
主な検討対象施設の施設概要調書（一覧） 

公共施設マネジメントの基本理念 

平成２９年９月 



No. 施設名称 施設所管課

1 朝陽小学校 教育委員会　総務課

2 朝陽公民館

3 朝陽公民館　分室　　※施設概要はNo.8参照

4 エムウェーブ
商工観光部
観光課振興課

5 朝陽体育館

6 千曲川リバーフロントスポーツガーデン

7 朝陽児童センター
こども未来部
こども政策課

8 朝陽支所　　※公民館分室含む
地域・市民生活部
地域活動支援課

9 朝陽分団詰所 消防局　警防課

10 朝陽教職員住宅 教育委員会　総務課

教育委員会
家庭・地域学びの課

文化スポーツ振興部
スポーツ課

主な検討対象施設の施設概要調書（一覧） 



施設名： 担当課：

公募・非公募

H25 H26 H27 H28

481 481 597 740

7,811 7,811 17,900 22,600

16 16 123 141

329 329 5,980 6,900

669 689 640 642

20 21 21 21

3 3 3 3

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）

特別支援学級数

施設概要調書

朝陽小学校 教育委員会事務局総務課

所　在　地 長野市大字北長池1406

開　　設 明治６年

指定管理者

学校開放利用人数（体育館）

指定管理者制度導入経過

そ　の　他

・小学校教育課程
・学校開放（体育館、屋外運動場）

主な実施事業

現状と課題

・校舎についてはいずれも耐震性有り。ただし、老朽化が目立っており今後
も継続して使用していくためには大規模な改修が必要。体育館については
市内の学校施設では唯一、耐震性が確保されていないため、改築が必要。
・体育館の改築は、かねてからの懸案事項である校地拡張事業との密接な
関連があることから、地元関係者との協議を行いながら事業を進めていく必
要がある。

指定期間

児童数

普通学級数

利用実績

施設概要

北校舎1 S49建 R造3階建　1,141㎡ 第１・２理科室、普通教室外
北校舎2 S49建 R造3階建　1,195㎡ ＰＣ教室、普通教室外
北校舎3 S50建 R造3階建　231㎡ 第２音楽室外
南校舎1 S52建 R造3階建　924㎡ 多目的室、図書室外
南校舎2 S53建 R造3階建　1,318㎡ 職員室、普通教室外
南校舎3 S56建 R造4階建　1,226㎡ 調理室、普通教室外
屋内運動場 S46建、S61増築　S造1階建　864㎡

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
小学校を設置するもの

利用区分等

施設利用状況

学校開放利用回数（体育館）

No.1 





 北校舎外観 

 

 北校舎１階廊下 

 

北校舎１階水飲み場 

撮影 平成 29年８月 29日 

No.１ 



 北校舎１階男子トイレ 

 

 北校舎１階女子トイレ 

 

 北校舎１階普通教室 



 北校舎１階第２理科室 

 

 北校舎３階第２音楽室 

 

 南校舎外観① 

No.１ 



 南校舎外観② 

 

 昇降口（増築部分） 

 

 昇降口（増築部分） 



 昇降口（南校舎１階） 

 

 

 

 南校舎１階男子トイレ 

No.１ 



 南校舎１階女子トイレ 

 

 南校舎１階水飲み場 

 

 南校舎１階職員室 



 南校舎１階調理室 

 

 南校舎２階普通教室 

 

 南校舎２階多目的室 

No.１ 



 南校舎４階児童会室 

 

 体育館外観 

 

 体育館内部 



 グラウンド全景 

 

 グラウンド（芝生） 

 

No.１ 



 



施設名： 担当課：

公募・非公募

なし

H25 H26 H27 H28

14,659人 18,641人 19,072人 19,271人

73.3% 98.1% 96.1% 97.5%

22.0% 17.5% 14.8% 20.6%

53.5% 60.2% 62.4% 73.5%

45.4% 50.7% 50.4% 66.9%

68.2% 70.8% 70.5% 72.7%

37.3% 35.1% 34.0% 41.2%

施設概要調書

長野市立朝陽公民館 家庭・地域学びの課

所　在　地 長野市大字北長池1640番地2

開　　設 昭和47年３月（H24年耐震改修工事）

施設概要
体育館、料理教室、講義室①、講義室②、大会議室、小会議室兼図書
室

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
（　）は稼働率

利用区分等
利用実績

（体育館）

（料理教室）

（講義室①）

（大会議室）

（小会議室兼図書室）

（講義室②）

施設利用者数

そ　の　他
・地区では、以前から、総合施設への建て替えによる地区活動拠点の
整備要望がある。

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。

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

・主に朝陽地区の住民が利用している。施設利用状況から、料理教室
を除く各部屋の稼働率が上昇している。特に体育館は非常に高い状況
である。
・今後の課題は、稼働率が低い部屋の活用についてと、建物の建てつ
けが至る所で悪くなっていること、設備の損傷が目立つことへの対応で
ある。
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　　　１　朝陽公民館全景 　２　体育館

