
公共施設マネジメントの基本理念

令和元年９月

長野市総務部公有財産活用局

公共施設マネジメント推進課



No. 施設名称 施設所管課

1 川中島小学校

2 昭和小学校

3 川中島中学校

4 川中島中間教室 学校教育課

5 川中島町公民館中津分館

6 川中島町公民館川中島分館

7 川中島町公民館御厨分館

8 川中島町公民館

9 川中島人権同和教育集会所 人権・男女共同参画課

10 川中島体育館 スポーツ課

11 ハーモニー桃の郷 障害福祉課

12 犀南保健センター 長野市保健所健康課

13 昭和保育園 保育・幼稚園課

14 川中島児童センター

15 昭和児童センター

16 川中島支所 地域活動支援課

17 川中島第一分団詰所

18 川中島第三分団詰所

19 川中島第二分団詰所

20 職員住宅 職員課

教育委員会総務課

警防課

こども政策課

家庭・地域学びの課



No. 施設名称 施設所管課

21 今井原教職員住宅

22 今里教職員住宅

23 四ツ屋教職員住宅

24 市営住宅　川中島団地

25 市営住宅　長峰団地

26 市営住宅　今井団地（１）

27 市営住宅　今井団地（２）

28 市営住宅　今井団地（３）

住宅課

教育委員会総務課





施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

510 488 545 -

9,456 9,190 9,781 -

111 140 113 -

3,113 5,993 5,288 -

658 655 672 666

22 22 23 23

3 3 3 3

開　　設 明治２年

施設概要調書

川中島小学校 教育委員会総務課

所　在　地 長野市川中島町上氷鉋172

児童数

普通学級数

施設概要

西校舎　　　Ｓ55建　RC造２階建　1,162㎡
南校舎　　　Ｓ57建　RC造３階建　2,491㎡
昇降口棟　　Ｓ57建　Ｓ造１階建　186㎡
屋内運動場　Ｓ61建　RS造２階建　950㎡
北校舎　　　Ｈ25建　RC造３階建　2,498㎡

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

そ　の　他

特別支援学級数

設置目的、基本方針
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち、基礎的な
ものを施す場として小学校を設置するもの

主な実施事業
・小学校教育課程
・学校開放（体育館、屋外運動場）

現状と課題
平成25年度に北校舎を改築、平成28年度に体育館の耐震改修実施済
み。
その他の校舎については耐震性あり。

施設利用状況

利用区分等
利用実績

学校開放利用回数（体育館）

学校開放利用人数（体育館）

学校開放利用回数（屋外運動場）

学校開放利用人数（屋外運動場）

No.1



北　校　舎 グラウンド

体　育　館南　校　舎

普通教室



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

882 931 930 -

19,039 22,379 20,725 -

120 150 168 -

2,400 3,000 3,360 -

724 730 698 685

23 23 22 22

3 3 3 3

開　　設 昭和２年

施設概要調書

昭和小学校 教育委員会総務課

所　在　地 長野市川中島町今井1865

児童数

普通学級数

施設概要

中校舎　　　Ｓ55建　RC造３階建　1,781㎡
昇降口棟　　Ｓ55建　RC造２階建　457㎡
北校舎　　　Ｓ56建　RC造３階建　1,243㎡
第１体育館　Ｓ58建　Ｓ造２階建　949㎡
第２体育館　Ｈ11建　Ｓ造１階建　628㎡
特別教室棟　Ｈ11建　RC造３階建　793㎡
南校舎　　　Ｈ27建　RC造３階建　2,695㎡

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

そ　の　他

特別支援学級数

設置目的、基本方針
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち、基礎的な
ものを施す場として小学校を設置するもの

主な実施事業
・小学校教育課程
・学校開放（体育館、屋外運動場）

現状と課題
平成25年度に中校舎及び北校舎の耐震補強実施済み。
その他の校舎、体育館は平成27年度に改築または耐震改修を実施済
み。

施設利用状況

利用区分等
利用実績

学校開放利用回数（体育館）

学校開放利用人数（体育館）

学校開放利用回数（屋外運動場）

学校開放利用人数（屋外運動場）

No.2



昇降口棟 グラウンド

特別教室棟 第２体育館

第１体育館



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

70 107 136 -

1,045 1,670 1,792 -

20 0 0 -

550 0 0 -

735 746 724 751

22 23 22 23

4 4 5 5

開　　設 昭和24年

施設概要調書

川中島中学校 教育委員会総務課

所　在　地 長野市川中島町今井1360

児童数

普通学級数

施設概要

西体育館　　　Ｓ46建　Ｓ造２階建　　1,040㎡
南校舎　　　　Ｓ54建　RC造４階建　　2,890㎡
昇降口棟　　　Ｓ56建　RC造２階建　　583㎡
中校舎　　　　Ｓ57建　RC造４階建　　2,056㎡
北校舎　　　　Ｓ58建　RC造４階建　　1,897㎡
北体育館　　　Ｓ62建　ＳRC造２階建　1,257㎡
克己館　　　　Ｈ６建　Ｓ造１階建　　441㎡
プレハブ校舎　Ｓ63建　Ｓ造２階建　　266㎡
新校舎　　　　Ｈ25建　Ｓ造２階建　　573㎡

