
 

総務文教委員会 

行政視察報告書 
 

１． 日 時：平成 30年５月 9日（水）～11日（金） 

 

２．参加者：中村裕一（委員長）・高野早苗（副委員長） 

      辻 靖雄・木島信秋 

 

３．視察先及び視察事項  

・秋田県大館市 

「民間事業者による空き公共施設の有効活用」について 

「秋田犬会館」視察について 

・秋田県北秋田市 

「移住・定住の取り組み」について 

 

 

 

黒 部 市 議 会 

 



秋田県大館市役所 

視察項目：民間事業者による空き公共施設の有効活用について 

【視察日】平成 30年５月９日（水） 

 

【場所】 大館市役所 議事堂 第３委員会室 

 

【応対者】秋田県大館市議会 副議長 武田 晋 

     秋田県大館市総務部管財課 課長 松江 進 

         〃        課長補佐 乳井 康和 

     秋田県大館市議会事務局  長崎 淳 

      

【視察目的】 

黒部市では公共施設のうち建物系は１４４施設にのぼり、「黒部市公共施設の再編に関す

る基本計画」が作成された。小・中学校の統合により今後、空き公共施設の増加が予想され、

将来世代に良好な姿で持続可能な公共施設サービスを引き継ぐためにも公共施設の在り方

は喫緊の課題となっている。 

大館市では、民間事業者が空き公共施設を有効活用し、地域の活性化及び雇用機会の拡大

を図ることを目的として、「大館市空き公共施設等利活用促進条例」が平成２５年１月に施

行され。本条例を適用させ施設の活用を図る場合は、施設を利用する事業者の公募を行い、

指定事業者として指定され助成される。現状を学び本市の有効活用に生かしたい。 

 

【視察概要】 

1．大館市空き公共施設等利活用促進条例制定について 

 ○制定の経緯 

  ・合併による管理施設数の増加 

   平成１７年６月 旧比内町、旧田代町の２町を編入合併 

  ・合併後の人口 

   平成１７年６月（合併時）   ８４，７０１人 

   平成２５年１月（条例施行時点）７８，８５６人 

   平成３０年５月現在      ７３，０５７人（△１１，６４４人） 

                    ※特に子供の数が減少している。 

 

  ・公共施設の統廃合による用途廃止施設の増加 

   幼稚園 ２園→０園 

   小学校 ２３校→１７校（利活用４校 未利用２校） 

   中学校 １０校→ 8 校（利活用１校 未利用１校） 

 

  ・庁内の体制 

   大館市空き公共施設等運用審査会議 

    指定事業者の指定などに関する事項について審査を行う。 

    （構成：副市長が委員長として各部の部長、教育次長の７人で構成） 



 

 ○条例・規則の概要 

  ・指定条件-----正社員１名以上の新規雇用・地域への貢献など 

  ・貸付額（年額）----- 規定の９割減まで可能 

  ・譲渡 -----  随意契約、規定の９割減まで可能 

  ・議決 -----  条例適用により不要だが、報告はしている 

  ・増改修助成金 ----- 費用の １/３（５００万円限度） 

  ・事業開始時支援金 ----- 新規雇用正社員１名につき１０万円 

（５０万円限度、５名まで） 

  ・固定資産税課税免除 ----- 課税開始年度から３年間 

 

   ○条例適用までの流れ 

    【施設の用途廃止の流れ（所管課担当）】 

      ①地域との協議  

       ・地域での施設利用の有無の確認（特に体育館、グラウンド） 

       ・公募することへの地域の同意の取り付け 

→町内会や地区の代表から書面で同意を得る 

      ②施設の点検 

       ・土地の境界確認（公図、測量図、境界杭、立会など） 

       ・建物の点検⇒建物調査報告書の作成を都市計画課に依頼 

          *危険な場合は、解体の検討 目視が中心 

       ・土地、建物の評価額算定⇒税務課に依頼 

      ③目的外使用（財産処分）の許可手続き 

       ・国等の許可、補助金の返還など 

      ④所管換え 

       ・用途廃止に伴う条例等の整備（施設の廃止条例） 

    

