
須坂市公共施設等総合管理計画 
個別計画 

平成29年10月10日 
長野県須坂市 

☆基本方針（総合管理計画からの抜粋） 

○「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
 

○「市民負担の少ない施設」としての有効活用 
  ・今ある施設の共同利用や複合機能化も検討し、機能の相乗的な活用を図る 
  ・近隣自治体をはじめ、他自治体との公共施設の共同利用も視野に入れた、 
   施設活用を検討する 
 

○身の丈に合った、管理し続けられる施設への更新 
  建設後の維持管理費用を念頭に、必要以上に費用をかけた建設は行わない 



 「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成26年４月22日付総財務第74 号総務大臣通知）
により、公共施設等総合管理計画策定の要請を受け、須坂市では平成28年3月25日付で、須坂市の公共施設等全
体に対する方針として「須坂市公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

 総務大臣通知の策定要請では、地方公共団体においても個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）を策定
すること及びこれらの計画に基づき点検等を実施した上で適切な措置を講じることを期待するとのことから、須坂市
の公共施設等全体に対する方針に基づき施設区分ごとの個別計画を策定することとし、施設所管部署及び関係機
関等と策定作業を随時進めております。 
 本計画は、作成日現在において作成している個別計画（平成37年度まで）をまとめたものであり、記載のない施設
等についても順次作成し、本計画に追加していきます。 
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 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するまち
の基礎に 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 

 

 

施設存続を検討する際の視点 
•読書スペースの確保、有効活用の検討 
 

点検・診断方針 
•老朽化が進んでいる施設のため、「劣化調査」の結果
を踏まえ、優先順位の高いか所から修繕等を行う 
 

維持管理・改修・更新方針 
•「事後保全型」から、計画的に点検整備等を行う「予防
保全型」へと転換し、計画的に保全を図る 
•修繕費用捻出のために国、県、民間活力活用を検討 
 

賢くつかう工夫 
•「どこでも図書館」を官民で引き続き取り組み、充実さ
せる 
•市内のボランティアの方々とも協力しながら、イベント
開催等に引き続き取り組み、充実させる 
•各部屋の活用方法について検討する 
•信州岩波講座、学校図書館との連携などにより、市内
全域での読書活動の充実を図る。 
 

須坂図書館 

 年間収入 
•平成24年度 95千円、平成27年度 84千円 

 施設利用状況 
•平成24年度 116,523人（ 408.85人/日） 
•平成27年度 114,629人（ 402.21人/日） 

 市民意見（ワークショップでの主なコメント） 
• 二階会議室有効活用を 
• 二階にもフラットスペース活用 
• シャッターを開けて有効活用を 
• 駐車場車庫など、オープンスペースの有効利用 
• 駐車場不足 
• まだまだ良くなれる！子供達に活用アイデアを考えてもらう 
• 映画資料 郡役所からこちらへ、二階美術館を郡役所へ 
• 施設の雰囲気をもっと明るく 

 年間維持管理支出 
•平成24年度  85,462千円（利用者 733.4円/人、 
市民 1,621.3円/人） 

•平成27年度 103,683千円（利用者 904.5円/人、 
市民 2,004.8円/人） 
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 市民意見（ワークショップでの主なコメント） 
• 展示の説明が細すぎ！お年寄りには見えない… 
• 各部屋のテーマ性が薄い 
• 床ヒビが怖い、老朽化 
• 館内が寒い 
• 子供も来たくなるよう展示方法の工夫を 

計画期間(～平成37年度)で博物館
の既存市公共施設等への移転も含め
て、あり方について検討する 

 
計画期間内の施設維持管理活用に関

する基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 

身の丈に合った、管理し続けられる施設へ
の更新 
 

縮減・統廃合方針 
・須坂市立博物館基本計画策定委員会を設置し、 
 平成30年度末までに基本計画を策定する 
 

賢くつかう工夫 
•縮減・統廃合方針の策定とあわせ、展示方法の工夫
も検討する。 

須坂市立博物館 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するまち
の基礎に 

 施設利用状況 
•平成24年度 12,010人（ 38.99人/日） 
•平成27年度 8,060人（ 26.51人/日） 
※平成24年度は通常の特別展に加え、特別企画展「世
界最古級の縄文土器」を開催し、この企画展に多くの入
館者があったため、平成24年度は利用者数が多かった 

 年間収入 
•平成24年度 908千円、平成27年度 524千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 17,764千円（利用者 1,479.1円/人、 
市民 337.0円/人） 