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

そ　の　他

特別支援学級数

設置目的、基本方針
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施す場として
中学校を設置するもの

主な実施事業
・中学校教育課程
・学校開放（体育館、屋外運動場）

現状と課題

西体育館については平成20年度、南校舎については平成21年度に耐震
補強を実施済み。体育館、武道場については平成27年度に耐震改修実
施済み。
その他の校舎については耐震性あり。
中校舎については令和２年度に大規模改造工事実施予定。

施設利用状況

利用区分等
利用実績

学校開放利用回数（体育館）

学校開放利用人数（体育館）

学校開放利用回数（屋外運動場）

学校開放利用人数（屋外運動場）

No.3



新校舎 北体育館

グラウンド普通教室

武道場



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

9 10

開　　設 平成29年４月

指定期間 指定管理者

施設概要

（１棟あたり）
職員室１
台所兼教室１
教室２

指定管理者制度導入経過

施設概要調書

川中島中間教室 学校教育課

所　在　地 長野市川中島町四ツ屋415-１　Ｄ201号、Ｄ200号

そ　の　他

相談指導、体験活動、集団活動、学習指導、その他必要な活動及び指導主な実施事業

現状と課題
中間教室通室生の学校復帰や社会的自立支援に利用している。
築年数が32年であり状況に応じた修繕や改修等が必要である。

設置目的、基本方針

自分の意思で通室出来る児童生徒を対象とし、学校復帰を目標に基本的
生活習慣の改善、情緒の安定、集団生活への適応、学習等の相談・指導
を行い、児童生徒の社会的自立に向けて、個々の児童生徒の実態に応
じた支援をすることを目的とする。

利用区分等

施設利用状況

中間教室通室生

利用実績

No.4





施設名： 担当課：

公募・非公募

第一期 非公募

H27 H28 H29 H30

77.2 75.5 82.5 79.7

68.9 75.2 68.5 56.3

14.2 16.4 16.2 24.2

18,542 15,260 17,102 16,846

開　　設 昭和62年12月５日竣工

施設概要調書

長野市立川中島町公民館中津分館 教育委員会家庭・地域学びの課

所　在　地 長野市川中島町今井７番地２

施設概要

・建築構造　　鉄骨造、地上2階
　　　　　　　　　（JAとの複合施設の2階部分）
・敷地面積　　3,539.99　㎡（借地）
・延床面積　　456.22　㎡
・内　　　容　　大広間（和室、舞台付）、日本間、料理教室

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

平成29年４月１日～平成32年（令和２年）３月31日 川中島地区住民自治協議会

施設利用者数

設置目的、基本方針

　公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に
即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の
教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会
福祉の増進に寄与することを目的とする。

施設利用状況
（）は稼働率

利用区分等
利用実績

（大広間（和室））

（日本間）

（料理教室）

主な実施事業

定期講座を開設すること。
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
貸館に関すること。

現状と課題
・建物と設備が老朽化しているため、頻繁に修繕等が必要である。
・JAとの複合施設の２階部分が公民館であるため、階段が急で高齢者
の昇降に支障がある。

そ　の　他

No.5



日本間 料理教室

大広間分館全景

平面図



施設名： 担当課：

公募・非公募

第一期 非公募

H27 H28 H29 H30

63.9 59.9 58.5 62.1

45.6 37.6 22.0 19.5

11.9 13.9 9.2 8.9

9,133 8,662 8,315 6,585

主な実施事業

定期講座を開設すること。
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
貸館に関すること。

現状と課題

・建物と設備が老朽化しているため、頻繁に修繕等が必要である。
・JAとの複合施設の２階部分が公民館であるため、階段が急で高齢者
の昇降に支障がある。
・新耐震基準に対応していない。

そ　の　他

施設利用者数

設置目的、基本方針

　公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に
即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の
教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会
福祉の増進に寄与することを目的とする。

施設利用状況
（）は稼働率

利用区分等
利用実績

（大広間（和室））

（日本間）

（料理教室）

施設概要

・建築構造　　鉄筋コンクリート造、地上2階
　　　　　　　　　（JAとの複合施設の2階部分）
・敷地面積　　6,251.00　㎡（借地）
・延床面積　　348.08　㎡
・内　　　容　　大広間（和室、舞台付）、日本間、料理教室

