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第１ 基本的な事項 

（１）市の概況 

  ア 市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

本市は、秋田県内陸北部に位置し、市の中央部を秋田県第２位の流域面積を持つ米代川 

が流下、東側は鹿角市と小坂町、西側は北秋田市と藤里町、南側は北秋田市、北側は青森

県と接している。総面積は 913.22ｋ㎡である。気候は、積雪寒冷地帯の内陸性盆地気候

に属し、積雪期間は 12 月から翌年 3 月下旬までの長期間に及んでいる。県全体と比較し

ても 1 月・2月の月平均気温が低く、また、夏季になるとやませの影響を受けて低温にな

りやすく、平成 26 年の年平均気温は 10.1℃、 高気温 35.1℃、 低気温－17.6℃であり、

降水量は年間2,004.5mmとなっている。風力は、沿岸部と比較すると1年間を通じて弱く、

強風や台風の影響が比較的少なくおだやかな地域である。 

本市の沿革は、明治 22 年に町制を施行、昭和 26 年に釈迦内村との合併とともに、市 

制を施行した。その後、昭和 30 年に長木村、上川沿村、下川沿村、二井田村、真中村、 

十二所町を、昭和 42 年には花矢町を、そして平成 17 年 6 月には比内町、田代町を編入し、 

現在に至っている。 

従来より交通の要衝として栄え、現在でもＪＲ奥羽本線、花輪線の鉄路のほか、国道７ 

号、103号及び 285号などの幹線道路が縦横に走る北東北の交流拠点となっている。また、 

平成 10 年の大館能代空港の開港に加え、日本海沿岸東北自動車道の延伸など、高速交通 

体系も整備されつつある。一方、米どころであるとともに、安土桃山時代に築城用の材木 

を供出するなど、古くから秋田杉の産地として栄えてきた。明治期以降、非鉄金属の豊富 

な鉱床が発見され、戦後の高度成長期にかけては鉱業が主力産業であったが、平成６年ま 

でに全ての鉱山が閉山。その後の雇用の場の創出を重視した政策により、資源リサイクル 

産業や医療機器・医薬品製造などの健康産業が大きく成長し、本市の経済を支えている。

平成 27 年からは、交流人口の拡大に政策の重点を移し、400 年前の佐竹氏の秋田国替え

を縁とした茨城県常陸大宮市との友好都市協定を初めとした様々な交流の活性化や市内

の歴史的建造物や曲げわっぱ、きりたんぽ、忠犬ハチ公の故郷のほか、埋もれている地域

の歴史資産にも光をあてながら、景観や展示・交流拠点の整備による交流人口拡大を目指

すため、歴史まちづくり法を活用した新たなまちづくりに注力している。 

 

イ 過疎の状況 

① 人口の動向等 

本市の人口（旧比内町、旧田代町を含む）の推移を見ると、昭和 35 年以降の国勢調

査では昭和 55 年にわずかながら増加に転じたものの、その後平成 22 年にかけては

1.05％から 4.68％の間で減少し続けている。総数に占める高齢人口(65 歳以上)と若

年人口(15～29 歳)の比率は、平成 2 年を境に逆転し、平成 22 年には高齢者比率が

31.69％と全国平均 22.8％を大きく上回っている。また、年少人口（0～14 歳）の占

める割合は 11.21％で年々減少を続けており、少子高齢化が深刻な状況となっている。 

 

② これまでの過疎対策 

昭和 45 年に旧田代町が、昭和 46 年には旧比内町が過疎地域の指定を受け、さらに合 
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併した平成 17 年には大館市全域がみなし過疎地域の指定を受けた。これまで、耕作放 

棄地対策など農林業の基盤整備、企業誘致による雇用の確保、流通経済の促進を図るた 

めの交通通信体系の整備、上水道・公共下水道・農業集落排水・消防施設などの生活環 

境の整備、認定子ども園・高齢者緊急通報装置貸与などの少子高齢化対策、医療施設・ 

設備整備による地域医療の確保、教育環境の整備、地域づくり活動への支援など、地域 

住民のさまざまな生活基盤の充実を図ってきた。 

 

③ 現在の課題と今後の見通し等 

本市の年少人口（0～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）の減少は、地域活動や地域

経済の活力低下の大きな要因となっている。今後予想される急激な人口減少に歯止め

をかけるためには、大館市過疎地域自立促進計画による取組と合わせて、大館市総合

戦略に基づき、充実した結婚・出産・子育て対策による合計特殊出生率の増加、高齢

化対策も含む住民が安心して暮らせるまちづくり、交流人口の拡大や移住・定住の促

進などを着実に進める必要がある。 

出生率が回復し、社会減が抑制されれば、表 1-1(3)が示すように、本市の人口は減

少していくものの、平成 72 年（2060 年）時点で約 4 万 5,000 人を維持できるものと予

想される。 

 

ウ 社会経済的発展の方向 

① 産業構造の変化 

本市の就業構造は、古くから農林業が盛んで、昭和 35 年の第 1 次産業就業人口は

48.9％を占めていたが、昭和 50 年には 25.5％、昭和 60 年には 17.7％、平成 17 年に

は 10.1％、平成 22 年には 8.1％と大幅に減少している。一方、第 2次産業の就業人口

は鉱山の隆盛、衰退を経たものの、昭和 55 年からは 30％前後で推移している。これは

企業誘致を積極的に進め、新たな産業を興すことによって、鉱山の閉山による影響を

小限に留めたためと考えられる。また、第 3 次産業の就業人口の占める割合は年々

増加を続けており、平成 22 年には 64.1％となっている。高齢化社会での各種サービス

や個人のニーズの多様化により、これからも高い数値で推移するものと予想される。 

 

② 地域の経済的な立地特性 

本市の産業は、農業では基幹作物である水稲を中心に、果樹、野菜や全国ブランドと 

なった比内地鶏などとの複合経営が進められている。特に、比内地鶏については、県内

から 58 万 7,000 羽が出荷されており、そのうち 27 万 9,000 羽が大館市から出荷され、

県内の約 5 割（平成 26 年秋田県比内地鶏生産流通実態調査）を占めている。農業粗生

産額は、104 億 6,000 万円で、内訳は米 51.3％、麦・雑穀・豆類 1.7％、野菜 11.9％、

果実・花き 3.4％、工芸農作物・種苗外 4.5％、畜産 27.2％（平成 18 年生産農業所得

統計）などとなっている。平成 26 年度からは枝豆を使用したスイーツなどブランド化

に力を入れている。 

商業については、本市は県北の物流の拠点として重要な位置を占めている。近年、郊 

外への大規模小売店舗の進出により、商業圏がかつての中心市街地から移り変わってい
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る。 

工業については、これまで長く培われきた鉱業技術を活用した資源リサイクル産業や 

誘致企業による医療機器・医薬品製造などの健康産業が新たな基幹産業となっている。 

また、本市は豊かな自然環境に恵まれ、世界遺産白神山系の田代岳や天然秋田杉、長 

    木渓流、豊富な温泉など数多くの観光資源がある。 

 

      ③  発展の方向性 

今後は、本市の基幹産業である資源リサイクル産業や健康産業に加え、豊富な地域資 

源を生かした畜産業や新エネルギー関連産業など新たな柱となりうる産業の育成、企業

誘致を目指すとともに、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画を策定し、

市全体を歴史的観光資源と捉え、広域観光の推進など体験・滞在型観光の確立とあわせ

た、住民が愛着と誇りを持てるまちづくりを推進していく。 

 また、農地集積とともに経営の複合化・多角化への支援による６次産業化の推進、と

んぶり・山の芋・えだまめなどの産地拡大や新たな加工品開発を進めるほか、秋田杉の

低コスト供給体制の確立及び木材加工業の振興も図っていく。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

  ア 人口の推移と動向 

本市の人口の推移を見ると、昭和 35 年から昭和 45 年にかけて、この間、花矢町を編入

合併したが、5.48％減少している。昭和 50 年から昭和 55 年にかけてはわずかながら増加

に転じたものの、その後は減少傾向が続いている。 

鉱産物価格の暴落などにより、鉱山が衰退の兆しを見せ始めた昭和 45 年以降の年齢別 

人口の推移は、年少人口（0～14歳）は昭和45年から平成22年にかけて、15,264人、62.84％ 

の減と大幅な減少となっている。生産年齢人口（15～64 歳）は昭和 50 年から昭和 55 年 

にかけて若干の増を示したものの、それ以降は減少を続け、平成 12 年から平成 22 年にか 

けては 8,334 人、15.67％の減となっている。 

このうち若年人口（15～29歳）の減少率は昭和60年をピークに緩やかになったものの、 

平成 17 年及び平成 22 年調査ではともに 15％以上と大幅に減少している。 

  一方、高齢人口(65 歳以上)は、昭和 40 年以降、年平均で 4％前後の増加率で推移し、 

平成 12 年には 2万人を超え、平成 22 年には高齢者比率が 31.69％に達し、秋田県の平均 

29.5％を上回る超高齢社会を迎えており、今後も高齢人口は全国平均を大幅に上回る見込

みで増加し、平成 37 年度には 39.0％を超えると推計されている(第６期大館市介護保険

事業計画より)。 

 男女別の構成比は、平成 22 年度末から平成 26 年度末までほとんど変わらないが、今後

も人口減少が進む中、男女の寿命を考慮すると、女性が６割を占めるものと予想される。 
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 表 1-1(1)  人口の推移     （単位：人、％）

区  分 

昭和 

35 年 
昭和 40年 昭和 45年 昭和 50年 昭和 55年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 103,531 100,695 ▲ 2.74 97,856 ▲ 2.82 95,045 ▲ 2.87 95,529 0.51

0 ～14 歳 35,317 29,184 ▲17.37 24,290 ▲ 16.77 21,745 ▲ 10.48 20,286 ▲ 6.71

15～64 歳 63,583 65,931 3.69 66,850 1.39 65,272 ▲ 2.36 65,405 0.20

 うち 15～
29 歳（ａ） 

26,418 24,635 ▲ 6.75 23,029 ▲ 6.52 20,209 ▲ 12.25 18,034 ▲ 10.76
 

65 歳以上
（ｂ） 

4,631 5,580 20.49 6,716 20.36 8,028 19.54 9,830 22.45

(ａ)／総 数 
25.52 24.46 - 23.53 - 21.26 - 18.88 - 

若年者比率 

(ｂ)／総 数 
4.47 5.54 - 6.86 - 8.45 - 10.29 - 

高齢者比率 

 

      （単位：人、％）

区  分 

昭和 60年 平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総  数 94,526 ▲ 1.05 90,098 ▲ 4.68 88,231 ▲ 2.07 86,288 ▲ 2.20 82,504 ▲4.39

0 ～14 歳 18,990 ▲ 6.39 15,825 ▲ 16.67 13,353 ▲ 15.62 11,585 ▲ 13.24 10,316 ▲10.95

15～64 歳 63,630 ▲ 2.71 59,777 ▲ 6.06 56,842 ▲ 4.91 53,176 ▲ 6.45 48,372 ▲9.03

 うち 15～
29 歳(ａ) 

15,296 ▲ 15.18 13,566 ▲11.31 13,146 ▲ 3.10 12,629 ▲ 3.93 10,421 ▲17.48
 

65 歳以上
（ｂ） 

11,903 21.09 14,469 21.56 18,036 24.65 21,527 19.36 23,816 10.63

(ａ)/総 数 
16.18 - 15.06 - 14.90 - 14.64 - 12.63 - 

若年者比率 

(ｂ)／総 数 
12.59 - 16.06 - 20.44 - 24.95 - 28.87 - 

高齢者比率 

（国勢調査） 
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（単位：人、％） 

区  分 

平成 22年 

実数 増減率

総  数 78,946 ▲ 4.31

0 ～14 歳 9,026 ▲12.50

15～64 歳 44,842 ▲ 7.30

 うち 15～
29 歳(ａ) 

8,853 ▲ 15.05
 

65 歳以上
（ｂ） 

25,017 5.04

(ａ)/総 数 
11.21 - 

若年者比率 

(ｂ)／総 数 
31.69 - 

高齢者比率 

※人口総数には、年齢不詳分を含む。 

（国勢調査） 

 

表 1-1(2)  人口の推移  

区  分 

平成 12年 3 月 31 日 平成 17年 3 月 31 日 平成 22年 3 月 31 日  

実 数 構成比 実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率  

総  数 
 人

88,057
－ 

人
84,617

－ 
％

▲3.9
人

80,428
－ 

％
▲5.0

男 
人

41,511
％

47.1
人

39,684
％

46.9
 ％

▲4.4
人

37,673
％

46.8
％

▲5.1

女 
人

46,546
％

52.9
人

44,933
％

53.1
 ％

▲3.5
人

42,755
％

53.2
％

▲4.8

 

区  分 

平成 26年 3 月 31 日 平成 27年 3 月 31 日 

実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総  数 
（外国人住民除く） 

 人
76,834

－ 
％

▲4.5
人

75,860
－ 

％
▲1.3

男 
（外国人住民除く） 

人
36,046

％
46.9

％
▲4.3

人
35,569

％ 
46.9 

％
▲1.3

女 
（外国人住民除く） 

人
40,788

％
53.1

％
▲4.6

人
40,291

％ 
53.1 

％
▲1.2

参 
考 

男（外国人住民）
人
57

％
21.8

－ 
人
69

％ 
25.1 

％
21.1

女（外国人住民）
人

205
％

78.2
－ 

人
206

％ 
74.9 

％
0.5

（住民基本台帳） 
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表 1-1(3)  目指すべき将来人口 

 

平成２２年 平成３２年 平成４２年 平成５２年 平成６２年 平成７２年

目指すべき将来人口　 78,946 71,054 63,008 56,043 50,127 45,498

推計 78,946 69,816 60,155 51,181 42,718 35,237  

（大館市人口ビジョン） 

 

イ 産業の推移と動向 

本市の就業構造の比率は、社会経済の変化に伴って推移し、表 1-1(4)が示すように、 

昭和 35 年には第 1 次産業就業人口の割合が 48.9％を占めていたが、農林業の衰退により 

年々減少を続け、昭和 45 年には第 3 次産業就業人口比率が も多くなっている。 

第 1 次産業就業人口の占める割合はその後も減少を続け、平成 12 年には 9.9％となっ 

ている。その後、平成 17 年では若干の増を示し 10.1％となったが平成 22 年には 8.1％と 

減少している。第 2 次産業人口比率は平成 7 年まで増え続け 32.2％を占めていたが、平 

成 12 年では 1.4 ポイント減少し、さらに 10 年後の平成 22 年では 3.6 ポイント減少して 

いる。第 3 次産業就業人口比率は増加を続け、平成 22 年では全就業人口の 64.1％を占め 

ており、これからも高齢化社会での各種サービスや個人のニーズの多様化により、第3次 

産業就業人口は増加するものと見込まれる。 

また、産業別事業所及び従業者数の推移では、表 1-1(5)が示すように、農林業におい 

ては平成 3 年の 66 ヵ所、763 人から平成 24 年では 34 ヵ所、367 人といずれも半減し、建 

設業においても 426 ヵ所、4,844 人から 367 ヵ所、3,179 人と減少している。製造業、卸・ 

小売業なども減少している中、サービス業が 1,445 ヵ所、8,789 人から 1,627 ヵ所、10,550 

人と増加しており、このことからも、前述の第 3 次産業就業人口の増加は今後も続くこと 

が予想できる。 

 

国立社会保障・人口 

問題研究所 推計 
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 表 1-1(4)  産業別人口の動向     

区   分 

昭和 35年 昭和 40年 昭和 45年 昭和 50年 昭和 55年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総   数 
人

41,959

人

47,125

％

12.3

人

49,022

％

4.0

人

46,608

％

▲ 4.9

人

47,364

％

1.6

第 1次産業 
就業人口比率 

％

48.9

％

39.4
- 

％

32.7
- 

％

25.5
- 

％

18.3
- 

第 2次産業 
就業人口比率 

％

18.6

％

24.0
- 

％

25.7
- 

％

27.3
- 

％

30.3
- 

第 3次産業 
就業人口比率 

％

32.5

％

36.6
- 

％

41.6
- 

％

47.1
- 

％

51.4
- 

 

区   分 

昭和 60年 平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総   数 
人

46,173

％

▲ 2.5

人

44,855

％

▲ 2.9

人

43,912

％

▲ 2.1

人

41,386

％

▲ 5.8

人

38,772

％

▲6.3

第 1次産業 
就業人口比率 

％

17.7
- 

％

14.9
- 

％

11.4
- 

％

9.9
- 

％

10.1
- 

第 2次産業 
就業人口比率 

％

30.3
- 

％

31.5
- 

％

32.2
- 

％

30.8
- 

％

27.6
- 

第 3次産業 
就業人口比率 

％

51.9
- 

％

53.5
- 

％

56.3
- 

％

59.2
- 

％

62.2
- 

 

区   分 

平成 22年 

実 数 増減率

総   数 
人

35,605

％

▲ 8.2

第 1次産業 
就業人口比率 

％

8.1
- 

第 2次産業 
就業人口比率 

％

27.2
- 

第 3次産業 
就業人口比率 

％

64.1
- 

（国勢調査） 
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（事業所統計調査、経済センサス） 

表 1－1(5) 産業別事業所及び従業者数の推移           （単位：所、人）

      年 

 

産業分類 

平成 3年 平成 8年 平成 13年 平成 18年 

事業
所数

従業者数
事業
所数

従業者数
事業
所数

従業者数 
事業
所数

従業者数

総  数 5,238 40,864 5,022 40,860 4,743 37,515 4,318 35,423

農 林 ・ 水 産 業 66 763 45 473 47 471 39 356

鉱   業 8 401 4 59 3 22 3 19

建  設  業 426 4,844 491 5,674 466 4,776 418 3,782

製  造  業 487 9,487 417 7,981 333 6,734 301 6,559

電気・ガス・水道業 241 1,090 219 1,073 199 1,009 10 211

運 輸 ・ 通 信 業 121 2,488 131 2,519 123 2,130 97 1,855

卸 ・ 小 売 業 2,099 10,047 1,950 10,607 1,835 10,005 1,252 8,249

金 融 ・ 保 険 業 113 1,095 120 1,132 111 936 95 707

不  動  産  業 142 276 138 309 119 257 142 225

サ ー ビ ス 業 1,445 8,789 1,445 9,911 1,445 10,088 1,909 12,542

公   務 90 1,584 62 1,122 62 1,087 52 918

     

      年 

 

産業分類 

平成 21年 平成 24年 

事業
所数

従業者数
事業
所数

従業者数

総   数 4,270 36,965 3,735 31,466

農 林 ・ 水 産 業 60 584 34 367

鉱   業 4 52 2 6

建  設  業 412 3,695 367 3,179

製  造  業 286 6,659 266 6,659

電気・ガス・水道業 10 228 5 141

運 輸 ・ 通 信 業 113 1,928 107 1,815

卸 ・ 小 売 業 1,173 7,885 1,049 7,361

金 融 ・ 保 険 業 96 824 90 953

不  動  産  業 212 542 188 435

サ ー ビ ス 業 1,855 13,690 1,627 10,550

公   務 49 878 － －
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① 農業 

本市の農家戸数は、昭和 45 年の 8,066 戸を境に減少を続け、平成 22 年には 3,718 戸

でピーク時の昭和 45 年と比較すると５割強も減少している。経営規模別では、農地集

積などを進めた結果、0.3～2.0ha の農家数が大きく減少した半面、5.0ha 以上の農家数

が増加している。専業農家数は昭和 50 年に 364 戸まで落ち込んだが、平成 22 年には 576

戸になっている。増加理由としては、農地の流動化、複合経営などが考えられるが、こ

のうち生産年齢の男子がいる戸数は 218 戸（農林業センサス）に過ぎないことから、兼

業農家が退職後に専業農家となったケースが多いものと推察される。 

兼業農家では、第 1 種兼業農家は激減しているが、第 2 種兼業農家数については平成

2 年までは大きな動きはなかったものの、その後、平成 22 年にかけて、昭和 55 年のピ

ーク時と比較して大幅な減少を示している。 

本市の農業粗生産額は、昭和 60 年には 187 億 8,000 万円であったが、平成 18 年には

104 億 6,000 万円となっている。これは、昭和 60 年には米の粗生産額が 113 億 2,000 万

円と好調で、米価も高値で推移していたが、その後、米の生産調整や米価の著しい低迷

などにより平成 18 年には 53 億 7,000 万円とほぼ半減したことによるものである。平成

22 年の水田の経営耕地面積が昭和 60 年と比較して 18.4％減少していること、また、Ｔ

ＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加による影響も考えられることから、農家

を取り巻く状況はますます深刻化している。 

  

 

※平成 12年、17 年、22年の専兼業別農家数は、販売農家分のみ。 

                             （農林業センサス） 

 

 

 表 1-1(6)  農家戸数の推移 （単位：戸）

 区 分

年 
農家戸数 専業農家 

兼 業 農 家 

計 第１種 第２種 

昭和 35 年 7,151 1,659 5,492 3,066 2,426

昭和 40 年 8,048 930 7,118 3,043 4,075

昭和 45 年 8,066 466 7,600 2,782 4,818

昭和 50 年 7,738 364 7,374 1,987 5,387

昭和 55 年 7,362 370 6,992 1,559 5,433

昭和 60 年 6,919 469 6,450 1,237 5,213

平成 2 年 6,333 607 5,726 737 4,989

平成 7 年 5,755 603 5,152 814 4,338

平成 12 年 5,148 528 3,696 547 3,149

平成 17 年 4,473 560 2,928 468 2,460

平成 22 年 3,718 576 2,114 329 1,785
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表 1-1(7) 生産農業所得の推移               （単位：千万円） 