    【施設の公募の流れ（管財課担当）】 

      ①審査会議の開催（市長からの諮問） 

       ・公募内容の検討 

      ②公募の実施 

       ・広告、ホームページ等掲載 

       ・現地説明会 

       ・申請書の受付 

      ③審査会議の開催（市長からの諮問） 

       ・申請業者の審査⇒指定の可否 

      ④指定事業者の指定 

       ・指定書の交付 

      ⑤契約の締結 

       ・貸付契約締結（３６カ月・３年更新） 

       ・売買契約締結（買戻し特約１０年間） 

      ⑥事業者から助成金交付申請の受理（事業開始後） 

       ・内容確認 

 



      ⑦審査会議の開催（市長からの諮問） 

       ・奨励措置の交付の可否の審査 

      ⑧交付決定 

       ・交付決定書の交付 

       ・助成金の予算措置（補正予算）⇒議決後に交付 

 

  2.空き公共施設利活用状況（実績） 

    （１）旧白沢営林署庁舎（昭和５７年に営林署から買い取り後改築していた建物） 

       １階部分を貸付（賃貸料：年額１５，０００円、現状のまま、５１４㎡） 

       ２階は福祉課が備蓄倉庫として利用 

 

    （２）旧三岳小学校 

 給食室（１７４㎡）を改修（賃貸料：年額２１，０００円） 

       

◆（１）（２）ともに同じ事業者が山芋の皮むき作業所として利用（㈱東北セン

バ）正社員１名、パート２０名（地元住民）  

      ◆地域貢献…地区伝統行事などへ寄付 

      ◆助成措置…改修助成金、事業開始時支援金、固定資産税課税免除 

     

    （３）旧葛原保育所 

       土地・建物込み９５０万円で売却（保育所３３１㎡、倉庫３０㎡） 

      ◆比内地鶏なども加工販売所及び新商品開発製造所として利用（秋田比内や㈱） 

◆正社員３名 繁忙期は地元からパート雇用 

      ◆地域貢献…地域のクリーンアップ活動、祭典への参加、協賛 

      ◆助成措置…改修助成金、事業開始時支援金、固定資産税課税免除 

 

    （４）旧雪沢小学校（校舎は平成８年に建設） 

        校舎：８０１㎡、木造一部鉄筋コンクリート造り  

体育館：８８４㎡、鉄骨造平屋建 

        賃貸料：年間７６３，０００円 

◆ドローンの製造、販売、教習、整備所として利用（㈱東光鉄工） 

      ◆正社員４名 パート２名  

      ◆地域貢献：地区伝統行事などへ参加、協力、また小中学生へのドローン体験授

業を行う。 

      ◆助成措置：改修助成金、事業開始時支援金、固定資産税課税免除 

   

○波及効果 

すでに貸し付けて利用している業者が別の施設を借りたり、また、利用したいという

相談が多く寄せられるようになった。 

  １）旧雪沢保育所 

比内地鶏加工所として利用（年間賃貸：）３５０，０００円 

  ２）旧大葛保育所 

 地区青年会へ無償貸し付け。集会所として利用。 



    ３）旧上川沿公民館 

 地区圃場整備事業協議会へ貸付。事務所兼倉庫として利用。 

  その他）地域おこし協力隊が放棄田を利用して蕎麦を作り販売。                              

              

３．現状と課題 

     １）目的外使用（財産処分）の許可手続きが長期間かかる 

       …審査から承認までの期間は約３ケ月かかる（文科省） 

     ２）補助金の返還等 

       …補助金の交付を受けて建設した施設の財産処分は、補助金交付省庁によって

取扱いに違いがある。 

     ３）事業の継続性の判断が難しい 

       …判断の材料がない 

…倒産の危険性（買戻し特約１０年間をつけている） 

 

 意見交換 

 ・指定管理の状況は？…体育館、福祉施設、温泉施設は指定管理施設となっている。 

 ・旧小学校のトイレは改修するのか？…大人用に取り換えている。 

   ・貸付した民間事業者で利益が出ている業者もあるだろうが、市への指定寄附はされて

いるのか？…現在はない。しかしドローン製造の事業者は消防署へのドローンの寄附

や、子供達への体験授業として還元してくれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 所 感 

市町村合併や少子化により統廃合される公共施設の維持管理は、どこの自治体にとって

も危惧される問題である。当市も例外ではなく現に小中学校の統合により空施設が出てい

る。地域でのこれまでの役割も考えながら、地域にあった対応が必要と思われる。 

 一方、持続可能な公共施設サービスもまた大切な役割で、今後は、適切に維持、建物の

長寿命化に取り組みながら見直しを考えなければならないと感じた。その為には庁舎内で

横断的な大館市の取り組みは参考になった。 

 