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

平成29年４月１日～平成32年（令和２年）３月31日 川中島地区住民自治協議会

開　　設 昭和55年11月27日竣工

施設概要調書

長野市立川中島町公民館川中島分館 教育委員会家庭・地域学びの課

所　在　地 長野市川中島町上氷鉋１３８４番地１４

No.6



平面図

分館全景 大広間

料理教室日本間



施設名： 担当課：

公募・非公募

第一期 非公募

H27 H28 H29 H30

44.7 27.0 33.4 42.6

50.8 35.1 28.4 25.1

44.7 27.0 33.4 41.8

5.0 5.0 4.5 3.1

6,591 5,250 6,145 11,023

開　　設
昭和48年５月30日竣工
（平成３年11月30日　改修工事竣工　39.07㎡増）

施設概要調書

長野市立川中島町公民館御厨分館 教育委員会家庭・地域学びの課

所　在　地 長野市川中島町御厨６２９番地１

施設概要

・建築構造　　鉄骨コンクリート造、地上2階
　　　　　　　　　（JAとの複合施設の2階部分）
・敷地面積　　256.86　㎡
・延床面積　　385.50　㎡
・内　　　容　　大広間（カーペット敷き、アコーディオンカーテンで会議室
　　　　　　　　　と分割可能）、日本間、料理教室

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

平成29年４月１日～平成32年（令和２年）３月31日 川中島地区住民自治協議会

施設利用者数

設置目的、基本方針

　公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に
即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の
教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会
福祉の増進に寄与することを目的とする。

施設利用状況
（）は稼働率

利用区分等
利用実績

（会議室）

（日本間）

（大広間）

（料理教室）

主な実施事業

定期講座を開設すること。
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
貸館に関すること。

現状と課題

・建物と設備が老朽化しているため、頻繁に修繕等が必要である。
・JAとの複合施設の２階部分が公民館であるため、階段が急で高齢者
の昇降に支障がある。
・新耐震基準に対応していない。
・公民館利用者の駐車スペースがない。

そ　の　他

No.7



平面図

分館全景 大広間（奥は会議室（畳））

料理教室日本間



施設名： 担当課：

公募・非公募

第一期 非公募

H27 H28 H29 H30

96.4 94.7 94.7 93.0

45.3 44.8 46.5 43.2

11.9 12.3 12.8 11.4

68.6 71.9 67.1 67.4

65.0 71.3 69.1 66.6

23.9 32.9 48.5 40.1

32,702 36,930 34,173 34,624

開　　設 平成25年10月31日竣工

施設概要調書

長野市立川中島町公民館 教育委員会家庭・地域学びの課

所　在　地 長野市川中島町今井１７６２番地１

施設概要

・建築構造　　鉄筋コンクリート造、地上2階
・敷地面積　　1,874.16　㎡
・延床面積　　1,254.1　㎡
・内　　　容　　事務室1、事務室2、多目的ホール（ステージ付）、
　　　　　　　　　和室、調理室、大会議室、中会議室（防音仕様）、
　　　　　　　　　小会議室（工作室）、図書コーナー、エントランスホール、
　　　　　　　　　エレベーター

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

平成29年４月１日～平成32年（令和２年）３月31日 川中島地区住民自治協議会

施設利用者数

設置目的、基本方針

　公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に
即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の
教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会
福祉の増進に寄与することを目的とする。

施設利用状況
（）は稼働率

利用区分等
利用実績

（多目的ホール）

（和室）

（調理室）

（大会議室）

（中会議室）

（小会議室（工作室））

主な実施事業

定期講座を開設すること。
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
貸館に関すること。

現状と課題

・各会議室（特に調理室、小会議室（工作室））の利用率の向上
・競争率の高い多目的ホールの公平な貸館対応策
・多目的ホール空調室外機の近隣への騒音・振動対策
・駐車場が狭いうえ、川中島支所と共用であるため、講座や会議等が
重なると駐車スペースがなくなる。

そ　の　他

No.8



本館全景

川中島町公民館全景

平面図



多目的ホール ステージ（多目的ホール）

図書コーナー調理室

小会議室（工作室） 和室

中会議室（防音仕様）大会議室
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施設名： 担当課：

公募・非公募

第１期 非公募

第２期 非公募

第３期 非公募

H27 H28 H29 H30

178 206 120 109

1550 1745 1238 1413

設置目的、基本方針
人権同和問題の理解と認識を深め地域住民の社会教育活動を助長する
ために設置したもの
＊　長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例

利用区分等

施設利用状況

利用回数

利用人数

利用実績

そ　の　他

人権同和問題の理解と認識を深める事業
地域住民の教養を高め、生活の改善を図る事業
その他の設置目的を達成するために必要な事業
＊　長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