区分 

年 
粗生産高 米 

麦 

雑穀 

豆類 

野菜 
果実 

花き 

工芸農作物

種苗外 
畜産 

昭和 55 年 1,379 724 38 112 32 83 390

昭和 60 年 1,878 1,132 55 172 36 84 399

平成 2 年 1,624 924 55 229 41 73 302

平成 7 年 1,437 907 34 193 26 61 216

平成 12 年 1,153 635 32 157 31 59 239

平成 17 年 1,074 565 17 116 35 53 288

平成 18 年 1,046 537 18 124 36 47 284

※平成 19年から市町村別の値は公表されていない。 

（生産農業所得統計） 

 

 表 1-1(8) 経営耕地面積の推移 （単位：ha）

   区分 

 

 年 

経  営  耕  地  面  積 
農家一戸当たり 

経営耕地面積 合  計 田 畑 樹園地 

昭和 55 年 8,175 6,938 1,111 126 1.11 

昭和 60 年 8,173 6,998 1,005 170 1.18 

平成 2 年 7,839 6,850 825 164 1.24 

平成 7 年 7,590 6,577 841 172 1.32 

平成 12 年 7,257 6,405 708 143 1.41 

平成 17 年 6,608 5,872 636 100 1.88 

平成 22 年 6,378 5,708 582 89 2.35 

（農林業センサス） 

 

② 林業 

本市の森林面積は、平成 22 年度では 70,077ha で、市の総面積の 76.7％を占めている。 

このうち国有林は 40,132ha、民有林が 29,945ha となっているが、林家一戸当たりの山林 

規模は 5ha 以下が約 9 割を占めている。 

林業、木材産業は、本市の基幹産業の一つとして古くから重要な地位を占めてきたが木 

材価格や特用林産物価格は低迷していることから、平成 26 年操業の木材流通センターや 

木質バイオマスチップ工場には林業再生に向けて大きな期待が寄せられている。 

森林の持つ水源のかん養機能を維持するためには保全体制の強化が必要であるが、林業 

従事者の減少、高齢化が進んでいる。一方で、自然志向の高まりとともに里山の良さが見 

直されつつあることから、森林を自然とのふれあいや健康・スポーツの場として利用する 
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人たちが増えつつある。 

 

 表 1－1(9) 保有形態別森林面積 （単位：ha）

     区分 

年度 
森林総面積 国 有 林 

民    有    林 

計 公 有 林 私 有 林 

平成 17 年度 70,148 40,340 29,808 3,509 26,299

平成 18 年度 70,122 40,280 29,842 3,509 26,334

平成 19 年度 70,128 40,280 29,848 3,509 26,340

平成 20 年度 70,130 40,280 29,850 3,522 26,328

平成 21 年度 70,147 40,280 29,867 3,524 26,343

平成 22 年度 70,077 40,132 29,945 3,489 26,456

（秋田県林業統計） 

 

表 1－1(10) 保有山林規模別林家数       （単位：戸）

区分 

年度 
総数 1～3ha 3～5ha

5～ 

10ha 

10～ 

20ha 

20～ 

30ha 

30～ 

50ha 

50～ 

100ha 
100ha～

平成 17 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 18 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 19 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 20 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 21 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 22 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1

（秋田県林業統計） 

 

③  商業 

本市は周辺部からの購買流入が多く、県北部の商都として重要な位置を占めている。こ

れまで大町地区と御成町地区の２つの商業核を中心として発展してきたが、バイパス整備

により、平成 18 年に郊外型大型店の進出が相次ぎ、商業圏がかつての中心市街地から郊

外へと移り変わり、中心市街地の衰退に歯止めがかからない状況が続いている。比内地域、

田代地域の商業も小売業が中心で、ここも中心市街地と同様経営環境は一層厳しくなって

いる。 

本市の商業は、商店数、従業者数ともに減少傾向にあるほか、年間販売額についても平 

成６年をピークに減少傾向にある。 
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表 1-１(11) 商店数の推移                   （単位：店、人、万円） 

区 分 平成３年 平成６年 平成９年 平成 11年 平成 14年 平成 19年 平成 24年

商 店 数 1,408 1,275 1,177 1,181 1,038 907 687

従 業 者 数 5,906 6,050 5,895 5,939 5,375 5,401 4,506

年 間 販 売 額 9,572,966 10,540,909 10,103,638 10,030,849 8,455,253 8,657,887 7,605,500

（商業統計調査、経済センサス） 

 

④ 工業 

本市の工業は、平成 24 年では事業所数が 155 事業所、従業者数は 6,177 人、製造品 

出荷額が 1,070 億 8,672 万円となっており、平成 4 年から事業所数、従業者数とも大き

く減少しているが、製造品出荷額は平成 14 年以降増加に転じている。業種別では繊維・

衣服、木材・木製品、家具・装備品の事業所数の減少が著しい。 

 

表 1-1(12) 事業所数、従業者数、製品出荷額の推移 

    区分 

年次 

事業所数

（社） 

従業者数（人） 製造品出荷額等 

（万円） 男 女 計 

平成 4年 332 3,962 4,568 8,530 8,759,974

平成 7年 301 3,754 3,868 7,622 8,607,954

平成 10 年 281 3,524 3,521 7,045 8,440,247

平成 14 年 209 3,252 2,659 5,911 8,529,822

平成 20 年 174 3,614 2,597 6,211 10,935,638

平成 24 年 155 3,795 2,382 6,177 10,708,672

（秋田県の工業） 
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表 1-1(13) 業種別事業所数(4 人以上)の推移          （単位：社） 

区 分 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 24年

食 料 品 45 44 39 34 31

飲 料 ・ 飼 料 3 4 3 1 1

繊 維 ・ 衣 服 69 51 35 34 30

木材・木製 品 47 38 27 21 22

家具・装備 品 19 8 7 6 4

パ ル プ ・ 紙 2 2 2 2 1

出 版 ・ 印 刷 15 12 9 6 6

化 学 1 2 2 2 2

石 油 製 品 0 1 1 2 0

プラスチッ ク 2 3 2 3 2

ゴ ム 製 品

皮 革

窯 業 ・ 土 石 15 11 9 9 10

鉄 鋼 5 5 4 2 2

非 鉄 金 属

金 属 製 品 27 26 19 21 19

は ん 用 機 械 6 5

生 産 用 機 械 8 9

業 務 用 機 械 1 1

一 般 機 械 21 22 17

電 気 機 械 13 13 6 4 5

情報通信機 械 1 3

電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ 3 3

輸 送 機 械 2 1 1 1 1

精 密 機 械 3 1 1

そ の 他 12 7 2 1 1

合  計 301 251 190 167 155

                          （秋田県の工業） 
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⑤ 観光 

 本市には、白神山系田代岳や長木渓流などの恵まれた自然環境のほか、市内全域に

温泉資源が点在している。また、比内とりの市、アメッコ市、たけのこ祭り、バラ祭

り及びきりたんぽまつりなど年間を通じ多彩なイベントを開催している。特に、平成

24 年から大館樹海ドームに会場を移し開催している「本場大館きりたんぽまつり」は、

10 月の 3 連休で市内外から延べ 13 万人が訪れるビッグイベントに成長し、さらに、

平成 27 年度には「肉の博覧会 in おおだて」が初開催となった。農産物や山菜も豊富

であり、特に比内地鶏やきりたんぽなどは地域ブランドとなっている。長年の課題と

なっている滞在型観光については、きりたんぽづくりや伝統工芸品を生かした体験型

観光を柱とした教育旅行の誘致に努め、実績を伸ばしている。 

 

（３）行財政の状況 

  ア 行政の状況 

平成 17 年 6月 20 日、比内町、田代町を編入合併し新大館市が誕生した。合併に当たっ 

て、総合支所方式を導入し、旧町役場庁舎を総合支所として活用している。また、平成

19 年度から旧法務局舎を分庁舎(産業部)として活用している。今後は、新庁舎の建設、

公共施設等の適正配置を進める。 

平成 27 年 10 月 1 日現在の行政組織機構は、図-1 のとおりとなっている。 

一方、平成 17 年の合併後は自立した行財政運営を目指して、平成 27 年度までに 137

人の職員削減や 89 施設への指定管理者制度導入などの行財政改革に取り組んできた。今

後は、平成 28 年度から始まる第 6 次行財政改革大綱に掲げた新たな目標に取り組んでい

く。 

 



図-1 大館市組織機構図（平成２７年１０月１日）

総務係　議事調査係

総 務 課 総務係　秘書係　広報広聴係　行政係

新庁舎建設推進室　　　　　新庁舎建設推進担当

危 機 管 理 課 危機管理係

企 画 調 整 課 企画調整係　情報政策係　　　　

総合戦略推進室　　　　　総合戦略推進担当

職 員 課 職員係　福利厚生係 

財 政 課 財政係

管 財 課 管財係　公共施設政策係　用地係　

契 約 検 査 課 契約係　検査係

市 民 課 戸籍係　市民係　生活相談係

市民サービスセンター　9出張所

保 険 課 医療給付係　国保係　年金係

税 務 課 諸税係　市民税第1係　市民税第2係　固定資産税係
収 納 課 総務係　収納係　　

特別滞納対策室　　　　　　特別滞納対策担当

環 境 課 環境企画係　環境保全係　施設業務係

福 祉 課 総務係　保護第1係　保護第2係　障害福祉係　福祉相談係　

子 ど も 課 子育て支援係　児童相談係　
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農 林 課 農業政策係　生産振興係　農林整備係

商 工 課 商工係　企業集積係

観 光 課 交流企画係　観光振興係　きりたんぽ担当　

土 木 課 管理係　維持係　改良係

都 市 計 画 課 管理係　都市整備係　建築指導係　営繕係　

ま ち づ く り 課 市街地整備係　区画整理係　歴史まちづくり係

水 道 課 管理係　料金係　施設係　管路維持係　給水計画係

下 水 道 課 負担金係　維持係　計画整備係　生活排水係

比 内 総 合 支 所 総務係　市民生活係　産業振興係

田 代 総 合 支 所 市民生活係　産業振興係　建設係

会 計 課 会計係

経 営 企 画 課 企画推進係　経営係　用度係

総 務 課 総務係　施設係

医 事 課 医事係　相談支援係　地域連携係

総務係　医事係
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消 防 総 務 課 総務係

予 防 課 予防係

警 防 課 警防係

通信指令室　　　　　通信指令係

予防調査係　防災指導係　危険物係　救急係　警防救助係　

比内分署

田代分署

北分署

教 育 総 務 課 総務係　施設係

スポーツ振興室　　　　スポーツ振興係

学 校 教 育 課 学事係　　

　教育研究所　小学校17校　中学校8校

生 涯 学 習 課 生涯学習係

　中央公民館　　　　　　公民館管理係
　　〔11地区公民館　勤労青少年ホーム　女性センター〕

　郷土博物館　　　　　　文化財保護係

事 務 局 選挙係

事 務 局 農地振興係

事 務 局 監査係

 イ 財政の状況

本市普通会計の財政状況を合併時の平成17年度と平成25年度を比較すると次のよう
になる。
歳入（単位：千円）
　　　　　　　　　総額　　　　　　自主財源（構成比）　　地方交付税（構成比）
　 平成２５年度  38,895,510       13,654,315(35.1％)     13,311,826(34.2％)
   平成１７年度　33,059,742　　　 12,028,289(36.4％)　   11,332,613(34.3％)
　　　　差　引  　5,835,768　　　　1,626,026(▲ 1.1)      1,979,213(▲0.1)

歳出（単位：千円)
　　　　　　　　　総額　　　　    義務的経費（構成比）  投資的経費（構成比）
　 平成２５年度  37,153,259       15,718,076(42.3％)      6,470,885（17.4％）
   平成１７年度　32,489,811　     15,953,910(49.1％)      4,174,536（12.8％）
　　　　差　引  　4,663,448        ▲235,834(▲6.8)       2,296,349 (4.6)

合併時と比較すると歳入総額は約58億円増加しているが、国・県支出金の増加により
自主財源の額が低く抑えられている。地方交付税の占める割合は3割を超え依然として
高い。

歳出総額のうち義務的経費は、定員適正化計画により人件費は減少しており、全体
では、扶助費が伸びているものの、若干の減少となっている。一方、投資的経費は、
消防救急デジタル無線整備、えだまめ大規模モデル産地育成、釈迦内産業団地整備、
３Ｒ推進プラザ整備などの大規模事業が集中したことにより、歳出総額に占める割合
も大幅に増加している。

経常収支比率は、平成17年度の96.8％から平成25年度の88.4％と、適正な財政運営
による改善が見られている。また、公債費負担比率はそれぞれ18.3％、15.0％で財政
運営上の警戒ライン(15％)上にあり、実質公債費比率はそれぞれ16.5％、13.4％
（18.0％以上は地方債許可、25.0％以上は地方債制限）と改善が見られている。今後
も財政運営の健全性を確保し行政水準を維持・向上させるため、過疎対策事業を含め
各種事業の必要性を精査し、歳出の合理化・効率化に取り組むとともに、合併算定替
えにも対応した計画的な財政運営を進め、将来の世代の負担や後年度の財政収支への
影響を 小限とし、持続可能な財政基盤の確立を目指す。
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表１－2(1)  市財政の状況 （単位：千円）

区  分 平成 12 年度 平成 17 年度 平成 22 年度 平成 25 年度

  歳  入  総  額  Ａ 36,008,168 33,059,742 34,193,153 38,895,510

      一般財源 23,839,657 20,964,593 22,369,555 22,746,348

      国庫支出金 2,834,733 3,060,481 4,027,735 4,005,470

      都道府県支出金 1,902,407 1,386,914 2,205,067 3,059,477

      地方債 3,384,070 3,296,900 2,581,500 3,640,500

        うち過疎債 114,300 129,500 343,000 661,300

      その他 4,047,301 4,350,854 3,009,296 5,443,715

  歳  出  総  額  Ｂ 35,076,394 32,489,811 32,763,959 37,153,259

      義務的経費 13,613,952 15,953,910 15,870,521 15,718,076

      投資的経費 7,685,529 4,174,536 3,647,460 6,470,885

       うち普通建設事業 7,576,983 4,119,980 3,598,971 5,742,344

      その他 13,776,913 12,361,365 13,245,978 14,964,298

      過疎対策事業費 191,810 621,958 687,491 863,294

  歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 931,774 569,931 1,429,194 1,742,251

  翌年度へ繰越すべき財源Ｄ 65,396 7,321 204,340 395,147

      実質収支 Ｃ－Ｄ 866,378 562,610 1,224,854 1,347,104

      財政力指数    0.40 0.44 0.43 0.41

      公債費負担比率 15.7 18.3 16.8 15.0

      実質公債費比率 ─ ― 17.4 13.4

起債制限比率 11.0 11.8 ― ―

      経常収支比率 86.2 96.8 91.2 88.4

      将来負担比率 ─ ─ 144.6 93.9

      地方債現在高 39,158,705 41,077,342 34,137,715 32,078,735

                                      （決算統計ほか） 
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ウ 施設整備水準等の状況 

① 市道の整備は、市内幹線道路と集落内路線を重点的に改良、舗装し、平成 25 年度末

の市道延長が 873,275ｍ、改良率では 79.0％、舗装率は 78.8％である。 

② 農道延長は 112,578ｍ、基盤整備促進事業等を活用し計画的に整備した。また、林道

開設事業も計画的に推進し、林道延長は 241,969ｍである。 

③ 水道普及率は 85.0％で、周辺部の水道整備が立ち後れている状況である。 

④ 生活環境施設は、公共下水道事業のほか農業集落排水事業、浄化槽設置補助事業によ

り整備が進められている。これにより、平成 25 年度末の水洗化率(住民基本台帳登録人

口対比)は 67.9％となっているが、全国水準に比べ未だ不十分である。 

⑤ 公的医療施設は、大館地域に市立総合病院、比内地域に市立扇田病院、田代地域に大

館市田代診療所を設置している。医療に対する要望が多様化する中、地域医療の高度化

を図るため、平成 21 年 3 月に市立総合病院をリニューアルし、同年４月から診療を開

始したところである。また、市立総合病院では、平成 24 年 4 月からは包括医療費支払

い制度（ＤＰＣ）を、平成 26 年 11 月からは電子カルテを導入し、地域医療の充実に努

めている。 

⑥ 平成 27 年 4 月から、市立中学校 3 校を 1 校に統合し、市立小学校 17 校、中学校 8

校となった。今後も少子化による児童生徒数の減少や施設の老朽化が課題である。 

⑦ 福祉施設については、平成 11 年、秋田県北部における総合的な福祉サービスの拠点

として「秋田県北部老人福祉総合エリア」が開設されている。コミュニティセンター・

特別養護老人ホーム・ケアハウス・ふれあいセンターなどの施設を有し、ショートステ

イやデイサービス、在宅介護支援などのサービスを提供している。 

また、保健センター等における各種検診の充実とともに休日夜間急患センターや高 

規格救急自動車なども整備している。 

⑧ 観光施設では、「比内ベニヤマ荘」、「たしろ温泉ユップラ」、「矢立ハイツ」など多く

の温泉保養施設があり、観光客にも利用されている。 

  また、山瀬ダム周辺にはキャンプ場やロッジ等が整備され、子供会のキャンプや田代 

岳登山、渓流釣りなどのアウトドアを楽しむ観光客等に広く利用されている。 

⑨ スポーツ・レクリエーション施設としては、世界 大級の木造ドームである「大館樹 

 海ドーム」、その隣接地に平成 19 年秋田国体のバレーボール会場となった「樹海体育館」 

があるほか、田代地域のスポーツ公園内には各スポーツ施設を整備し、子供から大人ま 

で幅広く利用されている。 
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表 1－2(2)  主要公共施設等の整備状況 

区  分 昭和 45年度末 昭和 55年度末 平成2年度末 平成 12年度末 平成 22年度末

 市 町 村 道 （ｍ） 107,558 410,884 557,512 652,717 871,369

   改 良 率 （％）  13.9  55.4 68.8 76.6 78.3

   舗 装 率 （％） 3.6 43.2 64.8 75.9 78.0

 農道延長（ｍ） － 28,664 57,414 73,225 113,878

 耕地 1ha 当たり農道延長(m） 4.4 8.2 8.4 12.7 － 

 林道延長（ｍ） － 174,738 191,194 250,401 241,460

 林野 1ha 当たり林道延長（m） 1.7 3.3 4.4 5.0 － 

 水道普及率（％） 48.2 61.4 73.8 82.6 84.9

 水洗化率（％） － 13.9 16.5 29.1 61.2

 人口千人当たり病院、 

    診療所の病床数 
7.9 6.9 7.1 7.4 7.5

 

区  分 平成 25年度末 

 市 町 村 道 （ｍ） 873,275

   改 良 率 （％） 79.0

   舗 装 率 （％） 78.8

 農道延長（ｍ） 112,578

 耕地 1ha 当たり農道延長(m） － 

 林道延長（ｍ） 241,969

 林野 1ha 当たり林道延長（m） － 

 水道普及率（％） 85.0

 水洗化率（％） 67.9

 人口千人当たり病院、 

    診療所の病床数 
7.1

（公共施設状況調査ほか） 
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（４）自立促進の基本方針 

 本市の人口は年少人口や生産年齢人口を中心に年々減少を続け、全国平均を上回る速度

で人口減少と少子高齢化が進んでいる。これらに伴う人口構造の変化は、産業経済の規模

を縮小させ、地域活力の衰退及び福祉・医療などの社会保障費の増加、さらには限界集落

の発生、地域コミュニティの低下を引き起こすなど、大きな課題となっている。 

 このため、結婚・出産・子育て・教育支援の充実による人口減少の抑制、少子高齢化に

対応した地域づくりが急務であり、本市では、大館市過疎地域自立促進計画（平成 22 年

度～平成 27 年度）に基づき、これらの課題への取り組みを重点的に進め、これまでの 6

年間において、保健・医療・福祉・介護サービスの充実、地域コミュニティを支える協働

の仕組みづくりや伝統的な地域文化の継承など地域としての機能維持を図るための取り

組みや、快適で安全な定住環境の整備、教育・文化施設等の整備のほか、生活交通の確保

対策、地域医療サービス体制の構築、高齢者福祉・子育て支援の充実、雇用の創出など、

さまざまな過疎対策により、地域住民の生活環境の向上が図られてきたものである。 

 しかしながら、人口減少による過疎化の流れを完全に止めることはできず、今後５年間

においては、これまでの取り組みの充実・強化に加え、 

① 安心できる子育て支援の推進、特色ある教育・文化の推進としての「ひとづくり」 

② 互いのつながりを大切にする健康福祉の推進、協働によるまちづくり・快適な住環 

境の推進としての「暮らしづくり」 

③ 暮らしを支える農林業の振興、雇用対策と新たな産業の育成としての「ものづくり」 

④ 賑わいと交流を生む観光・物産の振興、恵まれた環境を活かしたＡターン・定住 

促進としての「物語づくり」 

による「まちづくり」を新たな視点による取り組みと定め、第２次新大館市総合計画、大 

館市総合戦略等と整合した新たな過疎対策を推進する。 

あわせて、本市の有する豊かな自然環境は、安全・安心な食料供給や水源のかん養、災

害の防止、地球温暖化防止など多面的・公益的機能を担っており、今後もこの機能が維持

されるよう必要な対策を講ずる。 

 

 

