
公共施設等の整備事例
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１．北海道 恵庭市 「えにあす」
２．北海道 室蘭市 「きらん」
３．新潟県 長岡市 「アオーレ長岡」
４．長野県 小布施町 「まちとしょテラソ」

資料３



施設名称：アルファコート緑と語らいの広場「えにあす」

■「えにあす」とは

有効活用されていない駅前の市有地に多世代が心地よく
過ごせる場所を、図書館を軸に整備しています。また、縦
割りで計画される行政施設を横断的に効率よく利用できる
施設として計画されました。

※アルファコート株式会社HPより抜粋

■特徴

「えにあす」は誰もが自由に訪れることができ、好きな時間を過ごすことができる、民間と公
共の複合施設となっています。市民のサードプレイスをつくることを目標とし、整備されました。
○公共施設：図書館、学童保育、保健センター、市民活動センター、夜間休日急病診療所
○民間施設：フィットネスクラブ、コンビニ

建築概要

敷地面積 7,374㎡

建築面積 3,148㎡

延床面積 3,704㎡

規模 地上2階

１．北海道 恵庭市 「えにあす」 OPEN：2018.4
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※アルファコート株式会社HPより抜粋

１．北海道 恵庭市 「えにあす」 OPEN：2018.4
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○えにあすの主題



※アルファコート株式会社HPより抜粋

１．北海道 恵庭市 「えにあす」 OPEN：2018.4
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○えにあすの主題



○位置図

えにあす

■恵庭市
人口：34,413人（R3.8時点）

■駅から徒歩8分

１．北海道 恵庭市 「えにあす」 OPEN：2018.4
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※アルファコート株式会社パンフレットより抜粋

○フロア構成

１．北海道 恵庭市 「えにあす」 OPEN：2018.4
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※アルファコート株式会社パンフレットより抜粋

○事業スキーム図

１．北海道 恵庭市 「えにあす」 OPEN：2018.4
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○施設内外の写真

※アルファコート株式会社HPより抜粋

１．北海道 恵庭市 「えにあす」 OPEN：2018.4
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施設名称：室蘭市生涯学習センター「きらん」

■「きらん」とは

室蘭市内にあった総合福祉センターや青少年研修センター
など6つの施設を集約した複合施設で、中学校の跡地に建設

されました。生涯学習を推進する「市民活動センター」、子ど
もたちが遊べる「キッズパーク」、4万冊の書籍をそろえた
「ブックパーク」、市民の活動を支援する「貸館」と、4つの機
能を合わせた複合施設です。

■特徴

「きらん」は多世代の交流拠点を目指し、胆振圏域住民が広く利用できる施設を目指してい
ます。幅広い分野にわたる各種講座の開講、学習成果の発表の場や各種研修施設の提供

などの活動を通して、市民のさまざまな生涯学習活動を支援し、一人ひとりがいきいきと学
び、交流することができる場を目指しています。

○公共施設：ブックパーク、キッズパーク、プレイコート、交流ひろば、市民活動センター、
貸室機能（工芸スタジオ、料理スタジオ、研修室、多目的室、和室）

○民間施設：ホテル

建築概要

敷地面積 14,663㎡

建築面積 2,510㎡

延床面積 4,495㎡

規模
（ホテル部分）

地上2階
（地上8階）

２．北海道 室蘭市 「きらん」 OPEN：2018.12
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２．北海道 室蘭市 「きらん」 OPEN：2018.12

公共施設の集約や複合化による維持管理コストの削減等を図るとともに、
多様な市民意見を踏まえ、特に若者や子育て世代に配慮した図書機能や
子育て機能など、施設の魅力につながる新たな機能を導入することで、世
代や分野を超えた様々な人が集まり出会う多世代の交流拠点づくり

【室蘭市都市計画マスタープラン策定】

○旧向陽中学校跡がある「中島地区」は、室蘭市の中心部に位置
○まちづくりテーマ「潤いとにぎわいあふれ、便利で快適なまち」を掲げる

【既存公共施設及び地区の課題】

○市内複数の既存公共施設は、耐震性や老朽化などの課題あり
○人口減少・少子高齢化が進み、公共施設など都市機能の再編・強化、
まちなか居住の促進、商店街の賑わい創出などによる中心市街地の
再生が都市整備上喫緊の課題

〇事業の背景
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○位置図

きらん

■室蘭市
人口：79,985人（R3.8時点）

■駅から徒歩9分

２．北海道 室蘭市 「きらん」 OPEN：2018.12
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○フロア構成

※室蘭市生涯学習センターきらんHPより抜粋
ブックパーク

貸室機能

プレイコート

キッズパーク

２．北海道 室蘭市 「きらん」 OPEN：2018.12
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○敷地全体図

※室蘭市生涯学習センターきらんHPより抜粋

❶きらんの森

❷健康遊具

❸子供向け
アスレチック遊具

２．北海道 室蘭市 「きらん」 OPEN：2018.12
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施設整備契約 定期借地権設定／
駐車場賃貸借

指定管理者基本協定

○事業スキーム図

２．北海道 室蘭市 「きらん」 OPEN：2018.12
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室蘭市

設計：岩見田・設計

日興美装工業グループ

建設：藤川建設
内池建設
大内建設

ルートイン
ジャパン

日鉄コミュニティ

図書館流通センター

日興美装工業

室蘭NPO 支援センター

こどもクラブ



施設名称：シティホールプラザアオーレ長岡

■「アオーレ長岡」とは
JR 長岡駅前の旧長岡市厚生会館及び周辺の公園等を含めた
約 1.5ha の区域に、厚生会館機能を受け継ぐ「アリーナ」、冬
季でも様々な活動ができる「ナカドマ(屋根付き広場)」、「市役