主な実施事業

現状と課題

地元代表者で構成する運営委員会に管理運営を委託しているが、築40
年以上が経過していて、施設の老朽化が進んでいる。利用状況、運営委
員会の意向等も踏まえ、公共施設マネジメントに基づく今後の施設のあり
方について検討している。

施設概要調書

長野市川中島人権同和教育集会所 地域・市民生活部　人権・男女共同参画課

所　在　地 長野市川中島町原177番地

開　　設 昭和53年３月

指定期間

平成18年4月～平成20年3月

平成23年4月～平成28年3月

指定管理者

川中島人権同和教育集会所運営委員会

川中島人権同和教育集会所運営委員会

施設概要

大会議室　１
会議室　 　１
学習室　　 １
調理室 　　１

指定管理者制度導入経過
平成20年4月～平成23年3月 川中島人権同和教育集会所運営委員会
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　平面図

　外　　観

　会議室大会議室

学習室 　調理室



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

34,388 45,007 30,081 33,451

2,147 2,140 2,056 2,132

設置目的、基本方針 社会体育の普及及び地域住民の健康増進のため

利用区分等

施設利用状況

利用人数

利用コマ数

利用実績

そ　の　他

施設貸出
スポーツ教室等の開催

主な実施事業

現状と課題
利用率は平成30年度実績で90.2％と高い。
今後も利用者に施設の適正な利用を促し、また、施設の長寿命化に向
けた予防保全を実施していく必要がある。

施設概要調書

長野市営川中島体育館 文化スポーツ振興部スポーツ課

所　在　地 長野市川中島町上氷鉋17-1

開　　設 昭和58年３月

指定期間 指定管理者

施設概要

社会体育館　体育室面積696㎡
バスケットボール１面
バレーボール（９人制）１面、バレーボール（６人制）２面
バドミントン３面、ソフトバレーボール３面
卓球10台

指定管理者制度導入経過
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・写真

・施設の見取り図



施設名： 担当課：

公募・非公募

第１期 非公募

第２期 非公募

第３期 非公募

H27 H28 H29 H30

27 27 26 24

5 5 5 5

4 5 4 3

15 14 14 15

14 18 18 16

2,568 2,967 2,653 2,906

569 598 621 645

開　　設 平成１５年４月

指定期間

H18.4.1～H23.3.31

H28.4.1～Ｒ3.3.31

指定管理者

　社会福祉法人
 　長野市社会事業協会

　社会福祉法人
 　長野市社会事業協会

施設概要

指定管理者制度導入経過
H23.4.1～H28.3.31

　社会福祉法人
 　長野市社会事業協会

・　作業訓練室　４
・　浴室　１
・　洗濯室　２
・　更衣室　２
・　食堂　１
・　厨房　１
・　医務室　１

・　相談室　３
・　会議室　２
・　事務室　３
・　交流ホール　１
・　ロビー　１
・　エレベーター　１
・　屋上テラス　２

施設概要調書

長野市障害者福祉施設　ハーモニー桃の郷 障害福祉課

所　在　地 長野市川中島町今井１３８７番地５

そ　の　他

 ・ 生活介護　　　　　【かがやき】
 ・ 重症心身障害者支援 　【ぴあぽーと】
　　（生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス　多機能型事業所）
 ・ 就労支援 （就労移行支援、就労継続支援B型） 　【希望の家】
 ・ 地域生活支援　　【はばたき】
 ・ 相談支援 （一般相談、特定相談）　【ほっとらいふ相談室】
 ・ 生活支援 （訪問系サービス等）　　 【ほっとらいふステーション】
 ・ 交流ホールの貸し出し

主な実施事業

現状と課題

　身体、知的、精神の全ての障害に対応し、多種の障害福祉サービスの提供や
支援を行う複合型の施設である。
　交流ホールは、地元自治協等の会議や子育て支援等で頻繁に利用されている
状況だが、開所から15年を経過して、施設の設備関係には、老朽化に伴う機能
劣化が見られるようになった。

設置目的、基本方針

　障害者及び障害児の各自の能力及び適正に応じ、自立した日常生活や社会生
活を営むために必要な支援を行うとともに、相談支援や地域との交流の機会や
活動の場を提供し、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
　複合施設として総合的に事業の連携を図り、障害者の日中活動支援と、介護者
である家族の負担軽減に努めるとともに、障害者が地域で自立した生活を送れ
るよう安定した作業の確保と、一般就労に向けた支援を行う。

