資料１−２
長野市公共施設適正化検討委員会

審議経過

開催日時・場所

内容

第1回検討委員会

・委員会の公開及び議事録について

平成26年8月25日（月）午後2時

・委員会スケジュールについて

市役所 第一庁舎8階 第一委員会室

・公共施設白書の概要及び公共施設マネジメントの取組
みについて

第2回検討委員会

・長野市公共施設マネジメント指針構成(案)について

平成26年9月29日（月）午後1時30分 ・公共施設に関する5,000人市民アンケート調査(案)に
市役所 第一庁舎8階 第一委員会室

ついて
・「公共施設白書」施設分類別の現状と課題について

第3回検討委員会
平成26年10月29日（水）午前9時

・現地視察
① 大岡特産センター
② 信州犀川交流センター
③ やきもち家
④ 中条音楽堂
⑤ 鬼無里の湯
⑥ 戸隠そば博物館

第4回検討委員会
平成26年12月24日（水）午後1時30分
市役所 第一庁舎8階 第二委員会室

・長野市の公共施設に関する市民アンケート調査結果に
ついて
・長野市公共施設マネジメント指針骨子(案)概要につい
て

第5回検討委員会

・長野市公共施設マネジメント指針(素案)について

平成27年2月19日（木）午後1時30分 ・基本的な考え方について
市役所 第一庁舎8階 第一委員会室
第6回検討委員会

・長野市公共施設マネジメント指針(素案)について

平成27年3月27日（金）午後1時30分 ・基本的な考え方について
市役所 第二庁舎10階 会議室19
第7回検討委員会
平成27年4月21日（火）午後1時30分

・長野市公共施設マネジメント指針(素案)[全体]につい
て

市役所 第一庁舎8階 第一委員会室

・今後のスケジュール等について

第8回検討委員会

・現地視察

平成27年6月4日（木）午前9時

①南長野運動公園総合球技場
②南部図書館
③篠ノ井市民会館
④篠ノ井支所
⑤篠ノ井公民館
⑥アゼィリア飯綱
⑦スパイラル
⑧フルネットセンター
⑨サンライフ長野（中高年齢労働者福祉センター）
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中間答申
平成27年7月2日（木）午前11時

・長野市公共施設マネジメント指針（案）について（中
間答申）

市役所 第一庁舎3階 市長応接室
第9回検討委員会

・公共施設再配置計画等の策定について

平成27年7月21日（火）午後3時

・公共施設マネジメントに関連する各種計画について

市役所 第一庁舎8階 第一委員会室
第10回検討委員会

・公共施設再配置計画等の策定について

平成27年9月30日（水）午後3時

・公共施設等総合管理計画策定等支援（コンサル）業務

市役所 第一庁舎8階 第一委員会室

について
・個別施設整備計画について

第11回検討委員会
平成27年11月24日（火）午後3時
市役所 第一庁舎8階 第一委員会室

・現地視察
①新第一庁舎／長野市芸術館
・芹田地区の公共施設整備について
・公共施設再配置計画等の策定について

第12回検討委員会
平成28年3月23日（水）午後3時
市役所 第一庁舎7階 第一委員会室

・公共施設マネジメント推進の現状と今後の予定につい
て
・住民自治協議会向けの出前講座について
・啓発リーフレット（案）について

第13回検討委員会
平成28年5月20日（金）午後1時

・現地視察
①芋井農村環境改善センター／芋井支所
②芋井体育館
③芋井公民館
④芋井保育園
⑤芋井小学校
⑥芋井中学校
⑦芋井児童センター
⑧芋井小学校第一分校

第14回検討委員会

・公共施設マネジメント推進について

平成28年6月30日（木）午後3時

・その他（連携事業研修、ふるさと財団研修）

市役所 第一庁舎7階 第二委員会室
第15回検討委員会

・公共施設マネジメント推進について

平成28年8月9日（火）午後3時

①市民ワークショップについて

市役所 第一庁舎5階 151会議室

②マネジメントの進捗状況について
③庁内推進体制の検討について
④市民プール利用者アンケートほか
・その他

第16回検討委員会

・公共施設マネジメント推進について

平成28年9月28日（水）午後3時

①総合管理計画・再配置計画の構成について

市役所 第一庁舎7階 第二委員会室

②長寿命化基本計画の素々案について
・その他
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第17回検討委員会

