須坂市公共施設等総合管理計画
個別計画
☆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

2021年4月１日版
長野県須坂市

「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（2014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（2016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、各用途区分の作成日（各ページの右上記載）における2025年度までの個別計画を示したものです。公
共施設等総合管理計画とあわせてご確認ください。
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2020年５月１日一部改訂

福祉施設
 対象施設
須坂市福祉会館
須坂市福祉ボランティアセンター

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 みんなで助け合う福祉

 施設利用状況
• 2014年度 25,639人（ 71.4人/日）
• 2017年度 23,716人（ 66.1人/日）

 年間収入
• 2014年度 0千円、2017年度 0千円

 年間維持管理支出
• 2014年度 3,533千円（利用者 137.8円/人、
市民 67.8円/人）
• 2017年度 4,015千円（利用者 169.3円/人、
市民 78.3円 /人）
 市民意見
•
•
•
•

駐車場が不便（狭い）
障がい者用駐車スペースの設置
福祉施設ということで安心して利用できる。
気持ちよく利用させていただいている。

計画期間(～2025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
•施設の劣化が進行しており、施設存続に向け大規模修繕を
視野に入れ必要な措置を講じる（須坂市福祉会館）
•2020年度屋根・外壁・トイレ改修、排水管敷設替実施予定
（須坂市福祉会館）

維持管理・改修・更新方針
•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
•施設管理者へ安全の確保を周知する。

賢くつかう工夫

•施設や設備の維持について施設管理者と連携し、活用を検
討する。
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する。
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2019年２月21日作成

障がい福祉サービス事務所
 対象施設
須坂ひだまり作業所
ぶどうの家

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 障がい者福祉の充実

 施設利用状況
• 2014年度 7,741人（ 10.0人/日）
• 2017年度 6,956人（ 8.9人/日）

 年間収入
• 2014年度 77,190千円、2017年度 76,010千円

 年間維持管理支出
• 2014年度 7,717千円（利用者 996.9円/人、
市民 148.2円/人）
• 2017年度 7,786千円（利用者 1,119.3円/人、
市民 151.9円/人）
 市民意見
• 利用者や保護者の高齢化に伴い将来を心配している。
• 精神的な好不調の波や体力の衰えなどから、作業負担を重
く感じる声もある。
• 支援方針について個別要望ある。

計画期間(～2025年度)内で、
譲渡を含めてあり方を検討する。
 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
「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
•民間の類似施設が増加していることから、施設の当初目的が
達成されたか検証し、支援費による運営が可能か収支バラン
スについて検討する。

維持管理・改修・更新方針
•受託者による日常的な定期点検を行い、経年劣化等による
破損個所を逐次補修・整備する。

安全確保推進方針
•利用者の障がい特性や体調を考慮し、危険個所を減らし事
故なく利用できるよう整備する。

賢くつかう工夫

•就労継続支援Ｂ型については工賃アップにつなげるための
事業開拓と作業環境の整備に努める。
•生活介護については利用者や家族の高齢化に伴い、家庭
生活への支援や介護保険の活用など包括的な支援体制の
構築に努める。（ひだまり作業所）
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2019年２月21日作成

高齢者福祉施設
 対象施設

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

須坂市屋内ゲートボール場 ふれあい
須坂市老人福祉センター くつろぎ荘
デイサービスセンター すえひろ

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 社会福祉の充実

 施設利用状況
• 2014年度 62,567人（ 204.9人/日）
• 2017年度 52,949人（ 171.3人/日）

 年間収入
• 2014年度 0円、2017年度 0円（指定管理者の収入）

 年間維持管理支出
• 2014年度 32,113千円（利用者 513.3円/人、
市民 616.6円/人）
• 2017年度 32,073千円（利用者 605.7円/人、
市民 625.6円/人）
 市民意見
•
•
•
•
•

トイレの箇所が多く、風呂も大きく利用しやすい。（すえひろ）
毛布、シーツ、枕カバーは清潔で気持ちがよい。（すえひろ）
手洗い後の乾燥機を付けてもらいたい。（くつろぎ）
案内表示の字が大きくて見やすい。（くつろぎ）
トイレ、洗面所、浴室の清掃が行き届いている。（くつろぎ）

 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
•高齢者の生きがいや健康づくり、憩いの場として重要な施設。
•生活支援や機能回復のほか、介護予防として要介護状態に
なることを防ぐ目的がある。

維持管理・改修・更新方針
•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
•施設管理者へ安全の確保を周知する。

賢くつかう工夫

•利用者拡大に向け、指定管理者と連携し、利活用を検討す
る。
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2020年５月１日一部改訂

保健センター
 対象施設

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

保健センター

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 健康づくりの充実

 施設利用状況
• 2014年度 19,370人（ 70.2人/日）
• 2017年度 23,417人（ 84.5人/日）

 年間収入
• 2014年度 0千円、2017年度 0千円

 年間維持管理支出
• 2014年度 4,362千円（利用者 225.2円/人、
市民 83.7円/人）
• 2017年度 3,690千円（利用者 157.6円/人、
市民 72.0円/人）

 市民意見（検診時におけるアンケート）
• これからも同じように継続して欲しい
• 検診等こちらで相談できると心強い
• 子育てサポートして欲しい。

 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
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
•市民の健康増進及び保健衛生の向上に適した施設

維持管理・改修・更新方針
•大規模な改修や修繕を実施する場合、長寿命化債などの活
用を検討 （2020年度 エレベータの改修工事を実施）

安全確保推進方針
•だれもが安全安心で利用できるよう、保守点検における指摘
事項等に対応する。

賢くつかう工夫
•施設を利用される市民の方の声を聞きながら、随時利用方
法を検討する。
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2017年10月10日作成

須坂図書館
 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
• 2012年度 116,523人（ 408.85人/日）
• 2015年度 114,629人（ 402.21人/日）

 年間収入
• 2012年度 95千円、2015年度 84千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 85,462千円（利用者 733.4円/人、
市民 1,621.3円/人）
• 2015年度 103,683千円（利用者 904.5円/人、
市民 2,004.8円/人）
 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

計画期間(～2025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。
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2021年4月１日一部改訂

須坂市立博物館
 対象施設
須坂市立博物館 （分館）笠鉾会館ドリームホール

 第六次須坂市総合計画の位置付け、方針

計画期間(～2025年度)での施設廃
止は行わない。

 文化・芸術・スポーツ活動に熱心なまちづくり

 施設利用状況
• 2012年度 12,010人（ 38.99人/日）
• 2015年度 8,060人（ 26.51人/日）

 年間収入
• 2012年度 908千円、2015年度 524千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 17,764千円（利用者 1,479.1円/人、
市民 337.0円/人）
• 2015年度 11,961千円（利用者 1,484.0円/人、
市民 231.3円/人）
※2012年度に、市立博物館耐震診断業務委託を行ったこと、ま
た、2015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、2015年度は維持管理支出が減少
した

 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
維持管理・改修・更新方針
•2020年度大規模改修等工事を実施した須坂市立博
物館については計画的に点検等を行う「予防保全
型」の維持管理を行う
•笠鉾会館については2020年度に実施した適正管理
基本調査の結果をもとにして計画的な改修に努める。

縮減・統廃合方針
•2021年4月より笠鉾会館を博物館分館に転用

賢くつかう工夫

•展示方法の工夫も検討する。
•臥竜公園のガイドセンター的な機能や、博物館ボラ
ンティアの活動拠点としての機能も付加する。
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2020年５月１日一部改訂

