
主な公共施設 建築年（経過年） 床面積（構造） 建物取得費 備 考

戸隠小学校 昭和58～平成18年
（35～11年）

4,336㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2～
1階）

10億2,712万円

戸隠中学校 昭和54～62年 （39～
30年）

4,420㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ／鉄骨
造 3～地下1階）

5億8,642万円

戸隠学校給食共同調理
場

昭和54年 （39年） 277㎡ （鉄骨造 1階） 7,219万円

戸隠公民館 平成11年 （18年） 3,358㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2～
地下1階）

4億2,081万円

戸隠地質化石博物館 昭和24～59年 （68～
33年）

885㎡ （木造／鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
3～2階）

－

戸隠交流集会施設（森
林囃子）

昭和57～平成12年
（35～17年）

1,025㎡ （木造／鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造 1階）

7,770万円

戸隠キャンプ場 昭和53～平成24年
（39～5年）

859㎡ （木造／鉄骨造 2～1
階）

1億8,919万円

戸隠スキー場 昭和63～平成16年
（29～13年）

127㎡ （木造 1階）
4億4,739万円

戸隠民舞伝習施設 昭和58年 （34年） 3,174㎡ （木造 1階） 1,600万円

鑑池園地敷地（鑑池ど
んぐりハウス）

平成4年 （26年） 397㎡ （木造 2階） 7,210万円

戸隠体験市民農園管理
棟

平成9年 （21年） 37㎡ （木造 1階） 1,168万円 個人借地
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主な公共施設 建築年（経過年） 床面積（構造） 建物取得費 備 考

戸隠牧場 平成10年 （19年） 100㎡ （木造 1階） 1,848万円

戸隠農村環境改善セン
ター

平成7年 （23年） 1,000㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階） 2億7,454万円 一部個人
借地

そば博物館
（とんくるりん）

平成4年 （26年） 792㎡ （木造 2階） 1億7,683万円

戸隠交流促進施設
（そばの里二番館）

平成8年 （22年） 557㎡ （木造 2～地下1階） 1億5,417万円

モーモーハウス 平成元年 （28年） 123㎡ （木造 1階） 999万円

戸隠体育館 昭和56年 （37年） 1,898㎡ （鉄骨造 2～地下1
階）

2億3,825万円

戸隠屋内運動場 平成6年 （23年） 990㎡ （木造 2階） 2億2,886万円

戸隠運動場 昭和63年 （30年） 99㎡ （軽量鉄骨造 2階） 1,535万円

戸隠栃原高齢者共同生
活支援施設

平成12年 （17年） 236㎡ （木造 2階） 3,736万円

戸隠裾花デイサービス
センター

平成5～12年 （25～17
年）

329㎡ （鉄骨／木造 1階） 7,009万円

戸隠豊岡高齢者共同生
活支援施設

平成15年 （15年） 323㎡ （木造 1階） 6,737万円

戸隠中央デイサービス
センター

平成8年 （22年） 459㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1階） 1億8,061万円

公共施設の老朽化について②
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主な公共施設 建築年（経過年） 床面積（構造） 建物取得費 備 考

戸隠在宅介護支援セン
ター

平成8年 （22年） 98㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1階） 3,877万円

とがくししょうまの家 平成7年 （22年） 148㎡ （木造 1階） 2,888万円

戸隠保健センター 平成13年 （17年） 557㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階） 1億4,406万円

とがくし保育園 平成23年 （7年） 686㎡ （鉄骨造 1階） 2億3,221万円

戸隠福祉企業センター
東の原分場

昭和47年 （46年） 355㎡ （木造 2～地下1階） 5,209万円 移転・統合
検討中

戸隠福祉企業センター
昭和45年 （48年）

390㎡ （鉄骨造 1階）
4,998万円

移転・統合
検討中

国民健康保険戸隠診療
所

平成19年 （11年） 663㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1階） 9,118万円

戸隠支所 平成6年 （24年） 3,576㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4～
地下1階）