利用区分等

施設利用状況

利用実績

ほっとらいふ相談室（相談支援）件

交流ホールの使用回数
回/稼働日数

かがやき（生活介護）人/日

ぴあぽーと（重症者多機能型）
人/日

希望の家（就労移行支援）人/日

希望の家（就労継続支援Ｂ型）
人/日

はばたき（地域生活支援）人/日
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施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

12,983 12,340 11,923 10,604

開　　設 昭和63年４月

指定期間 指定管理者

施設概要
鉄筋コンクリート造２階
　保健相談室、診察室、機能訓練室、検査室、事務室
　集団指導室、栄養指導室、保健指導室、トイレほか

指定管理者制度導入経過

施設概要調書

犀南保健センター
保健福祉部
保健所健康課

所　在　地 長野市里島62番地

そ　の　他

健康診査事業（生活習慣病予防等）、健康づくり事業（健康教育等）、予防
接種事業、母子保健事業、健康相談事業、保健指導事業など

主な実施事業

現状と課題
地域保健サービスを行う拠点施設として長寿命化を図りつつ、市内の他
地区の保健センターとともに、適正な配置を検討していく必要がある。

設置目的、基本方針 市民の健康の保持及び増進と保健衛生の向上を図ることを目的とする。

利用区分等

施設利用状況

利用者数（人）

利用実績

※市直営
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【外観】

【館内図】

← １ 階

２ 階 →



施設名： 担当課：

公募・非公募

H28 H29 H30 H31

117 127 140 120

設置目的、基本方針

【保育目標】
○たくさん遊んでおいしく食べる子ども
○あいさつできる子ども
○挑戦する子ども
○喜んで話したり聞いたりする子ども

利用区分等

施設利用状況

園児数（各年４月１日現在）

利用実績

そ　の　他

春：入園式、個別懇談、遠足、交通安全教室
夏：プール開き、なつ祭り、七夕祭り、プール参観
秋：運動会、バス遠足
冬：たのしみ会、クリスマス会、どんど焼き、豆まき、ひな祭り、お別れ会、卒園式
毎月：誕生日会、避難訓練、体重測定
年２回：内科健診、歯科検診
他：祖父母参観ほか

主な実施事業

現状と課題

施設概要調書

昭和保育園 保育・幼稚園課

所　在　地 長野市川中島町今井1869－2

開　　設 昭和26年４月

指定期間 指定管理者

施設概要
木造平屋建　面積　835.9㎡
園庭面積　　　　　　 685㎡

指定管理者制度導入経過
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外 観 園 庭

施設内 保育室

昭和保育園 平面図



施設名： 担当課：

公募・非公募

非公募

非公募

非公募

H27 H28 H29 H30

24,394 22,353 23,160 20,462

設置目的、基本方針
放課後等の子どもたちが安全で安心して過ごせる居場所を確保し、遊
びや学び、交流の場を提供する。また、児童に健全な遊びの場を提供
することで、その健康を増進し、豊かな情操を育む。

利用区分等

施設利用状況

延べ利用児童数

利用実績

そ　の　他

放課後子ども総合プラン（放課後等の児童に安全・安心な居場所及び
多様な体験・活動の提供）

主な実施事業

現状と課題

・プラン利用児童　川中島小学校１～２年生（留守家庭児童）
・登録児童数　113名（令和元年5月）
・平均利用率（学校授業日）　78.1％（利用人数/登録児童数　平成30年
度実績）

施設概要調書

川中島児童センター こども政策課

所　在　地 長野市　川中島町上氷鉋146-1

開　　設 昭和６０年４月

指定期間

平成21年4月～平成24年3月

平成27年4月～平成32年3月

指定管理者

長野市社会福祉協議会

長野市社会福祉協議会

施設概要

遊戯室１
図書室１
学習室１
事務室１

指定管理者制度導入経過
平成24年4月～平成27年3月 長野市社会福祉協議会
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見取り図

外　観 図書室

遊戯室学習室

図書室

54.81㎡

遊戯室

114.40㎡

事務室

20.25㎡

学習室

28.88㎡



施設名： 担当課：

公募・非公募

非公募

非公募

非公募

H27 H28 H29 H30

32,485 35,015 32,408 26,496

設置目的、基本方針
放課後等の子どもたちが安全で安心して過ごせる居場所を確保し、遊
びや学び、交流の場を提供する。また、児童に健全な遊びの場を提供
することで、その健康を増進し、豊かな情操を育む。

利用区分等

施設利用状況

延べ利用児童数

利用実績

そ　の　他

放課後子ども総合プラン（放課後等の児童に安全・安心な居場所及び
多様な体験・活動の提供）

主な実施事業

現状と課題

・プラン利用児童　昭和小学校１～３年生（留守家庭児童）
・登録児童数　172名（令和元年5月）
・平均利用率（学校授業日）　75.1％（利用人数/登録児童数　平成30年
度実績）