文化会館（メセナホール）
 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
• 2012年度 77,416人（ 325.2人/日）
• 2015年度 73,178人（ 307.5人/日）

 年間収入
• 2012年度 8,360千円、2015年度 9,561千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 97,506千円（利用者 1,259.5円/人、
市民 1,849.8円/人）
• 2015年度 95,668千円（利用者 1,307.3円/人、
市民 1,849.8円/人）
 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(～2025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。
•施設の劣化が進行しており、施設存続に向け大規模修繕
を視野に入れ必要な措置を講じる。

点検・診断方針
・非構造部材耐震化調査および長寿命化計画基本設計を
行い、改修箇所の優先度を判定した。

維持管理・改修・更新方針
•緊防債、長寿命化債を活用し、2020年度、2021年度で非
構造部材耐震化・長寿命化工事を実施する

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

•2018年度に施設利用料の減免規定を見直した。
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2020年５月１日一部改訂

多目的ホール
 対象施設
シルキーホール
市民プラザ（シルキー２階）

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 人々で賑わうための商業振興

 施設利用状況
• 2013年度 40,537人（ 112.9人/日）
• 2016年度 39,386人（ 109.7人/日）

 年間収入
• 2013年度 2,883千円、2016年度 2,502千円

 年間維持管理支出
• 2013年度 9,629千円
（利用者 237.5円/人、 市民 183.8円/人）
• 2016年度 10,182千円
（利用者 258.5円/人、 市民 197.6円/人）
 市民意見
• 駅前で便利
• ホールの椅子が重く不便、もう少し使いやすい椅子にしてほ
しい
• ホールの利用料がやや高いと感じた
• ３階トイレの照明が一定時間で消灯してしまう。使用中は非
常に困る。

計画期間(～2025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
•老朽化が進んだ空調設備を更新する

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
•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
•民間活力を活用し、緊急度の高いか所の修繕を優先的に行う

賢くつかう工夫

•「賢く使う」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
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する
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2019年２月21日一部改訂

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
• 2012年度 19,182人（ 53.4人/日）
• 2015年度 18,745人（ 52.2人/日）

 年間収入
• 2012年度 883千円、2015年度 887千円

計画期間(～2025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

 年間維持管理支出
• 2012年度 4,961千円（利用者 258.6円/人、
市民 94.1円/人）
• 2015年度 7,196千円（利用者 383.9円/人、
市民 139.1円/人）

•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

•文書館を設置し、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

 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
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2021年4月１日一部改訂

美術館

計画期間(～2025年度)内での施設廃
止は行わない

 対象施設
須坂クラシック美術館

版画美術館

世界の民俗人形博物館

 第六次須坂市総合計画の位置付け、方針
 文化・芸術・スポーツ活動に熱心なまちづくり

 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

 施設利用状況
• 2012年度 131,831人（ 407.2人/日）
• 2015年度 108,172人（ 329.2人/日）

 年間収入
• 2012年度 15,763千円、2015年度 15,135千円

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
・2021年4月より笠鉾会館を「機能分散型総合博物館」
の分館として転用

 年間維持管理支出
• 2012年度 105,021千円（利用者 796.6円/人、
市民 1,992.4円/人）
• 2015年度 102,081千円（利用者 943.7円/人、
市民 1,973.8円/人）

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
•展示のみに限らず、可能な範囲で物産販売等も検討、
実施していく

 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）
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2020年５月１日一部改訂

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
旧ホーライ生活環境施設（寄っと蔵い）

※旧ホーライ生活環境施設については、2018年度に
所管替えをし、施設の目的を変更したため、以下の
利用状況、収支等の実績には含めていない。

 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
• 2012年度 14,016人（ 39.3人/日）
• 2015年度 15,210人（ 47.5人/日）

 年間維持管理支出
• 2012年度 3,428千円（利用者 244.6円/人、
市民 65.0円/人）
• 2015年度 3,755千円（利用者 246.9円/人、
市民 72.6円/人）
 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(～2025年度)内では、旧小田切
家住宅、ふれあい館まゆぐらは、博物館機
能の充実を図る。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
•旧小田切家住宅、ふれあい館まゆぐらは須坂市立博物
館基本計画により「機能分散型総合博物館」の一施設と
して活用する
•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）

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
や民間活用等による活用を検討する
•旧ホーライ生活環境施設（寄っと蔵い）については、市
街地での交流拠点として、地域おこし協力隊の活動を
通じて、多くの人や団体が施設を活用する
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2019年６月１日一部改訂

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
• 2012年度 5,500人（ 15.32人/日）
• 2015年度 9,075人（ 37.04人/日）
※2015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
• 2012年度 223千円、2015年度 164千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 6,171千円（利用者 1,122.0円/人、
市民 117.1円/人）
• 2015年度 6,171千円（利用者 680.0円/人、
市民 119.3円/人）
 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(～2025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、2017
年度検討し、中小企業勤労者の福利・厚生事業として
引き続き必要な事業である

点検・診断方針
•老朽化が進んでいる施設のため、長寿命化基本調査
を行い改修箇所の優先度を明確にする。

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、
2017年度検討し、引き続き公民館事業とは違う観点か
らの事業を展開する
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2019年２月21日作成

文化財整理
 対象施設
埋蔵文化財整理室
（旧夏端保育園）

計画期間(～2025年度)では、文化財
保存活用倉庫は博物館収蔵庫としての
機能を充実させる。

文化財保存活用倉庫

 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
 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
• 2014年度 職員・作業員 24人
（埋蔵文化財整理室）
• 2017年度 職員・作業員 22人
（埋蔵文化財整理室）

「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
•博物館及び文書館との一体的な運用と活用を検討する
•限られた専門職員の有効活用

維持管理・改修・更新方針
 年間収入
• なし

 年間維持管理支出
• 2014年度
• 2017年度

1,055千円（市民 20.3円/人）
1,105千円（市民 21.6円/人）

•機械空調に頼らず、施設や収蔵資料の性格に合わせて、
収納施設の選定と収蔵環境の整備を行う
•施設内の全ての空間を一律に高度な保存環境に整備
するのではなく、収蔵資料の性格に合わせ、区画を設け
て個別の環境整備を進める

賢くつかう工夫

・博物館及び文書館との一体的な運用と活用を見据えて、
収蔵方法や利用方法を工夫する
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2020年５月１日一部改訂

生涯学習センター・公民館
 対象施設
生涯学習センター
（中央地域公民館を含む）
井上地域公民館
南部地域公民館
（臥竜山公会堂含む）
豊洲地域公民館
日滝地域公民館

高甫地域公民館
豊丘地域公民館
日野地域公民館
（別館、体育施設含む）
旭ヶ丘ふれあいプラザ

計画期間(～2025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

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 生涯学習の機会充実

 施設利用状況（合計）
• 2014年度 194,691人（ 60.1人/日）
• 2017年度 160,571人（ 49.6人/日）

 年間収入
• 2014年度 894千円、2017年度 2,023千円
※2017年度１２月から冷暖房使用料を徴収

 年間維持管理支出
• 2014年度 55,261千円（利用者 283.8円/人、
市民 1061.0円/人）
• 2017年度 16,507千円（利用者 102.8円/人、
市民 322.0円/人）

※2014年度は各施設の建て替え、改修工事等により
工事費・修繕料が増加した
 市民意見
• エレベータの設置を。（豊洲）
• １階ホールが暗い。（生涯学習）
• 西館入口の階段が急。 （生涯学習） • 体育施設の床の張替、LED化を。
• 駐車場の整備を。 （生涯学習・井上） （日野）
• 駐車場のフェンスの修理を。
• トイレの洋式化を。（南部）
（旭ヶ丘）