18億7,833万円

柵連絡所 平成11年 （18年） 123㎡ （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2～地
下1階）

2,988万円

市消防団戸隠第八分団
志垣器具置場

昭和40年 （53年） 58㎡ （鉄骨造 2階） －

市消防団戸隠コミュニ
ティーセンター

平成9年 （20年） 73㎡ （木造 1階） 1,797万円

公共施設の老朽化について③
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主な公共施設 建築年（経過年） 床面積（構造） 建物取得費 備 考

市消防団戸隠第一分団
中社詰所

平成5年（24年） 62㎡ （木造 2階） 701万円

市消防団戸隠第七分団
上祖山詰所

昭和40～平成4年 （53
～26年）

52㎡ （鉄骨造／木造 2階） 340万円

市消防団戸隠第三分団
北部詰所

平成15年 （15年） 79㎡ （木造 2階） 866万円 個人借地

市消防団戸隠第二分団
宝光社詰所

平成16年 （14年） 54㎡ （木造 2階） －
個人借地

市消防団戸隠第五分団
南部詰所

平成16年 （14年） 50㎡ （鉄骨造 2階） －
個人借地

市消防団戸隠第六分団
平詰所

平成2年 （28年） 56㎡ （鉄骨造 2階） －

戸隠中村教職員住宅
戸9～14

昭和63～平成6年 （30
～23年）

360㎡ （木造 2階） 4,984万円 6戸中2戸
入居
2戸募集停
止（劣化）

戸隠栃原教職員住宅
戸17～21

昭和60年 （32年） 292㎡ （木造 2階） 3,488万円 全戸募集
停止中

戸隠馬場教職員住宅
戸1～5

昭和61～63年 （31～
30年）

275㎡ （木造 1階） 1,830万円 5戸中3戸
入居
2戸募集停
止（劣化）

公共施設の老朽化について④
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主な公共施設 建築年（経過年） 床面積（構造） 建物取得費 備 考