１ 安心できる子育て支援と特色ある教育・文化の推進 

  本市の出生数は、平成 10 年に 700 人台を割り込んだのち、平成 15 年以降は 500 人

台、平成 22 年以降に 400 人台に、そして平成 26 年には 391 人と少子化の流れに歯止

めがかからない状況である。少子化の急速な進行は、地域社会の活力低下に繋がるこ

とから、まち全体で子育て・教育を応援する環境の整備と地域の伝統・文化の継承等

による「ひとづくり」を推進する。 

  地域に誇りを持ち地域で活躍できる人財の育成を行うふるさとキャリア教育 

 夢事業の推進 

  子育て世代包括支援センターの設置 

  子育て中の保育料、医療費への支援 

  結婚・出産への支援 
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  認定子ども園・認可保育施設の整備 

  どこでも博物館の整備 

 

２ 互いのつながりを大切にする健康福祉と協働によるまちづくり・快適な住環境の推

進 

 一人ひとりの健康状態に応じた保健事業の充実を図るとともに、地域格差のない医

療体制の整備を行い、大人から子供まで健やかに生き生きと生活していける環境づく

りによる住民に安心・安全をもたらす「暮らしづくり」を推進する。 

  大館版ＣＣＲＣの導入 

  地域包括ケア体制の構築 

  市内医療機関に就業した場合の奨学金免除による医療従事者の確保 

  医療機能の高度化及び病病・病診連携 

  休日夜間急患センターによる一次医療の提供 

  介護施設などの整備拡充及び多機能型介護サービスの実現 

  看護福祉大学生による機能別消防団員の充実など共助体制の確立による災害 

への対応 

  道路、公共下水道等の計画的な整備 

  老朽化する公共施設の解体や空き家対策 

  地域協働推進支援事業（地域応援プラン）の推進 

     

    ３ 暮らしを支える農林業の振興、雇用対策と新たな産業の育成 

農林業の担い手の育成、確保が大きな課題となっていることから、強い農業づくり

を進めるとともに、地元企業の育成・拡大を含め、更なる雇用の創出を目指す「もの

づくり」を推進する。 

  誘致企業への奨励金、企業の人材確保を支援する奨学金制度、ふるさと就職奨 

励制度、創業支援助成、商業活性化支援策の充実 

  新サービスや新製品の開発力の向上 

  地場産業の振興、企業誘致の促進 

  農業者の設備投資への支援などによる６次産業化、園芸のメガ団地化の推進 

  耕作放棄地対策、農地集積化による複合作目への転換 

  間伐材などの木質バイオマスを活用した新たな産業の創出・育成・拡大 

  鉱業技術を活用したリサイクル産業等の地元企業や地域資源の磨き上げ 

 

    ４ 賑わいと交流を生む観光・物産の振興と恵まれた環境を活かしたＡターン・定住促

進 

      忠犬ハチ公の故郷としての知名度、きりたんぽや曲げわっぱ、比内地鶏などの本市

の持つ優れた物産品や多くの温泉資源などの高い観光ポテンシャルを生かすととも

に、歴史まちづくり法、あきた未来づくりプロジェクト事業などを活用した観光の受

け入れ体制の確立、移住促進事業の充実を図る「物語づくり」を推進する。 
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  子育て世代・シングルペアレントなどの移住促進事業の推進 

  あきた未来づくりプロジェクト事業による交流拠点の整備 

  地域連携ＤＭＯ（※）の形成及び地域資源の国内外発信の強化 

  体験・滞在型観光及びインバウンド体制の確立、ペットと泊まれる宿泊施設の 

整備 

  歴史まちづくり法による歴史・文化資源に光をあてる歴史的風致維持向上計画 

によるまちづくり 

  コンベンション（全国規模のイベント等）の積極的な誘致 

 

 上記３及び４の展開を図る「まちづくり」を積極的に推進する。 

    

 

   以上、これらの施策の成果・効果については、進捗管理と分析・評価を行い、適宜見

直し、施策の実効性を高めていく。 

 

 

※地域連携ＤＭＯ：Destination Marketing／Management Organization 

地域全体の観光マネジメントを一本化する、着地型観光（観光客の受け入れ先が地元ならで

はのプログラムを企画し、参加者が現地集合、現地解散する新しい観光の形態）のプラットフ

ォーム組織。 

 

 

（５）計画期間 

   平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５ヵ年間とする。 

 

 （６）公共施設等総合管理計画との整合 

     公共施設等は、市民にとって大切な資産であり、市民が快適に暮らせる生活環境づく

りや地域コミュニティの形成に欠かせないものである。また、限られた財源を効果的に

活用し、効率的な公共施設等の運用を図ることが必要である。今後の公共施設等の維持

管理に関しては、将来的な財政負担を軽減させるためにも次のことが重要になってくる。 

① 施設の複合化、統合、廃止による「施設保有量の 適化」と「 適な配置」 

② 施設用途の転用や多様な活用による｢施設の効率的な運用｣ 

③ 適切な点検・診断の実施と予防保全型維持管理の推進による「施設の長寿命化」 

④ 民間活力の導入や構造改善による「管理コストの削減」 

⑤ 遊休資産の積極的な利活用及び譲渡による「財源の確保」 

以上の５項目を公共施設等の維持管理に関する基本方針とし良質な市民サービスの 

提供に努める。 

     上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進す 

る。 
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第２ 産業の振興 

（１）産業の振興の方針 

持続可能な地域社会を構築するためには、地域の担い手となる若者に対して安定した    

雇用及び所得を確保することが重要である。そのため、本市では、耕作放棄地対策や農

地集積化、農業者の設備投資への支援による強い農業づくりを進めるとともに、豊かな

自然環境、鉱業技術など地域資源を生かすため、各産業、国内トップクラスの企業・大

学等と連携し新サービスや新製品を開発する力を高め、産業の活性化を図る。また、コ

ミュニティビジネスなど地域課題解決型の新たなビジネスの起業、地域固有の食や歴

史・文化資源を生かしたまちづくりによる交流人口の拡大、観光資源の磨き上げ、ふる

さと納税による地元特産品のＰＲなど、地域の特性を 大限活用した自立型の産業の創

出・育成を図る。 

（２）農林業の振興 

  ア 農業の振興 

農業の持続的発展を図るため、認定農業者や認定新規就農者の育成をはじめ、集落営 

農組織等の法人化を推進し、担い手の確保に努めるほか、生産性向上に向けた計画的な 

基盤整備の推進や経営近代化設備の導入支援、米と野菜、花き、工芸作物、比内地鶏等 

の戦略作目との複合経営の促進などによる農業経営の安定化を目指す。 

また、耕作放棄地の解消や遊休農地の発生防止、水路・農道等の維持管理を行うほか、 

農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約を推進し、新規就農者に対する営農指導 

など総合的な対策を進める。 

  特に、基幹作物である米については、消費者や市場のニーズに基づいた食味と品質 

に優れた高品質米やトレーサビリティーシステムの構築による安全安心な「売れる米 

づくり」を推進する。また、消費拡大が期待される飼料用米の作付を推進し、主食用 

米の需給安定に資する取り組みを実施する。 

 さらに、付加価値の高い農業を確立するため、農産物の生産、加工、流通、販売の一 

体化した農商工連携による６次産業化に取り組み、世界を見据えた販路開拓を目指す。 

 

   イ 林業の振興 

持続可能な林業を確立するため、林道、作業道などの路網整備による生産基盤の確立

や計画的な造林、保育間伐等の施業集約化による低コスト作業システムを促進するとと

もに、若手林業技術者の育成などにより林業の担い手の確保・育成を図る。併せて、良

質な民有林の育成に努める。また、地場産秋田杉の需要拡大や木質バイオマスなど新エ

ネルギーへの活用により、林業の活性化を図る。 

さらに森林の持つ良質な水を育む水源かん養機能、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸

収をはじめとする地球環境の保全など、多面的な機能を生かすための森林整備と保全体

制を強化する。 
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（３）地場産業の振興 

 製造業を主とした地場産業の振興のほか、本市のリーディング企業である資源リサイク

ル企業、医療系企業を中心とした事業拡大を支援するとともに、高い技術を持つ地元企業

と国内トップクラスの企業・大学等との連携を進め、伝統ある地場産業の拡大や新サービ

ス、新製品を開発するものづくりの力を高める。また、成長が見込める新エネルギー分野

などでの新たな産業の創出を図る。 

 

 （４）企業誘致 

 県営大館・大館第二工業団地等の拡張事業、新たな水源の確保や良質で安価な工業用水

の安定的な供給などにより、魅力的な工業団地の立地環境の整備を進め、雇用の創出によ

る地域経済の活性化を図る。 

 

（５）商業の振興 

   意欲ある商業者への積極的な支援や後継者の育成支援、創業支援を行うほか、経営基盤

強化のため各種支援制度の充実を図る。また、賑わいのある商店街づくりのため、ハード

面においては快適な商業環境の整備、ソフト面においては顧客にアピールする商店街の特

色づくりや集客につながるイベント事業などを支援し、商業の振興を図る。 

 

（６）観光又はレクリエーション 

市全体を歴史・文化資源と捉え、歴史まちづくり法を活用したまちづくりを進め、忠

犬ハチ公、比内地鶏、きりたんぽ、曲げわっぱなど既存の観光資源の磨き上げを図り、交

流人口の拡大を目指す。また、グリーン・ツーリズム事業などの体験型観光や教育観光な

ど新たなニーズに対応した観光メニューの開発や、各観光資源・観光メニューの連携した

まちなか回遊ルートを形成し滞在型観光を促進する。さらに、曲げわっぱ、桶樽など伝統

工芸産業の振興のため、関係団体と連携した後継者の育成、意匠開発事業等による新製品

開発、デザイン研究などを進めるとともに、県内外でのＰＲなどにより地場産品の販路拡

大に努める。また、地域連携ＤＭＯを組織化し、官民一体となって観光の産業化、観光客

の受入体制の充実を図る。 

 

１ 現況と問題点 

（１）農林業の振興 

  ア 農業の振興 

 本市の農業は、基幹作物の主食用米を中心に、枝豆、アスパラガス、山の芋、ねぎ、 

とんぶりなどの園芸作物、りんごや梨などの果樹、ホップや葉たばこなどの工芸作物の 

栽培を特徴としている。 

また、地域特産の比内地鶏は全国ブランドになっており、出荷数は上昇傾向にある。 

農家数は平成 22 年で 3,718 戸であり、平成 7 年からの 15 年間で 2,037 戸減少してい

る。それに伴い経営耕地面積も減少している。こうした状況の中で 5.0ha 以上の大規模

農家は 254 戸と 15 年間で 107 戸の増、一戸当たりの経営耕地面積は 1.03ha の増となっ

ており、農地の集積が一定程度進んでいる。しかし、これは逆に、農業従事者の減少や
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担い手の高齢化の進行を示している。さらに、産地間競争の激化、米の過剰基調による

米価の低迷に加え、ＴＰＰ合意による安価な外国産農産物の流入など、本市の農業を取

り巻く環境はますます厳しくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 12年、17 年、22年の専兼業別農家数は、販売農家分のみ。 

（農林業センサス） 

 

 表 2－2  経営規模別農家数の推移 （単位：戸）

  区分 

年 
総農家数

0.3ha 

未満 

0.3～

0.5ha

0.5～ 

1.0ha 

1.0～

1.5ha

1.5～ 

2.0ha 

2.0～

2.5ha

2.5～

3.0ha

3.0～ 

5.0ha 

5.0ha 

以上 

昭和 55年 7,362 1,175 1,137 1,882 1,241 816 465 259 340 47

昭和 60年 6,919 1,076 1,048 1,728 1,109 776 457 267 379 79

平成 2年 6,333 1,047 884 1,537 1,001 672 431 261 399 101

平成 7年 5,755 982 805 1,347 880 591 371 243 389 147

平成 12年 5,148 935 638 1,139 784 537 345 206 372 192

平成 17年 3,520 36 479 931 619 453 471 321 210

平成 22年 2,735 35 322 665 472 346 372 269 254

    ※平成 17 年からは販売農家数                   （農林業センサス） 

 表 2-1【表 1-1(6)再掲】 農家戸数の推移 （単位：戸）

区分

 年 
農家戸数 専業農家 

兼 業 農 家 

計 第１種 第２種 

昭和 35 年 7,151 1,659 5,492 3,066 2,426

昭和 40 年 8,048 930 7,118 3,043 4,075

昭和 45 年 8,066 466 7,600 2,782 4,818

昭和 50 年 7,738 364 7,374 1,987 5,387

昭和 55 年 7,362 370 6,992 1,559 5,433

昭和 60 年 6,919 469 6,450 1,237 5,213

平成 2 年 6,333 607 5,726 737 4,989

平成 7 年 5,755 603 5,152 814 4,338

平成 12 年 5,148 528 3,696 547 3,149

平成 17 年 4,473 560 2,928 468 2,460

平成 22 年 3,718 576 2,114 329 1,785



26 

 

 表 2－3【表 1-1(8)再掲】 経営耕地面積の推移 （単位：ha）

   区分 

 

 年 

経  営  耕  地  面  積 
農家一戸当たり 

経営耕地面積 合  計 田 畑 樹園地 

昭和 55 年 8,175 6,938 1,111 126 1.11 

昭和 60 年 8,173 6,998 1,005 170 1.18 

平成 2 年 7,839 6,850 825 164 1.24 

平成 7 年 7,590 6,577 841 172 1.32 

平成 12 年 7,257 6,405 708 143 1.41 

平成 17 年 6,608 5,872 636 100 1.88 

平成 22 年 6,378 5,708 582 89 2.35 

（農林業センサス） 

 

イ 林業の振興 

  本市の森林面積は、平成 22 年では 70,077ha、その内訳は国有林が 40,132ha、民有 

林が 29,945ha となっている。民有林のうち人工林が占める割合は 59.7％で、県平均 

の 58％、全国平均 48％を上回っている。これは、市では早くから林業経営の近代化を 

図るため、林業構造改善事業を採り入れ「育てる林業」を進め、森林資源の整備に取 

り組んできたことによる。そのため、生産の効率化、スギ人工林の蓄積は進みつつあ 

るが、木材需要の減少に加え産地間競争や外材との競合、林業従事者の高齢化、後継 

者不足など林業を取り巻く環境は依然として厳しくなっている。 

 

 表 2－4【表 1-1(9)再掲】 保有形態別森林面積 （単位：ha）

     区分

年度 
森林総面積 国 有 林 

民    有    林 

計 公 有 林 私 有 林 

平成 17 年度 70,148 40,340 29,808 3,509 26,299

平成 18 年度 70,122 40,280 29,842 3,509 26,334

平成 19 年度 70,128 40,280 29,848 3,509 26,340

平成 20 年度 70,130 40,280 29,850 3,522 26,328

平成 21 年度 70,147 40,280 29,867 3,524 26,343

平成 22 年度 70,077 40,132 29,945 3,489 26,456

 （秋田県林業統計） 
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表 2－5【表 1-1(10)再掲】 保有山林規模別林家数      （単位：戸）

区分 

年度 
総数 1～3ha 3～5ha

5～ 

10ha 

10～ 

20ha 

20～ 

30ha 

30～ 

50ha 

50～ 

100ha 
100ha～

平成 17 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 18 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 19 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 20 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 21 年度 2,417 1,790 345 185 61 16 13 5 2

平成 22 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1

（秋田県林業統計） 

 

（２）地場産業の振興 

本市の産業は、かつては豊富な森林資源を活用した製材業と鉱業が中心であったが、そ 

の後は鉱業技術を活用した資源リサイクル産業、地場産業の振興に力を注いできた。また、

清澄な地下水など本市の優位性をアピールしながら、医療系企業を中心に企業誘致を進め、

新たな雇用の場をつくりだした。 

平成 10 年度から平成 24 年度までの 14 年間の比較で見ると、世界的な経済不況により

建設業などの地元企業の倒産が相次ぎ、事業所数は平成 24 年度で 155 社と、14 年間で 126

社の減少となったものの、従業者数は 6,177 人で 868 人の減少に留まっている。一方、製

造品出荷額は 1,070 億 8,672 万円で逆に 26.9％の増となっているが、従来から地場産業

を担ってきた地元企業などのさらなる成長が課題となっている。 

 

表 2-6【表 1-1(12)再掲】 事業所数、従業者数、製品出荷額の推移 

    区分 

年次 

事業所数

（社） 

従業者数（人） 製造品出荷額等 

（万円） 男 女 計 

平成 4年 332 3,962 4,568 8,530 8,759,974

平成 7年 301 3,754 3,868 7,622 8,607,954

平成 10 年 281 3,524 3,521 7,045 8,440,247

平成 14 年 209 3,252 2,659 5,911 8,529,822

平成 20 年 174 3,614 2,597 6,211 10,935,638

平成 24 年 155 3,795 2,382 6,177 10,708,672

（秋田県の工業） 
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 （３）企業誘致 

    市内には 10 ヵ所の工業団地（うち 1 ヵ所は産業団地）があり、総面積は、160.67ha、 

平成 27 年 4月 1 日現在、55 社が操業中である。従業者数は 3,605 人で、このうち、二井 

田地区には 3つの工業団地が集中し、中でも大手医療企業ニプログループの従業者数が約 

2,200 人を占めている。二井田地区の工業団地は完売となっており、さらなる企業誘致を 

進めるには、企業が魅力を感じ、関心を示す工業団地の拡張が必要である。 

  

表 2-7 工業団地内立地企業の現況   

工業団地名 

平成 22年 4 月 1日現在 平成 27年 4 月 1日現在 

面積

（ha）

企業

数 

従業者数 

（人） 

面積

（ha）

企業

数 

従業者数

（人） 

県 営 大 館 工 業 団 地 32.89 4 1,508 32.89 4 1,583

県営大館第２工業団地 48.18 6 668 48.18 11 854

二 井 田 工 業 団 地 19.19 14 537 19.19 14 426

花 岡 工 業 団 地 9.10 4 226 9.10 5 225

花 岡 第 ２ 工 業 団 地 2.68 1 36 2.68 1 39

新 館 工 業 団 地 5.45 3 110 5.45 4 93

小森山ミニ工業団地 1.30 4 36 1.30 3 30

羽 貫 谷 地 工 業 団 地 10.92 5 268 10.92 7 204

岩 瀬 工 業 団 地 4.36 1 135 2.66 1 143

釈 迦 内 産 業 団 地 － － － 28.30 5 8

合   計 134.07 42 3,524 160.67 55 3,605

 （大館市工業団地の概要） 

 

（４）商業の振興 

本市の商業の推移を見ると、平成 24 年で商店数が 896 店、従業者数が 5,865 人で、そ

のほとんどが大館地域に集中している。商店数、従業者数は、平成 9 年から平成 11 年に

かけては若干の増加が見られたが、その後は減少を続けており、平成 9 年と比較すると

555 店、2,477 人の減となっている。平成 24 年の年間販売額は 1,683 億 8,100 万円で、平

成 9 年の 2,470 億 4,677 万円と比較し約 787 億円もの額が減少している。 

本市の商業は、周辺地域の物流の中心として発展してきており、かつては、大町地区と

御成町地区がその中心であった。大町地区においては、百貨店を核店舗に多くの専門店が

軒を連ね、御成町地区においては、卸機能を有する朝市のほか、大型スーパーなどの出店

により、多くの買い物客で賑わっていた。しかしながら、周辺部の道路網整備や住宅の建

設により、郊外に大型店が相次いで出店し、その後、各種専門店やコンビニエンスストア

も増えてきている。その一方で中心市街地の空洞化が進み、既存の商業者の経営環境は一

層厳しくなっている。 
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表 2-8    商業の推移（飲食店を除く） （単位：店、人、万円）

区   分 平成 3年 平成 6年 平成 9年 平成 11年 平成 14年 平成 19年 

卸
売
業 

商 店 数 332 313 274 302 258 232

従 業 者 数 2,698 2,704 2,447 2,793 2,189 1,954

年 間 販 売 額 14,409,369 16,098,814 14,601,039 15,750,019 12,860,687 9,636,815

小
売
業 

商 店 数 1,408 1,275 1,177 1,181 1,038 907

従 業 者 数 5,906 6,050 5,895 5,939 5,375 5,401

年 間 販 売 額 9,572,966 10,540,909 10,103,638 10,030,849 8,455,253 8,657,887

総
数 

商 店 数 1,740 1,588 1,451 1,483 1,296 1,139

従 業 者 数 8,604 8,754 8,342 8,732 7,564 7,355

年 間 販 売 額 23,982,335 26,639,723 24,704,677 25,780,868 21,315,940 18,294,702

 

区   分 平成 24年 

卸
売
業 

商 店 数 209

従 業 者 数 1,359

年 間 販 売 額 9,232,600

小
売
業 

商 店 数 687

従 業 者 数 4,506

年 間 販 売 額 7,605,500

総
数 

商 店 数 896

従 業 者 数 5,865

年 間 販 売 額 16,838,100

（商業統計調査、経済センサス） 
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表 2－9  業種別商店  （平成 19年 6月 1 日現在）

区   分 
商店数
（店）

経営組織 
売場面積
（㎡） 

従業者数 
（人） 

年間商品販売額 
（万円） 法 

人 
個 
人 

総    計 1,139 628 511 122,960 7,355 18,294,702

 卸 売 業 計 232 189 43 - 1,954 9,636,815

 

各種商品卸売業 3 3 - - 33 ※

繊維・衣服等 2 1 1 - 9 ※

飲 食 料 品 57 43 14 - 616 2,660,622

建築材料・鉱物・金属材料 66 53 13 - 548 2,598,339

機 械 器 具 60 56 4 - 482 1,713,677

 そ  の  他 44 33 11 - 266 2,465,240

小 売 業 計 907 439 468 122,960 5,401 8,657,887

 各種商品小売業 3 3 - 21,456 515 871,393

 繊維・衣服・身の回り品 99 65 34 18,256 384 526,587

 飲 食 料 品 331 112 219 33,680 1,978 2,623,028

 自動車・自転車 55 41 14 3,656 459 1,105,857

 家具・什器・家庭用器具 69 29 40 7,187 233 414,248

 そ  の  他 350 189 161 38,725 1,832 3,116,774

（注）※は秘匿数値                          （商業統計調査）

 