「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
•生涯学習団体の学習の場、地域の住民の拠り所として、
安全安心で快適な環境で学習できるような施設であるか

維持管理・改修・更新方針

•生涯学習センターは計画期間内での施設廃止は行わず、
外壁、エレベータ等については改修を行っていく（エレ
ベータについては2020年度改修予定）。西館については
解体し、駐車場として活用するが、解体するまでは通常の
使用を継続する
•職員自らによる劣化調査を行い、緊急度の高い箇所の修
繕を優先的に行う（各地域公民館）

安全確保推進方針
•有事の際は避難所として活用できる施設として施設整備
に努める

賢くつかう工夫
•市内の社会教育施設等との連携調整による類似事業の
見直し等、施設の効率的な利用を図る
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2019年２月21日作成

人権同和施設
 対象施設
人権交流センター
本郷人権ふれあいセンター
福島人権ふれあいセンター
本郷学習センター
ニ睦学習センター

計画期間(～2025年度)内での施設廃止
は行わない。ただし、本郷人権ふれあい
センターについては2020年度末までに
廃止を検討する。

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針  計画期間内の施設維持管理活用に関する基
 人権が尊重される社会の実現

 施設利用状況
• 2014年度 5,576人（ 15.5人/日）
• 2017年度 5,970人（ 16.6人/日）

 年間収入
• 2014年度 0円、2017年度 9千円
※2017年度１２月から冷暖房使用料を徴収

 年間維持管理支出
• 2014年度 8,227千円（利用者 1,484.4円/人、
市民 158.9円/人）
• 2017年度 2,884千円（利用者 483.1円/人、
市民 56.3円/人）
※2014年度は各施設の修繕工事等により工事費・修繕料が
増加した

本的な考え方、今後の方針
現状維持
本郷ふれあい人権センターの廃止を検討。
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する。
•本郷人権ふれあいセンターの廃止を2020年度末までに検討
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。

賢くつかう工夫

•利用拡大に向け、指定管理者と連携した利活用を検討する
•広報による施設利用の市民への周知を行う。
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2019年２月21日作成

公園集会所
 対象施設

計画期間(～2025年度)内で、
地元区への無償譲渡を検討する。

光ヶ丘ニュータウン集会所

 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
 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 地域コミュニティの活性化

 施設利用状況
光ヶ丘ニュータウン区人口（各年度10月時点）
• 2014年度 659人
• 2017年度 654人

 年間収入
• 0円 （地元区に無償貸付）

 年間維持管理支出
・0円 （地元区で負担）

光ヶ丘ニュータウン区へ無償譲渡

施設存続を検討する際の視点
•1996年から光ヶ丘ニュータウン区長と管理業務委託契約を
締結している。
•委託料は無料、維持管理に必要な一切の経費は区が負担
しており、改修希望がある場合は、市へ協議して区の負担で
実行していただいている。
（現状で、市の費用負担は無い。）
•2018年11月に光ヶ丘ニュータウン区長へ建物の無償譲渡の
方針を伝えてあり、現在、区の中で検討していただいている
ので、意向を確認しながら進めていく。
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2018年６月１日一部改訂

卓球場
 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
• 2012年度 6,774人（19.9人/日）
• 2015年度 7,116人（21.7人/日）

 年間収入

計画期間(～2025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

• 2012年度 445千円、2015年度 420千円

施設存続を検討する際の視点

 年間維持管理支出
• 2012年度 651千円（利用者 96.1円/人、
市民 12.4円/人）
• 2015年度 498千円（利用者 70.0円/人、
市民 9.6円/人）

•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、
2019年度検討したが、現状では適当な代替案は見当
たらない

維持管理・改修・更新方針
 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

•職員自らによる劣化調査を行い、緊急度の高い個所
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
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2019年６月１日一部改訂

体育館
 対象施設
勤労者青少年体育センター
（併設の百々川緑地公園公衆トイレを含む）
市民体育館
北部体育館

 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
• 2012年度 82,064人（ 238.2人/日）
• 2015年度 94,821人（ 267.2人/日）

 年間収入
• 2012年度 5,950千円、2015年度 6,501千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 20,116千円（利用者 245.1円/人、
市民 381.6円/人）
• 2015年度 25,418千円（利用者 268.1円/人、
市民 491.5円/人）
※2015年度は電気設備の緊急修繕等により修繕料が増加した

 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

計画期間(～2025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2017年度検討したが、
勤労者青少年体育センターという名称は定着し、施設の利
用率も高く、現状では名称変更する必要性はない

維持管理・改修・更新方針
•勤労者青少年体育センターは耐震補強等工事を行い、施設
の耐震化等により使用者の安全を図り、指定緊急避難場所
として整備する
•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
などをさらに開催し、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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2020年５月１日一部改訂

屋外運動場
 対象施設
北部運動広場 県民須坂運動広場
福島スポーツ広場（グラウンド、
野球場
サッカー場）

 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
• 2012年度 89,598人（ 441.4人/日）
• 2015年度 42,624人（ 315.7人/日）

計画期間(～2025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

※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

施設存続を検討する際の視点
 年間収入
• 2012年度 872千円、2015年度 1,065千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 13,816千円（利用者 154.2円/人、
市民 262.1円/人）
• 2015年度 12,399千円（利用者 290.9円/人、
市民 239.7円/人）
 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）

•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
•令和元年東日本台風により被災した福島スポーツ広場
の芝生広場については、芝生の復旧を行わずクレーグ
ラウンドとし、代替施設について検討を行う。

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
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2018年６月１日一部改訂

テニスコート
 対象施設
臥竜公園庭球場

墨坂庭球場

 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
• 2012年度 28,811人（ 98.0人/日）
• 2015年度 25,455人（ 77.8人/日）

 年間収入
• 2012年度 1,843千円、2015年度 1,755千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 7,164千円（利用者 248.7円/人、
市民 135.9円/人）
• 2015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、2015年度は増加した

計画期間(～2025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
2017年度検討したが、 社会体育施設で活用を図るか学校
体育施設とするか、引き続き関係者との協議を進める

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

 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
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2017年10月10日作成

マレットゴルフ場
 対象施設
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）

 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
• 2012年度 29,524人（ 130.6人/日）
• 2015年度 22,470人（ 92.9人/日）

 年間維持管理支出
• 2012年度 2,607千円（利用者 88.3円/人、
市民 49.5円/人）
• 2015年度 4,867千円（利用者 216.6円/人、
市民 94.1円/人）
※2015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）

計画期間(～2025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

 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？
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2019年６月１日一部改訂

武道場
 対象施設
柔道場

剣道場

弓道場

 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
• 2012年度 15,767人（ 47.3人/日）
• 2015年度 20,879人（ 63.0人/日）

 年間収入
• 2012年度 541千円、2015年度 321千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 6,740千円（利用者 427.5円/人、
市民 127.9円/人）
• 2015年度 1,703千円（利用者 81.6円/人、
市民 32.9円/人）
※2015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）

 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(～2025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
• 柔道場、剣道場は耐震補強等工事を行う。
• 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
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2020年５月１日一部改訂

ごみ処理施設

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

 対象施設
清掃センター

(不燃物処理施設 )

ストックヤード

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針


循環型社会の形成と環境衛生施設の
適切な管理

 施設利用状況
• 2013年度 11,924,600 kg (年228kg/人)
• 2016年度 11,647,185 kg (年226kg/人 )

 年間収入
• 2013年度 141,981,242円
• 2016年度 140,392,676円

 年間維持管理支出
• 2013年度 436,170,563円 (年8,325円/人)
• 2016年度 326,659,407円 (年6,340円/人 )