•平成27年度 11,961千円（利用者 1,484.0円/人、 
市民 231.3円/人） 
※平成24年度に、市立博物館耐震診断業務委託を行ったこと、
また、平成27年度の特別展「ふるさとに息づく江戸期の雅陶」で
特別展図録を作製しなかったため、平成27年度は維持管理支
出が減少した 
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 市民意見（ワークショップでの主なコメント） 
• 何を「創造」する施設？ 
• バリアフリーがされていない 
• 耐震問題のクリアは一応メリット？！床ヒビが怖い、老朽化 
• 公民館との違いは何か？ 
• 名前から施設の存在目的が分からない 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 

 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 
 

施設存続を検討する際の視点 
•施設の当初目的が達成されたか検証し、施設利用実
態と名称の整合を図り、将来的施設のあり方を、平成
29年度検討する 
 

点検・診断方針 
•老朽化が進んでいる施設のため、平成27年度に行っ
た「公共施設劣化調査」の手法を使い、職員自ら劣化
状況を把握し、優先順位をつけて修繕等を行う 

 

維持管理・改修・更新方針 
•損傷等が発生した後に修繕等を行う「事後保全型」か
ら、計画的に点検整備等を行う「予防保全型」へと転換
し、計画的に保全を図る。 
•修繕費用捻出のために国、県、民間活力活用を検討 
 

賢くつかう工夫 
•施設を活用して行っている事業内容に関して、中央公
民館や女性未来館などと事業内容の整理統合を、平
成29年度検討する 

勤労青少年ホーム 創造の家 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するまち
の基礎に 

 施設利用状況 
•平成24年度 5,500人（ 15.32人/日） 
•平成27年度 9,075人（ 37.04人/日） 
※平成27年度から体育協会による指定管理を開始。指
定管理者が昼間に自主事業を行い、青年層以外の利用
者が増加した 

 年間収入 
•平成24年度 223千円、平成27年度 164千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 6,171千円（利用者 1,122.0円/人、 
市民 117.1円/人） 

•平成27年度 6,171千円（利用者   680.0円/人、 
市民 119.3円/人） 
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 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 市民スポーツ活動の充実 

 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 須坂には小中学校の頃から行っている卓球文化がある 
• 中学校では武道場で卓球を行っている 
• 平日昼間の施設の活用方法の検討 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わないが、老朽化等の
対応は、大規模改修等ではなく代替
案により実施する 
 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 

 

 

施設存続を検討する際の視点 
•老朽化が進んでいる施設であることを認識し、早急な
廃止はないとしても、維持管理コストが今後増加してい
く中で、施設が使えなくなった場合の代替案などを、平
成29年度検討する 
 

維持管理・改修・更新方針 
•職員自らによる劣化調査を行い、緊急度の高いか所の
修繕を優先的に行う 
•大規模な修繕は行わず、簡易な修繕を行い、安全に
支障のない範囲で施設を活用する 
 

賢くつかう工夫 
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する 
 

卓球場 

 施設利用状況 
•平成24年度 6,774人（19.9人/日） 
•平成27年度 7,116人（21.7人/日） 

 年間収入 
•平成24年度 445千円、平成27年度 420千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 651千円（利用者 96.1円/人、 
市民 12.4円/人） 

•平成27年度 498千円（利用者 70.0円/人、 
市民  9.6円/人） 
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 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 市民スポーツ活動の充実 

 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 急に使いたくても使えない ・存在を知ってもらう方法は？ 
• 年齢に合った活動・スポーツが出来る 
• 熱中症対策 夏は基準を超える、空調対策 
• 平日の体育施設の活用方法の検討 

体育館 

 勤労者青少年体育センター 

 市民体育館 

 北部体育館 

 対象施設 
 

 施設利用状況 
•平成24年度 82,064人（ 238.2人/日） 
•平成27年度 94,821人（ 267.2人/日） 

 年間収入 
•平成24年度 5,950千円、平成27年度 6,501千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 20,116千円（利用者 245.1円/人、 
市民 381.6円/人） 

•平成27年度 25,418千円（利用者 268.1円/人、 
市民  491.5円/人） 
※平成27年度は電気設備の緊急修繕等により修繕料が増加した 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関する基

本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 
身の丈に合った、管理し続けられる施設への更新 

 

 

施設存続を検討する際の視点 
•施設の当初目的が達成されたか検証し、施設利用実態と名
称の整合を図り、名称変更の方針を平成29年度検討する
（勤労者青少年体育センター） 
 

