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周辺の類似施設について 

 

佐久勤労者福祉センター（７施設） 

施設名 
所在地 

(市町村) 

開設 

年度 
施設の内容 設置・運営主体 

佐久市コスモホール 佐久市 Ｈ３ 大、小ホール、会議室９室 
佐久市文化事

業団 

佐久市交流文化館浅科 佐久市 Ｈ１５ 
ホール、音楽室、親子室、

視聴覚室 

佐久市文化事

業団 

佐久市駒の里ふれあい

センター 
佐久市 Ｈ７ 

ホール、会議、講習、音楽、

和室 
望月公民館 

御代田町複合文化施設 御代田町 Ｈ１５ ホール・大・中・小会議室 御代田町 

川上文化センター 川上村 Ｈ７ ホール・会議室・展示室 川上村 

南牧村農村文化情報交

流館 
南牧村 Ｈ９ ドーム型シアター・会議室 南牧村 

小諸市働く婦人の家 小諸市 Ｓ６１ 会議室 小諸市 

 

 

飯田勤労者福祉センター（１３施設） 

施設名 
所在地 

(市町村) 

開設 

年度 
施設の内容 設置・運営主体 

飯田市公民館 飯田市 Ｓ５１ ホール、会議室、和室等 飯田市 

飯田市鼎文化センター 飯田市 Ｓ５４ ホール、会議室、和室等 飯田市 

飯田文化会館 飯田市 Ｓ４７ ホール、会議室、和室等 飯田市 

飯伊地域 

地場産業振興センター 

飯田市 Ｓ５８ ホール、会議室等 飯田市 

資料４ 
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飯田創造館 飯田市 Ｓ５４ 会議室等 長野県 

飯田市上郷体育館 飯田市 Ｓ５１ 体育館 飯田市 

飯田市鼎体育館 飯田市 Ｓ５３ 体育館、会議室 飯田市 

飯田市山田体育館 飯田市 Ｓ５９ 体育館、和室 飯田市 

飯田市切石体育館 飯田市 Ｈ ２ 体育館 飯田市 

飯田市南信濃体育館 飯田市 Ｓ６２ 体育館、会議室 飯田市 

飯田勤労者体育センタ

ー 
飯田市 

Ｓ５１ 

Ｓ５９ 

第１体育館 

第２体育館 

飯田市 

さんとぴあ飯田 飯田市 Ｈ ８ 会議室、和室等 飯田市 

飯田市桐林勤労者福祉

センター（サンヒルズ飯田） 
飯田市 Ｈ １ 

プール、会議室、和室、浴

室等 
飯田市 

 

 

松本勤労者福祉センター（５施設） 

施設名 
所在地 

(市町村) 

開設 

年度 
施設の内容 設置・運営主体 

松本市中央公民館 松本市 Ｈ１１ 講堂、会議室等 松本市 

松本市浅間温泉文化セ

ンター 
松本市 Ｈ１２ ホール、会議室等 松本市 

松本文化会館 松本市 Ｓ５８ ホール、会議室等 長野県 

あがたの森文化会館 松本市 Ｓ５４ 講堂、会議室等 松本市 

総合社会福祉センター 松本市 Ｓ５８ ホール、会議室等 松本市 
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伊那勤労者福祉センター（２０施設） 

施設名 
所在地 

(市町村) 