 

 

 



秋田犬会館 

視察項目：秋田
あ き た

犬
いぬ

の活用について 

 

【訪問日】平成３０年５月１０日（木） 

 

【視察目的】 

日本犬として初の国指定天然記念物「秋田犬」は大館市が発祥の地で、忠犬ハチ公の故郷

でもある。ヘレン・ケラーは秋田犬の愛好家であったり、ロシアのプーチン大統領にも贈呈

された。最近ではピョンチャン五輪フィギュアスケート金メダリストであるロシアのザギト

ワ選手へ子犬が贈呈されることでも話題を呼んでおり、秋田犬は大館市のキラーコンテンツ

として地方創生に大きな期待が寄せられている。国際交流や文化発展の一端を担う存在とな

っている秋田犬に特化した当会館は、国内において犬種団体唯一の博物館機能を持ち、高い

評価を受けており視察に追加するものである。 

 

【視察概要】 

  秋田犬が数頭常駐しており、受付で入館者を出迎えてくれ大館市の観光に一役買ってい 

た。秋田犬の骨格標本や毛皮、秋田犬の歴史の変遷をたどるパノラマ展示等幅広い資料が展 

示されていた。 

 秋田犬は外国で多く飼育され人気があり、視察当日も外国人観光客が訪れていた。 

 秋田犬は地域の宝として秋田犬保存会が繁殖及び保存、普及を図る活動を行っている。国

内はもとより、アメリカ、中国、ロシア等海外にも支部があり、国際交流の架け橋ともなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所 感 

生き物は観光客を十分ひきつける魅力があり、秋田犬は十分その役割を果たしていた。 

また展示されている資料は昔からの狩猟マタギとともに秋田犬が活躍していた様子を

伝えていた。昔からの地域の文化の一端に触れることができた。 

 

 

 

 

   



秋田県北秋田市役所 

視察項目：移住・定住の取り組みについて 

【訪問日】平成３０年５月１０日（木） 

 

【場所】 秋田県北秋田市花園町１９番１号 

 

【対応者】 北秋田市議会 議長 黒澤 芳彦 

      北秋田市総務部総合政策課 課長 三沢 聡 

          〃       移住・定住支援室 室長 畠山久子 

      北秋田市議会事務局 局長 佐藤 誠 

          〃     主査 野呂 康一 

 

 

【視察目的】 

少子高齢化対策として、どの自治体も移住・定住の取り組みを行っている。 

移住・定住はまずは選ばれるまち、選んでいただけるまちであることが大切で、今年度から

北秋田市は移住・定住支援室が設置され、相談がワンストップ窓口で可能になるよう取り組

まれた。 

また、体験時期及び体験内容を自由に選択した移住体験に力を入れ、成果を出している。 

当市も今後益々力を入れなければならない課題であり、他市を参考にするものである。 

 

【視察概要】 

○北秋田市の状況について 

  秋田県の北部中央に位置し面積１１５２．７６平方キロメートル 

                          （秋田県全体の１０％） 

人口 ３２，５７６名（１４，１２２世帯） 

    ・平成２９年度に秋田県人口が１００万人を割り込み、特に県北部地域が減少となっ

た。 

    ・減少率 県５.８％、市８.７％ …年間約７００人ずつ減少している。 

    ・人口は２０４０年には１８，０００人になると予想されている。 

    ・市長は「人口減少に挑戦」と掲げて施策を推進。 

 