維持管理・改修・更新方針 
•職員自らによる劣化調査を行い、緊急度の高いか所の修繕
を優先的に行う 
 

安全確保推進方針 
•耐震基準に満たないか所を優先的に対応する 
•空調設備がないため、利用の安全対策基準を設け、周知対
応する 
 

賢くつかう工夫 
•現在行っているバレーボールなど、プロスポーツの試合開催
などをさら開催し、利用拡大に取組む 
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する 
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 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 野球場・県民運動広場との統合 
• ナイターの稼働回数、コストの明確化（野球場） 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 

身の丈に合った、管理し続けられる施設への
更新 

 

施設存続を検討する際の視点 
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する 
•身の丈に合ったコストをかけずに管理し続けられる施
設とするため、夜間照明や観客席などは設置しない 
 

維持管理・改修・更新方針 
•職員が自ら行う劣化調査により現状把握を行い、調査
結果を踏まえ、優先順位をつけて改修等対応を行う 
 

賢くつかう工夫 
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する 

 

屋外運動場 

北部運動広場 県民須坂運動広場 

野球場 
福島スポーツ広場（グラウンド、
サッカー場） 

 対象施設 
 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 市民スポーツ活動の充実 

 施設利用状況 
•平成24年度 89,598人（ 441.4人/日） 
•平成27年度 42,624人（ 315.7人/日） 
※大きな大会等の影響により、毎年度、利用者数の増減がある 

 年間収入 
•平成24年度 872千円、平成27年度 1,065千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 13,816千円（利用者 154.2円/人、 
市民 262.1円/人） 

•平成27年度 12,399千円（利用者 290.9円/人、 
市民 239.7円/人） 
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 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• テニスコートの存在を知らない 
• 墨坂のテニスコート→臥竜公園へまとめる 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関する基

本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 
 

施設存続を検討する際の視点 
•身の丈に合ったコストをかけずに管理し続けられる施設とす
るため、クレーコートを全天候型に変えることはしない 
•利用実態に合わせて、墨坂庭球場の管理担当の変更を平
成29年度に検討する 
 

維持管理・改修・更新方針 
•職員が自ら行う劣化調査により現状把握を行い、調査結果を
踏まえ、優先順位をつけて改修等対応を行う 
 

賢くつかう工夫 
•臥竜公園庭球場、日野地域公民館テニスコート、豊丘農村
活性化施設とともに、利用拡大に向けて連携した利活用を
検討する 

 

テニスコート 

 臥竜公園庭球場  墨坂庭球場 

 対象施設 
 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 市民スポーツ活動の充実 

 施設利用状況 
•平成24年度 28,811人（ 98.0人/日） 
•平成27年度 25,455人（ 77.8人/日） 

 年間収入 
•平成24年度 1,843千円、平成27年度 1,755千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 7,164千円（利用者 248.7円/人、 
市民 135.9円/人） 

•平成27年度 8,297千円（利用者 325.9円/人、 
市民 160.4円/人） 

※冬季開場日数増加のため、シルバー人材センター委託料の
増加により、平成27年度は増加した 
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 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 使い方、借り方がわからない 
• マレットゴルフ人口に対して施設数は適している？ 
• SNS(インスタ・ツイッター・フェイスブック・ユーチューブ)活用 
• 利用してもらうために何もしていない 
• 維持費が適正か？ 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 
 

維持管理・改修・更新方針 
•劣化調査での危険個所の把握と事故の未然防止に努
める 
 

賢くつかう工夫 
•体育施設の利用方法（※）について、広く周知する方法
を検討する 

 
※使用したい日の前月10日までに「体育施設使用許可 
 申請書」を生涯学習スポーツ課スポーツ振興係へ提出 

 

マレットゴルフ場 

百々川緑地マレットゴルフ場 米持マレットゴルフ場 

松川マレットゴルフ場 福島スポーツ広場（マレットゴルフ場） 

 対象施設 
 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 市民スポーツ活動の充実 

 施設利用状況 
•平成24年度 29,524人（ 130.6人/日） 
•平成27年度 22,470人（ 92.9人/日） 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 2,607千円（利用者  88.3円/人、 
市民 49.5円/人） 

•平成27年度 4,867千円（利用者 216.6円/人、 
市民 94.1円/人） 
※平成27年度は福島・松川マレットゴルフ場における松・ニセア
カシア枝剪定等業務委託等により増大した 
（風倒木予防等のため数年ごとに枝を剪定） 
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 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 弓道場の成果をアピール 
• （ゴルフの）公共アプローチ練習場（弓道場） 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 

