
「七⼆会地区の公共施設を考える」
市⺠ワークショップ

〜第３回〜
2017年12月4日

主催：長野市（公共施設マネジメント推進課・七二会支所）
協力：七二会地区住民自治協議会
開催支援：日本管財(株) (一財)長野経済研究所

信州大学工学部建築学科

1

ワークショップ全体の流れ

時 間 内 容 場所

第1回
ワークショップ

10月16日（月）
19：00－21：00

オリエンテーション

グループ検討

七二会の将来、こんな地域を作りた
い

七二会支所
２階

第2回
ワークショップ

11月14日（火）
19：00－21：00

グループ検討

七二会の公共施設で「したいこと」
を考えよう

七二会支所の整備について考えよう

七二会支所
２階

第3回
ワークショップ

12月4日（月）
19：00－21：00

グループ検討

支所・学校を中心とした七二会地区
の公共施設の将来像について提案を
まとめよう

七二会支所
２階

オリエンテーション

※ワークショップの内容はそれまでの回の状況によって一部変更する場合があります。
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今⽇のスケジュール

時 間 内 容 詳 細

19：00－19：10 オリエンテーション
第２回ワークショップの振り返り
第３回ワークショップの進め方

19：10－19：15 羽藤研究室からの発表 支所のあり方についての提案の発表

19：15－19：50 グループ検討
七二会地区の公共施設の将来像につい
て提案をまとめよう

19：50－20：00 休憩

20：00－20：30 グループ別発表 発表時間は各グループ５分程度

20：30－20：40 まとめ・挨拶
信州大学 羽藤先生からのまとめ
住民自治協議会からの挨拶

20：40－20：50 主催者挨拶と講評 樋口副市長より

20：50－21：00 記念撮影・アンケート記入

オリエンテーション
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第２回ワークショップの
振り返り
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七⼆会体育館
・運動が得意な⼈でなくても

楽しく⾝体を動かせる
ニュースポーツ

・バレー ・サッカー ・ヨガ
・バスケ、バトミントン⼤会
・たくさんの種類のスポーツ

が出来るようにしたい
・奥原選⼿を招く

七⼆会コミュニティーセンター
・外国⼈交流会 ・お⾒合い⼤作戦
・戦争体験講和 ・地域の歴史講座
・図書館を充実 ・お茶を飲みたい
・運転技能講習 ・マンガ読みたい
・カラオケBOX ・星空を眺めたい
・⼟⽇に集まりたい ・⾃然を体感
・地域の特⾊を知りたい ・バザー
・世代間の交流をしたい ・⾳楽会
・サークルを増やしたい
・フラワーアレンジメント
・可能ならば新⽀所に

七⼆会中学校
・⻑野市⾳楽祭
・スポーツをしたい
・合唱コンクール⼤会
・中学⽣同⼠で⺠泊の交流したい
・新築されたコミュニティールームを活

⽤していきたい
・時間が⾃由に使えるようにして欲しい
・⼦供達にパソコンを教えてもらいたい
・⼤⼈と⼦供の相互交流
・保育園、⼩学校、中学校、地区、全て

合同での運動会を実施

七⼆会⼩学校
・⼦供とお年寄り、⺟親と⼦供の

交流会
・⼦供たちと運動対戦してみたい
・地域の⼈が気軽に⽴寄って⼦供

達と交流できるようにしたい
・空き教室をデイサービスに利⽤
・空き教室をゲストハウスに利⽤
・夏期学校のプールを⼀般に開放
・ピアノ教室とか習い事
・地区外の⼦供達も通えるように
・バランスのとれた⾷事がしたい

七⼆会⽀所
・バスの待ち時間等に気楽に

寄って勝⼿にお茶を飲んだり
したい

・市⻑を囲む会 ・買物
・市議会を囲む会 ・コンビニ
・新しく建て替えて他の⽀所と

の交流等
・バスターミナルのように
・エレベーターをつけてほしい
・WiFi Freeにしてほしい

したいこと①
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七⼆会分団詰所
・⾃主防災会の訓練
・防災訓練
・防災の拠点にしたい
・地震体験をしたい
・パトカーや⽩バイ、消

