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「一般公共建築物」の概要 
 
【市域施設】 

 名 称 地区 居住地 施設の概要 白書 P

1 千代田台保育所 
小山田 千代田台町 1-1 産休明けから就学前までの子どもを保育す

る福祉施設。 

P57 

2 
子ども子育て総合セ

ンター（あいっく） 

長野 本町 24-1（ノバテ

ィながの北館 5

階） 

子育て中の家庭を様々な形で支援する施

設。こどもの一時預かりや相談対応のほか、

プレイスペースの提供、ホールの貸出し等を

行っている。 

P70 

3 児童療育支援プラザ

長野 栄町 25-37 建物を市が所有し、民間業者に貸付ている

施設。身近な地域で療育が必要な、障がいを

持つ子どもなどへの支援を行っている。 

P58 

4 
福祉センター（錦渓

苑） 

川上 大師町 26-1 概ね 60 歳以上の人と介護者、障がい者と介

護者および母子家庭の母子を対象とする施

設。浴場や貸室の利用が可能なほか講座等

の開催や、サークル活動室等の貸出しを行

っている。 

P59 

5 

障がい者福祉センタ

ー（あかみね、あかみ

ね分館） 

小山田 小山田町 379-16 障がい者からの相談に応じるともに、訓練、

講習をはじめ地域社会との自由な交流を通

じ、障がい者の福祉の向上を図る施設。 

P60,

61 

6 
シルバー人材センタ

ー 

川上 大師町 25-2 高齢者の経験や技能を生かす仕事を家庭・

企業等から有償で引き受け、組織的に提供

している。施設では一時預かり保育や手づく

り雑貨の販売も行っている。 

－ 

7 市営桜ヶ丘住宅 千代田 木戸東町 5-30 市が整備管理する住宅。いずれも平成 7 年

以降に建てられた中・高層の耐火建築物（4

住宅で 186 戸）。入居には収入基準などの条

件がある。 

P73 

8 市営栄町住宅 長野 栄町 30 P74 

9 市営昭栄住宅 長野 昭栄町 11-1 P75 

10 市営三日市西住宅 三日市 三日市町 146 P76 

11 
寺ヶ池公園管理事務

所 

小山田 小山田町 674-5 四季の広場や野球場、テニスコートなどを有

する寺ヶ池公園を管理、運営をするための事

務所。フラワーアレンジメントなどの講習会等

も行っている。 

P72 

12 学校給食センター 

小山田 小山田町 379-3 市立学校における学校給食の円滑かつ効率

的な運営のため、調理及び配送、食器等の

洗浄、消毒及び保管を行う施設。 

P34 

13 寺ヶ池公園プール 

小山田 千代田台町 19-1 25ｍ×16ｍ(8 レーン)、ウォータースライダー

（子供用）、幼児用プールおよび付属施設が

ある。 

P33 

14 武道館 

長野 西代町 904-1 空手、なぎなた、太極拳などを行える施設。

旧長野町尋常高等小学校講堂（昭和 2）で、

国登録文化財にも指定されている。 

P29 

15 市民総合体育館 

川上 大師町 25-1 バレーボールや卓球等を行える競技場、会

議室等がある。各種スポーツ大会やイベント

が行われる。 

P30 

資料２ 
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 名 称 地区 居住地 施設の概要 白書 P

16 

下里運動公園（管理

棟・コミュニティルー

ム） 

天野 下里町 892-3 平成 28 年 6 月にオープン。大人用サッカーコ

ート公式試合サイズ１面を確保できるメインコ

ート（夜間使用可）のほか、芝生広場等もあ

る運動公園。コミュニティルームの貸出しも行

っている。 

－ 

17 赤峰市民広場 

小山田 小山田町 379-1 多目的スポーツ広場、会議室、トリムコース

のほか、炊事場を備えたキャンプ場がある。

スポーツ大会やイベントが行われている。 

P31 

18 三日市幼稚園 

三日市 上田町 200-1 元三日市小学校の運動場跡を利用して昭和

29 年に誕生した幼稚園。1 年保育（5 歳児、

定員 35）、2 年保育（4 歳児～定員 30）を行っ

ている。 

P55 

19 

滝畑ふるさと文化財

の森センター（資料

館） 

高向 滝畑 483-3 滝畑ダムの建設により水没することとなった

滝畑地区にあった多くの文化財を保全展示し

ている。妻入横割型を復元した民家棟や展