表 2－9  業種別商店  （平成 24年 6月 1 日現在）

区   分 事業所数 
売場面積
（㎡） 

従業者数 
（人） 

年間商品販売額
（万円） 

総    計 896 5,865 16,838,100

 卸 売 業 計 209 - 1,359 1,042,400

 

各種商品卸売業 4 - 51 536,100

繊維・衣服等 2 - 14 ※

飲 食 料 品 50 - 392 2,382,600

建築材料・鉱物・金属材料 63 - 392 3,146,700

機 械 器 具 49 - 293 987,100

 そ  の  他 41 - 217 ※

小 売 業 計 687 122,723 4,506 7,605,500

 各種商品小売業 2 ※ 199 ※

 繊維・衣服・身の回り品 67 11,568 264 322,600

 飲 食 料 品 198 34,066 1,607 2,358,100

 機 械 器 具 97 10,103 571 1,551,800

 そ  の  他 290 ※ 1,731 ※

 無  店  舗 33 - 134 172,600

（注）※は秘匿数値                          （経済センサス）
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（５）観光又はレクリエーションの振興 

本市は、国立公園十和田八幡平の西側玄関口として知られているが、世界自然遺産「白

神山地」と十和田湖の間に位置しているという地理的好条件も持ち合わせており、アクセ

スの良さや忠犬ハチ公、比内地鶏、きりたんぽ、曲げわっぱ、豊富な温泉などさまざまな

観光資源を持っているものの、観光におけるＰＲ不足や観光資源の磨き上げが課題となっ

ている。 

 

２ その対策 

（１）農林業の振興 

ア 農業の振興 

担い手育成・確保対策として、青年就農給付金の活用による新規就農者の確保、集落

営農組織の法人化、認定農業者の育成を促進する。また、企業の農業参入も含めた担い

手の確保を促進する。 

農業経営の安定化対策として、農業・農村の有する多面的機能の保全管理に係る地域

活動、転作田への主食用米以外の農作物の作付や堆肥活用、収入減少影響緩和対策への

加入意欲ある大規模経営体等に対する支援などにより耕作放棄地の発生を抑制しつつ、

農地中間管理機構による農地の集積・集約や農地集積加速化基盤整備事業、農業農村整

備事業などの活用のよるほ場整備、かんがい用排水路の改修、農道整備など生産基盤の

強化を進める。 

主食用米については、食味と品質に優れた高品質米の生産やトレーサビリティーシス

テムの導入を促進する。また、枝豆、アスパラガス、山の芋などの戦略作目の生産拡大

に必要な農業機械・施設等を導入する複合経営を支援し、バランスのとれた生産構造を

確立しながら、収益性の高い農業経営の実現を目指す。比内地鶏やとんぶりなどの特産

物についても、ふるさと納税の地元特産品とするなど新たな需要を掘り起こすとともに、

生産から販売に至るまでの新たな体制の確立、６次産業化を支援し、販路を拡大する。

また、コンポスト堆肥を利用した有機農産物の生産体制を整備しブランド化を図る一方

で、付加価値の高い加工品の開発・販売にも取り組む。さらに、中山間地の冷涼で広大

な面積を有する優位性を生かした遊休地への畜産系企業の誘致により、大館さくら豚の

ブランド化を進める。 

そのほか、ＪＡなど関係団体と連携し、ＴＰＰの影響を抑制するため農業者に対し対

策を講ずる。 

 

イ 林業の振興 

   持続可能な林業を実現するため、計画的な造林、間伐や、施業の集約化による低コス

ト作業システムを導入する。 

林道補修事業、作業路網整備等による生産基盤の整備や、米代川流域活性化センター

と連携した高性能林業機械の導入支援により生産性の高い林業経営の確立を図る。 

良質な民有林を育成するため、森林所有者が実施する除間伐を支援する。林業団体と

連携し林業労働者の確保と育成を図る。また、秋田杉の安定した供給体制の確立や構造
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用集成材などの需要拡大、しいたけなどの特用林産物の生産拡大を促進し、経営の安定

を図る。さらに、地場産秋田杉の木質バイオマスなど新エネルギーへの活用による林業

の活性化を図る。 

   一方、生態系や防災にも配慮した混交林の保全と整備に努める。また、多面的な利用

を促進するため、教育自然林などを整備し、教育や日常生活の中で、森や木と触れ合い、

親しむための取り組みも進める。 

 

（２）地場産業の振興 

   地場産業の振興を図るため、異業種交流の促進や産学官連携の活性化による新技術・新

商品の開発など、新産業・新事業創出に向けた取り組みを支援するほか、コスト競争力の

強化や技術の高度化に向けた機械設備導入資金への低利貸付など各種財政支援措置の充

実を図る。 

また、本市のリーディング企業である資源リサイクル企業、医療系企業を中心とした

事業拡大を支援するとともに、高い技術を持つ地元企業と国内トップクラスの企業・大

学等との連携を進める。さらに、伝統ある地場産業の拡大や新サービス、新製品を開発

するものづくりの力を高めるとともに、新たな産業、雇用の創出に向けた取り組みとし

て、木質バイオマス関連産業をはじめとする新エネルギー分野などでの企業の育成・立

地を目指す。 

 

 （３）企業誘致 

    戦略的で効果的な企業誘致活動を展開するため、業種や誘致先用地の絞り込みによりタ

ーゲットを明確化するとともに、民間ノウハウの活用や関係団体等との連携協力を一層強

化する。 

また、県営大館・大館第二工業団地の拡張、新たな水源の確保や良質で安価な工業用水 

のより安定的な供給、幹線道路へのアクセス道路の整備、克雪対策、さらには誘致企業が 

行う初期設備投資に対する助成、税制上の優遇策などの充実を図りながら、企業誘致を促 

進する。 

 

（４）商業の振興 

商業者の経営基盤を強化するため、中小企業融資あっせん保証料補給事業など各種補助

制度をさらに充実するとともに、創業支援計画に基づき、商工会議所及び商工会と連携し

た経営指導、後継者や商店街組織の人材育成を支援する。 

また、魅力ある中心市街地を形成するため、御成町南地区土地区画整理事業の推進、商

業活性化総合支援事業での助成などにより快適な商業環境を整備するほか、きりたんぽま

つり、肉の博覧会、ハチ公小径を活用した集客イベント事業、観光施策と連携した新たな

イベント事業への支援などにより商店街の活性化を図る。 

 

（５）観光又はレクリエーションの振興 

既存の観光資源の磨き上げについては、忠犬ハチ公、比内地鶏、きりたんぽ、曲げわっ

ぱなど観光資源のブランド力の向上、きりたんぽづくりや伝統工芸品を生かした体験型観
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光や、多彩な地域資源を生かしたグリーン・ツーリズム、ペットと泊まれる宿泊施設など

の滞在型観光の促進、海外からの教育旅行の誘致など活性化へ向けた取り組みを支援する。 

大館ならではの観光ルートの形成については、歴史まちづくり法による歴史文化資源を

活用したまちづくりを進め、地域連携ＤＭＯの組織化を図り、本市の観光の目玉であるハ

チ公、比内地鶏、きりたんぽ、曲げわっぱなど市内に点在する観光資源と連携した「物語

づくり」を進めるとともに、海外からの誘客のためのインバウンド体制を整え、国内外か

らの交流人口の拡大につなげる。 

そのほか、大館能代空港の利活用、あきた未来づくりプロジェクト事業を活用した大館

の玄関口である大館駅前周辺への交流拠点施設等の整備による全国規模のイベント等を

受け入れる態勢づくり、また、観光案内所、物産館、道の駅などの観光案内、物産販売機

能の充実を図るほか、市内にあるハイキングコースや登山道を気軽に利用できるように新

たな観光地として整備する。 

広域観光ルートの形成については、本市の周辺にある白神山地や十和田湖、八甲田連峰、

八幡平など有名観光地へ短時間で移動できるという良好なアクセスを生かし、広域交通手

段、情報提供及び宿泊等各種予約サービスの充実並びに飲食、宿泊、体験をセットとした

滞在型旅行商品の開発などにより広域観光ルートの滞在拠点化を目指す。 

 



(１)基盤整備

農業
農地集積加速化基盤整備事業(沼館
地区)

秋田県 負担金

農地集積加速化基盤整備事業(芦田
子地区)

秋田県 負担金

農地集積加速化基盤整備事業(餅田
地区)

秋田県 負担金

農地集積加速化基盤整備事業(上川
沿地区)

秋田県 負担金

ため池等整備事業(柄沢地区) 秋田県 負担金

ため池等整備事業(沢口地区) 秋田県 負担金

中山間地域農業活性化緊急基盤整
備事業（猿間地区）

団体 補助金

林業 市有林造成事業 大館市

大館市森林整備事業 大館市

森林作業道整備支援補助金 林業者 補助金

水産業

(２)漁港施設

(３)経営近代化施設

農業
園芸メガ団地整備事業（長木地
区、上川沿地区）

農業生産
法人等

補助金

林業

水産業

(４)地場産業の振興

技能修得施設

試験研究施設

生産施設

加工施設

流通販売施設

備考
事業名

（施設名）

事業計画（平成２８年度～３２年度）

事業内容

１　産業の振
興

自立促進
施策区分

事業主体

３ 計　画
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

(５)企業誘致
市道改良事業（二井田片貝沼田線）
L=2400m,W=8.0m・取付道路（市道扇
田・板戸線、市道沼田2号線）

大館市

企業集積地克雪事業（除雪機械導
入）

大館市

県営大館工業団地拡張事業
秋田県、
大館市

釈迦内産業団地整備事業（管理用
道路及び専用排水路等）

大館市

バイオマスエリア釈迦内整備事業 大館市

(６)起業の促進

(７)商業

共同利用施設
商業活性化総合支援事業（商店街
環境整備等事業）

商工会議
所等

補助金

その他
商業活性化総合支援事業（空き店
舗等利活用事業、商店街競争力強
化支援事業）

商工会議
所等

補助金

大館商工会議所補助事業
商工会議
所

補助金

大館北秋商工会補助事業 商工会 補助金

岩神ふれあいの森歩道等整備事業 大館市

大館矢立ハイツ施設設備整備事業 大館市

矢立遊歩道改修事業 大館市

たしろ温泉ユップラ改修事業 大館市

あきた未来づくりプロジェクト事
業

大館市

ペットと泊まれる宿泊施設整備事
業

大館市

大文字まつり実施事業
実行委員
会

補助金

アメッコ市実施事業
実行委員
会

補助金

バラまつり実施事業 大館市

比内とりの市開催支援事業
実行委員
会

補助金

五色湖まつり実施事業
実行委員
会

補助金

新・秋田の行事開催事業
実行委員
会

負担金

観光案内及びレンタサイクル運営
事業

大館市

（８）観光又はレク
リエーション

35 



自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

曲げわっぱ体験工房運営事業 大館市

矢立峠駐車場等施設維持管理委託
事業

大館市

未来づくり事業
実行委員
会ほか

きりたんぽまつり開催事業
実行委員
会

補助金

肉の博覧会in大館開催事業
実行委員
会

補助金

「忠犬ハチ公のふるさと大館」首
都圏発信事業

大館市

ローズガーデンネームプレート製
作事業

大館市

インバウンド体制整備事業（多言
語表示案内板等）

大館市

観光施設Wi-Fi整備事業 大館市

地域連携ＤＭＯ設立事業 大館市

〔ペレットストーブ設置費補助金
事業〕

市民 補助金

①事業の必要性

　人口の流出と移入超過の産業構
造からの脱却を図るため、地域資
源を活用した持続可能な地域社会
を構築する必要がある。

②具体の事業内容

　ペレットストーブを購入する市
民に対し、その設置経費の１／２
を助成する。助成を受けた者へモ
ニターとして市に利用状況等の報
告を義務づける。

③事業効果

　ペレットストーブの一般家庭へ
の普及を通じて、木質バイオマス
利活用事業の産業基盤の確立と資
源循環型社会の構築が図られるこ
とから、将来にわたり過疎地域の
自立促進に資する事業である。

（９）過疎地域自立
促進特別事業
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

〔誘致企業奨励金事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　持続可能な地域社会実現のた
め、企業立地による雇用の場を確
保し、若年層が定住していく上で
の経済基盤の確立を図る必要があ
る
②具体の事業内容

　大館市工場等設置促進条例指定
工場を立地した企業に対し、次の
優遇措置を講ずる。

○操業開始時支援金：１人につき１０
万円を助成（上限５００万円）

○雇用奨励金：１１人目から１人
につき１０万円を助成

○障害者雇用奨励金：１人につき
１０万円を助成

○福利厚生施設等助成金：経費の
１／３相当額を助成（上限１，０
００万円）

　大館市空き公共施設等利活用促
進条例指定事業者に対し、次の優
遇措置を講ずる。

○事業開始時支援金：１人につき
１０万円を助成（上限５０万円）

③事業効果

　企業立地により雇用の創出を図
ることは、若年層の定住化につな
がるため、将来にわたり過疎地域
の自立促進に資する事業である。

〔創業支援事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　創業支援計画の認定を受け、創
業支援ネットワークを形成し創業
相談体制を構築しているが、さら
なる創業支援施策を講じて地域の
創業促進につなげる。（創業支援
計画：創業目標数８件）

②具体の事業内容

　特定創業支援機関（大館商工会
議所・大館北秋商工会）による経
営指導の受講者を対象として、補
助対象経費（創業に必要な設備
費、広告費、什器備品購入費）の
２分の１以内、５０万円を上限に
助成する。
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

③事業効果

　地域の開業率を引き上げること
により、雇用を生み出し、産業の
新陳代謝が進み、地域活性化が図
られることから、将来にわたり過
疎地域の自立促進に資する事業で
ある。

〔新技術・新商品開発等支援事
業〕

大館市 補助金

①事業の必要性

　地域特有の地場産業は、中小企
業が中心となって手掛けてきてい
るが、新技術や新商品を開発する
経費が大きな負担となっており、
国内外向けのよりよいものをつく
り上げることができず、地域活性
化の大きな妨げとなっている。

②具体の事業内容

　中小企業が行う新技術・新商品
開発に係る経費（各種展示会への
出展経費、国内特許等出願経費、
共同研修開催経費等）の２分の１
以内、１００万円を上限に助成す
る。

③事業効果

　新技術や新商品の開発が促進さ
れることにより、本市のものづく
りの力が向上し、地場産業の振
興、雇用創出につながることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

〔耕作放棄地発生防止作付推進事
業〕

大館市 補助金

①事業の必要性

　「米の直接支払交付金」の減額
など国の農業政策の方針転換によ
り、地域の小規模農家は生産意欲
を著しく低下させている。さら
に、農家自身の高齢化や後継者不
足により、今後、離農や耕作放棄
地の大幅増加などが懸念され、そ
の対策が急務となっている。
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

②具体の事業内容

○堆肥を活用した作付を行うこと
による農地の有効活用と耕作放棄
地の発生防止につながる取り組み
に対し、一定の助成を行う。
○補助単価：作物ごとに実情に合
わせた１０ａ当たりの補助単価を
設定
○補助事業期間：単年ごとの作付
面積に応じた補助

③事業効果

　農家の耕作意欲を喚起するとと
もに、農村の本来あるべき姿を維
持し、農村の活性化を図るほか、
農地の有効活用と耕作放棄地の発
生防止につなげることにより、地
域の農村集落の機能強化が図られ
ることから、将来にわたり過疎地
域の自立促進に資する事業であ
る。

〔新規需要米等生産拡大緊急対策
事業〕

大館市 補助金

①事業の必要性

　米価下落に伴う生産意欲の低下
と営農継続への支障と耕作放棄地
の発生を回避するとともに、農地
集積による複合作目への転換によ
る農家所得の確保の支援は急務で
ある。

②具体の事業内容

○農地中間管理機構を通して農地
集積した面積を上限に、前年に比
べ転作作物の作付を拡大した面積
に対し助成し、複合経営を推進す
る農業経営体を支援するもの。
○補助単価：１０ａ当たり
３０,０００円を助成
○補助事業期間：単年ごとの対象
面積に応じた助成
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

③事業効果

　農地中間管理機構を通した農地
集積の加速化により、複合作目へ
の転換による農家所得の確保、地
域の担い手の維持などが図られる
ほか、農地の有効活用と耕作放棄
地の発生防止につなげることによ
り、地域の農村集落の機能強化が
図られることから、将来にわたり
過疎地域の自立促進に資する事業
である。

〔農業夢プラン応援事業〕 農業者 補助金

①事業の必要性

　米価下落に伴う生産意欲の低下
と営農継続への支障と耕作放棄地
の発生を回避するとともに、農地
集積による複合作目への転換によ
る農家所得の確保の支援は急務で
ある。

②具体の事業内容

○複合作目の生産拡大に必要な機
械・施設等の導入に対し助成し、
複合経営を推進する農業経営体を
支援するもの。
○補助率：市の重点戦略作物は１
／６、それ以外の作物は１／１２
を助成

③事業効果

　稲作偏重からの脱却により、戦
略作目の産地拡大や認定農業者の
経営複合化に必要な機械・施設等
の導入を支援し、国内外に向けた
トップブランド産地の形成と収益
性の高い農業経営の確立による農
家所得の確保などが図られること
から、将来にわたり過疎地域の自
立促進に資する事業である。
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

〔地域産業担い手確保支援事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　企業立地が進展し雇用創出が増
大する一方、人口減少などによ
り、地域内だけでは求人を充足で
きない状況が顕在化してきている
ことから、人材確保を支援し、企
業の成長を妨げないようにする必
要がある。

②具体の事業内容

＜募集支援＞
〇県外求職者をターゲットとした
従業員募集に係る費用の２分の１
以内を助成（上限２５万円）
＜定着支援＞
〇県外から採用した従業員に対し
事業者が負担した住居手当の２分
の１以内を３年間助成（上限1人に
つき月額５千円、１社につき年度
内５人まで）

③事業効果

　地域外からの人材確保を支援す
ることは、企業の生産力拡大、人
口の流入促進につながることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

〔ものづくり力向上支援事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　産学連携を促すことにより、も
のづくり企業の技術力向上及び競
争力強化を推進し、地場産業の更
なる成長を図る必要がある。

②具体の事業内容

　市内職業訓練施設による講習受
講料の２分の１以内を助成（上限
１社につき５万円）

41 



自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

③事業効果

　生産に携わる経営者及び従業員
等のより高度な知識や技術の習得
を促進することは、ものづくりの
力を向上させ、新技術や新サービ
スの開発、地場産業の振興、ひい
ては雇用創出につながることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

〔情報サービス産業等立地促進事
業〕

大館市 補助金

①事業の必要性

　付加価値の高い情報サービス産
業等関連企業の立地を促進するこ
とにより、多様な職場の創出、市
民所得の増大、地場産業の振興、
地域経済の活性化を図る必要があ
る。

②具体の事業内容

　事務所等を借用して立地した情
報サービス産業等関連企業に対
し、次の優遇措置を講ずる。

＜新規雇用１０人以上＞
〇事務所等賃借料の２分の１以内
を３年間助成（１年あたりの上限
３００万円）
〇駐車場用地賃借料の２分の１以
内を３年間助成（１年あたりの上
限１８０万円）
〇通信回線使用料（１か月あたり
の上限１０万円）
※上記合計額の３年総額上限１，
０００万円

＜新規雇用１０人未満＞
〇事務所等賃借料の２分の１以内
を３年間助成（１年あたりの上限
３０万円）
〇駐車場用地賃借料の２分の１以
内を３年間助成（１年あたりの上
限５万円）
〇通信回線使用料（１か月あたり
の上限１万円）
※上記合計額の３年総額上限１０
０万円
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

③事業効果

　情報サービス産業等関連企業の
立地を促進することにより、若年
層が求める職種の拡充が図られる
とともに、地元企業とのビジネス
マッチング、地域におけるコミュ
ニティビジネスの創出が推進さ
れ、地場産業の振興、地域経済の
活性化につながることから、将来
にわたり過疎地域の自立促進に資
する事業である。

(10)その他 圏域産業祭実施事業
実行委員
会

補助金

大館市物産協会補助事業（首都圏
物産展実施、レストランプロモー
ション、曲げわっぱ・きりたんぽ
づくり体験・常陸大宮出店）

大館市物
産協会

補助金

地域資源の海外及び全国発信強化
事業

大館市 補助金

地域資源プロモーション事業 大館市

秋田杉集成材等需要拡大事業 大館市 補助金

地域総合整備資金貸付事業 大館市 貸付金

大館市勤労者共済会補助事業
勤労者共
済会

補助金

中小企業融資あっせん資金預託事業 大館市 預託金

小規模企業融資利子補給事業 大館市 補助金

小規模企業振興資金あっせん保証
料補給事業

大館市 補助金

中小企業融資あっせん利子補給事
業

大館市 補助金

中小企業融資あっせん保証料補給
事業

大館市 補助金

中小企業機械類設備資金融資あっ
せん保証料補給事業

大館市 補助金

中小企業機械類設備資金融資利子
補給事業

大館市 補助金

小規模事業者経営改善資金利子補
給事業

大館市 補助金

大館市シルバー人材センター補助
事業

シルバー
人材セン
ター

補助金

大館市資格取得支援事業
市民、企
業

補助金
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自立促進
施策区分

事業主体 備考
事業名

（施設名）
事業内容

若者地元就職促進事業（映像コン
テンツ作成・発信）

大館市

ふるさと就職奨励事業 大館市

求人充足支援事業 企業 補助金

中山間地域等直接支払制度事業 農業者 補助金

企業人材確保支援型奨学金事業
企業、市
民

フロンティア農業者研修費助成事
業

農業者 補助金

次世代経営６次産業化チャレンジ
事業（えだまめ等加工設備）

農業者 補助金

青年就農給付金事業 農業者 補助金

新規就農者経営開始支援事業 農業者 補助金

どじょう養殖技術開発等支援事業 事業者

森林整備地域活動支援交付金 林業者 交付金

多面的機能支払交付金 農業者 交付金

新エネルギー推進事業(公共施設以
外)