防⾞に乗りたい
・独⾝寮を作ってほしい
・ふれあい交流会

七⼆会保育園
・区⺠の焼き芋⼤会

七⼆会ふれあい交流広場
・気楽にお茶のみによって話に花を咲

かせたい
・常にビデオ上映してほしい
・フリーマーケットを開く、業者頼み
・健康づくりの場所にしたい
・かがやき広場が保育園内にあること

のメリットを⽣かしたい
・⾼齢に関わらず利⽤したい
・近隣地区の⼈たちと交流する場所
・世代間交流

七⼆会⼩学校笹平分校
・デイサービスの施設に活⽤したい
・ドローン教室の拡⼤
・体育館を室内ゲートボール場にしたい
・他地域住⺠との交流の場、特に都会の⼈々

との交流地点
・釣り堀で釣り⼤会を開く
・地域のお祭りに使⽤したい
・地区のバレーボールの練習で使⽤してい
・カヌーの拠点
・いつでも利⽤カーブス
・中学⽣の⺠泊で使⽤したい
・泊まりたい
・住⺠が地域活動にもっと興味を持ってもら

いたい
・七⼆会の素晴らしさを住⺠が実感してほし

い
・卒業⽣でお茶を飲みたい
・⾳楽会
・空き教室を、シェアオフィス、アトリエ、

練習室として貸し出し。
・シェアハウス（⾼齢者やシングルマザー）

したいこと②
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七⼆会体育館
・更⾐室がない
・駐⾞スペースが少ない
・冬期間における暖房の⼼配、

暖房がない
・利⽤申込が⾯倒
・施設を使いたい時にどこに連

絡するかわからない

七⼆会コミュニティーセンター

・講師の⼼配 ・⼿間がかかる
・⼟⽇あいていない

七⼆会中学校
・イベント情報などメールで配信でき

るといい
・その部屋に⾏く事がたいへん。遠い
・教員が不在の場合利⽤できないため、

⼟⽇や夜の利⽤が不便。

七⼆会⼩学校
・⼦供が少ない
・⼦供たち⼀緒には忙しい

（⼟⽇）
・交通⼿段がない
・空き教室の活⽤

七⼆会⽀所
・⽼朽化、古い
・耐震を満たしていない
・バリアフリーではない
・⽴地が課題
・農協の協⼒が得られるのか
・2階のトイレ男⼥⼀緒で使い

づらい

七⼆会分団詰所
・勤務員が少ない

七⼆会保育園
・・⽬的の為に担当の課の横

の関係に柔軟性を求める
・⽀援センターがあることを

伝えていく

七⼆会ふれあい交流広場
・開館⽇が週に2⽇しかない
・⾼齢者のみの利⽤、制限されている
・毎⽇開所していない
・平⽇の昼間だけでなく、夜間の利⽤

もできるようにしたい。
・何をやっているか発信するべき（何

をしているのかわからない）

七⼆会⼩学校笹平分校
・・プール撤去
・駐⾞場が狭い
・魅⼒はあるがアクセスが悪い
・分校出⼊⼝の⾒通しが悪く危ない
・休校でも活⽤できないか
・⺠間に払い下げる
・校舎がほとんど使われていない。
・縦割り⾏政で使⽤できない

課題
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⽀所現在地付近での整備
・七⼆会の中⼼である
・JAとの合築が良い（JA⻄部⽀所等）
・⽀所が主役、農協は⾦融機能のみ残す
・現地で新築し、JAは19号沿いへ、営農センターと⼀緒に
・⽀所単独で⼩規模な建物に
・コミュニティーセンターに引っ越しも考えられる
・⽀所とJA合築の⽅が利⽤度が⾼いのでは
・⽀所はバリアフリーが⼤事、年配の⽅がくるため
・新じんば号で⽀所まで⾏けることが⼤切（⾞を使わず⾏け