　　　３　料理教室 　４　講義室①



　　　５　講義室② 　６　大会議室

　　　７　小会議室兼図書室
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施設名： 担当課：

公募・非公募

第１期 公募

第２期 非公募

第３期 非公募

H25 H26 H27 H28

223,518人 268,536人 291,374人 250,468人

54,727人 63,566人 60,700人 69,238人

90,053人 86,340人 86,617人 78,682人

8,590人 7,717人 7,607人 8,220人

利用実績

施設概要

建物の構造　　躯体：鉄筋コンクリート造・鉄骨造　地下１階、地上３階
敷地面積：111,500㎡　建築面積：31,300㎡　延べ床面積：76,141㎡
アリーナ：面積13,700㎡　観客席6,500席
アイスリンク（400mダブルトラック、30m×60mホッケーリンク）
会議室３、トレーニングルーム、選手控室18、応接室４
長野オリンピックミュージアム
地下駐車場（600台）、屋外駐車場（300台）

設置目的、基本方針

【設置目的】
　長野オリンピックの開催を記念し、スポーツの振興を図り、併せて産
業の発展に資する。また、スピードスケートのナショナルトレーニングセ
ンターの指定を受け、選手強化等の活動を効果的に実施し、国際競技
力向上に資するようなトレーニング環境を整備する。
【基本方針】
　観光の拠点として、市民及び観光客が足を運びたいと思う施設となる
よう運営することにより、施設の集客力向上を求め、かつ、スケート競
技の振興に寄与する。

利用区分等

施設利用状況

夏季貸館

冬季貸館

指定管理者制度導入経過

そ　の　他

アイスリンク設置（一般スケート場、ナショナルトレーニングセンター、ス
ケート大会実施）、貸館、自主事業（スケート初めて教室、氷の彫刻展
等）

主な実施事業

現状と課題

【現状】屋内400ｍダブルトラックのリンクをスケート振興に活かし、競技人口の
拡大、強化選手の育成、競技会の開催に努めている。また、スポーツ庁のナ
ショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設として、スピードスケートの
競技力向上に向けて関係団体と連携し実施している。
　夏季は市内有数の集客施設として、コンサートや展示会、イベントなどに使用
されている。長野市の経済波及効果の面からも、大型のコンサート、イベント等
の誘致を今後も進める必要がある。
【課題】開設から20年が経過し、設備の更新等に多額の費用がかかっている。

指定期間

平成18年4月～平成21年3月

平成26年4月～平成31年3月

指定管理者

株式会社エムウェーブ

株式会社エムウェーブ

平成21年4月～平成26年3月 株式会社エムウェーブ

スケート営業

長野オリンピックミュージアム

施設概要調書

長野市オリンピック記念アリーナ「エムウェーブ」 商工観光部　観光振興課

所　在　地 長野市大字北長池１９５番地

開　　設 平成8年12月1日
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施設名： 担当課：

公募・非公募

H25 H26 H27 H28

1,971人 1,895人 1,915人 2,018人

22,008件 21,184件 21,756件 22,126件

施設概要調書

朝陽体育館 スポーツ課

所　在　地 長野市大字石渡８番地

開　　設 平成11年1月

指定期間 指定管理者

そ　の　他

主な実施事業

現状と課題
利用率は80％を超え（平成28年度は90.2％）ており、多くの市民に活用
されている。
建設後18年が経過し、今後、維持補修経費の増加が見込まれる。

利用実績

施設概要

体育室782.4平方メートル(32.6m×24m)（バスケットボール1面（ミニバス
ケットボール対応）、テニス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4面）
駐車場：約40台

設置目的、基本方針 市民の体位向上を図り、体育及びレクリエーションを普及するため。

利用区分等

施設利用状況

利用コマ数

利用件数

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

第１期 非公募

第２期 非公募

第３期 非公募

H25 H26 H27 H28

1430 1517 1628 1610

815件 845件 857件 908件

利用実績

施設概要
ラグビー・サッカー場兼用１面、サッカー場２面、クラブハウス棟（今年
度、新たにサッカー場２面、多目的広場、駐車場、芝圃場を増設）

設置目的、基本方針
市民が自然と人とのふれあいを深め、健康の維持増進並びに心身の
発達に寄与すること。

利用区分等

施設利用状況

利用コマ数

利用件数

指定管理者制度導入経過

そ　の　他

施設管理及び貸出主な実施事業

現状と課題

現在グラウンドを増設する改修工事が行われており、サッカー利用がで
きるグラウンドが、３面から５面になる。
利用率は129％で、市民ニーズが非常に高い。
芝生の維持管理には多額の費用が必要であり、芝生の養生期間も必
要となる。