市営住宅中村団地
平成8年 （22年）

160㎡ （木造 1階）
3,573万円

2戸中2戸
入居

市営住宅諸沢団地 平成7年 （23年） 159㎡ （木造 1階） 2,998万円 2戸中2戸
入居

定住促進住宅
ハイツゆうあい団地

平成11年 （19年） 341㎡ （鉄骨造 2階） 4,620万円 8戸中2戸
入居

特定公共賃貸住宅
清水団地

平成10年 （20年） 163㎡ （木造 1階） 3,447万円 5戸中3戸
入居

定住促進住宅
ハイツそよかぜ団地

平成12年 （18年） 159㎡ （木造 1階） 2,520万円 2戸中2戸
入居

定住促進住宅
中村団地

昭和56～58年 （36～
34年）

242㎡ （木造 1階） 2,150万円 4戸中2戸
入居

定住促進住宅
宝光社団地

昭和59～60年 （33～
32年）

242㎡ （木造 1階） 2,380万円 4戸中4戸
入居

定住促進住宅
清水団地

平成2～12年 （28～18
年）

323㎡ （木造 1階） 4,659万円 2戸中1戸
入居

平均26.1年経過

公共施設の老朽化について⑤

約73億2,141万円
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施設にかかる概算経費について①

主な公共施設 ランニングコスト 主な大規模改修費 H29利用者数

戸隠小学校
979万円 3,013万円

H25保健室冷房設備
H27耐震改修（非構造）他

児童109人

戸隠中学校
1,165万円 2億934万円

H25耐震補強
H27耐震改修（非構造）他

生徒61人

戸隠学校給食共同調理
場

1,028万円 453万円
H25ボイラー更新

H26・27給水管
給食提供者200人

戸隠公民館 1,546万円 － 4,411人

戸隠地質化石博物館 2,035万円 1億8,000万円 H19増築・展示 9,165人

戸隠交流集会施設（森
林囃子）

1,202万円 － 12,484人

戸隠キャンプ場 6,891万円 － 49,042人

戸隠スキー場 4,385万円 － 100,996人

戸隠民舞伝習施設 77万円 － 485人

鑑池園地敷地（鑑池ど
んぐりハウス）

179万円 754万円 H29東屋外 15,481人

戸隠体験市民農園管理
棟

110万円 － 66区画

6



施設にかかる概算経費について②

主な公共施設 ランニングコスト 主な大規模改修費 H29利用者数

戸隠牧場 集計中 － 8,334人

戸隠農村環境改善セン
ター

226万円 － 3,795人

そば博物館
（とんくるりん）

150万円 881万円 H29屋根塗装外 28,320人

戸隠交流促進施設
（そばの里二番館）

157万円 － 14,728人

モーモーハウス 集計中 － 8,334人

戸隠体育館 136万円 － 9,446人

戸隠屋内運動場 37万円 － 18,488人

戸隠運動場 11万円 － 不明

戸隠栃原高齢者共同生
活支援施設

8,088万円 685万円 H27スプリンクラー設置 37人

戸隠裾花デイサービス
センター

集計中 － 527人

戸隠豊岡高齢者共同生
活支援施設

（栃原高齢者共同
生活支援施設に含

まれる）
900万円 H26スプリンクラー設置 47人

戸隠中央デイサービス
センター

4,466万円 － 6,703人

7



施設にかかる概算経費について③

主な公共施設 ランニングコスト 主な大規模改修費 H29利用者数

戸隠在宅介護支援セン
ター

441万円 － 2,749人

とがくししょうまの家 1,544万円 － 1260人

戸隠保健センター
618万円 －

保健センター1,141人
ふれあい700人

とがくし保育園 7,030万円 － 園児52人

戸隠福祉企業センター
東の原分場 1,710万円

－ 235人（本場・分場合
計）

戸隠福祉企業センター －

国民健康保険戸隠診療
所

4,999万円 － 9,073人

戸隠支所 1億2,691万円 － 3,947件（証明等）

柵連絡所 － － 310件（証明等）

市消防団戸隠第八分団
志垣器具置場

102万円 － 団員数48人

市消防団戸隠コミュニ
ティーセンター

55万円 － 団員数24人
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施設にかかる概算経費について④

主な公共施設 ランニングコスト 主な大規模改修費 H29利用者数

市消防団戸隠第一分団
中社詰所

85万円 － 団員数41人

市消防団戸隠第七分団
上祖山詰所

65万円 － 団員数30人

市消防団戸隠第三分団
北部詰所

62万円 － 団員数25人

市消防団戸隠第二分団
宝光社詰所

61万円 － 団員数27人

市消防団戸隠第五分団
南部詰所

83万円 － 団員数41人

市消防団戸隠第六分団
平詰所

76万円 － 団員数35人

戸隠中村教職員住宅
戸9～14

－ －
6戸中2戸入居
2戸募集停止（劣化）

戸隠栃原教職員住宅
戸17～21

－ － 全戸募集停止中

戸隠馬場教職員住宅
戸1～5

－ －
5戸中3戸入居
2戸募集停止（劣化）
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施設にかかる概算経費について⑤

主な公共施設 ランニングコスト 大規模改修費 H29利用者数

市営住宅中村団地 1万円 － 2戸中2戸入居

市営住宅諸沢団地 1万円 － 2戸中2戸入居

定住促進住宅
ハイツゆうあい団地

1万円 －
8戸中2戸入居

特定公共賃貸住宅
清水団地

1万円 －
5戸中3戸入居

定住促進住宅
ハイツそよかぜ団地

29万円 －
2戸中2戸入居

定住促進住宅
中村団地

35万円 －
4戸中2戸入居

定住促進住宅
宝光社団地

13万円 － 4戸中4戸入居

定住促進住宅
清水団地

4万円 － 2戸中1戸入居

ランニングコストはH29年度の概算額（光熱費、委託料、賃借料、修繕費、一部の人件費等）
大規模改修費は建設後の増改築や設備工事等の概算額（把握できたもののみ）

計 6億1,030万円 計 4億5,620万円
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注：集計中の施設は除いた合計