るように）
・JAと⼀緒でなくてもよいのでは、JAのATMはほしい
・⽀所単独だと平屋になるのでは？窓⼝業務だけになる？
・会議はコミュニティーセンターなどで対応できる

⽀所の整備について

国道付近での整備
・イエローゾーンをはずす
・JAの倉庫跡地にJAと合築
・災害対策、⼟地確保を考慮
・⼤安寺なら⼟地がある
・現在の⽀所は⽴地に問題があり。⽀所よ

りも下に移転すべき。
・砂防事務所も古くなってきているので、

合築し、合同庁舎的な施設にする。
・⼩中学校の空き教室を連絡所的に利⽤し、

決まった曜⽇に⽀所機能を開設すること
で、⼭間地の利⽤需要に対応する。

・移動⽀所。移動図書館のイメージ。
・出前⽀所。電話をすれば、家にいながら

⾏政⼿続ができるようにする。

整備のかたち
・合同庁舎も考えられる
・信州新町のように公⺠館も併設（JAも併せて）
・合築による改築（農協･⽀所･⾼齢者施設･住宅）
・可能な限り平屋の建物へと改築
・中⼭間地をまとめる位⼤きいもの
・⽀所に来て何をするのか？住⺠票などはマイナ

ンバーがあればコンビニで発⾏できる。⽀所に
は募⾦を持って⾏くくらい。
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ワークショップでの約束

１．思いついたらすぐ発⾔しよう！

２．でも、⼈の話もよく聞こう！
（⼈の話から何か気付きがあるはず…）

３．みんなで振り返る時間を⼤切にしよう！

４．他⼈のアイデアを否定しない！

５．⾃由な発想でアイデアを考えよう！

オリエンテーション
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グループ検討 テーマ

七二会地区の公共施設の将来像
について提案をまとめよう



公共施設の再編案を考える
検討のポイント３つ

① 集約化・複合化を考える

② 公共施設以外の活⽤を考える

③ 将来まで残す施設を考える
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検討のポイント①
集約化・複合化を考える
集約化 複合化

複合化・集約化すると、いろいろなメリットが．．．
「⼈が集まることによる活性化」「移動時間短縮」

「多世代交流」「⼈員配置の効率化」
「共⽤部分の削減（エントランス、廊下、トイレ）」などなど

施設Ａ

施設Ｂ

施設Ａ

機能

施設Ａ

施設Ｂ

施設Ｃ集約

集約
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検討のポイント②
公共施設以外の活⽤を考える

○公共施設以外や他地区の施設に使える施設があれば、
積極的に活⽤する。
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検討のポイント③
将来まで残す施設を考える

将来まで残す施設のコストは、将来の市⺠が負担します。
→将来まで残していく施設はどれですか？

総解説ファシリティマネジメント, 中規模事務庁舎におけるＬＣＣ試算例（耐⽤年数65年） を基に作成

建物を将来まで維持するコストは、
（ランニングコスト）
建物を建てる際のコストの、
（イニシャルコスト）
５〜６倍といわれています。

建設費

水道光熱費等

修繕改良費

保全費

一般管理費

企画設計費
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検討の進め⽅

前回のグループ検討を振り返りながら、
七⼆会⽀所をどう整備するかを考える。

現地に建替え・移転して建替え・機能移転し複合化
既存施設の⽤途変更・移転後の敷地は売却 など

STEP１

七⼆会地区の公共施設を⾒渡して、
集約化・複合化させることはできないか、

⼩・中学校施設の活⽤ができないか、などを考える。

STEP２
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移転して建替え

現地に建替え

まとめのイメージ

集約化

複合化 施設の活用
方法

施設の活用
方法

施設の活用
方法

施設の活用
方法

施設の活用
方法