 市民意見
• 環境衛生施設整備に最大限の努力を望みます。とても
市民が満足しているとは思いません。
• 市役所庁舎前やエコサポートすざかでの資源物拠点回
収について、もっと周知をし、多くの市民に利用してい
ただきたい。

 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
 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
• 可燃ごみ処理広域化に伴い2019年度に焼却施設の稼働
を終了した。今後は不燃物処理施設として必要最小限の
機能を有したうえで、市の責務であるごみ処理を継続する
（清掃センター）

維持管理・改修・更新方針
• 専門的視点を要するため、民間委託による調査に基づき、
緊急度の高い箇所から優先し計画的に修繕箇所付けを行
い修繕を実施する（清掃センター）

安全確保推進方針
• 稼働を終えた施設の解体時にはダイオキシン対策等の
安全対策が必要となるため解体費用（試算では約７億円）
の補助対象化について継続して国に要望する

賢くつかう工夫

• 分別収集の徹底で資源化を促進しごみの搬出量を減ら
し、設備の負担を減らす。
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2019年２月21日作成

公衆トイレ

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

 対象施設
宗石町公衆便所
穀町公衆便所
太子町公衆便所

芝宮公衆便所
村山駅前公衆便所
新町公衆便所

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 循環型社会の形成と環境衛生施設の適切な管理

 施設利用状況
 年間収入
• 各年度 0千円

 年間維持管理支出
• 2013年度 7,408千円
※村山駅前公衆トイレの公共下水道接続工事
• 2014年度 16,199千円
※芝宮公衆トイレ及び宗石町公衆トイレの改修工事
• 2015年度 1,418千円
• 2016年度 2,534千円
※太子町公衆トイレの洋式化工事
• 2017年度 2,480千円
※新町公衆トイレの洋式化工事

 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
•公衆トイレとしての役割、設置場所

維持管理・改修・更新方針
•６箇所全ての公衆トイレについて、改修及び洋式化が完了
したため、現行施設の適正な維持管理に努める。
•６箇所全てに多目的トイレ設置済み。

安全確保推進方針
•災害時停電時等にも公衆トイレとして機能するように、洋式
化に際し、タンク式のものを設置。

賢くつかう工夫
•定期的な清掃の実施により清潔を保ち気持ちよく利用いた
だく。（シルバー人材センター、ぶどうの家へ業務委託）
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2020年５月１日一部改訂

公園トイレ

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は施設の状況や利用者等の要望
により検討を行っていく。

 対象施設
八幡児童公園公衆便所

旭ヶ丘公園公衆便所

森田公園公衆便所

長者公園公衆便所

※中央児童公園公衆便所は廃止に伴い削除した。

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 良好な景観要素の保全と育成の推進

 施設利用状況
• 各公園利用者（人数は把握不可）

 年間収入
• 0円

 年間維持管理支出
・379,325円（2017年度実績）
※維持管理費には対象となる４施設に加え、
中央児童公園公衆便所を含んでいる。

 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
公園の利用者のために必要最低限のトイレとして
の機能を維持する。
施設存続を検討する際の視点
・周辺に公衆用トイレがあるかどうか。
・公園利用者等からの必要性があるかどうか。

維持管理・改修・更新方針
•維持管理は引き続き市の方で行う。
•改修・更新については、施設の状況や利用者等の要望によ
り検討を行い優先順位を決めながら予算の範囲内で実施す
る。

賢くつかう工夫
•施設については、現状維持とし、故障した場合は修繕をして
施設の延命を図る。
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2019年２月21日作成

駐輪場
 対象施設
須坂駅前中央自転車駐車場

北須坂駅前自転車駐車場

須坂駅前南側自転車駐車場

日野駅前自転車駐車場

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない。

須坂駅前北側自転車駐車場 村山駅前西側自転車駐車場
須坂駅西口自転車駐車場

村山駅前東側自転車駐車場

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 労働環境の整備と勤労者福祉の増進

 施設利用状況
• 2014年度 187,245台（513台/日）
• 2017年度 166,075台（455台/日）

 年間収入
• 2014年度 なし、2017年度 なし

 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
•道路網が発展し、電車での通勤・通学者が減少している。
•施設が老朽化し、修繕箇所も増えている。
•大都市では駐輪場の有料化をしている。

 年間維持管理支出
• 2014年度 1,270千円（利用者 6.8円/台、
市民 24.4円/人）
• 2017年度 1,128千円（利用者 6.8円/台、
市民 22.0円/人）

 市民意見
• 夜間暗い。
• 防犯上の観点からも、照明を増やしてほしい。

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

賢くつかう工夫

•レンタル業者等の指定管理者導入
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2019年２月21日作成

霊園
 対象施設
坂田霊園
松川霊園 （第一・第二合葬式墓地含む）
高梨霊園

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 循環型社会の形成と環境衛生施設の適切な管理

計画期間(～2025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
一般区画の新たな造成は行わず、返還区画等の
空区画の再募集による墓地区画の提供に努める。

 施設利用状況
• 2013年度 使用区画数3,034/3,390区画
• 2016年度 使用区画数3,177/3,390区画

 年間収入（管理料）

施設存続を検討する際の視点
•お墓の維持管理が困難な使用者が増加傾向にあることから、
H31年度から募集開始となる松川霊園第二合葬式墓地の
広報により、無縁墓地化の事前防止に努める。

• 2013年度 8,983千円、2016年度 9,427千円

 年間維持管理支出
• 2013年度 41,039千円
• 2016年度 7,166千円
※2013年度は松川霊園陥没危険区域使用者への補償額が
増加した。

 市民意見
• 将来、お墓の管理が不安でしたが、合葬式墓地を設置しても
らい本当によかった

維持管理・改修・更新方針
•坂田霊園の擁壁補修
•坂田霊園、松川霊園の和式トイレの洋式化
•松川霊園駐車場整備
•高梨霊園の通路舗装

安全確保推進方針
•造成から50年以上経過している坂田霊園について、老朽化
した擁壁の改修、倒木の怖れのある古木の伐採を進める。

賢くつかう工夫

•お墓の管理が困難な方のために松川霊園へ第二合葬式墓
地建設（H30)
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2019年６月１日一部改訂

農機具置場
 対象施設
村山農機具格納庫
本郷ＳＳ格納庫
福島農機具置場

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 農業の活性化

 施設利用状況
・地域の共同作業用農機具等の格納庫

 年間収入
• なし

計画期間(～2025年度)内は現状維持
 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
使用実態を調査し、将来の廃止を見据えた最低
限の維持
施設存続を検討する際の視点
•設置から年数が経過しており、施設の当初目的が達成さ
れたか検証し、今後の使用方法について利用者と協議を
行う

維持管理・改修・更新方針
•修繕は、利用者と協議のうえ行う

 年間維持管理支出
• なし

安全確保推進方針
•利用の安全対策基準を設け、利用者に周知対応する

賢くつかう工夫
•適切な管理について利用者へ周知する。
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2019年６月１日一部改訂

農業補助施設
 対象施設
そのさと有機センター
新規就農者用作業場
二睦共同作業所
※二睦共同作業所については、2017年度に所管替え
をし、施設の目的を変更したため、以下の利用状況、
収支等の実績には含めていない。

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針

計画期間(～2025年度)内は現状維持
 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
必要最低限の維持管理

 農業の活性化

 施設利用状況
・家畜排せつ物の堆肥化施設
2013年度 1,641ｔ、2016年度1,295ｔ
・新規就農者用倉庫及び作業場
2016年度 年間利用日数延べ628日