（１）平成３０年度 移住・定住の促進事業について→本格的取組は平成２８年度より 

  ① 市 HP で一元的に情報発信 

・YOUTUBE の活用 

  ② WEB サイトや情報誌への広告で全国発信 

  ③ 北秋田暮らしの魅力を伝える移住動画制作 

  ④ 移住者に本市移住の PR・移住のサポート「きたあきた移住支援サポーター」登録 

  ⑤ 移住体験用住宅の整備 

  ⑥ 移住体験事業のプログラムの作成・実施 

・平成２８年７月より開始 

     ・暮らし１５、仕事１５、教育２の全３２のプログラムメニュー 



  ⑦ ワンストップ窓口の設置 

  ⑧ 支援策 PR で移住を誘導・新規施策創設 

  ⑨ 移住後のトラブル回避・世話人を配置 

  ⑩ 移住者間のネットワークづくり 

      ・移住者、地元住民、地域おこし協力隊員 

  ⑪ 奨学金返還支援制度の中高生への情報提供 

      ・平成２７年度より開始（県内で初めて） 

      ・平成２９年度は県でも導入 

  ⑫ 地元企業による地元高校への就業 PR 

  ⑬ 地場の仕事における移住者の受け入れ体制 

      ・仕事と移住希望者とのマッチング事業 

        （平成３０年４月現在：１７事業所が登録） 

      ・起業等に要する経費と新規雇用の経費の一部を助成 

        （商売の場合、空き店舗出店の賃貸料２４カ月を限度に助成） 

     ・就業するうえでの資格取得、従業員の資格取得費用一部助成 

      

（２）行政が窓口となり移住した数 目標値は各年度３世帯１０人 

   ２７年度 ８世帯９人 

   ２８年度 １０世帯１３人 

   ２９年度 ３６世帯４３人 

         U ターン４９％ ほとんどが２０代であり、奨学金返還支援を受けてい 

る。（看護師・保育士などの資格者が多い。） 

 

（３）移住者融資資金の利子を全額助成 

  申込時の年齢が２０歳～６５歳以下 安定した収入のある方 

                   移住後の勤務先が決定している方 

 

（４）移住定住ネットワークセンターの概要 

   阿仁定住促進住宅を移住定住推進の拠点的な施設に位置づけるため、平成２８年度国の

補正予算「地方創生拠点整備交付金」の採択を受け整備。 

   高齢者や障がい者が利用できる「バリアフリー対応型移住体験住宅」「シェアハウス付

き移住定住ネットワークセンター」としてリノベーションした。 

 

（５）移住体験プログラムについて 

   ① 暮らし体験  農業体験、林業体験、山の恵み体験、川の恵み体験、郷土料理体験、 

            自然体験 

   ② 仕事体験   林業、農業、建設業、社会福祉事業、介護保険事業、 

            索道事業（リフト、ゴンドラ）建設業、葬祭業、とうふ製造 

            農産物の促成栽培、旅館業、観光業、鉄鋼品の製造  

            など受け入れ事業所が１７事業所登録されている。 

   ③ 教育体験   水準の高い秋田の義務教育を体験 

             ・対象：小学４年生～６年生 

             ・東北と都市部の長期休暇のずれる期間を利用 

             ・この体験期間は学校での出席日数がカウントされる 



             ・拠点施設：学童研修センター 

             ・民泊の場合、地域民家が受け入れてくれる 

 

 意見交換 

   ・教育体験はどのように対処しているのか？…県教育長からの委託で、県の生涯学習課

と市教育委員会が連携している。 

   ・子育て世代の移住が効果的であると思うが、子育て支援策は？…医療費は平成３０年

度から高校生まで拡大する。病児病後保育や一時預かり、学童への支援はもちろん、

未入園児を持つ保護者が、市内２か所において交流を図る場を設けている。 

   ・若い女性を呼び込むことも大切だと思うが？…移住相談会において若い女性からの相

談が増えている。 

   ・北秋田市、大館市、能代市、鹿角市での４市広域の見学等取り組みはどのように行っ

ているのか？…大差はないので４市とも回ってもらう。 

   ・移住するにあたり、住まいは空き家を利用しているのか？…利用可能な空き家を利活

用している。市南部の阿仁地区では探すにあたり、自治会に協力してもらっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所 感 

   移住・定住は、いかに魅力を伝え、そこの地区を選んでいただけるように仕掛けをする

かで、情報の発信が大切と感じた。 

   東京都千代田区の「ふるさと回帰支援センター」の現状をみると、移住希望地ランキン

グは山梨県、長野県が上位となっているが、全国的には西高東低の傾向があるようだ。 

  北秋田市と類似するところは雪の多いことで、冬期間それも雪対策の不安をどう払拭す

るかがカギになると思う。教育は秋田、というように特色を出すことも必要であると感じ

た。 

   都会にはない魅力、工業市の強み、豊かな自然、まず自分たちの良いところを再確認し

て、市民一人一人が宣伝マンになりたいと思う。 

 

    

   

 