 

施設存続を検討する際の視点 
•シャワー室など、利用頻度が低いスペースの有効活用
（柔道場、剣道場） 
 

維持管理・改修・更新方針 
•老朽化が進んでいる施設のため、劣化調査の結果を
踏まえ、優先順位の高いか所から修繕等を行う 
 

賢くつかう工夫 
•今後の施設のあり方・施設機能がどうあるべきか検討
する 
•卓球場としての利用など、複合的利活用も検討する 

 

武道場 

 柔道場  剣道場  弓道場 

 対象施設 
 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 市民スポーツ活動の充実 

 施設利用状況 
•平成24年度 15,767人（ 47.3人/日） 
•平成27年度 20,879人（ 63.0人/日） 

 年間収入 
•平成24年度 541千円、平成27年度 321千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 6,740千円（利用者 427.5円/人、 
市民 127.9円/人） 

•平成27年度 1,703千円（利用者 81.6円/人、 
市民  32.9円/人） 
※平成27年度は弓道場における松・ニセアカシア枝剪定等業務
委託等により増大した 
（風倒木予防等のため数年ごとに枝を剪定） 
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 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するまち
の基礎に 

 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 市民に分かりやすく親しみやすいネーミング（ドリーム、メセナ、
まゆぐら） 

• 「メセナ」とは芸術・文化の援護活動という意味だが、名前の
とおりの役割となっていない 

• 複数の学校のコラボイベント（メセナからしかける） 
 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関する

基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 
身の丈に合った、管理し続けられる施設への更新 

 

 

施設存続を検討する際の視点 
•これまでと現状ではなく、これからを念頭に、文化振興だけ
の用途ではなく、幅広い利用用途を想定し、視点を変えて
アイデアを考える 
 

点検・診断方針 
・職員自らによる劣化調査を行い、緊急度の高いか所の修
繕を優先的に行う 
 

維持管理・改修・更新方針 
•修繕費用捻出のために国、県、民間活力活用を検討 
 

長寿命化方針 
・「賢くつかう」理念のもと、長期的に管理活用していくために、
今後の維持管理活用に必要な対応計画を定め、関係部署
とも連携し長寿命化対策を進める 
 

賢くつかう工夫 
•平成30年度末までに施設利用料の減免規定を見直す 

文化会館（メセナホール） 

 施設利用状況 
•平成24年度 77,416人（ 325.2人/日） 
•平成27年度 73,178人（ 307.5人/日） 

 年間収入 
•平成24年度 8,360千円、平成27年度 9,561千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 97,506千円（利用者 1,259.5円/人、 
市民 1,849.8円/人） 

•平成27年度 95,668千円（利用者 1,307.3円/人、 
市民 1,849.8円/人） 
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 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 役所の機能はないので、郡役所という名前を見直しては 

 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
 

計画期間内の施設維持管理活用に関する
基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 
 

施設存続を検討する際の視点 
•近隣自治体の類似施設との広域的相互利用を検討する 
 

維持管理・改修・更新方針 
•修繕費用捻出のために国、県、民間活力活用を検討する 
 

賢くつかう工夫 
•現在、施設を利用して実施している市史編纂作業のよう
に、地域の学び、文化・芸術の発展に関連する事業等の
受け入れを積極的に進めていく 

旧上高井郡役所 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するま
ちの基礎に 

 施設利用状況 
•平成24年度 19,182人（ 53.4人/日） 
•平成27年度 18,745人（ 52.2人/日） 

 年間収入 
•平成24年度 883千円、平成27年度 887千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 4,961千円（利用者 258.6円/人、 
市民 94.1円/人） 

•平成27年度 7,196千円（利用者 383.9円/人、 
市民 139.1円/人） 
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 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• 企画展示の宣伝と、中学校等での利用促進（版画美術館） 
• 結婚式場のような雰囲気。くつろぐにはいいスペース（人形博物館） 
• 雛祭りイベントのほかに何か目立ったイベント検討が必要（人形博物館） 

計画期間(～平成37年度)内では、 
笠鉾会館ドリームホールは、博物館
の移転を含めて検討を行う。その他
施設については施設廃止は行わない 
 計画期間内の施設維持管理活用に関する基

本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 

 

 

維持管理・改修・更新方針 
•修繕費用捻出のために国、県、民間活力活用を検討（文化
施設全体） 
 

縮減・統廃合方針 
・笠鉾会館については、須坂市立博物館基本計画策定
委員会で平成30年度までに博物館のあり方を含めて検
討する 
 

賢くつかう工夫 
•今後の施設のあり方・施設機能がどうあるべきか検討
する 
 

 
 