大館市
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

    産業系施設については、適切な施設機能を引き続き維持・確保するため、建物や設備の

計画的な修繕・更新を図り長寿命化を進めるとともに、利用団体への譲渡可能な施設につ

いて検討する。 

    レクリエーション・観光施設については、建物の老朽度や利用者数、維持管理費用など

を精査し、施設の存続や廃止を検討する。 

    保養施設については、民間への譲渡も視野に入れながら、施設の存続や廃止について検

討する。 

    建設を計画中のあきた未来づくり協働プログラム事業を活用したハチ公の駅（仮称）に

ついても適正な維持管理に努める。 

上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進す

る。 
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第３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

（１）交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の方針 

 交通通信体系の整備は、地域の発展の根幹をなすものであり、とりわけ、過疎地域の自

立促進のために不可欠な基本的要素であることから、重点的に推進する。 

  高速交通体系については、国、県や関係市町村と連携して、市内ビジネス拠点及び周辺

主要観光地と大館能代空港を結ぶ道路交通網の整備、平成 27 年度に全線事業化された日

本海沿岸東北自動車道「二ツ井白神ＩＣ～あきた北空港ＩＣ間」と事業中の鷹巣大館道路

の早期整備を進め、さらには秋田・山形・新潟の３県のネットワークを形成し全区間整備

に向けた取り組みを強化する。 

  道路整備については、地域内連携の円滑化と市民生活の利便性向上を図るため、集落間

や集落と中心市街地などを結ぶ幹線道路の整備、改良とともに、農道、林道を含む生活に

密着した道路の計画的な整備を進める。 

  生活交通については、住民の大切な足となる生活バス路線への支援と地域の実情に即し

た効率的で利用しやすい代替交通手段の導入を図る。 

  情報通信基盤については、通信事業者など関係機関と連携して、高度情報通信ネットワ

ーク、移動通信施設などの基盤整備を促進し、さまざまな情報の発信、収集が可能な環境

づくりを進める。また、ＩＣＴを活用した電子自治体への取り組みを推進する。 

地域間交流については、本市の活性化、自立促進、他地域と連携したまちづくりを推進

していく上で地域間交流が大きな役割を果たすと考えられることから、東京都渋谷区、鹿

児島県南種子町、茨城県常陸大宮市を中心とした他地域との友好交流を継続するとともに、

多彩な地域資源を活用したグリーン・ツーリズム等を通じた交流を拡大する。 

 

（２）市道の整備 

    安全で円滑な交通ネットワークを維持するため、国道・県道に通ずる幹線道路の整備を

推進するほか、生活道路についても、側溝の整備、狭隘区間の拡幅、老朽橋の調査、補修

を計画的に実施し、改良率 80.0％、舗装率 80.0％を目指す。また、舗装の劣化に起因す

る自動車の破損事故防止のため、現道の損傷・劣化状況の点検を強化する。 

また通学路などの安全を確保するため、計画的に歩道を整備する。 

 

（３）農道、林道の整備 

    農道については、農産物流通の一層の効率化を図るため、農産物流通拠点と産地間など  

   のアクセスに配慮した整備を進めるとともに、農業機械の大型化に向け狭隘農道の拡幅、

舗装化を進め、整備延長 126,542ｍを目指す。 

  林道については、保育管理及び造林作業の効率化を図るため計画的に開設を進め、整備 

延長 273,718ｍを目指す。 

  なお、生産と生活が同一空間の中で営まれる農村において、農道は農作業のみならず、 

 生活道路の一面も有していることから、整備に当たっては一般道路との連携を図り、基幹 

農道については計画的に整備を進める。 
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（４）交通の確保 

    高齢化が進む集落において、交通弱者である高齢者等の移動手段として路線バスは重要 

な役割を担っていることから、赤字路線に係るバス事業者への助成や新たな代替交通手段 

を導入し生活交通の確保を図る。 

 

（５）情報通信基盤の整備 

    情報格差の解消を図り、市民生活における利便性の向上や産業経済の活性化を図るため、

民間通信事業者と連携しながら、高度情報通信ネットワーク、移動通信施設など情報通信

基盤の整備を促進するとともに、行政サービスの情報化を進める。また、情報インフラ未

整備地域の解消に取り組む。 

 

（６）地域間交流の促進 

農山村の持つ豊かな地域資源が見直されていることを踏まえ、これまでの東京都渋谷区、

鹿児島県南種子町、平成 27 年 10 月から始まった茨城県常陸大宮市との友好交流を継続す

るとともに、歴史まちづくり法を活用した本市の魅力ある自然環境、観光資源、文化・歴

史等を生かした「物語づくり」を進め、グリーン・ツーリズムなどを促進しながら、産業・

文化・教育などの交流人口の拡大を図る。 

 

   

１ 現況と問題点 

（１）市道の整備 

これまで本市では、秋田、青森方面を結ぶ国道 7 号、十和田ＩＣへ通ずる国道 103 号、

県都までの 短距離となる国道 285 号を主要幹線とし、周辺を県道、市道が連結し交通網

を形成していた。近年、平成 10 年に大館西道路と南バイパスが、平成 20 年には都市計画

道路有浦東台線が開通した。そして、平成 25 年には東北自動車道小坂ＪＣＴに接続する

秋田自動車道が開通し大館北ＩＣが設置されるなど、本市の道路事情は大きく変化した。

しかしながら、主要国道・県道を取り巻く市道の整備状況は十分とはいえず、未だに未改

良・未舗装の区間がある。その他、側溝の未整備区間への対応や 400 以上に上る老朽化し

た橋梁の点検、改修も課題となっている。 

       

（２）農道、林道の整備 

  ア 農道の整備 

 農産物の運搬経路の拡充や農業経営規模の拡大を図るため、基盤整備事業等により農

道の改良、舗装を進めてきた。しかしながら、農地集積や農業経営形態の変化に伴い作

業車両の大型化により、拡幅改良が必要な箇所が見受けられる。 

 

  イ 林道の整備 

 ふるさと林道事業、高能率生産団地路網整備事業等により林道整備を進めてきたが、

未整備区間が多く存在し、間伐や搬出に支障を来している区域も多い状況である。 
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（３）交通の確保 

   生活路線バスやコミュニティバスは、自動車を利用できない高齢者や学生にとっては重

要な交通手段となっているが、その利用者は年々減少しており、乗合バス年間乗客数は平

成20年の約113万人(㈱秋北バス資料)に対し、平成26年には約105万人にまで落ち込み、

国・県・市の支援なくしては路線維持が難しくなっている。他方、平成 25 年では豪雨災

害による鉄道運休の影響などにより約 124 万人が利用し、公共交通としての重要性が再認

識されている。 

 

（４）情報通信基盤の整備 

 本市の情報通信基盤の設置状況をみると、携帯電話については、山間部の一集落を除く

ほぼ全域で使用可能である。インターネットについては、市内全域の ADSL 化が進められ

ているものの、光ブロードバンドエリアについては山間部の一集落のみ整備されていない。 

 また、平成 23 年の東日本大震災、平成 25 年 8 月 9 日に本市を襲った豪雨災害などの災

害時における安否確認や水道、道路などのインフラ情報の発信体制づくりが急務となって

いる。 

 

（５）地域間交流の促進 

本市では、これまで忠犬ハチ公やロケット開発の縁により、東京都渋谷区、鹿児島県南

種子町との友好交流を続けてきたほか、地元グリーン・ツーリズム協議会や農産物直売所

などの協力のもと、農業体験ときりたんぽづくりなどをメニューとしたグリーン・ツーリ

ズム事業を実施し、毎年、中学校の教育旅行生を受け入れるなど地域間交流事業に取り組

んできた。本市のグリーン・ツーリズム事業については、教育旅行のコースとして定着し

つつあるものの、主に北海道からの受入に関し、北海道各空港―羽田空港間の開通による

修学旅行先の変更や大型バス料金の値上げなどによる日帰り体験が主流となっており、今

後事業を活性化するうえでは、農業体験の受入あるいは民泊が可能な農家の拡大、新たな

体験メニューの開発など総合的な受け入れ態勢づくりが課題となっている。 

 

２ その対策 

（１）市道の整備 

市民生活の基盤となる市道整備については、国道・県道に通ずる主要幹線道やバイパス

の整備を促進するほか、その他の地域内道路、集落間を結ぶ道路についても定期的な調

査・点検に基づき計画的に改良・舗装・補修を実施し、狭隘区間の解消などにより安全な

交通の確保に努める。未整備の側溝、老朽化した橋梁についても、橋梁長寿命化修繕計画

等に基づき、計画的に整備・補修を進める。あわせて、冬期間の円滑な交通の確保や安全

のため、除排雪体制を充実する。 

 

（２）農道、林道の整備   

     ア 農道の整備 

農道については、農作業車両の大型化に対応し、作業の安全性と効率性を高めるため、
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幹線農道の改良、舗装、補修を計画的に進めていく。 

 

  イ 林道の整備 

 林道・作業道は、森林の適正な管理及び林産物の効率的な搬出に重要な役割を持ってい

ることから、自然環境に配慮しながら計画的に整備する。 

 

（３）交通の確保 

   バス事業者と連携し、路線バスとスクールバスの混乗化や高齢者・障害者向けのバス乗

車料金に対する各種補助制度の充実、さらにはさまざまなニーズに対応した路線バスの再

編や、期間限定の低額利用サービス、ＪＲ東日本との共通利用券の発行などにより、新た

な利用者の確保に努める。また、デマンドタクシー、コミュニティバスなど地域の実情に

即した効率的で利用しやすい代替交通手段の導入を図る。 

 

（４）情報通信基盤の整備 

   携帯電話等の移動通信サービスは山間部の一集落を除くほぼ全域をカバーしているが、

引き続き、通信事業者と連携し必要なサービスの充実を図り、防災情報システムや緊急時

における民間携帯会社からの情報提供サービスの拡大を目指す。 

光ブロードバンドについては、移動通信サービスの市内全域利用を進めながら、各種補

助事業等を活用しながら未整備の平滝地区の整備を図る。 

  また、災害時や防災、減災対策はもちろんのこと、地域経済の活性化にもつながるコミ

ュニティＦＭの設立を支援する。 

 

（５）地域間交流の促進 

本市の魅力ある自然環境や観光資源、伝統文化、歴史等について、歴史まちづくり法

を活用した「物語づくり」を進めるとともに、東京都渋谷区、鹿児島県南種子町、茨城

県常陸大宮市などと産業、文化、教育を通じた交流を深め互いの地域活性化を図る。ま

たグリーン・ツーリズムについては、豊富な地域資源を活用した新たな体験メニューの

開発や民泊可能農家への支援の拡充により受入戸数の増加を図る。さらに、都市圏での

ＰＲやモニターによる体験ツアーなどを実施する。 

 都市部をはじめ市外からの元気な高齢者や帰郷者のＡターン・定住促進における受け

入れ体制の 1 つとして、地域特性を踏まえながら本市への大館版ＣＣＲＣ（※）の導入

を推進するほか、子育て世代・シングルペアレントなどの移住促進を図る。 

 

※CCRC：Continuing Care Retirement Community 

高齢者が移り住み、健康時から介護・医療が必要となる時期まで継続的なケアや生活支援サービス

等を受けながら生涯学習や社会活動等に参加する共同体のこと。 

 

※大館版 CCRC 

 上記に加え、ふるさと就職奨励事業（仮称）等により、若い世代から高齢者までの幅広い年齢層の

Ａターンを誘発する。 



(１)市町村道

道路
釈迦内松木立花線(道路改良)
L=800m,W=7.0m

大館市

川口中央線（道路改良）
L=120m,W=7.0m

大館市

上代野釈迦内線(道路改良)
L=100m,W=7.0m

大館市

大館長木線(道路改良)
L=550m,W=7.0m

大館市

沖野・扇田線(道路改良)
L=400m,W=5.5m

大館市

沼館北線(道路改良)
L=161m,W=4.0m

大館市

羽立２号線(道路改良)
L=195m,W=4.0m

大館市

旭ケ丘変電所線(道路改良)
L=85m,W=4.0m

大館市

山田美杉線(道路改良)
L=120m,W=5.0m

大館市

池内上野線(道路改良)
L=40m,W=4.0m

大館市

大町山館線(道路補修)
L=290m,W=8.0m

大館市

一中城西線(道路補修)
L=340m,W=9.5m

大館市

扇田十二所線(道路補修)
扇田工区 L=420m,W=7.5m

大館市

長面区画１号線(道路補修)
L=515m,W=7.0m

大館市

片山野線(道路補修)
L=730m,W=7.0m

大館市

御成町片山根下戸線(道路補修)
L=1,250m,W=8.0m

大館市

大館釈迦内線（道路補修）
L=320m,W=9.0m

大館市

堤沢神山線（道路補修）
L=126m,W=6.8m

大館市

日景線(道路補修)
L=350m,W=4.0m

大館市

岩本線(道路補修)
L=650m,W=6.0m

大館市

上代野釈迦内線(道路補修)
L=260m,W=7.0m

大館市

大館駅東大館線(道路補修)
L=2,080m,W=11.2m

大館市

中城金坂線(道路補修)
L=861m,W=7.5m

大館市

備考
（施設名）

３ 計　画

事業計画（平成２８年度～３２年度）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び地
域間交流の促
進
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

高村四羽出線(道路補修)
L=1,137m,W=6.5m

大館市

柄沢餌釣線(道路補修)
L=1,440m,W=7.5m

大館市

釈迦内長面粕田線(道路補修)
L=800m,W=6.5m

大館市

四羽出五輪岱沼田線(道路補修)
L=3,020m,W=6.5m

大館市

大館舟場線(道路補修)
L=300m,W=7.0m

大館市

白沢粕田線(道路補修)
L=300m,W=5.0m

大館市

岩本線(道路補修)　※粕田工区
L=800m,W=6.0m

大館市

大館松木線(道路補修)
L=1,300m,W=7.0m

大館市

麓西線(道路補修)
L=3,958m,W=8.0m

大館市

長木川北線(道路補修)
L=400m,W=4.0m

大館市

長根山運動公園線(道路補修)
L=100m,W=7.0m

大館市

出川櫃崎線(道路補修)
L=250m,W=5.0m

大館市

陣場線(道路補修)
L=250m,W=5.0m

大館市

沼館区画１号線(道路補修)
L=100m,W=6.0m

大館市

小釈迦内線(道路補修)
L=300m,W=5.0m

大館市

上代野塞ノ神線(道路補修)
L=1,000m,W=6.0m

大館市

萩野台住宅１号線(道路補修)
L=200m,W=5.0m

大館市

福館線(道路補修)
L=120m,W=4.5m

大館市

山神台団地１号線(道路補修)
L=100m,W=6.0m

大館市

南神明町小館花線(道路補修)
L=250m,W=4.5m

大館市

御坂線(道路補修)
L=250m,W=7.0m

大館市

櫃崎二井田線(道路補修)
L=120m,W=5.0m

大館市

深沢岱線(道路補修)
L=100m,W=5.0m

大館市

曙線(道路補修)
L=240m,W=5.0m

大館市

長木川南線(道路補修)
L=100m,W=5.0m

大館市

新地線(道路補修)
L=200m,W=5.0m

大館市
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

柄沢長橋線(道路補修)
L=400m,W=5.0m

大館市

象ケ鼻2号線(道路補修)
L=200m,W=4.0m

大館市

扇田板戸線(道路補修)
L=400m,W=6.0m

大館市

北苑団地線(道路補修)
L=200m,W=6.0m

大館市

横町線(道路補修)
L=100m,W=4.0m

大館市

十二所片町線(道路補修)
L=100m,W=4.0m

大館市

餌釣山館線(道路補修)
L=200m,W=5.0m

大館市

小釈迦内3号線(道路補修)
L=300m,W=5.0m

大館市

代野団地2号線(道路補修)
L=100m,W=6.0m

大館市

代野団地3号線(道路補修)
L=100m,W=6.0m

大館市

四羽出下川原線(道路補修)
L=120m,W=6.0m

大館市

猿間渡線(道路補修)
L=120m,W=4.0m

大館市

狐台住宅6号線(道路補修)
L=200m,W=5.0m

大館市

栄町線(道路補修)
L=120m,W=4.0m

大館市

大森住宅14号線(道路補修)
L=120m,W=4.0m

大館市

代野団地4号線(道路補修)
L=100m,W=5.0m

大館市

代野団地6号線(道路補修)
L=100m,W=5.0m

大館市

たつみ団地8号線(道路補修)
L=100m,W=6.0m

大館市

たつみ団地10号線(道路補修)
L=100m,W=6.0m

大館市

たつみ団地14号線(道路補修)
L=200m,W=6.0m

大館市

二ツ森1号線(道路補修)
L=100m,W=5.0m

大館市

北苑回り線(道路補修)
L=200m,W=6.0m

大館市

金谷線(道路補修)
L=200m,W=5.0m

大館市
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

商人留線(道路補修)
L=100m,W=6.0m

大館市

三浦櫃崎線(道路補修)
L=100m,W=5.0m

大館市

早口線(道路補修)
L=230m,W=7.0m

大館市

田の沢1号線（道路補修）
L=120m,W=4.5m

大館市

越山線(道路補修)
L=60m,W=7.5m

大館市

上野外川原線（道路補修）
L=90ｍ,W=4.0ｍ

大館市

二井田工業団地1号線（道路補修）
L=150m,W=7.9m

大館市

二井田工業団地5号線（道路補修）
L=300m,W=7.8m

大館市

東雲線（道路補修）
L=550m,W=7.6m

大館市

達子・森合線（道路補修）
L=600m,W=6.9m

大館市

扇田八幡町線（道路補修）
L=500m,W=7.3m

大館市

有浦二ツ屋区画5号線（道路補修）
L=152m,W=5.7m

大館市

葛原猿間線（道路補修）
L=209m,W=5.1m

大館市

餌釣線（道路補修）
L=188m,W=4.2m

大館市

独鈷町通町線（道路補修）
L=244m,W=5.4m

大館市

川原町三ノ丸線（道路補修）
L=230m,W=5.4m

大館市

天下町小釈迦内線（道路補修）
L=220m,W=6.1m

大館市

芦田子上代野線（道路補修）
L=120m,W=7.1m

大館市

板子石沼館線（道路補修）
L=280m,W=5.0m

大館市

葛原開拓２号線（舗装）
L=123ｍ,W=4.0ｍ

大館市

有浦二ツ屋区画９－１号線
（舗装）L=170m,W=5.0m

大館市

獅子ケ森１区１号線（舗装）
L=140m,W=4.0m

大館市

東台５丁目３号線（舗装）
L=85m,W=4.5m

大館市

53 



備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

橋りょう
扇田大橋橋梁整備事業
L=163.7m,W=9.5m

大館市

その他
早口川口線(歩道新設)
L=140m,W=8.5m

大館市

早口川口線(歩道改築・踏切改良)
L=80m,W=9.5m

大館市

上代野釈迦内線（側溝）
L=280m,W=7.3m

大館市

独鈷中野線（側溝改良）
L=220m,W=6.0m

大館市

(２)農道

(３)林道

林道獅子滝沢線開設事業 大館市

林道三階滝線開設事業 大館市

林道長坂本郷線開設事業 大館市

(４)漁港関連道

(５)鉄道施設等

　　鉄道施設

　　鉄道車両

　　軌道施設

　　軌道車両

　　その他

　　通信用鉄塔施設
移動通信用鉄塔整備事業
(平滝地区、五色湖緑地公園周辺)

大館市

　　告知放送施設

　　有線放送電話

(６)電気通信施設等
情報化のための施設

　　テレビ放送中継
　　施設
　　有線テレビジョ
　　ン放送施設

　　防災行政用無線
　　施設
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

光ブロードバンド整備事業
(平滝地区、五色湖緑地公園周辺)

大館市

　　その他

(７)自動車等

　　自動車

　　雪上車

(８)渡船施設

渡船

係留施設

(９)道路整備機械等
除雪機械整備事業(ロータリー除雪
車２台、除雪ドーザ２台、除雪グ
レーダ４台、排雪ダンプ２台)

大館市

(10)地域間交流 友好都市等交流事業 大館市

大館・渋谷交流事業 団体 補助金

中学生海外研修事業 大館市

首都圏ふるさと会支援事業
首都圏ふ
るさと会

補助金等

海外からの教育旅行誘致事業 大館市

広域連携フォーラム開催事業 大館市

〔高齢者等低額フリーパス券支援事
業〕

バス事業者 補助金

①事業の必要性

　マイカー指向の進展により、本市
ではバス利用者が減少し路線バスの
運行維持が厳しい状況である。一
方、交通弱者である高齢者及び障害
者の日常的な移動のための交通手段
の確保が喫緊の課題となっている。