示室等がある。 

P27 

20 

滝畑ふるさと文化財

の森センター（研修宿

泊施設） 

高向 滝畑 483-3 150 名程度が宿泊できる宿泊室の他、研修

室、食堂浴室棟、野外炊事場、体育館、プー

ルがある。 

P32 

21 
ふるさと歴史学習館

（くろまろ館） 

高向 高向 2230-5 市の歴史や文化遺産を総合的に学習できる

施設。各種歴史資料が展示されており、勾玉

づくりなどの歴史体験もできる。 

P28 

22 消防署本署 小山田 小山田町 1663-3 市民の安心・安全を守る防災拠点施設。本

署を中心に出張所が各エリアをカバーしてい

る。 

P80 

23 消防署北出張所 千代田 木戸 1-23-5 P78 

24 消防署南出張所 南花台 南花台 8-4-3 P79 

25 市庁舎 

長野 原町 1-1-1 法律によって定められた事務のほか、独自

の住民サービス等あらゆる行政事務を行う。

戸籍や住民票の発行なども行われる。 

P14 

26 

河内長野駅前市民セ

ンター（消費生活セン

ター） 

長野 長野町 5-1-303

（ノバティながの

南館 3F） 

消費生活に関する相談を受け付けるほか、

パンフレット等の配布、関連図書や DVD の貸

出し、出前講座の実施等も行っている。 

― 

27 図書館（キックス内） 
長野 昭栄町 7-1（キッ

クス内） 

図書の貸出しのほか、講座開催やおはなし

会などのイベントを行っている。 

P26 

28 
市民交流センター（キ

ックス内） 

長野 昭栄町 7-1（キッ

クス内） 

国際交流、男女共同参画、青少年やコミュニ

ティなどの自主活動を支援する施設。市民の

文化・学習・交流活動における機会と場の提

供として、イベントホール、会議室、工房等の

貸し出しを行っている。 

P86 

29 
文化会館（ラブリーホ

ール） 

長野 西代町 12-46 文化の拠点施設。クラシック・コンサートも行

える大・小ホールをはじめ、ギャラリーや会議

室が展示会や会合などにも活用される。 

P17 

30 
市民公益活動支援セ

ンター（るーぷらざ） 

長野 昭栄町 8-12 市内で市民公益活動を行う NPO 法人やボラ

ンティア活動団体の活動を促進するための

施設。会議室や貸事務ブース、交流スペース

等がある。 

P62 
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 名 称 地区 居住地 施設の概要 白書 P

31 市営斎場 

天野 天野町 1304-3 火葬を行う施設。旧斎場敷地内に整備され、

平成 28 年 10 月から新施設の運用が開始さ

れている。 

－ 

32 衛生処理場 

加賀田 高向 2092 し尿および浄化槽汚泥の処理を行う施設。廃

棄する陶磁器製・ガラス製の食器の持込の

受付も行っている。 

P69 

33 休日急病診療所 

長野 菊水町 2-13 土・日・祝・年末年始における急病患者への

対応を行っている。内科、歯科の診療を受け

付ける。 

P65 

34 保健センター 

長野 菊水町 2-13 市民に対し健康相談、保健指導および健康

診査その他、地域保健に関する必要な事業

を行っている。 

P66 

35 
フォレスト三日市（市

民ホール） 

三日市 三 日 市 町 32-1

（フォレスト三日

市内） 

定員 200 名の多目的ホールをはじめ、会議

室の貸出を行っている。 

P64 

36 
フォレスト三日市（窓

口センター） 

三日市 三 日 市 町 32-1

（フォレスト三日

市内） 

住民票の写し、印鑑証明、戸籍謄抄本（平日

のみ）の発行などを行っている。平成 29 年 3

月末をもって廃止予定。 

P64 

37 
フォレスト三日市（情

報コーナー） 

三日市 三 日 市 町 32-1

（フォレスト三日

市内） 

施設予約、図書館の蔵書検索、生涯学習情

報の検索、図書館返却ボックスの設置、各種

パンフレットの設置を行っている。 

P64 

38 
フォレスト三日市（乳

幼児健診センター） 

三日市 三 日 市 町 32-1

（フォレスト三日

市内） 

小児・歯科診療室や個別・集団指導室などを

備え、母子保健事業業務を行っている。 

P64 

39 
フォレスト三日市（健

康増進支援センター） 