施設概要調書

昭和児童センター こども政策課

所　在　地 長野市川中島町今井1865

開　　設 平成19年7月

指定期間

平成21年4月～平成24年3月

平成27年4月～平成32年3月

指定管理者

長野市社会福祉協議会

長野市社会福祉協議会

施設概要

集会室・図書室３
遊戯室１
事務室１
更衣室・相談室１
倉庫２

指定管理者制度導入経過
平成24年4月～平成27年3月 長野市社会福祉協議会
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外観 １階　集会室・図書室

２階　集会室・図書室 ２階　遊戯室



施設名： 担当課：

公募・非公募

なし

H27 H28 H29 H30

36677 36258 35272 33244

開　　設 平成１年４月

指定期間 指定管理者

施設概要

【１階】
事務室（窓口）、　ボランティアセンター
川中島地区社会福祉協議会事務局、　下堰土地改良区事務局
【２階】
会議室、和室

指定管理者制度導入経過

そ　の　他
同建物内に、川中島地区社会福祉協議会、下堰土地改良区の各事務局
が入居している。また、同敷地内に、川中島町公民館、川中島有線放送
（９月解体予定）が設置されている。

施設概要調書

川中島支所 地域活動支援課

所　在　地 長野市川中島町今井1756-1

・諸証明等の交付、市税等の収納、各種届出等の受付に関する窓口業務
・住民自治協議会及び各種団体の運営、支援
・防犯、交通安全に関する業務、民生児童委員に関する業務、白バラ会
の事業推進に関する業務、その他、地区住民からの相談・苦情等への対
応、各種補助金事業、期日前投票所、広報配達、災害対応など

主な実施事業

現状と課題

住民自治協議会、地区社会福祉協議会その他の関係団体の会議等にも
多く利用されており、選挙の期日前投票所にもなっている。ただし、更北
支所とほぼ同規模の支所であるが、駐車場の駐車台数が60台で一方更
北支所は103台である。よって慢性的な駐車場不足となっている。有線放
送局舎解体後、約20台確保出来ることを期待している。

設置目的、基本方針
・地区住民の行政サービス窓口
・地区のまちづくり活動の拠点

利用区分等

施設利用状況

戸籍等交付件数

利用実績

※利用者数の集計はとっていないため、戸籍、住民票、印鑑証明等交

付件、市民税課諸証明、固定資産課税台帳閲覧者、資産税課手数料

諸収入表件数合計、資産税課422条3通知、収納課納税証明発行件数

を集計しています。
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＜支所外観＞



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

109件

開　　設 平成2年3月30日

指定期間 指定管理者

施設概要 消防団川中島第一分団が活動の拠点として使用している本部詰所

指定管理者制度導入経過

施設概要調書

川中島第一分団詰所 消防局　警防課

所　在　地 長野市川中島町上氷鉋1389-1

そ　の　他

消防団活動事業
　・火災・災害活動時の拠点本部（集合・待機場所）
　・市民防火運動、各種火災予防・広報活動、警戒活動時の拠点本部

主な実施事業

現状と課題
積載車車庫が併設しておらず、詰所から離れているため、活動の難点
となっている。

設置目的、基本方針

消防団川中島第一分団の活動拠点・本部として設置整備したもの
地域防災の拠点施設として、地域住民に密接した消防団活動を展開す
るとともに、地域コミュニティの核となるよう、安心安全なまちづくりに貢
献していく。

利用区分等

施設利用状況

消防団活動出動件数

利用実績

※利用者は消防団員に限定されます。

① 詰所外観
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② 見 取 図

① 詰所外観
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１階：農協倉庫

消防団詰所



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

87件

設置目的、基本方針

消防団川中島第三分団の活動拠点・本部として設置整備したもの
地域防災の拠点施設として、地域住民に密接した消防団活動を展開す
るとともに、地域コミュニティの核となるよう、安心安全なまちづくりに貢
献していく。

利用区分等

施設利用状況

消防団活動出動件数

利用実績

そ　の　他

消防団活動事業
　・火災・災害活動時の拠点本部（集合・待機場所）
　・市民防火運動、各種火災予防・広報活動、警戒活動時の拠点本部

主な実施事業

現状と課題 特にありません

施設概要調書

川中島第三分団詰所 消防局　警防課

所　在　地 長野市川中島町御厨1199-3

開　　設 平成6年3月31日

指定期間 指定管理者

施設概要 消防団川中島第三分団が活動の拠点として使用している本部詰所

指定管理者制度導入経過

※利用者は消防団員に限定されます。
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② 見 取 図

① 詰所外観
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施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