　　その他の情報化
　　のための施設

(11)過疎地域自立促
進特別事業

　　テレビジョン放
　　送等難視聴解消
　　のための施設
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

②具体の事業内容

　市内在住の高齢者(65歳以上)及
び障害者がフリーパス券(市内どこ
でも乗降できる路線バス利用券)を
購入する際に、その購入費の一部
を助成する。

③事業効果

　高齢者等の生活交通が確保され
るとともに乗車率の向上が図られ
路線バスの運行維持にも繋がるこ
とから、将来にわたり過疎地域の
自立促進に資する事業である。

〔橋梁長寿命化計画事業〕 大館市

①事業の必要性

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現を図る
ため、道路交通の安全性を確保す
る橋梁の補修が必要である。

②具体の事業内容

　橋梁長寿命化修繕計画に基づ
き、次の橋梁の補修を行う。
　高館橋（釈迦内松木立花線）
　　L=54.0m　W=6.8m
　岩瀬橋（早口川口線）
　　L=60.7m　W=6.5m
　岩瀬橋歩道橋（早口川口線）
　　L=67.1m　W=1.9m
　扇田大橋（水無扇田線）
　　L=163.7m　W=6.4m
　松原橋（松原１号線）
　　L=64.1m　W=5.1m
　信正寺橋（信正寺通り線）
　　L=25.1m　W=10.6m
　松木橋（大館松木線）
　　L=58.0m　W=6.2m

　八木橋橋（扇田・板戸線）
　　L=12.5m　W=6.0m
　十二所跨線橋（扇田十二所線）
　　L=25.3m　W=7.9m
　下町橋（下代野下町線）
　　L=151.9m　W=4.8m

　犀川橋（水無扇田線）
　　L=60.1m　W=7.2m

　曲田橋（曲田橋線）
　　L=99.8m　W=7.5m

　茂内橋（茂内屋敷水沢線）
　　L=35.0m　W=4.7m
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

　東橋（比内）（独鈷中野線）
　　L=93.0m　W=5.5m
　十二所橋（十二所曲田線）
　　L=96.1m　W=5.2m
　西大橋（大館駅東大館線）
　　L=165.0m　W=18.3m
　石渕橋（二ツ屋線）
　　L=42.2m　W=4.6m
　寺崎橋（八木橋・寺崎線）
　　L=43.6m　W=5.3m

　高岨橋（大野高岨線）
　　L=57.0m　W=4.8m

　二ツ屋橋（二ツ屋線）
　　L=20.4m　W=3.8m
　一通橋（八木橋一通線）
　　L=14.5m　W=5.6m

　片貝橋（扇田・板戸線）
　　L=44.9m　W=7.3m

　土目内橋（本郷繋沢線）
　　L=16.0m　W=5.8m

　尻合橋（長走線）
　　L=15.3m　W=5.3m

　上出口橋（出口4号線）
　　L=9.5m　W=3.7m

　三階橋（十二所線）
　　L=21.2m　W=6.6m
　深沢橋（深沢1号線）
　　L=8.0m　W=4.7m

　東二ツ屋橋（東二ツ屋線）
　　L=32.1m　W=5.2m

　長内沢橋（長内沢線）
　　L=14.5m　W=6.2m

　板戸川橋（四羽出五輪台沼田線）

　　L=18.4m　W=8.3m

　深渡橋（岩元線）
　　L=35.3m　W=5.7m

　福館橋（福館線）
　　L=66.8m　W=3.6m

　小茂内橋（大館長木線）
　　L=14.1m　W=8.2m

　外川原橋（上野外川原線）
　　L=232.0m　W=4.8m

　森合橋（達子・森合線）
　　L=64.8m　W=5.0m

　越山橋（越山向岱線）
　　L=45.0m　W=5.4m

　上岩瀬橋（岩瀬・山田線）
　　L=67.1m　W=4.8m

　粕田橋（大森粕田線）
　　L=25.3m　W=5.5m
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

　上渡橋（白沢線）
　　L=50.9m　W=5.3m

　萩下橋（萩下・駒橋線）
　　L=91.1m　W=5.1m

　蛭沢橋（蛭沢線）
　　L=60.6m　W=4.8m
　東橋（大館）（東二ツ屋線）
　　L=96.1m　W=6.0m

　大一通橋（大一通線）
　　L=50.9m　W=4.3m
　川代橋　（大滝五輪岳線）
　　L=10.5m　W=8.6m
　長面橋（釈迦内長面粕田線）
　　L=62.6m　W=5.1m
　大明神橋（大明神2号線）
　　L=35.0m　W=4.3m

　大滝橋（大滝五輪岱線）
　　L=100.2m　W=6.2m

　新沢小橋（新沢5号線）
　　L=14.6m　W=9.1m

　中台橋（山神台獅子ケ森線）
　　L=29.7m　W=6.1m

　獅子ケ森橋（上代野釈迦内線）
　　L=28.3m　W=6.3m

　獅子ヶ森歩道橋（上代野釈迦内線）
　　L=49.0m　W=2.6m

　日景町橋（日景町線）
　　L=38.3m　W=4.8m

　一通橋（日景町線）
　　L=14.5m　W=5.6m

　多茂木橋（多茂木線）
　　L=8.2m　W=6.6m

③事業効果

　橋梁の長寿命化及び維持管理費
の縮減並びに道路交通の安全性の
確保により、住民が安全に安心し
て暮らすことのできる地域社会の
実現が可能となることから、将来
にわたり過疎地域の自立促進に資
する事業である。
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

〔路面性状調査事業〕 大館市

①事業の必要性

　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、市道の路面性状
を調査する必要がある。

②具体の事業内容

　市道１級、２級及び通学路を主
体とした舗装の維持管理指数の評
価を行い、計画的な修繕を実施す
る。

③事業効果

　客観的な補修箇所の具現化及び
補修工法の選定によるコスト削減
が図られることから、将来にわた
り過疎地域の自立促進に資する事
業である。

〔道路付属物点検事業〕 大館市

①事業の必要性

　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、市道の道路付属
物を総点検する必要がある。

②具体の事業内容

　道路照明や標識等の道路付属物
の総点検を行い修繕計画を策定
し、計画に基づき適正な管理を行
う。

③事業効果

　計画的な修繕による道路施設の
長寿命化や通行の安全確保が図ら
れることから、将来にわたり過疎
地域の自立促進に資する事業であ
る。

(12)その他 大館版ＣＣＲＣ推進事業 大館市

空き家バンク・定住奨励金事業 移住者 補助金

都市圏からの移住促進事業（モニ
ターツアー、おためし移住等）

大館市

子育て世代・シングルペアレント
の移住促進事業

大館市 補助金
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

首都圏の女性を対象としたシンデ
レラツアー事業

大館市

大館能代空港利用促進協議会助成
事業

協議会 補助金

早口駅乗車券類発売事務及び管理
委託事業

大館市

生活バス路線維持補助事業 バス事業者補助金

コミュニティＦＭ設立支援事業 事業者

除雪運行管理システム整備事業 大館市
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

    道路については、利用者の安全を確保するため、巡回などによる日常点検等を徹底して

行い、改良・修繕の早期着工など適切な維持管理に努める。また、施設の維持管理に関す

る計画や方針等の策定に努め、ライフサイクルコストの縮減を図る。新たな道路整備につ

いては、都市計画や防災等の関連計画との整合を保ちつつ、整備の緊急性や重要性を総合

的に勘案した上で計画的に推進する。 

橋りょうについては、利用者の安全で安心な交通環境を確保するため、大館市橋梁長

寿命化修繕計画などに基づき、日常点検や専門技術者の定期点検を実施し、早期修繕の

実施など適正な維持管理に努める。また、今後の修繕においては、「予防保全型」の修繕

を実施することで、長期的な修繕費用の平準化やライフサイクルコストの縮減を図る。 

上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 



62 

第４ 生活環境の整備 

（１）生活環境の整備の方針 

       安全でおいしい水道水の供給、下水道やごみ処理施設の計画的な整備、消防・救急体制

などの整備、まちなか居住を進めるため市営住宅を整備するとともに、公共施設等のあり

方を検討し、老朽化などにより倒壊の可能性のある危険な公共施設等を計画的に解体撤去

する。 

また、農地や森林の持つ洪水抑制機能、水源かん養機能を保持するため、緑化推進、耕

作放棄地の解消、環境美化運動、景観の保全など自然環境保全事業を進めるほか、ＬＥＤ

街灯の整備促進による生活環境の整備を推進する。 

 

（２）水道、下水処理施設等の整備 

   ア 水道施設の整備 

     大館市水道ビジョンの基本理念である「自然と共生する安全で安定した水道」の実現  

    に向けて、「安全でおいしい水を供給できる水道」「いつでも使える災害に強い水道」 

「将来も安心して使える水道」などの方針に基づき、老朽施設や老朽管の更新を図る。

さらに、給水区域内普及率についても、平成 26 年度末の 87.3％に対して、94.2％（新 

大館市総合計画後期第５次実施計画）を目指す。 

また、水道施設の維持管理に要する経費抑制のため、予防的修繕の導入を図る。 

 

   イ 下水処理施設の整備 

 市民の生活環境の向上と生活排水による公共用水域の水質汚濁防止のため、生活排水

処理施設を整備するとともに、下水道普及率の向上に努める。整備目標としては、公

共下水道普及率で 56.2％（第２次新大館市総合計画）を目指す。 

また、下水施設の維持管理に要する経費抑制のため、予防的修繕の導入を図る。 

 

 （３）廃棄物処理施設の整備 

平成 27 年 5月に開設した大館市エコプラザを中心に市全体で廃棄物の３Ｒ（Reduce、 

Reuse、Recycle）による発生抑制、再使用、再資源化を図るとともに、資源ごみの分別収 

集の徹底など環境に対する負荷の低減を図るよう普及啓発に努める。 

また、完成後 30 年が経過し更新時期を迎えているし尿処理施設については、下水道へ 

   の接続を考慮し、効率的な更新を図る。 

粗大ごみ処理場、 終処分場については、完成から 36 年が経過していることから、計 

   画的な修繕と設備更新を行う。さらに、埋立物から金属等の資源物回収を検討し、 終処 

   分場の延命化を図る。 

 

 （４）火葬場の整備 

老朽化が著しい斎場については、市民生活に支障を来さないように定期点検に努め、火葬 

需要の予測、火葬能力、建設場所などを検討し、適切な運営方針を定め早期の施設整備を進 

める。 
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（５）消防・救急救助施設の整備 

    防災意識の醸成に努めるとともに、あらゆる災害に対応できる消防力の充実強化を図る

ため、計画的な消防施設及び設備の更新、消防団機動分団化の促進、水道消火栓や防火水

槽などを活用した消防水利の整備等を促進し、消防指令センターを中核とした防災・防火

体制の構築を図る。 

救急救助体制の整備については、消防団を含む救助用資機材の整備や救急業務の高度化

に向けた救急隊員の教育訓練の充実に努めるとともに、災害時要援護者対策を促進する。 

 

（６）市営住宅の整備 

    市民の良好な居住環境の創出のため、老朽化した市営住宅の建替えを進める。 

 

 （７）老朽化公共施設等の解体撤去 

    人口減少が進む中、市民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会とするため、必

要性の希薄化した公共施設等や老朽化などで倒壊の可能性のある公共施設等を計画的に

解体撤去する。 

 

１ 現況と問題点 

（１）水道、下水処理施設等の整備 

  ア 水道施設の整備 

  本市の水道施設は、平成 26 年度末で、上水道 2、簡易水道 10、専用水道 7、小規模

水道 13 が稼動しているが、給水区域内水道普及率は 87.3％で県平均の 90.8％(平成 26

年 3 月末秋田県水道施設現況調査)を下回っている。また、水道未普及集落は 37 集落で

その地域は散在している。これらの集落は慢性的な水量不足と水質悪化が懸念されてい

る。 

  さらに、本市の水源はその約 7 割を外的要因の影響を受けやすい河川の表流水に頼っ

ているため、浄水処理方法についての検討が必要である。 

 

   イ 下水処理施設の整備 

 快適な生活、恵まれた自然環境の保全、河川の水質汚濁防止のために昭和62年度から

公共下水道事業、農業集落排水事業に取り組み、浄化槽設置の普及促進など地域の実状

に合わせた排水処理基盤の整備を進めてきているが、農業集落排水及び浄化槽設置分を

含めた平成26年度末の下水道普及率は78.1％、水洗化率は84.7％とともに国の水準(そ

れぞれ89.5％、96.8％)を大きく下回っている。 

また、未供用区域では依然として生活雑排水が公共用水域に排出されている。 

 

 （２）廃棄物処理施設の整備 

ごみ処理については、平成 17 年 7 月からＰＦＩ方式による新たなごみ焼却施設の本格 

稼動を開始した。これにより、ダイオキシン排出削減と焼却灰溶解スラグの資源化も図ら 

れている。現在、平成 32 年のＰＦＩ契約更新に向けて事業者と協議中である。 
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し尿処理は、昭和 59 年 12 月に大館広域第二環境センターが稼動し、市内全域のし尿を 

   処理してきたが、建設後 30 年を経過しており、経年劣化が進んでいる。 

粗大ごみ処理施設、 終処分場については、昭和 54 年 10 月からの稼動で 36 年が経過 

しており、施設延命化が課題となっている。 

 

（３）火葬場の整備 

斎場は、昭和 54 年の開設から 36 年が経過し施設の老朽化が著しく、火葬設備について 

も耐用年数を超えて使用していることから、修繕や交換のサイクルを短くし改善に努めて 

いるが、維持管理費用もかかり増しとなっている。近い将来の火葬需要の増加に対して現 

在の施設規模や機能では対応が困難な状況となっている。 

 

（４）消防・救急救助施設の整備 

本市の消防体制は、常備消防と消防団組織からなっている。火災件数は、平成 26 年で

39 件と過去５年間では 多となっている。消防団組織は、団員の高齢化などで人員の確

保が困難となっており、世代交代が課題となっている。 

また、常備消防と分団配備の消防ポンプ自動車や消防水利施設の老朽化が進んでいる。 

    救急救助活動については、その出動件数は年々増加しており、平成 26 年では 2,696 件

で 1 日当たり 7～8 件のペースとなっている。 

 

（５）市営住宅の整備 

  本市の市営住宅数は、平成 27 年度では 871 戸であり、そのうち建設から 30 年以上経過

したものが 376 戸、43.1％、さらに 50 年以上経過したものが 187 戸、21.5％もあり、そ

の長寿命化あるいは建替えが課題となっている。 

 

（６）老朽化公共施設等の解体撤去 

人口減少が進む中、老朽化した公共施設等は倒壊等の危険性の増大や、合併後の同目的

の施設の統廃合などにより遊休化するなど、一定の維持管理コストの発生が見込まれ、解

体撤去が課題となっている。 

 

２ その対策 

（１）水道、下水処理施設等の整備 

  ア 水道施設の整備 

「安全でおいしい水を供給できる水道」については、浄水場施設改良事業などにより、

施設の延命化を行うとともに、クリプトスポリジウム対策の推進、残留塩素の低減化を

図る。 

「いつでも使える災害に強い水道」については、緊急性に配慮し未普及地域の解消を

計画的に推進するほか、伏流水など新たな安定した水源を確保するため、水源開発事業

を継続する。また、高度浄水処理、水道施設の耐震化を推進することにより、いかなる

水源にも対応可能な水道供給とする。 

「将来も安心して使える水道」については、配水管未整備地域への配水管の新設によ
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る給水普及率の向上を図るとともに、漏水量の軽減のため老朽管など水道施設の適正な

更新を進める。 

 

  イ 下水処理施設の整備 

公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽設置事業をその地域にあった効率的な方

法で進め、生活排水処理施設の普及率向上を図る。また、経営基盤の強化のため、水洗

化工事への融資斡旋や浄化槽設置に対する補助の継続などにより、水洗化率向上を図る

とともに、将来的な処理施設経費の抑制のために、県と共同による下水汚泥処理事業を

推進する。 

 

（２）廃棄物処理施設の整備 

ごみ処理については、ＰＦＩ方式による一般廃棄物処理委託事業を継続実施するほか、 

粗大ごみ処理施設の計画的な維持管理に努める。し尿処理施設については、施設更新に合 

わせて、国の構造指針に基づく汚泥の堆肥化施設やメタン発酵及び発電施設を備えた汚泥 

再処理センター、あるいは県と連携した下水汚泥処理施設の共同化など効率的な更新を図 

る。 

また、埋立物からの金属等の資源物回収による 終処分場の延命策の検討や、環境汚染 

を含む環境負荷の軽減に取り組むほか、平成 27 年 5 月に開設した大館市エコプラザを拠 

点として新たな再資源化を検討し、廃棄物の減量化とともに、資源リサイクル産業の振興 

を図る。 

 

（３）火葬場の整備 

老朽化した設備については、定期的な保守点検を実施し市民生活に支障を来さないよう 

に努めながら、火葬需要の予測、建設場所、財政計画、ＰＦＩ方式の導入の検討など適切 

な運営方針を定め、早期の施設整備を図る。 

 

 

（４）消防・救急救助施設の整備 

  消防力の充実強化については、消防指令センターを中核として、地震などの大規模災害

や火災に対する救援、水道消火栓や防火水槽などの整備等を促進し、消火活動のため常備

消防体制を強化し、各用途に応じた消防自動車などの消防施設及び設備を計画的に更新・

整備するほか、住宅火災の未然防止のため、住宅用火災警報器の設置に向けた普及啓発に

努める。また、地域防災の中心となる消防団の消防設備・施設の充実を図るとともに、高

齢化のため減少を続ける消防団員対策として、新規消防団員の確保、消防団機動分団化の

促進、自主防災組織の結成を進める。 

  救急救助体制の整備については、救急救命士の養成強化、高規格救急自動車の更新整備

を図るとともに、あらゆる災害に対応できる高度な救助用資機材の充実を図る。また、大

館市防災計画及び大館市災害時要援護者避難支援計画に基づき、情報伝達体制や避難支援

体制を構築し、災害時要援護者対策を促進する。 
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（５）市営住宅の整備 

市営住宅の長寿命化計画を策定するとともに、建築年、老朽度等を考慮し、国の補助制

度やＰＦＩ方式を活用し、順次建替えを進める。 

 

 （６）老朽化公共施設の解体撤去 

    公共施設等の再配置や必要性、危険性を検討したうえで、緊急性の高いものから解体撤

去する。 

 



３　生活環境
の整備

(１)水道施設

上水道 配水管等整備事業 大館市

浄水場等施設改良事業 大館市

長根山浄水場浄水施設改良事業
（高度浄水処理）

大館市

老朽管更新事業 大館市

緊急時用連絡管事業 大館市

漏水調査事業 大館市

水源開発事業 大館市

簡易水道 田代地区統合簡易水道事業 大館市

その他

(２)下水処理施設

公共下水道 大館地域公共下水道整備事業 大館市

農業集落排水事業（機能強化）
沢尻地区

大館市

農業集落排水事業（機能保全計
画）大館市地区

大館市

その他 浄化槽設置整備事業 大館市

(３)廃棄物処理施設

ごみ処理施設 一般廃棄物処理委託事業 大館市

粗大ごみ処理施設維持管理事業 大館市

粗大ごみ処理場施設修繕事業 大館市

一般廃棄物処理委託事業延長協議
に関する評価検討支援業務

大館市

溶融スラグ製品化事業 大館市

ペットボトルリサイクル事業 大館市

大館市エコプラザ委託事業 大館市

自立促進
施策区分

備考
（施設名）

事業名

３ 計　画

事業計画（平成２８年度～３２年度）

農村集落排水施
設

地域し尿処理施
設

事業内容 事業主体
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自立促進
施策区分

備考
（施設名）

事業名
事業内容 事業主体

し尿処理施設 し尿処理場施設修繕事業 大館市

し尿処理場施設整備事業 大館市

し尿処理施設整備に係る生活環境
影響調査事業

大館市

その他

(４)火葬場 斎場建設事業 大館市

(５)消防施設
救助工作車・救助用資機材整備事
業(1台)

大館市

消防ポンプ自動車整備事業(消防ポ
ンプ自動車1台、化学消防ポンプ自
動車1台、水槽付消防ポンプ自動車
1台)

大館市

広報車等整備事業(広報車1台、資
器材搬送車1台、指令車1台)

大館市

現場資機材整備事業 大館市

消防庁舎維持管理事業 大館市

消防団機動分団化事業(小型動力ポ
ンプ付積載車1台、軽積載車4台、
車庫5棟)

大館市

消防団車両整備事業(連絡車1台、
消防ポンプ自動車3台、小型動力ポ
ンプ付積載車2台)

大館市

消防団小型動力ポンプ整備事業(5
台)

大館市

消防団現場資機材整備事業 大館市

消防団施設整備事業(ホース乾燥塔
10基、消防車庫2棟)

大館市

高規格救急自動車・高度救命処置
用資機材整備事業(1台)

大館市

水道消火栓整備事業(15基) 大館市

防火水槽整備事業(5基) 大館市

機能別消防団員充実事業（秋田看
護福祉大学生）

大館市

(６)公営住宅
市営住宅建替事業（中町・新町・
向町）

大館市

市営住宅建替事業（根井下、長
森、大森野）

大館市

市営住宅ストック総合改善事業
（水門前、第2獅子ヶ森、狐台）

大館市

〔老朽化公共施設解体撤去事業〕 大館市
(７)過疎地域自立促
進特別事業
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自立促進
施策区分

備考
（施設名）

事業名
事業内容 事業主体

①事業の必要性

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現を図る
ため、老朽化した公共施設を解体
撤去する必要がある。

②具体の事業内容

　公共施設の再配置や危険性を検
討した上で、緊急性の高いものを
解体撤去する。必要な資金は、基
金を設置して確保する。

③事業効果

　老朽化した公共施設の解体撤去
により、危険性や維持管理コスト
などの抑制が図られ、住民が安全
に安心して暮らすことのできる地
域社会の実現が可能となることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