三日市 三 日 市 町 32-1

（フォレスト三日

市内） 

マシンジム・スタジオ・プールがあり、様々な

プログラムを提供している。 

P64 

40 滝畑レイクパーク 

高向 滝畑 2294-1 自然に親しみながら休養や健康増進を図る

ことで雇用の促進と安定を目指す施設として

遊具や芝生広場、研修室等が整備されてい

る。（平成 28 年 3 月に閉鎖） 

P67 

41 
林業総合センター（木

根館） 

高向 高向 1818-1 河内材を用いた木工教室、人と森のかかわ

りや林業技術、林産物やクラフトグッズを販

売している。 

P87 

42 河内長野荘 

長野 末広町３-２５ 良質の天然温泉を湧出する観光宿泊施設

（平成 6 年建設）。13 室 62 名の宿泊が可能。

平成 17 年に大阪府から無償譲渡された。 

P68 

43 

くろまろの郷（ビジタ

ーセンター・レストラ

ン） 

高向 高向 1218-1 地産地消の推進による地域活性化と地域情

報の発信などによる交流人口の増加促進を

図る拠点施設。ビジターセンター、地産地消

レストランがある。 

－ 

※「白書 P」は「河内長野市施設白書」の掲載ページ 
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【地域施設】 
 名 称 地区 居住地 施設の概要 白書 P

44 川上公民館 川上 寺元 501 公民館とは、市町村その他一定区域内の住民の

ために、実際生活に即する教育、学術および文

化に関する各種の事業を行い、もって住民の教

養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生

活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する施設

（社会教育法で定義）。 

各公民館には図書室、多目的室等があり、地域

のための各種教室やイベントが開催されている。 

P18 

45 加賀田公民館 加賀田 加賀田 617-4 P19 

46 高向公民館 高向 高向 515-3 P20 

47 千代田公民館 楠 木戸西町 1-2-9 P21 

48 三日市公民館 三日市 三日市町 288-1 P22 

49 天見公民館 天見 岩瀬 1244 P23 

50 天野公民館 天野 天野町 1520-5 P24 

51 南花台公民館 南花台 南花台 8-4-1 P25 

52 

河内長野駅前市民

センター（ノバティ

ホール） 

長野 長野町 5-1-303

（ノバティながの

南館 3F） 

市民文化の向上及び市民サービスに寄与するた

め市民の自主的な文化活動の場として貸出され

る多目的ホール（定員 150 人）と会議室がある。 

P63 

53 

小山田コミュニティ

センター（あやたホ

ール） 

小山田 小 山 田 町

1824-4 

地域社会のコミュニティ活動のために多目的室、

調理室、児童室、娯楽室の貸出し、各種イベント

の開催が行われている。 

P83 

54 

小山田地域福祉セ

ンター（あやたホー

ル） 

小山田 小 山 田 町

1824-4 

概ね 60 歳以上の人と介護者、障がい者と介護

者、母子家庭の母子を対象とする施設。娯楽室

や健康増進室の貸出し、浴室の利用が可能。 

P83 

55 

清見台コミュニティ

センター（くすのか

ホール） 

川上 清見台 4-18-2 地域社会のコミュニティ活動のために多目的室、

和室、娯楽室、ギャラリーの貸出し、各種イベント

の開催が行われている。 

P84 

56 

清見台地域福祉セ

ンター（くすのかホ

ール） 

川上 清見台 4-18-2 概ね 60 歳以上の人と介護者、障がい者と介護

者、母子家庭の母子を対象とする施設。娯楽室

や健康増進室の貸出し、浴室の利用が可能。 

P84 

57 

日野コミュニティセ

ンター（みのでホー

ル） 

高向 日野 980 番地 地域社会のコミュニティ活動のために多目的室、

調理室、娯楽室のほか、獅子舞練習場・準備室

の貸出し、各種イベントの開催が行われている。 

P85 

58 
滝畑コミュニティセ

ンター 

高向 滝畑 541 番地 地域社会のコミュニティ活動のために多目的室

等の貸出し、各種イベントの開催が行われてい

る。 

P82 

※「白書 P」は「河内長野市施設白書」の掲載ページ 