 年間収入
• そのさと有機センター 0円（指定管理者）
・新規就農者用作業場 2016年度 ４６千円

 年間維持管理支出
• 有機センター
2013年度 3,791千円 （市民 72.4円/人）
2016年
923千円 （市民 17.9円/人）
• 新規就農者用作業場
2016年度 1,694千円 ※改修費含む
（市民 32.9円）

施設存続を検討する際の視点
•営農支援するためには必要な施設

維持管理・改修・更新方針
•必要に応じ最低限の修繕を行う

安全確保推進方針
•利用の安全対策基準を設け、利用者に周知対応する

賢くつかう工夫
•有機センターは設備の老朽化が著しく、大量の処理がで
きない状況から負荷のかからない適量での施設運営をす
る
•新規就農者用作業場は利用者に適正な利用を周知する
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2018年６月１日作成

揚水機場
 対象施設
東沖揚水機場
前田揚水機場
西沖揚水機場
沼目揚水機場

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 農業の活性化

 施設利用状況
・受益面積 80ｈａ
年間通水期間 4月～11月

 年間収入
・なし
（河東土地改良区が受益者から徴収）

計画期間(～2025年度)内で施設を譲与
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
現状を考慮した施設管理者への譲与
（2020年度末までにスケジュールを策定）

施設存続を検討する際の視点
•受益者負担の原則

維持管理・改修・更新方針
•運転に支障がある大規模な修繕が必要となった場合は施設
管理者と協議し必要最低限の修繕を行う

安全確保推進方針
 年間維持管理支出

•施設管理者へ安全の確保を周知する

・2013年度
0円
・2016年度 3,294千円 ※修繕
（市民 63.9円/人）
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2018年６月１日作成

農村地域活性化施設
 対象施設
米子町生活改善センター
豊丘地区農業生活改善センター
塩野ふれあい広場
米子農村公園
豊丘活性化施設

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 農業の活性化

計画期間(～2025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
現状維持
米子町生活改善センターについては、2025年度に
米子区に無償譲渡

 施設利用状況
・米子町生活改善センター及び豊丘農業生活改善
センターは地域の集会施設として活用
・塩野ふれあい広場
2013年度 1,128人、2016年度 1,498人
・米子農村公園
2013年度 24団体、2016年度 14団体
・豊丘活性化施設
2013年度 8,025人、2016年度 6,869人

 年間収入
・なし
（指定管理者）

 年間維持管理支出
・2013年度 1,955千円 （市民 37.3円/人）
・2016年度 1,633千円 （市民 31.7円/人）

施設存続を検討する際の視点
•利用者及び地域のニーズ

維持管理・改修・更新方針
•現状維持に必要な最低限の修繕を行う。地域のニーズにより
大規模な修繕が必要となった場合は、将来の施設の姿を見
据え再検討する。

安全確保推進方針
•施設管理者へ安全の確保を周知する

賢くつかう工夫
・施設や設備の維持についても稼働日数を増やすことを管理
者へ促す。
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2020年５月１日一部改訂

技術情報センター
 対象施設
技術情報センター

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 産業人材の育成

 施設利用状況
• 2013年度 7,946人（26.8人/日）
• 2016年度 7,151人（24.1人/日）
※2006年度から指定管理者導入

 年間収入
• 2013年度 1,040千円、2016年度 880千円
※上記は指定管理者の収入

 年間維持管理支出
• 2013年度 10,674千円
（利用者 1343.4円/人、 市民 203.7円/人）
• 2016年度 12,826千円
（利用者 1793.6円/人、 市民 249.0円/人）

計画期間(～2025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
•働き方改革や情報技術の進歩等による環境の変化を考慮し
つつ、施設の集約化や経費が掛からない施設への転換を
2022年度（指定管理者終了年度）末までに検討する

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

賢くつかう工夫

•利用拡大に向け、指定管理者と連携し随時利活用を検討す
る

 市民意見
• 地域の人材育成や産業の発展に不可欠な存在
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2018年６月１日作成

研修施設
 対象施設
旧須坂共同福祉施設（第２勤労者研修センター）
第１勤労者研修センター

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 雇用機会の充実と産業人材の育成

 施設利用状況
• 2013年度 14,107人（25.6人/日）
• 2016年度 13,446人（26.0人/日）
※2006年度から指定管理者導入

 年間収入
• 2013年度 1,301千円、2016年度 1,117千円
※上記は指定管理者の収入

 年間維持管理支出
• 2013年度 3,151千円
（利用者 223.4円/人、 市民 60.1円/人）
• 2016年度 3,325千円
（利用者 247.3円/人、 市民 64.5円/人）
 市民意見

計画期間(～2025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
•施設が老朽化し利用者も減少している中、代替施設がある
か、集約できないか、経費が掛からない施設への転換を
2020年度（指定管理者終了年度）末までに検討する

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

賢くつかう工夫

•利用拡大に向け、指定管理者と連携し随時利活用を検討す
る

• トイレの洋式化を（第１）
• ホール床がデコボコしている。冷房設備導入を（第２）
• 使用料が安くありがたい。（第１・第２）
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2018年６月１日作成

工業団地集会場
 対象施設
塩野工業団地集会場

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 新産業創出・企業誘致の推進

 施設利用状況
• 2013年度 18人 （会議の平均参加者数）
• 2016年度 18人 （会議の平均参加者数）

 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

 年間収入
• 2013年度 0千円、2016年度 0千円

 年間維持管理支出
• 2013年度 0千円
• 2016年度 0千円
【補足】
・水道代、電気代等は工業団地組合の組合費により支出
・2010年にきめ細かな交付金活用により屋根改修、
下水道接続工事実施

 市民意見

•主な使用者である団地組合の意向を理解する。
•大規模修繕が必要な際には団地組合とも協議し、市の負担
額によっては廃止を含めて検討する。

維持管理・改修・更新方針
•交付金を活用して改修をしてきたが、修繕箇所等が有れば
団地組合の支援も要請していく。
•修繕費用は国、県の支援制度も検討する。

賢くつかう工夫

•2025年度末までに団地組合と福利厚生等に関する利活用
策を協議し、施設の賃貸等も継続し、検討していく。

• 塩野工業団地、団地組合の総会、定例会の会場として使用
させてもらっている。
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2020年５月１日一部改訂

健康福祉ランド（湯っ蔵んど）
 対象施設
健康福祉ランド(湯っ蔵んど)

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 たくさんの人が訪れるまちづくり

 施設利用状況
• 2013年度 302,504人（ 835.6人/日）
• 2016年度 290,624人（ 802.8人/日）

 年間収入

計画期間(～2025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
•これまでや現状ではなく、これからを念頭に、観光振興のみ
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

• 2013年度 0円、2016年度 5,120千円
※2016年度は、省エネルギー化改修工事により経費削
減が図られたことから、施設維持協力金を求めたため、
収入が発生した。
維持管理・改修・更新方針
※2017年度からは、指定管理者からの提案による「営業
•損傷等が発生した後に修繕等を行う「事後保全型」から、計
定額納付金」の収入が発生した。2017年度1,200千円
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
 年間維持管理支出
•民間活力を活用し、緊急度の高いか所の修繕を優先的に行
• 2013年度 22,919千円
う
（利用者 75.8円/人、 市民 437.4円/人）
• 2016年度 16,679千円
賢くつかう工夫
（利用者 57.4円/人、 市民 323.7円/人）
•「賢く使う」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
 市民意見
連携し長寿命化対策を進める
• 一日楽しめてゆっくりできる
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する
• 料理の値段を少し安くしてほしい
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2020年５月１日一部改訂