指定期間

平成19年4月～平成22年3月

平成25年4月～平成30年3月

指定管理者

社団法人長野市開発公社

一般社団法人長野市開発公社

平成22年4月～平成25年3月 社団法人長野市開発公社

施設概要調書

長野市営千曲川リバーフロントスポーツガーデン スポーツ課

所　在　地 長野市大字屋島3572番地地先（河川敷）

開　　設 平成2年12月
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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

H25 H26 H27 H28

18,274人 19,448人 19,629人 21,295人

施設概要調書

長野市朝陽児童センター こども未来部こども政策課

所　在　地 長野市大字北長池1378番地1

開　　設 昭和51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

平成24年4月～平成27年3月 長野市社会福祉協議会

そ　の　他
朝陽小学校新体育館・子どもプラザ複合棟完成後は、放課後子ども総
合プラン実施場所を子どもプラザへ統合予定。

放課後子ども総合プラン（放課後等の児童の預かり、ボランティア指導
者による遊びや体験の提供）

主な実施事業

現状と課題
・利用対象　朝陽小学校１～２年生（留守家庭児童）
・登録児童数　128名（平成29年5月）
・平均利用率（平日授業日）　79.0％（平成28年度実績）

利用実績

施設概要

図書室　１
遊戯室　２
集会室　１
事務室　１

設置目的、基本方針
厚生労働省所管の「放課後児童健全育成事業」と、文部科学省所管の
「放課後子供教室」を一体的に実施し、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。

利用区分等

施設利用状況

延べ利用児童数

指定管理者制度導入経過

No.7 



   外観 　廊下

　集会室 図書室

　遊戯室1 遊戯室2



　朝陽児童センター平面図
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施設名： 担当課：

公募・非公募

なし

H25 H26 H27 H28

15,082件 14,801件 15,079件 14,861件

12,772人 13,500人 13,235人 12,397人

61.6% 62.7% 58.2% 64.6%

80.5% 86.4% 81.3% 87.5%

そ　の　他
・地区では、以前から、総合施設への建て替えによる地区活動拠点の
整備要望がある。

設置目的、基本方針

【支所】
・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
【公民館】
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。

主な実施事業

【支所】
・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
・公民館分館の貸館業務
・その他、地区住民からの相談・苦情等への対応、一支所一モデル事
業、各種補助金事業、広報配達、災害対応など
【公民館】
・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

・朝陽公民館分館の建物の一室を使用しており、狭いため、書類などの
保管場所にも困っている。
・駐車場が河川を間に挟んだ向かい側に公民館と共用で設けられてお
り、移動時など歩道もないため危険。

施設利用状況
（　）は稼働率

利用区分等
利用実績

支所窓口及び事務室

（会議室）

（集会室）

会議室及び集会室

開　　設 昭和62年（平成４年11月増築）

施設概要調書

長野市朝陽支所（朝陽公民館分室）
地域活動支援課
家庭・地域学びの課

所　在　地 長野市大字北尾張部226-9

施設概要 支所事務室、会議室、集会室

指定管理者制度導入経過

指定期間 指定管理者

※利用者数の集計はとっていないため、集計をとっている、住民

票、通知カード、個人番号カード、戸籍、印鑑、諸証明、公簿・公
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　住自協事務局

　　１　分室玄関

　　２　朝陽支所

　　３　会議室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　集会室

朝陽公民館分室



施設名： 担当課：

公募・非公募

H25 H26 H27 H28

(約600人)

施設概要調書

朝陽分団詰所 消防局警防課

所　在　地 長野市大字北長池字中沢1534番1

開　　設 平成11年12月15日

指定期間 指定管理者

そ　の　他 今のところ特にありません。

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
　・分団運営会議、地区との打合せ会議
  ・小型ポンプ付積載車車庫、器具置場倉庫

主な実施事業

現状と課題 今のところ特にありません。

利用実績

施設概要 消防団朝陽分団が活動の拠点として使用している本部詰所

設置目的、基本方針
消防団朝陽分団の活動拠点・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、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

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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① 詰所外観 

② 見取図 
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施設名： 担当課：

公募・非公募

H25 H26 H27 H28

1 2 0 0

施設概要調書

朝陽教職員住宅 教育委員会事務局総務課

所　在　地 長野市大字北長池1412-1

開　　設 昭和52年度

そ　の　他 解体跡地については朝陽小学校（行政財産）へ移管予定

主な実施事業

現状と課題

指定期間

利用実績

施設概要 解体済み（平成29年度）

設置目的、基本方針

利用区分等

施設利用状況

入居戸数

指定管理者制度導入経過

指定管理者
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