148 浜北温泉施設あらたまの湯

053-457-2295

149 天竜相津マリーナ

053-457-2295

150 浜松市フルーツパーク

053-457-2328

農業水産課

151 農村環境改善センター

053-457-2311

農地整備課

152 土地改良財産

053-457-2311

農地整備課

153 村櫛漁港

053-592-8816

農業水産課

053-457-2421

スポーツ振興課

浜松市国民宿舎奥浜名湖
条例
浜松市浜北温泉施設あら
たまの湯条例
浜松市天竜相津マリーナ
条例
浜松市フルーツパーク条
例
浜松市農村環境改善セン
ター条例
浜松市土地改良財産の目
的外使用に関する使用料
条例
村櫛漁港管理条例

154 四ツ池公園
155 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場
156 可美公園
157 梔池緑地
158 船明ダム運動公園
159 花川運動公園
浜松市都市公園条例

160 明神池運動公園
161 江之島アーチェリー場
162 浜松城公園
163 和地山公園
164 遠州灘海浜公園
165 船越公園
166 安間川公園

球技場

053-457-2353

公園課

№

施設名

問い合わせ先
電話番号

課名

167 動物園（舘山寺総合公園）

053-487-1122

動物園

168 フラワーパーク（舘山寺総合公園）

053-457-2586

緑政課

条例名

169 佐鳴湖公園
170 有玉緑地
浜松市都市公園条例

171 ゆたか緑地
053-457-2353

公園課

053-457-2353

公園課

浜松市公園条例

178 市民ふれあい農園

053-457-2586

緑政課

浜松市市民農園条例

179 中瀬南部緑地会館

053-457-2353

公園課

180 道路占用料

053-457-2619

道路保全課

181 河川占用料

053-457-2619

道路保全課

182 小中学校施設

053-457-2421

スポーツ振興課

183 市立高等学校施設

053-453-1105

市立高等学校

184 かわな野外活動センター

053-457-2411

指導課

185 浜松市博物館

053-456-2208

博物館

186 浜松市美術館

053-454-6801

美術館

172 高丘公園
173 美薗中央公園
174 雄踏総合公園
175 引佐総合公園
176 春野ふれあい公園
177 佐久間ふれあい運動公園

浜松市中瀬南部緑地会館
条例
浜松市道路占用料徴収条
例
浜松市準用河川流水占用
料等徴収条例、普通河川
条例
浜松市立小中学校施設使
用料条例
浜松市立高等学校施設使
用料条例
浜松市かわな野外活動セ
ンター条例
浜松市博物館条例

浜松市美術館条例
187 浜松市秋野不矩美術館

053-922-0315

秋野不矩美術館

２

その他

№

施設名等

問い合わせ先
電話番号

課名
保健総務課

条例名

1

浜松市保健所

053-453-6111

浜松市保健所条例

2

精神保健福祉センター

053-457-2709 精神保健福祉センター

3

口腔保健医療センター

053-453-6129

健康増進課

4

夜間救急室

053-453-6178

健康医療課

浜松市夜間救急室条例

5

引佐診療所(鎮玉診療所、渋川出
張診療所、伊平診療所)

053-453-6178

健康医療課

浜松市引佐診療所条例

6

天竜休日救急診療所

053-453-6178

健康医療課

7

春野歯科診療所

053-453-6178

健康医療課

8

一般廃棄物（事業系ごみ）

053-453-6229

ごみ減量推進課

9

連絡ごみ

053-453-0011

廃棄物処理課

10

市営住宅（戸倉団地水道使用料、
駐車場使用料）

053-457-2455

住宅課

11 農業集落排水施設使用料

053-474-7812

お客さまサービス課

12 中央卸売市場

053-427-7402

中央卸売市場

13 食肉地方卸売市場

053-461-7555

食肉地方卸売市場

14 浜松オートレース場

053-471-0066

公営競技室

15 自転車等保管料

053-457-2425

道路保全課

16 水道料金

053-474-7812

お客さまサービス課

17 水道加入金

053-474-7913

お客さまサービス課

18 下水道使用料、利用料金

053-474-7812

お客さまサービス課

053-451-2772

病院管理課

053-965-0054

佐久間病院

浜松市精神保健福祉セン
ター条例
浜松市口腔保健医療セン
ター条例

浜松市天竜休日救急診療
所
浜松市春野歯科診療所条
例
浜松市廃棄物の減量及び
資源化並びに適正処理等
に関する条例
浜松市営住宅条例 、浜松
市営住宅条例施行規則
浜松市農業集落排水処理
施設条例
浜松市中央卸売市場業務
条例
浜松市と畜場条例、浜松市
地方卸売市場業務条例
浜松市小型自動車競走場
附帯施設等利用条例
浜松市自転車等の放置の
防止に関する条例施行規
則、浜松市自転車等駐車場
条例施行規則
浜松市水道事業給水条例

浜松市下水道条例

19 浜松医療センター
20 浜松市リハビリテーション病院
21 浜松市国民健康保険佐久間病院

浜松市病院事業の設置等
に関する条例