・公共施設マネジメント推進について

平成28年10月26日（水）午前10時

①市民プール利用者アンケートについて

市役所 第一庁舎7階 第二委員会室

②長寿命化基本計画の素案について
③公共建築物保全マニュアルについて
・その他
① スパイラルの在り方検討について

第18回検討委員会

・スパイラルの在り方検討について

平成28年11月24日（木）午後2時

・公共施設マネジメント推進について

市役所 第二庁舎8階 会議室282

公共施設等総合管理計画策定について

第19回検討委員会

現地視察

平成28年12月25日（日）午後1時

・スパイラル

第20回検討委員会

・公共施設等綜合管理計画（素案）について

平成28年12月27日（火）午後2時

・公共施設マネジメント推進の状況（市民合意

市役所 第一庁舎8階 第一委員会室
第21回検討委員会

形成の取組）について
・スパイラルの在り方の検討について

平成29年1月19日（木）午前10時
市役所 第二庁舎10階 会議室203
第22回検討委員会

・スパイラルの在り方の検討について

平成29年2月17日（金）午前10時

・公共施設等総合管理計画のパブリックコメントの結果

市役所 第二庁舎10階 講堂

について
・公共施設等総合管理計画（案）の答申について
・PPP/PFI手法導入優先検討規程等について

答申・提言

・長野市公共施設等総合管理計画（案）について（答申）

平成29年2月20日（月）午前11時

・スパイラルの在り方について（提言）

市役所 第一庁舎5階 市長応接室
第23回検討委員会

・平成29年度の取り組みについて

平成29年3月28日（火）午後4時

・PPP/PFI手法導入優先的検討方針について

市役所 第二庁舎10階 会議室203
第24回検討委員会
平成29年5月18日（木）午前9時25分

・現地視察
①芹田市民プール
②犀南市民プール
③青垣公園市民プール
④松代老人憩の家
⑤保健保養訓練センター
⑥南部図書館
⑦篠ノ井子ども広場このゆびとまれ
⑧南部勤労青少年ホーム
⑨南部働く女性の家

第25回検討委員会

・もんぜんぷら座について

平成29年7月3日（月）午後3時

・公共施設マネジメント推進について
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市役所 第二庁舎10階 会議室202

①個別施設計画の策定に向けて
②市民合意形成に向けた取組
③芋井地区公共施設整備検討委員会について

第26回検討委員会

・城山公園の再整備について

平成29年10月3日（火）午後3時

・公共施設マネジメント推進について

市役所 第一庁舎5階 会議室151

①公共施設マネジメント出前講座
②地区別市民ワークショップ
③芋井地区公共施設整備検討委員会
・その他
特別委員会委員長報告等

第27回検討委員会

・市立公民館のコミュニティーセンター化について

平成29年12月21日（木）午後2時

・公共施設マネジメント推進について

市役所 第二庁舎10階 会議室202

・個別施設計画について

第28回検討委員会

・公共施設マネジメント推進について

平成30年3月23日（金）午後2時

・公共施設整備事前協議制度について

市役所 第二庁舎10階 会議室202

・長野市PFI等活用ガイドラインの策定について

第29回検討委員会

・現地視察

平成30年5月22日（火）午前9時50分

①城山公園
②城山庁舎
③公文書館
④城山市民プール
⑤少年科学センター
⑥城山動物園
⑦城山公民館・第二地区分館
⑧サンマリーン
⑨リサイクルプラザ
⑩もんぜんぷら座

第30回検討委員会

・個別施設の状況について

平成30年6月21日（木）午後3時

①市民プールの現状について

市役所 第二庁舎10階 会議室202

②松代荘周辺施設整備について
・公共施設マネジメント推進について
・公共施設（建物）の現状公表について
・個別施設計画の策定方針について
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