 

美術館 

 対象施設 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するまち
の基礎に 

 施設利用状況 
•平成24年度 131,831人（ 407.2人/日） 
•平成27年度 108,172人（ 329.2人/日） 

 年間収入 
•平成24年度 15,763千円、平成27年度 15,135千円 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 105,021千円（利用者  796.6円/人、 
市民 1,992.4円/人） 

•平成27年度 102,081千円（利用者 943.7円/人、 
市民 1,973.8円/人） 

須坂クラシック美術館 笠鉾会館ドリームホール 

版画美術館 世界の民族人形博物館 
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 市民意見(ワークショップでの主なコメント) 
• しらふじ医院は民間活用できそう（しらふじ） 
• 何がコンセプトかわからない（まゆぐら） 
• せっかくなら須坂の商品を売ったらいい（旧小田切家住宅） 

計画期間(～平成37年度)内では、ふれあ
い館まゆぐらは、博物館の移転を含めて検
討する。その他施設については施設統廃合
は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 

 
 

施設存続を検討する際の視点 
•須坂市立博物館基本計画策定委員会で博物館のあり
方を含めて検討し、平成30年度中に方針を示す（ふれ
あい館まゆぐら） 
•近隣の歴史的建物と一体的に考え、管理だけではなく、
連携による活用促進を検討する（旧越家住宅、しらふじ） 

 

維持管理・改修・更新方針 
•修繕費用捻出のために施設の活用を検討 
 

賢くつかう工夫 
•今後の施設のあり方・施設機能がどうあるべきか検討す
る 
•維持管理だけの現状から転換し、指定管理者制度導入
等による活用を検討する 
 

 
 

歴史的建物 

 対象施設 
 本上町旧丸田医院（しらふじ） 旧越家住宅 

ふれあい館まゆぐら 旧小田切家住宅 

旧園里学校 須坂市歴史的建物園 

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するまち
の基礎に 

 施設利用状況 
•平成24年度 14,016人（ 39.3人/日） 
•平成27年度 15,210人（ 47.5人/日） 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 3,428千円（利用者 244.6円/人、 
市民 65.0円/人） 

•平成27年度 3,755千円（利用者 246.9円/人、 
市民 72.6円/人） 
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 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針 
 

 みんなが快適に生活できるまちづくり 

臥竜公園 

 年間収入 
•平成24年度21,712千円、平成27年度 22,370千円 

 施設利用状況 
•平成24年度 651,600人（ 1,785.2人/日） 
•平成27年度 620,000人（ 1,698.6人/日） 

 年間維持管理支出 
•平成24年度 7,100千円（利用者 10.9円/人、 
市民 134.7円/人） 

•平成27年度 8,217千円（利用者 13.3円/人、 
市民 158.9円/人） 

計画期間(～平成37年度)内での 
施設廃止は行わない 
計画期間内の施設維持管理活用に関す

る基本的な考え方、今後の方針 
「新しくつくる」から「賢くつかう」へ 
「市民負担の少ない施設」としての有効活用 

 

点検・診断方針 
•老朽化が進んでいる施設のため、平成27年度に行っ
た「公共施設劣化調査」の手法を使い、職員自ら劣化
状況を把握し、優先順位をつけて修繕等を行う 

 

維持管理・改修・更新方針 
•損傷等が発生した後に修繕等を行う「事後保全型」か
ら、計画的に点検整備等を行う「予防保全型」へと転換
し、計画的に保全を図る 
•修繕費用捻出のために国、県、民間活力活用を検討 
 

賢くつかう工夫 
•平成30年度末までに今後の施設のあり方を考えるプロ
ジェクトチームを組織し、施設機能がどうあるべきか考
える場を設ける 
•平成31年度末までに動物園のあり方と施設整備の検
討-手づくりによる「ふれあい」と「いやし効果」の高い動
物園となるよう検討し、実施する 

 

臥竜公園事務所・遊船所 臥竜公園博物館横トイレ 

臥竜公園南口管理事務所 臥竜公園動物園交流施設 

臥竜公園児童遊園トイレ 臥竜公園動物園多目的トイレ 

臥竜公園遊船所前トイレ 水族館（児童遊園・植物園）(～26年度) 

臥竜公園動物園調理棟 須坂市動物園避難所（27年度～） 

 対象施設 
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