峰の原クロスカントリー施設
 対象施設
峰の原クロスカントリー施設

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 たくさんの人が訪れるまちづくり

 施設利用状況
• 2013年度 15,909人（ 65.2人/日）
• 2016年度 17,566人（ 72.0人/日）

 年間収入
・なし
（指定管理者）

 年間維持管理支出
• 2013年度 5,688千円
（利用者 357.5円/人、 市民 108.5円/人）
• 2016年度 5,356千円
（利用者 304.9円/人、 市民 104.0円/人）
 市民意見
• 最盛期は、利用者が多くコースが混雑している

計画期間(～2025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
•これまでや現状ではなく、これからを念頭に、観光振興のみ
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

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
•民間活力を活用し、緊急度の高いか所の修繕を優先的に行
う

賢くつかう工夫

•「賢く使う」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
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する
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2019年２月21日一部改訂

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

観光施設
 対象施設
蔵のまち観光交流センター
峰の原高原大型遊具
五味池避難所
五味池公衆便所(駐車場内)

峰の原スキー場公衆便所
峰の原高原 こもれびホール前トイレ
米子不動便所(鉱山跡地)
米子不動便所（駐車場内）

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 たくさんの人が訪れるまちづくり

 施設利用状況
• 2013年度 21,199人（ 59.1人/日）
• 2016年度 13,908人（ 38.7人/日）

 年間収入
・なし
（指定管理者）

 年間維持管理支出
• 2013年度 9,185千円
（利用者 433.3円/人、 市民 175.3円/人）
• 2016年度 9,401千円
（利用者 675.9円/人、 市民 182.5円/人）
 市民意見
• 須坂の人は親切
• お茶を飲めてゆっくりできる

 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
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
•これまでや現状ではなく、これからを念頭に、観光振興のみ
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

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
•民間活力を活用し、緊急度の高いか所の修繕を優先的に行
う
•大規模修繕に際しては、国や県等の補助金活用を検討する

賢くつかう工夫

•「賢く使う」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
•利用拡大に向けて連携した利活用を検討する
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2018年６月１日作成

消防署
 対象施設
須坂市消防本部・消防署
消防署 小布施分署（倉庫）
消防署 高山分署

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 安全に暮らせる生活支援

 施設利用状況
• 2013年度 職員数 59人、消防団幹部52人（消防本部・署）
職員数 18人（消防署 小布施分署）
職員数 15人（消防署 高山分署）
• 2016年度 職員数 57人、消防団幹部52人（消防本部・署）
職員数 18人（消防署 小布施分署）
職員数 15人（消防署 高山分署）

 年間収入
• 2013年度 ― 千円、2016年度 ― 千円
※市民向けの貸し会議室等としての貸し出しは行っていないため、
収入は無し

 年間維持管理支出 ※消防署小布施分署は支出なし。
• 2013年度 10,764千円（消防本部・消防署）
1,398千円（消防署高山分署）
• 2016年度 7,493千円（消防本部・消防署）
1,383千円（消防署高山分署）

 市民意見
• フリーWi-Fiを整備してほしい
• トイレについて
３階にない、来庁者の出入りが多い庁舎西側にない、女性用
トイレが少ない （以上は消防本部・署）
女性用トイレがない、トイレ数が少ない（小布施分署、高山分署）

計画期間(～2025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
•防災拠点施設であることから、廃止を検討することはない

維持管理・改修・更新方針
•住民が要望する消防ニーズの変化に対応
（少子高齢化社会を迎え、救急対応の増加 等）
•職員自らが老朽調査を行い、緊急度や優先度の高い箇所
の修繕を行う

安全確保推進方針
•防災拠点として耐震基準を満たし、満たさないこととなった
場合は早期の改善に取り組む
•市民の拠り所となる強靭な施設の維持と更新

賢くつかう工夫

•施設の性質上、一般の住民の皆様への施設開放はないが、
市役所内の各課会議での使用貸出は今後とも継続する
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2018年６月１日作成

コミュニティ消防センター
 対象施設
コミュニティ消防センター
※北横町消防団器具置場と併設

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 安全に暮らせる生活支援

 施設利用状況
• 2013年度 975人（ 2.7人/日）
• 2016年度 361人（ 0.9人/日）

 年間収入
• 2013年度 ― 千円、2016年度 ― 千円
※コミュニティ消防センター部分は、北横町、南横町及び横町在住
者を含めた地域の会議及びサークル活動等の集会施設として貸
し出しているため、使用料等を徴収していない

 年間維持管理支出
• 2013年度 69千円
（利用者 70.8円/人、 市民 1.3円/人）
• 2016年度 68千円（188.4円/人）
（利用者 188.4円/人、 市民 1.4円/人）

計画期間(～2025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
•防災拠点施設であることから、廃止を検討することはない

維持管理・改修・更新方針
•職、団員自らが老朽調査を行い、緊急度や優先度の高い
箇所の修繕を行う

安全確保推進方針
•消防団員及び地域住民が安心安全に活用でき、防災拠点
施設として、市民の拠り所となる強靭な施設の維持と更新
（改修）を図る

賢くつかう工夫

•本来の目的である消防団活動の拠点としての施設との併設
であり、また施設の性質上で広く市民に開放することはない
が、今後とも使用希望を受けて規定に照らし、承認した後
での地域コミュニティの場としての貸出は継続する
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2018年６月１日作成

消防団器具置場

 対象施設
消防団詰所・機械器具置場（41施設）

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 安全に暮らせる生活支援

 施設利用状況
• 2013年度 消防団員数 873人
• 2016年度 消防団員数 876人

計画期間(～2025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
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
•防災拠点の重要施設

維持管理・改修・更新方針
•防災拠点施設として、適切な管理と計画的な更新（改修）を
行う。

 年間維持管理支出
• 2013年度 766千円
（消防団員
877.4円/人、 市民 14.6円/人）
• 2016年度 1,442千円
（消防団員 1,646.1円/人、 市民 28.0円/人）

安全確保推進方針
•消防団員及び地域住民等が、安全に活動するため、昭和56
年以前の施設更新（改修）を推進する。

賢くつかう工夫

•施設更新にあたっての基本的な考えは、区のご理解をいた
だき、地区公会堂等を詰所機能で使用し、付近に機械器具
置場を設置する。
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2018年６月１日作成

水防倉庫

 対象施設
水防倉庫 （14施設）

計画期間(～2025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
 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 安全に暮らせる生活支援

 施設利用状況
• 2013年度 消防（水防）団員数 873人
• 2016年度 消防（水防）団員数 876人

 年間維持管理支出
• 2013年度 27千円
（消防団員 30.9円/人、 市民 0.5円/人）
• 2016年度 27千円
（消防団員 30.8円/人、 市民 0.5円/人）

「新しくつくる」から「賢くつかう」へ
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
•水防拠点の重要施設

維持管理・改修・更新方針
•水防拠点施設として、適切な管理と計画的な更新（改修）を
行う。

安全確保推進方針
•水防活動を行う職員、団員及び住民等が、安全に活動する
ため、昭和56年以前の施設更新（改修）を推進する。

賢くつかう工夫

•対象河川で考えられる水防工法資材を適切に設置する。
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2019年２月21日一部改訂

除雪用施設
 対象施設
峰の原除雪機格納庫
須坂市スノーステーション
峰の原高原除雪基地
（2018年11月竣工）

計画期間(～2025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
 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
本的な考え方、今後の方針
 みんなが快適に生活できるまちづくり