95件

開　　設 平成3年3月30日

指定期間 指定管理者

施設概要 消防団川中島第二分団が活動の拠点として使用している本部詰所

指定管理者制度導入経過

施設概要調書

川中島第二分団詰所 消防局　警防課

所　在　地 長野市川中島町今井1714-4

そ　の　他

消防団活動事業
　・火災・災害活動時の拠点本部（集合・待機場所）
　・市民防火運動、各種火災予防・広報活動、警戒活動時の拠点本部

主な実施事業

現状と課題 特にありません

設置目的、基本方針

消防団川中島第二分団の活動拠点・本部として設置整備したもの
地域防災の拠点施設として、地域住民に密接した消防団活動を展開す
るとともに、地域コミュニティの核となるよう、安心安全なまちづくりに貢
献していく。

利用区分等

施設利用状況

消防団活動出動件数

利用実績

※利用者は消防団員に限定されます。
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② 見 取 図

① 詰所外観

給湯室

トイレ

器具置場

（車庫）

ホール

入口ドア

玄関

物置棚

階段

和室

（１３畳）

押入

階段

L＝

7．28m

W＝3.64m

２ 階１ 階



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

77.9% 72.5% 86.3% 73.3%

100.0% 97.5% 76.7% 88.3%

設置目的、基本方針

住宅に困窮する職員に住宅を提供し、職員の生活の安定に寄与するも
の（福利厚生事業）
なお、職員数の減少が見込まれる中、市内の住宅ストックが需要を上
回る状況を踏まえ、職員住宅の廃止に向けた検討を進めている。

利用区分等

施設利用状況

世帯用住戸稼働率

単身用住戸稼働率

利用実績

そ　の　他

職員への住宅提供主な実施事業

現状と課題
築20年を経過し施設の老朽化が進む中、改修工事などのメンテナンス
が必要である。

施設概要調書

職員住宅 総務部職員課

所　在　地 長野市川中島町今井原　（今井ニュータウン内）

開　　設 平成10年８月建築、平成10年10月提供開始

指定期間 指定管理者

施設概要
鉄筋コンクリート造
世帯用住戸　20戸　（４階建て・３ＤＫ・約80㎡）
単身用住戸　10戸　（２階建て・１Ｋ　・約40㎡）

指定管理者制度導入経過
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施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

63戸 61戸 55戸 51戸

世帯用　26戸 世帯用　24戸 世帯用　19戸 世帯用　18戸

単身用　37戸 単身用　37戸 単身用　36戸 単身用　33戸

設置目的、基本方針 長野市教育委員会に属する職員の福利厚生施設として設置するもの

利用区分等

施設利用状況

入居戸数

内訳

利用実績

そ　の　他

貸付住宅主な実施事業

現状と課題 建築から20年以上が経過し、施設の老朽化が目立ってきている

施設概要調書

今井原教職員住宅 教育委員会総務課

所　在　地 長野市川中島町今井原4-1

開　　設 平成10年

指定期間 指定管理者

施設概要

・A棟（構造：鉄筋４階建　世帯用　計32戸）
間取り：１ＤＫ10畳・3部屋（6畳2・7.5畳）　物置・駐車場有　貸付料：38,500円
・B棟（構造：鉄筋４階建　世帯用　計24戸）
間取り：１ＤＫ10畳・3部屋（6畳2・7.5畳）　物置・駐車場有　貸付料：38,500円
・C棟（構造：鉄筋４階建　単身用　計40戸　世帯用　計４戸）
間取り：単身用　１Ｋ・風呂・トイレ・洋間（12畳）、世帯用　１ＤＫ10畳・3部屋（6畳2・7.5畳）
物置・駐車場有　貸付料：単身用　11,600円、世帯用　38,500円

指定管理者制度導入経過
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今井原教職員住宅A棟　外観 今井原教職員住宅　平置駐車場

今井原教職員住宅B棟　外観 今井原教職員住宅　立体駐車場

今井原教職員住宅C棟　外観

・写真

・施設の見取り図



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

１戸 １戸 １戸 １戸

施設概要調書

今里教職員住宅 教育委員会総務課

所　在　地 長野市川中島町今里300-74

現状と課題
住居内の劣化がひどく募集停止（Ｄ-149）
下水道未接続（D-149)

開　　設 昭和46年

指定期間 指定管理者

施設概要

D-149（構造：木造平屋建　床面積：63.49㎥）
間取り：１ＤＫ・風呂・トイレ・3部屋（4.5畳3）
貸付料：9,200円
D-150（構造：木造平屋建　床面積：63.49㎡）
間取り：１ＤＫ・風呂・トイレ・3部屋（4.5畳4）
貸付料：9,200円