所本庁機能」を一体的に配置した、建築家：隈研吾氏が手掛
けた複合施設です。

■特徴
5,000人を収容できるアリーナ、開放感のあるナカドマ（屋根付き広場）、そして市役所が一体

となった全国初の複合型施設です。木の温もりにあふれた自由空間が、市民協働と交流の
拠点として、様々な活動の舞台となっています。また、利用する市民が運営し行政が下支え
を行うシステムとなっています。公共施設の複合化だけでなく、中心市街地の活性化、駅前
に公共施設等を集約させることによるコンパクトシティ化、市民交流の場づくり、駅前の複合
施設整備による市のシンボル施設づくりなど、複合的な目的を持っています。

○公共施設：市役所総合窓口、議場、ナカドマ、アリーナ、交流ホール
○民間施設：コンビニ、飲食店、銀行

建築概要

敷地面積 14,934㎡

建築面積 12,066㎡

延床面積 35,485㎡

規模
地上4階
地下1階

３．新潟県 長岡市 「アオーレ長岡」 OPEN：2012.4
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アオーレ長岡

○位置図 ■長岡市
人口：264,476人（R3.9時点）

■スカイデッキで駅直結

３．新潟県 長岡市 「アオーレ長岡」 OPEN：2012.4
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○フロア構成

※アオーレ長岡パンフレットより抜粋

３．新潟県 長岡市 「アオーレ長岡」 OPEN：2012.4
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○フロア構成

※アオーレ長岡パンフレットより抜粋

３．新潟県 長岡市 「アオーレ長岡」 OPEN：2012.4
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○運営方法

NPO法人ながおか未来創造
ネットワーク（CINA）

NPO法人市民協働ネットワーク
（協働ネット）

自主企画イベント実施
ナカドマの雰囲気づくり
イベントの開催支援・相談
中心市街地活性化
施設の貸館事業

相談業務・活動支援
情報コミュニケーション事業
ファンドレイジング事業
人材ネットワーク事業
プレイガイド事業

独自事業 独自事業

広報・PR
団体の事務局支援

共通事業

■指定管理者制度ではなく市の直営でもない「アオーレモデル」
・利用する市民の視点に立ち、より自由度の高い運営を実現するために組織されており、
役員や運営スタッフも市民を中心としたメンバーで構成。
・市民が知恵やアイディアを絞り、多くの意見を取り入れ、時には共に汗をかく運営スタイル。
・行政は安定した運営ができるよう、下支えとしてサポート。

ルールを作らない自由度の高い運営「安く、長く、自由に飲食も、販売も」市民目線での運営

３．新潟県 長岡市 「アオーレ長岡」 OPEN：2012.4
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○特徴的な施策

■市役所移転の背景とまちなか配置 ■バスケによる市民協働のまちづくり

※アオーレ長岡パンフレットより抜粋

３．新潟県 長岡市 「アオーレ長岡」 OPEN：2012.4
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４．長野県 小布施町 「まちとしょテラソ」 OPEN：2009.7
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施設名称：小布施町立図書館まちとしょテラソ

■「まちとしょテラソ」とは
「学びの場」「子育ての場」「交流の場」「情報発信の場」という4

つの柱による「交流と創造を楽しむ、文化の拠点」という理念
のもとで建築されました。親しまれる集いの場になるように、町
の図書館であることと、待ち合わせの場という意味を込めた
「まちとしょ」そして、「世の中を照らしだす場」「小布施から世界
を照らそう」などの考えを加え「まちとしょテラソ」という愛称が
ついています。

■特徴
「図書館＝静かに本を読む場所」という、これまでの常識を覆した新しい取組みを実施。
大きなワンルームのような空間構成になっており、館内にはBGMが流れていますが、それが

聞こえる声量までは、会話が許されています。閲覧席では、ペットボトル、リキャップ缶、水筒
に限り飲むことが可能、その他の飲み物や軽食はカフェコーナーにて飲食が可能となってい
ます。また、様々な企画が行われており、まちじゅう図書館、おはなしの会、テラソのがっこう
などが開催されています。

○公共施設：図書館、多目的室

建築概要

敷地面積 10,551㎡

延床面積 998㎡

規模 地上1階



４．長野県 小布施町 「まちとしょテラソ」 OPEN：2009.7
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まちとしょテラソ

○位置図 ■小布施町
人口：10,997人（R3.6時点）

■駅から徒歩2分
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４．長野県 小布施町 「まちとしょテラソ」 OPEN：2009.7

※まちとしょテラソHPより抜粋

△書架

△児童コーナー

△多目的室

○フロア構成
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４．長野県 小布施町 「まちとしょテラソ」 OPEN：2009.7

○特徴的な施策

■まちじゅう図書館 （2012年～）

「本と空間とコミュニケーション」

まちじゅう図書館は、町内のお宅やお店、畑の
ちょっとしたスペースに本棚を設置し、

訪れた人が自由に手に取り、館長との対話を楽
しむ「交流」の図書館。

カフェも、酒屋も、果物畑も一軒一軒が図書館
で一人一人が館長です。

・まちじゅうパスポート
→まちじゅう図書館をめぐり、各館オリジナルス
タンプを集め、スタンプラリーを提示することで
様々な特典が受けられます。

※まちとしょテラソHPより抜粋
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４．長野県 小布施町 「まちとしょテラソ」 OPEN：2009.7

■まちじゅう図書館

※まちとしょテラソHPより抜粋