 施設利用状況
• 2013年度 304人
• 2016年度 299人
※利用者は除雪委託業者のみ

「新しくつくる」から「賢くつかう」へ
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
•資材等置場も含め、有効活用を検討する

維持管理・改修・更新方針
 年間収入
• なし

•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

 年間維持管理支出
• 2013年度 121千円
（利用者 398.0円/人、 市民 2.3円/人）
• 2016年度 123千円
（利用者 411.3円/人、 市民 2.4円/人）
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2019年２月21日作成

移住支援
 対象施設

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

高甫体験ハウス
常盤体験ハウス

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 地域資源をいかした移住定住の促進

 施設利用状況
• 2016年度
• 2017年度

24人（ 0.065人/日）
60人（ 0.169人/日）

 年間収入
• 2016年度 24千円、2017年度 60千円

 年間維持管理支出
• 2016年度 411千円（利用者 17,125円/人）
• 2017年度 766千円（利用者 12,766円/人）

 利用者意見
•
•
•
•
•

須坂での暮らしを体験できてよかった
Ｗｉ-Fiの設備が欲しい
設備・備品がそろっていて不自由を感じなかった
きれいな施設で快適にすごせた
施設までの移動手段の確保が必要

 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
「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
•経費をかけずに利用できる間は有効に利用
•移住体験ハウスの利用者が移住に繋がっているか

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

安全確保推進方針
•危険箇所の把握と事故の未然防止に努め、優先順位の高い
所から修繕等を行う。

賢くつかう工夫
•政策推進課の移住体験者だけでなく農林課での新規就農
研修者に活用をしてもらう。
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2020年５月１日一部改訂

臥竜公園
 対象施設
臥竜公園事務所・遊船所 臥竜公園博物館横トイレ

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わない

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

臥竜公園動物園南園トイレ
（東谷公衆トイレ）

臥竜公園動物園調理棟

須坂市動物園避難所（27年度～）

臥竜公園動物園獣舎

 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

 施設利用状況
• 2012年度 651,600人（ 1,785.2人/日）
• 2015年度 620,000人（ 1,698.6人/日）

 年間収入
• 2012年度21,712千円、2015年度 22,370千円

 年間維持管理支出
• 2012年度 7,100千円（利用者 10.9円/人、
市民 134.7円/人）
• 2015年度 8,217千円（利用者 13.3円/人、
市民 158.9円/人）

 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、2015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

•2019年度に実施した「先導的官民連携支援事業」の臥
竜公園官民連携リノベーションによる活性化事業検討
調査結果を踏まえ、2020年度末までに今後の施設の
あり方や施設機能がどうあるべきかを検討する。
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2020年５月１日一部改訂

学校
 対象施設
須坂小学校
日滝小学校
井上小学校

小山小学校
豊洲小学校
高甫小学校

森上小学校
日野小学校
旭ケ丘小学校

仁礼小学校

豊丘小学校

常盤中学校

相森中学校

墨坂中学校

東中学校

※須坂支援学校は須坂小学校に含みます。

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 教育環境の充実

 施設利用状況（児童生徒数・各年５月１日現在）
• 2013年度 4,423人、2016年度 4,207人

 年間収入（建物使用料、電気売電収入）
• 2013年度 1,672千円、2016年度 2,232千円

 年間維持管理支出（学校管理費）
• 2013年度 320,019千円
（市民 6,107.7円、 児童生徒

72,353.4円/人）

• 2016年度 486,056千円
（市民 9,434.1円、 児童生徒 115,535.1円/人）

※2016年度は、小学校２校の防災機能強化工事（トイレ改修・
スロープ設置）等により工事請負費が増加した

計画期間(～2025年度)内での施設廃止
は行わない。老朽化への対応は、大規模
改修等により実施する。
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
点検・診断方法
•教職員自らによる日常点検のほか、定期的に専門家による
点検を行う

維持管理・改修・更新方針
•学校施設長寿命化計画（2020年3月）に基づき、中長期的な
維持管理・更新に係るトータルコストの縮減や予算の平準化
を図り、計画的な設備投資を行う
•経年劣化による学校施設の損耗や機能低下に対する復旧
措置等に係る費用は、国庫補助等の活用を検討する
※ 大規模改修の実施状況は次ページの一覧参照

賢くつかう工夫

•学校施設長寿命化計画（2020年3月）に定めた基本方針に
基づき、施設保有量の最適化等の検討を進める
【参考】
学校施設開放による、児童生徒以外の施設利用状況

 市民意見（市ＰＴＡ連合会からの主な要望）
• 老朽化している施設・設備（トイレ、プールなど）の計画的な
改修
• 暑さ対策として、扇風機や網戸、エアコンの設置

体育館・運動場
武道場

2013年度
2016年度
延べ利用者数
利用料
延べ利用者数
利用料
164,609人 1,527,840円
109,650人 1,442,330円
21,391人
180,740円
15,210人
187,350円
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2018年６月１日作成

学校（補足）
 大規模改修の実施状況
 小学校
昭和40年代後半から50年代に建設され、建物部材の経年劣化等、早急に校舎等の老朽化対策に取り組む
必要がある。
これまで、小学校11校のうち８校で大規模改修工事を実施し、３校が未実施となっている。
 中学校
建設から20年以上経過しているため、今後、大規模改修が必要になる。

学校名

建設年度

大規模
改修年度

学校名

建設年度

大規模
改修年度

学校名

建設年度

須坂小

昭47～50

平18

井上小

昭55～57

平22

常盤中

昭61～平1

小山小

昭53～56

平21

高甫小

昭54～55

平22

相森中

平1～3

森上小

昭57～59

未実施

旭ケ丘小

昭46

平14～15

墨坂中

平4～6

日滝小

昭53～54

平21

仁礼小

昭56～57

未実施

東中

平6～7

豊洲小

昭51～54

平21

豊丘小

昭58～59

未実施

日野小

昭51～53

平20

大規模
改修年度

 工事内容
各学校の校舎等の状況に応じて対策を検討するため、各学校によって内容は異なる。
＜例＞ 校舎外壁の修繕、屋根の葺き替え又は塗装、床材や壁紙の張り替え（教室・廊下・職員室等）、
手洗い場等の修繕、理科実験台・調理台等の修繕、昇降口等のタイル張替え など
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2020年５月１日一部改訂

教員住宅
 対象施設
小島町教員住宅（１戸）
※村山教員住宅、春木町教員住宅、村石教員住宅は
普通財産とし、処分することとしたため削除した。
ただし、村山教員住宅及び春木町教員住宅は
被災者の仮住居として活用した後に普通財産とする。

現居住者が移転又は大規模修繕が必要に
なった時点で廃止
移住・定住事業等、他の目的での利用や
廃止も含めて検討

 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
 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 教育環境の充実

 施設利用状況
2013年度 ５戸入居
（小島町、野辺町、春木町２戸、常盤町）
2016年度 ４戸入居
（村山町、小島町、春木町、常盤町）

 年間収入
2013年度 １，２２３，００９円
2016年度 １，１０３，９８２円

 年間維持管理支出
・2013年度 1,677千円
（利用者 335,400円/戸、市民 32.0円/人）
・2016年度 161千円
（利用者 40,250円/戸、市民 3.1円/人）
※年間収入、年間維持管理費には当時教員住宅として
使用していた施設全てを含んでいる。