指定管理者制度導入経過

設置目的、基本方針 長野市教育委員会に属する職員の福利厚生施設として設置するもの

利用区分等

施設利用状況

入居戸数

利用実績

そ　の　他

貸付住宅主な実施事業
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今里教職員住宅D-150　外観

今里教職員住宅D-149　外観

・写真

・施設の見取り図



施設名： 担当課：

公募・非公募

H27 H28 H29 H30

２戸 １戸 １戸 ０戸

開　　設 昭和61年

施設概要調書

四ツ屋教職員住宅 教育委員会総務課

所　在　地 長野市川中島町四ツ屋415-1

施設概要

D-197（構造：木造２階建　床面積：73.41㎥）
間取り：1階１ＤＫ・風呂・トイレ・8畳、2階2部屋（6畳2）
貸付料：19,300円
D-198（構造：木造２階建　床面積：73.41㎥）
間取り：1階１ＤＫ・風呂・トイレ・8畳、2階2部屋（6畳2）
貸付料：19,300円

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

施設利用状況

利用区分等
利用実績

入居戸数

そ　の　他

設置目的、基本方針 長野市教育委員会に属する職員の福利厚生施設として設置するもの

主な実施事業 貸付住宅

現状と課題 現在、老朽化により２戸ともに募集停止中
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四ツ屋教職員住宅D-197　外観

四ツ屋教職員住宅D-198　外観



施設名： 担当課：

公募・非公募

第１期 公募

第２期 公募

第３期 公募

第４期 公募

H27 H28 H29 H30

3 3 1 1

設置目的、基本方針
住宅に困窮する定額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することによ
り、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

利用区分等

施設利用状況

入居者数

利用実績

そ　の　他

賃貸住宅主な実施事業

現状と課題
長野市公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、老朽化の団地も存
在する中で、地域の実情を含めて検討を行う。

施設概要調書

市営住宅 川中島団地 住宅課

所　在　地 長野市川中島町上氷鉋749番地2

開　　設 昭和33年、34年

指定期間

平成19年4月1日～平成22年3月31日

平成30年4月1日～令和5年3月31日

指定管理者

長野県住宅供給公社

長野県住宅供給公社

施設概要
構造：簡易耐火構造平屋建　　戸数：8　　　間取り：2K

募集停止団地

指定管理者制度導入経過

平成25年4月1日～平成30年3月31日 長野県住宅供給公社

平成22年4月1日～平成25年3月31日 長野県住宅供給公社
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施設名： 担当課：

公募・非公募

第１期 公募

第２期 公募

第３期 公募

第４期 公募

H27 H28 H29 H30

4 3 1 0

設置目的、基本方針
住宅に困窮する定額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することによ
り、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

利用区分等

施設利用状況

入居者数

利用実績

そ　の　他

賃貸住宅主な実施事業

現状と課題
長野市公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、老朽化の団地も存
在する中で、地域の実情を含めて検討を行う。

施設概要調書

市営住宅　長峰団地 住宅課

所　在　地 長野市川中島町今里597番地1

開　　設 昭和37年

指定期間

平成19年4月1日～平成22年3月31日

平成30年4月1日～令和5年3月31日

指定管理者

長野県住宅供給公社

長野県住宅供給公社

施設概要
構造：木造　　戸数：3　　　間取り：2K

募集停止団地　　（令和元年度解体予定）

指定管理者制度導入経過

平成25年4月1日～平成30年3月31日 長野県住宅供給公社

平成22年4月1日～平成25年3月31日 長野県住宅供給公社
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施設名： 担当課：

公募・非公募

第１期 公募

第２期 公募

第３期 公募

第４期 公募

H27 H28 H29 H30

306 298 293 304

開　　設 平成7年

指定期間

平成19年4月1日～平成22年3月31日

平成30年4月1日～令和5年3月31日

指定管理者

長野県住宅供給公社

長野県住宅供給公社

施設概要

構造：高層耐火構造　　戸数：318　　（1号棟～4号棟）
間取り：1LDKY    26
                   　（うち　車イス使用者向け　4　シルバーハウジング 12 )
 　　　 　2DKY　　  25　　（うちシルバーハウジング　9）
　　　 　 3DKY    257   （うち　車イス使用者向け　8）
　　　　  4DKY     10

指定管理者制度導入経過

平成25年4月1日～平成30年3月31日 長野県住宅供給公社

平成22年4月1日～平成25年3月31日 長野県住宅供給公社

施設概要調書

市営住宅 今井団地 住宅課

所　在　地 長野市川中島町今井原7番地2　外

そ　の　他

賃貸住宅主な実施事業

現状と課題
長野市公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、老朽化の団地も存
在する中で、地域の実情を含めて検討を行う。

設置目的、基本方針
住宅に困窮する定額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することによ
り、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

利用区分等

施設利用状況

入居者数

利用実績
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