(８)その他 救急救命士養成事業 大館市

大比立休廃止鉱山鉱害防止事業 大館市

ＬＥＤ街灯設置事業 大館市 補助金

ＰＣＢ廃棄物処理事業 大館市

省エネルギー法に係る関係書類作
成業務・比内総合支所ＬＥＤ照明
設置事業

大館市

大滝温泉施設予備源泉揚水管交
換・清掃事業

大館市

雪沢温泉施設源泉親・子メーター
設置事業

大館市

雪沢温泉施設温泉給湯施設維持管
理事業

大館市

根下戸地区かわまちづくり事業 大館市

住宅リフォーム緊急支援事業 市民 補助金

食品廃棄物再資源化事業 大館市
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

    上水道については、大館市水道事業経営戦略による統合事業計画等の関連計画に基づき、

必要な整備を進める。また、定期点検等により施設の状態を把握するとともに、老朽化が

進行している施設については、計画的な修繕・更新により長寿命化を進め、適正な維持管

理に努める。さらに、簡易水道については、安全で安定した水の供給を維持しながら、将

来的に上水道への事業統合を進める。 

下水道については、今後とも公衆衛生の向上を図るため、大館市生活排水処理整備構

想等の関連計画に基づき、必要な整備を進める。また、既存の施設については、点検・

診断により施設の状態を把握するとともに、老朽化が進行している施設については、計

画的な修繕・更新により長寿命化を進め、適正な維持管理に努める。 

供給処理施設については、快適な生活環境の維持に欠かすことができない施設であり、

処理機能の維持・確保が必要なことから、老朽化が進行している施設については、計画

的な修繕・更新により長寿命化を進め、適正な維持管理に努める。 

し尿処理施設については、県や近隣市町村と連携を図りながら、処理機能の効率化に

ついて検討する。 

消防庁舎については、防災拠点機能の維持・確保が必要であることから、計画的な改

修や修繕を行い、適正な維持管理に努める。また、消防団の施設については、大館市消

防団再編計画に基づいた適正配置を図るとともに、施設の統合を進める。 

公営住宅については、住生活基本計画や公営住宅長寿命化計画に基づき、良質な公営

住宅の形成に向け、存続・統合・廃止を検討する。存続が必要な公営住宅については、

計画的に建替えを行うほか、改修や修繕による長寿命化を進める。また、公営住宅の建

設や管理運営については、ＰＦＩなど民間活力の導入を積極的に取り入れる。 

上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針 

    高齢者福祉については、本市の高齢者福祉計画の基本理念である「誰もが、老いても、

健康で安心して暮らせる地域社会づくり」を実現するため、本市で暮らしているすべての

高齢者が生涯にわたり健康に暮らすことができるよう、関係機関と連携して介護予防に取

り組むほか、介護が必要になったときには住み慣れた地域の中で生活できるよう、近隣自

治体と連携した介護保険施設等の効率的な整備を促進し、介護サービスの充実を図るとと

もに、利用者の支援体制づくりを推進する。 

児童福祉については、大館市子ども・子育て支援事業計画等の推進と合わせ、一つの窓

口で子育てに関する相談（妊娠、出産、子育て、就学等）ができる「子育て版ワンストッ

プサービス」を充実させるほか、まち全体で子育てを応援する仕組みをつくり、子育てし

やすい環境づくりを図る。 

障害者福祉については、大館市障害者計画に基づき障害者の自立と社会参加を促進し、

障害の有無にかかわらず市民が相互に尊重し、支えあう地域社会の形成を目指す。 

また、高齢者や障害者等に対する市民の理解を深め、思いやりの心を育むとともに、建

物や道路など公共的施設等のバリアフリー化を促進することにより、高齢者や障害者等が

自分の意思で自由に行動し、社会参加できる安全で快適な環境づくりを促進する。 

 

（２）高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 

    大館市高齢者福祉計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域や家庭で生活ができるよう利

用者ニーズに対応した良質な介護サービスの提供や介護予防施策の充実を図るとともに、

関係機関が連携し地域全体で支えあう地域ケア体制を構築する。また、高齢者が生きがい

を持って自立した生活を送ることができるよう、地域社会への積極的参加を促進する取り

組みを支援する。さらに、高齢化が進む将来に向けて、介護職の資格取得の支援を行う。 

 

（３）児童の保健及び福祉の向上及び増進 

    大館市子ども・子育て支援事業計画等に基づき、結婚・出産・育児へのさまざまな不安 

を解消するため、安心して子どもを生み育てることができる環境を整えるとともに、一つ 

の窓口で子育てに関する相談（妊娠、出産、子育て、就学等）ができる「子育て版ワンス 

トップサービス」を充実させるほか、ひとり親家庭への支援として、その家庭の親が自立 

を図り、家庭生活と職業生活において安定した暮らしを築くことができるよう市民や地域 

社会が一丸となって子育てを応援する取り組みを促進する。 

 

（４）障害者の保健及び福祉の向上及び増進 

障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、その 

受け皿となるグループホーム等の居住の場、さらにはハローワークなどと連携し、障害者 

が自らの希望や力量に応じて働くことができる就労の場の整備を促進する。 

また、関係機関と連携し、障害者やその保護者等の相談に応じ、必要な情報提供や権利 

擁護のための相談支援体制を整備する。 
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１ 現況と問題点 

（１）高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 

本市の高齢化は全国平均をはるかに上回る速度で進行しており、総人口は減少傾向なが

ら高齢者人口は増加を続け、平成 22 年では、25,017 人、高齢化率は 31％を超えている。

また、高齢者人口の増加に伴い高齢者のみの世帯も増加傾向にあり、本市全体の約 31,500

世帯のうち約 7,500 世帯と、23％を超えている。今後、少子化の進行や平均寿命の伸びな

どからも高齢化はさらに進むものと予想される。 

高齢者人口のうち、要介護・要支援者数は約 5,800 人で、高齢者全体の約 22％を占め

ており、隔年で実施している調査では、要介護・要支援状態に陥りやすいと予想される高

齢者数が平成 25 年度調査（75 歳以上）及び平成 26 年度調査（75 歳未満）を合わせて約

4,500 人となっている。 

また、介護サービス施設等で働く介護職の不足から、適正な介護サービスの維持が困難

となっている。 

 

表 2-10 高齢者人口の推移   （単位：人、％）

区    分 
昭和 

45年 

昭和 

50 年 

昭和 

55 年 

昭和 

60 年 

平成 

2年 

平成 

7年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年

総 人 口 97,756 96,045 95,529 94,526 90,098 88,231 86,288 82,504 78,946

65～69 歳 2,882 3,218 3,839 4,337 5,194 6,477 6,964 6,327 5,599

70～74 歳 2,029 2,362 2,761 3,424 3,924 4,800 5,951 6,413 5,960

前期高齢者人口 4,911 5,580 6,600 7,761 9,118 11,277 12,915 12,740 11,559

75～79 歳 1,182 1,520 1,838 2,242 2,804 3,355 4,117 5,201 5,726

80～84 歳 449 691 965 1,243 1,618 2,127 2,560 3,282 4,218

85 歳以上 174 234 427 653 931 1,277 1,933 2,593 3,514

後期高齢者人口 1,805 2,445 3,230 4,138 5,353 6,759 8,610 11,076 13,458

後期高齢者構成比 26.9 30.5 32.9 34.8 37.0 37.5 40.0 46.5 53.8

65 歳以上 6,716 8,025 9,830 11,899 14,471 18,036 21,525 23,816 25,017

高齢化率 6.9 8.4 10.3 12.6 16.1 20.4 24.9 28.9 31.7

（国勢調査） 

 

（２）児童の保健及び福祉の向上及び増進 

全国的に少子化が進み、1 人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率は、今

日まで約 40 年間、現在の人口規模を維持するために必要な水準 2.08 を大きく下回ってい

る。少子化の傾向は本市においても急速に進んでおり、総人口(国勢調査)が平成 17 年の

82,504 人に対し、平成 22 年が 78,946 人、4.3％減で推移しているものの、平成 17 年の

出生数 588 人に対し、平成 22 年に至っては 391 人(人口動態調査)、33.5％減と大幅な減

少を示している。 

 こうした背景には晩婚化や結婚・出産観の変化とともに、子育てに伴う経済的負担、子 

育てと家事・仕事の両立という精神的・肉体的負担などが十分な子育てができない理由と 
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してあげられている。 

少子化により生産年齢人口が減少すると、年金などの社会保障費の現役世代の負担増、 

労働力不足、社会全体の活力低下など地域社会への影響も大きくなる。 

本市のひとり親家庭の状況は、平成 27 年 8 月 1 日現在で母子家庭が 976 世帯、父子家 

庭が 165 世帯となっており、そのほとんどが離婚によるものである。ひとり親家庭は子育 

ての負担が大きく、経済的な支援が必要である。 

 

（３）障害者の保健及び福祉の向上及び増進 

 本市の障害者数は、年々増加してきており、中でも高齢者人口の増加により身体障害 

者数の増加の度合いが大きくなっている。このことに伴い障害福祉サービスの利用者数 

も増加しているところである。また、難病等が新たな対象となるなど、障害者制度の対 

象が拡大し、障害福祉ニーズのさらなる増加・多様化が見込まれ、その対応が課題とな 

っている。 

今後も障害者の就業促進と雇用の定着化など自立支援に向けた取り組みが一層必要と 

されている。 

 

２ その対策 

（１）高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 

良質な介護サービスを提供するために、利用者が介護サービスを適切に選択できるよう

医療及び介護事業者、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所との連携を図るととも

に、効率的な介護保険施設等の整備を行い、介護保険事業を円滑に推進する。あわせて、

介護職の資格取得への支援を行い、人材不足の解消を図る。 

また、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)や特別養護老人ホームなどの整

備を促進する。さらに、地域での認知症の見守り体制を強化するため、認知症サポーター、

認知症キャラバンメイトの増加に努める。介護予防のうち訪問介護・通所介護は、地域の

実情に応じて多様なサービスにより効果的かつ効率的に実施する「介護予防・日常生活支

援総合事業」へのスムーズな移行に向けて事業内容を検討し、体制整備を図る。 

    介護予防施策を充実するために、生活機能評価事業の実施により二次予防事業対象者の

把握に努めるとともに、閉じこもり予防や運動器の機能向上、温泉効能の活用など各種の

介護予防事業の充実を図る。 

  地域包括ケア体制を確立するため、保健・医療・福祉の連携により地域全体で支えあう

体制づくりを促進する。具体的には、在宅医療を担う医療機関や訪問介護の体制整備、緊

急通報装置貸与事業やふれあい安心電話システムなどによる安否確認、配食サービスなど

多様な見守りサービスや予防を重視した介護サービス体制の充実を図る。 

 

（２）児童の保健及び福祉の向上及び増進 

    安心して子供を生み育てることができる環境づくりのために、保育料・医療費助成の 

充実、妊婦健康診査費用の助成、待機児童の解消に向けた保育所、認定子ども園の整備促 

進、認定保育施設への支援のほか、子育て親子の交流等を促進するため地域子育て支援拠 

点施設を整備する。 
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児童の安全・安心な居場所づくりのため、放課後児童健全育成事業を実施するほか、市 

   営住宅建替え事業などによりファミリー向け賃貸住宅を供給する。 

  また、会員同士で子育てを支援するファミリーサポートセンター事業、乳児家庭全戸訪 

問事業、病児保育事業などの子育て支援サービスの充実を図る。あわせて、延長保育、休 

日保育などの保育サービス、ひとり親家庭日常生活支援、及び市営住宅の入居におけるひ 

とり親世帯の優先選考など子育て・生活支援サービスの充実を図る。 

さらに、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金などによる就労支援のほか、 

母子・父子自立支援員を通じた貸付金制度など各種支援制度の普及促進、民生委員・児童

委員による地域相談体制の充実を図る。 

あわせて、子育て世代包括支援センターを設置し、子育てに関する相談（妊娠、出産、

子育て、就学等）ができる「子育て版ワンストップサービス」を充実する。 

 

（３）障害者の保健及び福祉向上及び増進 

障害者の地域生活を促進するため、障害者総合支援法に基づくホームヘルプ、ショート 

ステイ等の訪問系サービス提供基盤の整備、自立訓練、就労支援等の日中活動系サービス 

の提供基盤の整備及びグループホームなど住まいの場の整備を促進する。あわせて、保健 

所、精神科医療機関、基幹相談支援センター等、地域の関係機関と緊密に連携、地域ネッ 

トワークを構築し、障害者及びその関係者を対象とした相談支援体制を充実するとともに、 

意思疎通支援事業や日常生活用具の給付事業等を総合的に進める。 

 



(１)高齢者福祉施設

特別養護老人ホーム建設用地取得
費等補助事業

社会福祉
法人

補助金

その他
比内福祉保健総合センター改修事
業

大館市

認知症対応型共同生活介護施設
（グループホーム）整備事業

社会福祉
法人

補助金

保育所
市立保育園施設改修事業（城南保
育園、釈迦内保育園、たしろ保育
園）

大館市

たしろ保育園送迎バス更新事業（2
台）

大館市

市立保育園防犯カメラ設置事業 大館市

認可保育施設整備事業 大館市

児童館
市立児童館施設改修事業（ふれあ
いセンターやまびこ、山館児童
館、比内児童館）

大館市

障害児入所施設

(４)認定こども園 認定こども園整備事業費助成事業

学校法人
福原学
園、学校
法人ホテ
ヤ学園

補助金

(５)障害者福祉施設

　　障害者支援施設 道目木更生園本館全面改築事業
社会福祉
法人

補助金

障害者支援施設整備事業
社会福祉
法人

補助金

　　福祉ホーム

備考

高齢者生活福祉
センター

（施設名）

老人福祉セン
ター

    老人ホーム

(３)児童福祉施設

　　地域活動支援
    センター

４　高齢者等
の保健及び福
祉の向上及び
増進

(２)介護老人保健施
設

３ 計　画

事業計画（平成２８年度～３２年度）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

　　その他

(６)母子福祉施設

〔緊急通報装置貸与事業・ふれあ
い安心電話システム推進事業〕

大館市

①事業の必要性

　高齢者のみ世帯数が約7,500に上
る本市では、高齢者が安全に安心
して暮らすことができるよう緊急
時における連絡体制の確保が急務
となっている。

②具体の事業内容

  独居老人等を対象に緊急通報装
置を一部有料で貸付。緊急通報装
置を用いて、緊急時に外部の通報
先(警備会社・協力者)に通報さ
せ、通報を受けたものは発信者宅
に出向き、状況を確認のうえ必要
な処置を構ずる。

③事業効果

　高齢者世帯の緊急時に対する不
安感が解消されるとともに、緊急
時の迅速な対応が可能となり、重
大な事態を回避できることから、
将来にわたり過疎地域の自立促進
に資する事業である。

〔介護職資格取得支援事業〕 大館市

①事業の必要性

　高齢者が住み慣れた地域や家庭
で介護サービスを受けることがで
きる体制整備が必要であり、介護
職の人材育成と確保を図る。

②具体の事業内容

○市民自らが費用を支出した介護
職員初任者研修費用の全額、半額
または６万円のいずれか低い額
（１人当）をそれぞれの対象者に
助成

(７)市町村保健センター
及び母子健康センター

(８)過疎地域自立促
進特別事業
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備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

○市内の介護サービス事業所等が
職員の資格取得のために費用を支
出した介護職員初任者研修及び介
護実務者研修費用の半額または６
万円のいずれか低い額（１人当）
を介護サービス事業所等へ助成

③事業効果

　介護職の人材不足を解消するこ
とにより、市民に介護サービスの
充実による福祉の向上をもたら
し、介護職の資格取得による雇用
機会の拡大と若者等の定住や移住
促進にもつながることから、将来
にわたり過疎地域の自立促進に資
する事業である。

(９)その他
重度心身障害者（児）の移送費助
成事業

大館市

敬老会開催事業 大館市

放課後児童健全育成事業 大館市

放課後子ども教室事業 大館市

わくわく土曜教室推進事業 大館市

あきた結婚支援センター入会登録
料助成事業

あきた結婚支
援センター 補助金

結婚祝い金支援事業
あきた結婚支
援センター会
員

補助金

あきた出会い・マッチング支援事
業

秋田県、
大館市

出産祝い地域内商品券贈呈事業 市民

ブライダルローン利子補給事業 市民 補助金

子育て世帯リフォーム支援事業 市民 補助金

すこやか子育て支援事業 大館市

医療費助成事業（中学3年生まで） 大館市 補助金

子育て世代包括支援センター整備
事業

大館市

子育て拠点施設整備事業 大館市

地域包括ケア体制整備事業 大館市
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

    子育て支援施設については、利用する園児・児童数の推移を見極めながら、施設の統合

や廃止を検討していくとともに、地域への譲渡や民間による運営の可能性について模索す

る。また、存続が必要な施設については、園児・児童が安全で安心して過ごせる保育環境

の維持・確保を図るため、計画的な改修や修繕を行い、適正な維持管理に努める。 

    保健・福祉施設については、保健・福祉サービスの需要やニーズを十分考慮した上で、

福祉団体等への譲渡が可能な施設を検討していくとともに、存続が必要な施設については、

計画的な改修や修繕を行い、適正な維持管理に努める。 

上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第６ 医療の確保 

（１）医療の確保の方針 

地域医療の中核となる市立総合病院と、市立扇田病院、大館市田代診療所及びその他

市内の医療機関との機能分化を進めるとともに、かかりつけ医制度の啓発と周知による

病病・病診連携を推進し、円滑で切れ目のない医療体制を構築する。 

また、市立総合病院では医療機器の更新を進めることにより、高度医療を担う機能の

充実を図っていく。さらに、将来的な医療従事者の人材確保のため、高校生に対する医

療職に関する研修会の開催や奨学金制度の活用などにより、地元出身の医療従事者の育

成活動にも力を入れていく。今後も地域住民が安心して暮らせるように、医療サービス

体制の充実を目指す。 

救急医療については、市立総合病院を中心に、秋田労災病院、大館市休日夜間急患セン

ターとの連携により、救急医療サービス体制の充実を図る。また、救命率の向上を図るた

め、救急救命士の養成と高規格救急自動車の計画的な更新を進める。 

 

 

１ 現況と問題点 

本市には、平成 26 年度末現在、病院 7、一般診療所 48、歯科診療所 31 の医療施設があ

り、そのうち自治体診療施設として、市立総合病院、市立扇田病院、大館市田代診療所の

3 施設を設置しており、市内医療施設の人口千人当たりの病床数は 17.2 床で、全国平均

12.7 床を上回り、人口に対して病床超過となっている。 

また、医師が首都圏などへ偏在していることにより、本市を含む地方では慢性的な医師

不足が生じている。これまで、市立総合病院、市立扇田病院においては、リニューアルな

どの際に病床数の削減を行い適正化に努めてきたが、病院規模に対する十分な医師数の確

保は難しい状況が続いている。 

さらに、今後は医師を中心とし看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士など多職種により

診療を行うチーム医療体制の整備が求められることから、さまざまな医療職種での人材確

保も課題となっている。 

 

２ その対策 

市立総合病院については、地域の中核病院として住民が安心できる、より高度な医療サ

ービスを提供するため、急性期医療にも対応した 新医療機器を整備する。また、医療情

報の有効活用による業務の効率化、患者のサービス向上に努めるとともに、ＤＰＣデータ

の分析による医療の質の向上を目指して、引き続き医療情報システムの整備を図る。今後

は、秋田県が策定する地域医療構想との整合性を図りながら、地域の中核病院として求め

られる機能の充実に努めていく。 

市立扇田病院については、施設・設備の老朽化が進んでいることから、今後は計画的な

施設改修を行い、清潔で安全な質の高い医療環境を実現する。市立扇田病院では既に一部

病床を療養病床とするケアミックス型病院として運営しているが、今後も市立総合病院と

の効率的な機能分化、民間診療所との病診連携を進めるほか、地元医師会や介護施設等と

の連携を構築し、地域包括ケア体制の中での在宅医療への取り組みも強化する。 
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また、市立総合病院及び市立扇田病院の医師不足については、秋田県及び弘前大学・秋

田大学医局との連携を深め、医師の過重労働軽減を含めた医師確保対策を推進するととも

に、医師を目指す意欲ある学生に対し奨学金を貸与することにより、医師の安定確保を図

る。 

あわせて、市立病院に勤務する意思がある学生に対し奨学金を貸与することにより、看

護師の安定確保を図る。さらに、高校生の大学医学部オープンキャンパスへの参加や寄附

講座主催による模擬講義の開催、市立病院での見学会、職場体験を通じて、将来の進路と

して医療職へ関心を持ってもらう取り組みも行っていく。 

大館市田代診療所については、地域住民が安心して生活できる地域医療サービスを提供

する。 

住民の高齢化により救急医療体制の充実はより重要な課題となっていることから、高度

救命処置を平等に受けられるように、高規格救急自動車を計画的に更新整備するとともに、

医師会との協力体制を一層強化しながら、休日・夜間における大館市休日夜間急患センタ

ーの運営による初期救急医療体制の確保や、災害時などにおける救急医療体制の充実を図

る。 

 

 



(１)診療施設

病院 市立総合病院施設設備整備事業 大館市

市立総合病院精神科棟改築事業 大館市

市立扇田病院施設設備整備事業 大館市

診療所 大館市田代診療所運営事業 大館市

その他 市立総合病院医療機器整備事業 大館市

県北地域救急医療等体制整備事業 大館市

市立扇田病院医療機器整備事業 大館市

病院

診療所

その他

〔大館市休日夜間急患センター運
営事業〕

大館市

①事業の必要性

　２次医療機関との機能分担を図
り、休日・夜間時における初期救
急医療体制を確保する必要があ
る。

②具体の事業内容

診療科目:内科、小児科、外科、整
形外科
職員体制:医師1人(医師会、市立総
合病院、扇田病院、労災病院から
輪番で派遣)、看護師2人(8人で交
代勤務)、事務職員1人