「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
•教職員への住宅供給事業は、縮小しながら廃止

維持管理・改修・更新方針
•職員自らによる劣化調査を行う。
•大規模修繕が必要な場合は施設を廃止する。

安全確保推進方針
•危険箇所の把握と事故の未然防止に努め、優先順位の高
い所から修繕等を行う。

賢くつかう工夫

•他部局での活用も検討
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2018年６月１日作成

給食センター
 対象施設
須坂市学校給食センター

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 特色ある魅力的な学校づくりの推進

2020年度から新センターでの供用を
開始し、現施設については、計画期間
(～2025年度)内で廃止する
（新）学校給食センター整備運営事業を実施
新センター稼働後に現施設の使用中止

 施設利用状況
• 2013年度 972,984食
（小中支援学校16校・205日）
• 2016年度 9１6,213食
（小中支援学校・16校202日）

 年間収入
• 2013年度
• 2016年度

維持管理・改修・更新方針
•安全な給食を提供するため、施設・機械器具等の整備を
行う

安全確保推進方針
268,174千円
264,259千円

•学校給食の衛生基準に沿った対応とする

賢くつかう工夫

 年間維持管理支出

•定期的な点検のほか、日常点検など実施するなかで、事
前に不調ケ所を察知し早めの修繕に心がける

• 2013年度 54,739千円 ※調理委託は含まない
（児童生徒 12,376.0円/人、 市民 1,044.7円/人）
• 2016年度 59,567千円 ※調理委託は含まない
（児童生徒 14,159.0円/人、 市民 1,156.2円/人）

児童生徒数は各年５月１日現在

48

2018年６月１日作成

保育園
 対象施設
須坂東部保育園
須坂保育園
日野保育園
高甫保育園
井上保育園

北旭ヶ丘保育園
須坂千曲保育園
豊丘保育園
相之島保育園
仁礼保育園

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 子育て支援の充実

 施設利用状況
• 2013年度 11,521人（ 960.1人/月）
• 2016年度 11,332人（ 944.3人/月）

 年間収入
• 2013年度 237,668千円
• 2016年度 224,040千円

 年間維持管理支出
• 2013年度 42,305千円
（利用者 3,672.0円/人、 市民 807.4円/人）
• 2016年度 47,862千円
（利用者 4,223.6円/人、 市民 929.0円/人）

計画期間(～2025年度)内での
施設廃止は行わないが、就学前児童数の
推移により施設の在り方を検討する。
 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
計画期間内での施設廃止は行わない。
少子化が進む中で、保育園に子どもを預ける保護
者が増加しており、私立幼稚園・保育園・認定こども
園を含めた施設の在り方を検討する。
老朽化への対応は大規模修繕等により実施する。
維持管理・改修・更新方針
•建物定期検査の結果や職員による日常点検を行い、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
•2016年度までに新耐震基準に対応した施設整備が完了して
いるが、設備の老朽化が進む須坂東部保育園（2000年開
園）、日野保育園（2002年開園）について、児童の安全確保
を図るため優先的に対応する。
•対応にあたっては、国の支援策等の有無や活用を検討する

賢くつかう工夫

•現在利用している児童、保護者のみならず、地域の子育て
支援センター機能を充実し、子育て支援を図る

49

2020年５月１日一部改訂

児童クラブ

計画期間(～2025年度)内は現状維持

 対象施設
豊洲地域児童クラブ
日野地域児童クラブ
仁礼地域児童クラブ

日滝地域児童クラブ
井上地域児童クラブ

※他の児童クラブについては、他施設内に
併設しているため、ここでは対象としない。

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針

 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

 子育て環境の充実

施設存続を検討する際の視点
 施設利用状況
• 2013年度 33,498人（ １３７．１人/日）
• 2016年度 41,194人（ １６９．０人/日）

 年間収入
• 2013年度 ６,６３１千円、2016年度 ９,０６２千円

 年間維持管理支出
• 2013年度 ２５,４８１千円
（利用者 ７６０.７円/人、 市民 ４８６.３円/人）
• 2016年度 ３２,５６５千円
（利用者 ７９０.５円/人、 市民 ６３２.１円/人）

•施設の当初目的が達成されたか検証する

維持管理・改修・更新方針
•職員自らによる劣化調査を行い、危険箇所の把握と事故の
未然防止に努め、劣化調査の結果を踏まえ、優先順位の高
い所から修繕等を行う
•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が、施設の老朽化が激しい仁礼
地域児童クラブは、旧JA仁礼支所１階を借用する。

賢くつかう工夫

•施設や設備の維持について、指定管理者と連携し、活用を
検討する
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2020年５月１日一部改訂

児童センター
 対象施設
南部児童センター
東部児童センター
中央児童センター
北部児童センター

計画期間(～2025年度)内は現状維持
 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

子育て支援センター（中央児童センター内）

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針
 子育て環境の充実

 施設利用状況
【児童センター（４施設合計）】
• 2013年度 13,049人（ ４４．４人/日）
• 2016年度 12,408人（ ４２．３人/日）
【子育て支援センター】
• 2013年度 18,075人（ 61人/日）
• 2016年度 18,566人（ 63人/日）

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する。
•子育て支援センターについては中央児童センター内に併設し
ているが、既存の公共施設の活用や商業施設等の空店舗へ
の移設、活用できる市有地での新築など引き続き検討する

維持管理・改修・更新方針
•職員自らによる劣化調査を行い、危険箇所の把握と事故の未
然防止に努め、劣化調査の結果を踏まえ、優先順位の高い
所から修繕等を行う。

 年間収入
• なし

 年間維持管理支出
• 2013年度 62,537千円
（利用者 2009.3円/人、 市民 1193.5円/人）
• 2016年度 54,849千円
（利用者 4420.5円/人、 市民 1064.6円/人）

賢くつかう工夫

 市民意見
• 中央児童センターの規模拡大や他センターとの統合等、施設の
あり方を検討してほしい。

•利用拡大に向けて指定管理者と連携した利活用を検討する
（南部・東部・北部児童センター）
•中央児童センターについては、併設されている子育て支援セ
ンターの移設を検討した後、その状況に応じて指定管理者制
度の導入等を含めたあり方を検討する。
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庁舎
 対象施設
本庁舎、東庁舎、北書庫
倉庫・公衆用トイレ
公用車用車庫
多目的（防災）広場ステージ下倉庫
防災活動センター

計画期間(～2025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

シルキー２階 事務室

 第五次須坂市総合計画の位置付け、方針


市民とともに歩む信頼され活気ある組織・体制づくり

 施設利用状況
• 2014年度 413人 （職員数のみ）
• 2017年度 417人 （職員数のみ）

 年間収入
• 2014年度 0円、2017年度 0円

 年間維持管理支出
• 2014年度 14,356千円
（職員 34,760.3円/人、市民 275.6円/人）
• 2017年度 11,660千円
（職員 27,961.6円/人、市民 227.4円/人）

維持管理・改修・更新方針
•2018年度に実施した「市役所庁舎改修優先度調査」により、
優先順位が高かった空調設備の改修を行う。他の設備は、
調査結果に基づき、計画的に必要最小限な改修を行うこと
で、施設の長寿命化を図る。（本庁舎、東庁舎）
•老朽化により緊急修繕が必要な場合は、随時修繕を行う。
（北書庫、公用車用車庫）
•防災拠点施設として、適切な管理と改修を行う。（多目的（防
災）広場ステージ下倉庫、防災活動センター）
•老朽化が進んだ空調設備を更新する(シルキー2階 事務室)

賢くつかう工夫

•市役所庁舎改修優先度調査以外にも日常的に点検等を行
い、早めの修繕等を行う。

 市民意見
• 築50年以上経っており、改修が必要。バリアフリー化してほし
い。（本庁舎、東庁舎）
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