開設 

年度 
施設の内容 設置・運営主体 

伊那市民体育館 伊那市 Ｈ１３ 体育館 伊那市 

サンビレッジ体育館 伊那市 Ｈ９ 体育館 伊那市 

高遠スポーツ公園文化

体育館 
伊那市 Ｓ５１ 体育館 伊那市 

駒ヶ根市民体育館 駒ヶ根市 Ｓ４５ 体育館 駒ヶ根市 

駒ヶ根社会体育館 駒ヶ根市 Ｓ６０ 体育館 駒ヶ根市 

駒ヶ根飯坂体育館 駒ヶ根市 Ｓ５８ 体育館 駒ヶ根市 

駒ヶ根農業者トレーニ

ングセンター 
駒ヶ根市 Ｓ５９ 体育館 駒ヶ根市 

駒ヶ根農村交流体育館 駒ヶ根市 Ｈ８ 体育館 駒ヶ根市 

駒ヶ根第２社会体育館 駒ヶ根市 Ｓ５３ 体育館 駒ヶ根市 

辰野町町民体育館 辰野町 Ｓ５０ 体育館 辰野町 

社会(羽北)体育館 辰野町 Ｓ６３ 体育館 辰野町 

箕輪町社会体育館 箕輪町 Ｓ６３ 体育館 箕輪町 

南箕輪村村民体育館 南箕輪村 Ｓ５２ 体育館 南箕輪村 

宮田村体育センター 宮田村 Ｓ５５ 体育館 宮田村 

宮田村農業者トレーニ

ングセンター 
宮田村 Ｓ５７ 体育館 宮田村 

飯島町社会体育館 飯島町 Ｓ４７ 体育館 飯島町 
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田切体育館 飯島町 Ｈ２ 体育館 飯島町 

本郷体育館 飯島町 Ｈ４ 体育館 飯島町 

Ｂ＆Ｇ体育館 飯島町 Ｓ６１ 体育館 飯島町 

中川村社会体育館 中川村 Ｈ２ 体育館 中川村 

 

 

中野勤労者福祉センター（５施設） 

施設名 
所在地 

(市町村) 

開設 

年度 
施設の内容 設置・運営主体 

中野市市民会館 中野市 Ｓ４４ ホール、会議室 中野市 

中野市中央公民館 中野市 Ｓ５１ 講堂、会議室 中野市 

勤労青少年ホーム 中野市 Ｓ５０ 会議室、体育室 中野市 

働く婦人の家 中野市 Ｓ６１ 会議室 中野市 

市民体育館 中野市 Ｓ４９ 体育館 中野市 

 

 

木曽勤労者福祉センター（７施設） 

施設名 
所在地 

(市町村) 

開設 

年度 
施設の内容 設置・運営主体 

木曽福島会館 木曽町 Ｓ４０ 

中ホール・大ホール 

和室、調理室 

木曽町 

上松町社会体育館 上松町 Ｓ４８ 体育館 上松町 

南木曽町社会体育館 南木曽町 Ｈ２ 体育館 南木曽町 

上松町公民館 上松町 Ｓ４８ 会議室、和室、調理室 上松町 
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大桑村民体育館 大桑村 Ｓ５４ 体育館、会議室 大桑村 

木祖村社会体育館 木祖村 Ｓ５９ 体育館、会議室 木祖村 

木曽福島体育館 木曽町 Ｓ５７ 体育館、会議室 木曽町 

 

 

戸倉野外趣味活動センター（１２施設） 

施設名 
所在地 

(市町村) 

開設 

年度 
施設の内容 設置・運営主体 

更埴体育館 千曲市 Ｓ４７ テニスクレーコート２面 千曲市 

勤労者体育センター 千曲市 Ｓ５９ 人工芝テニスコート４面 千曲市 

戸倉インドアコート 千曲市 Ｈ１２ クレーコート１面 千曲市 

上山田多目的運動場 千曲市 Ｓ６２ 人工芝テニスコート２面 千曲市 

上山田庭球場 千曲市 Ｓ６２ クレーコート１面 千曲市 

更埴中央グラウンド 千曲市 Ｓ６１ 野球場１面 千曲市 

千曲橋緑地グラウンド 千曲市 Ｓ５５ 野球場３面 千曲市 

平和橋緑地グラウンド 千曲市 Ｈ４ 野球場１面 千曲市 

戸倉体育館 千曲市 Ｓ５２ 野球場２面 千曲市 

千本柳運動場 千曲市 Ｓ５７ 野球場１面 千曲市 

大西緑地公園 千曲市 Ｈ３ 野球場１面 千曲市 

萬葉の里スポーツエリ

ア 
千曲市 Ｈ３ 野球場３面 千曲市 

 