備考
（施設名）

５　医療の確
保

３ 計　画

事業計画（平成２８年度～３２年度）

事業主体

(３)過疎地域自立促
進特別事業

自立促進
施策区分

事業名
事業内容

(２)特定診療科に係
る診療施設

巡回診療車
（船）
患者輸送車
（艇）

巡回診療車
（船）
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備考
（施設名）

事業主体
自立促進
施策区分

事業名
事業内容

③事業効果

　休日・夜間時における初期救急
医療体制を構築することにより、
市民の安全・安心な生活を保つこ
とが可能となることから、将来に
わたり過疎地域の自立促進に資す
る事業である。

〔看護師奨学金貸与及び看護師奨
学基金造成事業〕

大館市

①事業の必要性

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現を図る
ため、市立病院の看護師の安定確
保と過疎地域医療の実施体制を堅
持する必要がある。

②具体の事業内容

　看護師を志す学生に対し奨学金
を貸与する。必要な資金は基金を
設置して確保する。

○対象人員・貸与金額：毎年度５
人以内、月額５万円（養成施設入
学時若しくは卒業時に１０万円を
加算）で無利子

○返還免除：市立病院看護師とし
て貸与期間の１．５倍勤務した場
合等

③事業効果

　看護師の安定確保と質の向上に
より、市立病院の医療体制を安
定、充実させることができ、住民
が安全に安心して暮らすことので
きる地域社会の実現が可能となる
ことから、将来にわたり過疎地域
の自立促進に資する事業である。

〔医学生奨学資金貸与及び医学生
奨学基金造成事業〕

大館市

①事業の必要性

　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、大館市内の医師
の安定確保と過疎地域医療の実施
体制を堅持する必要がある。

②具体の事業内容

　医師を志す学生に対し奨学金を
貸与する。必要な資金は基金を設
置して確保する。
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備考
（施設名）

事業主体
自立促進
施策区分

事業名
事業内容

○対象人員・貸与金額：毎年度５
名以内、月額６万円で無利子
○返還免除：市内の医療機関に医
師として貸与期間と同じ期間勤務
した場合等

③事業効果

　医師の安定確保と質の向上によ
り、市内医療機関の医療体制を安
定、充実させることができ、住民
が安全・安心に暮らすことのでき
る地域社会が実現されるため、将
来にわたり過疎地域の自立促進に
資する事業である。

（４）その他
市立扇田病院患者送迎用バス運営
事業

大館市

大館・北秋田地域医療推進学講座
設置事業

大館市
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

医療施設については、地域の医療を担う基幹施設と して、今後も施設の存続を図る。

老朽化が進んだ施設については、改築や改修を行うとともに、市民に安全な医療環境を

提供できるよう、適正な維持管理に努める。 

上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第７ 教育の振興 

（１）教育の振興の方針 

    子供から高齢者までが生涯を通じて自分の能力を発揮できる社会の実現に向けた教育

環境の充実を図るため、老朽化する校舎などを年次計画により改修し、安全で快適な教育

環境整備の充実を図るとともに、少子化により児童生徒が減少している中で、将来を担う

子供たちの確かな学力とともに、ふるさとを愛し、地域で自立する人財を育成するふるさ

とキャリア教育などの人材育成を推進する。あわせて、スクールガード事業など地域全体

で安全な学校づくりに取り組む。 

  また、生涯学習の拠点となる公民館、図書館などの整備を充実するとともに、幼年期か 

 ら高齢期に至るまでのそれぞれのライフステージに応じた学習機会を提供し、すべての市 

民が生涯にわたって学習を続け、人間として豊かな生活を送ることを目指しその成果を社 

会に還元させる生涯学習を推進し、「知の循環型社会」の醸成を図る。 

さらに、生涯にわたり、年齢、体力に応じたスポーツに親しむことができる生涯スポー 

ツ社会の実現に向け、スポーツ・レクリエーション施設の整備や有効活用による活動環境 

の向上を図る。 

 

（２）公立小中学校の教育施設等の整備 

      児童生徒のよりよい教育環境を確保するため、全ての学校施設の耐震化を実施したが、

雨漏りや外壁・内装、機械・電気設備の老朽化が著しい施設について、大規模改修計画

を策定し、年次計画による改修を実施する。また、少子化による児童生徒が減少する中

で、学校の統廃合を行い教育環境の適正化も図りながら、ふるさとキャリア教育の推進

により、将来を担う子供たちの学力向上、人財の育成に取り組む。さらに、特別支援教

育支援員の適正配置による発達障害を持つ子供への支援を充実する。 

通学困難な地域におけるスクールバスの整備を推進するとともに、学校教育の ICT 化

に向け教育用パソコン、タブレット端末などを計画的に整備する。また、統廃合した学

校の空き校舎等については、体験交流や地域振興、新産業の創出の場などとしての利活

用を図る。 

 

（３）図書館その他社会教育施設等の整備 

    図書館は市民の身近にあって学習活動を支える重要な施設である。そのため、多様化・

高度化する市民ニーズを踏まえた上で、インターネット社会に適合した図書館システムを

充実するとともに、ゆとりある読書空間を提供するため、施設設備の計画的な維持改修に

努める。 

公民館等の社会教育施設については、地域コミュニティづくりの拠点施設としての機

能も重要となっており、計画的に改修、整備に努める。また、体育施設については、市民

の健康やスポーツに対するニーズの多様化・高度化が進む中、身近な生涯スポーツから全

国規模の競技スポーツ大会にも対応可能な施設の整備を図る。なお、社会教育施設等の整

備にあたっては、充実した施設を広域的に相互利用していくという観点を踏まえて、適正

な配置に留意するとともに、各施設間の相互連携に努め、効率的な利用を促進する。 
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１ 現況と問題点 

（１）公立小中学校の教育施設等の整備 

市立小中学校の児童生徒数は、平成 27 年 5 月 1 日現在で小学校 17 校 3,337 人、中学校 

8 校 1,642 人であり、平成 22 年と比較して小学生が 434 人、中学生が 285 人と大きく減

少している。今後も出生率の低下による少子化の進行により児童生徒数の減少が予想され

る。また、発達障害を持つ児童生徒が増えており、学力や日常生活への適応力を向上させ

る支援が必要とされている。 

校舎等については、建築から 25 年以上を経過した小中学校が全体の 8 割を超え、40 年

以上を経過した学校も 8 校ある。 

遠距離通学対策として路線バスを利用する児童生徒に対する通学費の支給やスクール

バスの運行を実施しているが、スクールバス車両は導入してから年数が経過しており、更

新時期を迎えている。 

教育用パソコン、タブレット端末などは更新時期を迎えると市内全小中学校に一斉に導 

入することが困難であり、学校間での教育に偏りが生じる。 

 

表 2-11 市立の学校数、学級数、児童生徒数の推移 (単位：校、クラス、人)

 年度 

区分 

昭和 

45 年

昭和 

50 年 

昭和 

55 年 

平成 

2 年 

平成 

7 年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年 

平成 

27 年 

小学校 

学校数 35 28 26 25 24 23 23 19 17

学級数 336 315 276 230 201 194 191 181 165

児童数 10,232 8,333 6,842 5,713 4,826 4,514 4,403 3,771 3,337

中学校 

学校数 16 11 11 10 10 10 10 10 8

学級数 163 121 123 107 86 80 79 75 77

生徒数 5,781 4,142 3,926 3,314 2,701 2,345 2,295 1,927 1,642

（学校基本調査） 

 

（２）図書館その他社会教育施設等の整備 

情報技術の高度化、高齢化、労働時間の短縮など社会生活環境の大きな変化とともに自 

由時間も増大し、市民の学習ニーズも多様化してきている。 

また、誰でも気軽に参加できる生涯スポーツ活動から、競技力の向上を目指した活動ま 

で、幅広いスポーツ活動の展開を図っているが、施設の老朽化が課題となっている。 

 

２ その対策 

 （１）公立小中学校の教育施設等の整備 

児童生徒が減少する中、老朽化した学校施設については、統廃合を見据えた大規模改修 

計画を策定し、年次計画で順次改修し、小規模維持補修と合わせて快適な教育環境を整備 

する。また、将来を担う子供たちの学力向上を確かなものとし、ふるさとを愛し、地域で 

自立する人財を育成するふるさとキャリア教育の推進をより一層強化するとともに、奨学 
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金の一部返済免除により地元での就業意欲を促す。さらに、特別支援教育支援員の適正配 

置により、発達障害を持つ子供を早期に発見し適切なケアを行い、学力や日常生活への適 

応力を向上させる。 

スクールバスについては、学校統廃合や既存スクールバスの老朽化等を考慮し、計画的

に更新する。 

ＩＣＴ化の進展に対応するため、学校教育用パソコン、タブレット端末などを計画的に

配置、更新する。 

 

 （２）図書館その他社会教育施設等の整備 

地域住民の交流の場としての中心的な役割を果たす地域コミュニティセンターや公民 

館については、計画的な改修、改築を実施し、地域コミュニティ活動の拠点施設としての 

利活用の促進を図る。 

また、スポーツ施設については、適切な維持管理に努め、身近な生涯スポーツから全国 

規模のスポーツ大会にも対応できるよう計画的に整備する。 

 

 



校舎 田代中学校校舎耐震補強工事 大館市

桂城小学校大規模改修工事 大館市

城南小学校大規模改修工事 大館市

東中学校大規模改修工事 大館市

比内中学校大規模改修工事 大館市

小学校施設維持改良工事 大館市

中学校施設維持改良工事 大館市

屋内運動場 早口小学校体育館耐震診断事業 大館市

屋外運動場

水泳プール

へき地集会施設

寄宿舎

教職員住宅

スクールバス整備事業(２台：矢立
小、東中)

大館市

スクールバス運行委託事業 大館市

給食施設 給食施設維持改良工事 大館市

学校給食業務委託事業 大館市

その他

(２)幼稚園

公民館 田代公民館耐震補強工事 大館市

田代公民館赤川分館改修工事 大館市

田代公民館山田分館改修工事 大館市

スクールバス・
ボート

(３)集会施設、体育
施設等

６　教育の振
興

(１)学校教育関連施
設

３ 計　画

事業計画（平成２８年度～３２年度）

備考
（施設名）

事業主体
自立促進
施策区分

事業名
事業内容
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備考
（施設名）

事業主体
自立促進
施策区分

事業名
事業内容

比内公民館味噌内分館改修工事 大館市

長木公民館改築事業 大館市

矢立公民館移設事業 大館市

集会施設

体育施設 比内体育館改修工事 大館市

田代体育館改修工事 大館市

体育施設維持改良工事 大館市

二ツ山総合運動公園広場再整備事
業

大館市

長根山陸上競技場公認更新改修工
事

大館市

スポーツ施設環境整備事業 大館市

花岡スポーツ総合公園整備事業 大館市

田代スポーツ公園田代野球場改修
工事

大館市

図書館 中央図書館拡張整備事業 大館市

その他

〔特別支援教育支援員配置事業〕 大館市

①事業の必要性

　地域の将来を担う子供たちが安
全に安心して暮らすことのできる
地域社会の実現を図るため、発達
障害に関する専門家が少なく、認
知度も低い本市において、発達障
害の子供への理解と適切な支援を
行う必要がある。

②具体の事業内容

　通常学級での学習で個別に支援
が必要なケースに対し特別支援教
育支援員を配置し、特別支援教育
の充実を図る。
　特別支援教育支援員を５０名配
置する。

③事業効果

(４)過疎地域自立促
進特別事業
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備考
（施設名）

事業主体
自立促進
施策区分

事業名
事業内容

　発達障害を持つ子供を早期に発
見し、適切なケアを行うことで、
学力や日常生活への適応力を向上
させ、児童生徒の健全な育成を行
うことにより、地域の将来を担う
子供たちが安全に安心して暮らす
ことのできる地域社会の実現が可
能となることから、将来にわたり
過疎地域の自立促進に資する事業
である。

〔ふるさとキャリア教育夢基金事
業〕

大館市

①事業の必要性

　地域の将来を担う子供たちに、
ふるさとに誇りを持ち、自立に向
けたキャリアパスを描き、ふるさ
とで生きていく気概と能力を身に
付けることにより、市を支える人
材を育成する。

②具体の事業内容

　小中学校が行うふるさとキャリ
ア教育（外部講師による特別授
業、職場体験及び大学体験、子ど
もハローワークの設置、キャリア
パスポートの作成、地域理解を深
める企業リーフレットの作成等）
に必要な基金を設置し、事業を行
う。

③事業効果

　義務教育の９年間において、地
域の歴史、文化、産業を取り入れ
た教育により、地域への愛着、本
市で生きていくためのキャリアパ
スを持つことができ、定住人口、
移住人口、交流人口の増加につな
がることから、将来にわたり過疎
地域の自立促進に資する事業であ
る。

〔奨学資金貸与及び奨学基金造成
事業〕

大館市

①事業の必要性
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備考
（施設名）

事業主体
自立促進
施策区分

事業名
事業内容

　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、経済的理由によ
る就学が困難な者に対する奨学資
金を貸与し、若者の流出を防ぎ、
本市の人材育成、市内への就職者
の確保が急務となっている。

②具体の事業内容

　経済的な理由により学費の出資
が困難な者に奨学金を貸与する。

○対象人員・貸与金額：
（１）高校生等、毎年度１０名以
内、月額1万2,000円で無利子
（２）短大・大学生等、毎年度１
５名以内、月額４万円で無利子
○返還免除：市内で就業した場合
に、勤続期間に応じて返済金の一
部を免除する。

③事業効果

　市内に就業した者に奨学資金の
返済免除をすることにより、若者
の就業意欲の向上、地元流出の減
少、人材育成につながることか
ら、住民が将来にわたり安全・安
心に暮らすことのできる地域社会
が実現されるため、将来にわたり
過疎地域の自立促進に資する事業
である。

(５)その他 ふるさとキャリア教育夢事業 大館市

子どもサミット事業 大館市

二井田・真中コミュニティバス運
行支援事業

大館市

教育用コンピュータ整備事業 大館市

校務用コンピュータ整備事業 大館市

学校支援地域本部事業 大館市

山田記念ロードレース大会開催事
業

実行委員
会

補助金

第30回全国健康福祉祭あきた大会
（ねんりんピック秋田2017）開催
事業

大館市

日本スポーツマスターズ2016開催
事業

大館市
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

    学校教育系施設については、児童・生徒数等の状況を見ながら、学校教育環境適正化計

画の見直しによる適正な配置を検討する。また、存続が必要な施設については、児童・生

徒の安全で魅力ある教育環境の維持・確保を図るため、計画的な改修や修繕を行い、適正

な維持管理に努める。 

公民館などの集会施設については、利用者や地域住民のニーズを踏まえつつ、拠点地

域の人口や利用状況を精査しながら、今後のあり方を検討する。特に、地域との関わり

が強い集会施設については、地域住民の理解を図りつつ、地域への譲渡について検討す

る。 

社会教育系施設については、建物の老朽度や利用者数、維持管理費用などを精査する

とともに、歴史的価値などを考慮しながら、施設の存続について検討する。存続が必要

な施設については、建物や設備の計画的な修繕・更新を図り、長寿命化を進めるととも

に、施設の改築等にあわせてバリアフリー化を進め、利用環境の向上を図る。 

    スポーツ施設のうち、同種類似施設については、稼働率を精査し、施設の存続や廃止に

ついて検討していくとともに、新たに必要とする施設については整備を進める。 

    上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第８ 地域文化の振興等 

（１）地域文化の振興等の方針 

       歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画を策定し、歴史建造物・文化・伝 

統などの地域資源に光をあて、景観形成や展示・交流拠点の整備によるまちづくりを進 

めながら、各地の貴重な文化財の保存・活用や個性豊かな郷土芸能等の保存・伝承を図 

るとともに、文化財保護思想の普及啓発なども含めた「物語づくり」を推進する。 

芸術・文化に接する機会を広めるため、市民文化会館など芸術文化活動の拠点とな 

る施設の活用、充実や各種芸術文化団体等と連携した芸術文化活動の振興を図る。 

また、芸術文化活動に資する指導者などの人材育成に努める。 

 

（２）地域文化の振興等に係る施設の整備    

地域住民が市が持つ優れた歴史・文化などに誇りや関心を持ち、郷土を愛する機会をつ

くるとともに、地域文化の振興に欠かすことのできない市民文化会館、郷土博物館、鳥潟

会館など、地域の文化活動の拠点となる施設整備の充実を図る。 

 

１ 現況と問題点 

本市には、国指定文化財 7 件のほか、県指定 12 件、市指定 46 件の文化財がある。国指

定のうち 6 件が天然記念物であり、本市が誇る自然の宝である。また、これら数多くの文

化財は、先人の知恵と技、努力の証であり大館の歴史を語る貴重な資料となっており、郷

土博物館において、これら文化財の調査、研究、保存、展示、啓発などを通じた文化財保

護思想の普及と利活用を進めているが、地域住民の認知度が低く、地域活性化に生かしき

れていない状況にある。 

  市民文化会館は、年間を通してさまざまな活動に利用され、芸術文化活動の拠点施設と

しての役割を果たしており、鳥潟会館は、文化施設としてだけでなく観光施設としても重

要度が増しているが、いずれも経年による老朽化が課題となっている。 

地域に伝わる伝統芸能については、地域において後継者の育成指導に取り組んでいるが、

地域コミュニティ機能の低下や後継者不足により、その継承が難しくなっている。 

 

２ その対策 

本市の歴史と文化を継承するために、歴史まちづくり法を活用した歴史・文化・伝統な

どの風致維持向上を図り、景観形成や展示・交流拠点の整備による市が一体となったまち

づくりを推進することにより、歴史・文化・伝統・芸術などの積極的な保護と保存、先人

顕彰や学習機会の提供に積極的に取り組む。 

また、伝統ある祭り、郷土芸能や民俗行事が後世に引き継がれるよう、後継者の育成を

支援する。 

さらに、市民文化会館、郷土博物館、鳥潟会館等の施設を計画的に改修、整備する。 

 

 

 



鳥潟会館改修事業 大館市

天然記念物観察施設修繕 大館市

市民文化会館大規模改修工事 大館市

その他 歴史的風致維持向上事業 大館市

景観計画策定・景観条例制定事業 大館市

(３)その他 史跡標柱設置事業 大館市

市内遺跡発掘調査事業 大館市

どこでも博物館事業 大館市

備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

(２)過疎地域自立促
進特別事業

地域文化振興施
設

７　地域文化
の振興等

３ 計　画

事業計画（平成２８年度～３２年度）

(１)地域文化振興施
設等
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

市民文化会館などの文化施設は、市民の文化交流機能を確保するため、建物や設備の

計画的な修繕・更新を図り、長寿命化を進める。 

また、社会教育系施設については、建物の老朽度や利用者数、維持管理費用などを精

査するとともに、歴史的価値などを考慮しながら、施設の存続について検討する。 

上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第９ 集落の整備 

（１）集落の整備の方針 

    集落は、地域社会の活動の基礎であり、また、国土の適切な保全・管理にも重要な役割 

   を果たしていることから、集落機能の維持・強化は、持続可能な地域づくりを進める上で 

極めて重要である。 

本市では、昭和の合併以前の旧町単位を集落と位置づけ、これまで過疎対策事業債など 

を活用しながら、地域住民の福祉の向上のため、生活基盤や交通通信網を整備してきた。 

また、整備にあたっては住民の生活行動の広域化にも対応し、施設を広域的に相互活用 

していくという観点から、老朽化する施設の統廃合なども視野に入れながら、適正な配置 

に留意するとともに、住民生活の機能を維持するため、集落ネットワーク圏のあり方を検 

討する。 

今後も集落の生活基盤の整備等を進めるとともに、集落の自立促進を図るため、地域自

治組織等が行う自主的・自発的な活動を支援する仕組みづくりや集落支援員、地域おこし

協力隊などの制度を活用し、人材の確保を図る。 

 

１ 現況と問題点 

集落においては、人口減少や高齢化により、地域コミュニティ機能の低下が問題となっ

ている。平成 22 年 2 月に中山間地域を対象にしたアンケートでも、生活環境の整備とと

もに、集落対策をサポートする人的支援や地域の文化・伝統行事等の再生・活性化など地

域コミュニティ機能の向上に関する要望が多く、平成 25 年 6 月に行った町内会等の住民

自治組織に関するアンケートでは、約８割が地域の将来に危機感を感じており、約６割が

地域自らで対応している、または、対応したいという積極的な結果となったが、高齢化と

ともに、集落や町内会等のおける地域課題の解決に向けて中心となる担い手が不足してい

る状況である。 

平成 26年度末の全行政区386に対し、限界集落は36、準限界集落は240となっており、

全体の約７割を占めていることから、その対策が急務となっている。 

 

２ その対策 

集落の生活環境整備については、道路、水道、排水施設、コミュニティ施設などの整備

を広域的な視点、集落ネットワーク圏のあり方などを検討し計画的に進める。また、冬期

間の安心・安全な暮らしや交通の確保のため、万全な除雪体制を整備する。 

地域コミュニティ機能の維持・再生のため、地域自治組織が行う自主的・自発的な活動

を支援する地域づくり協働推進支援事業やまちづくり団体助成事業などにより、コミュニ

ティ活動、伝統的な地域行事保存事業やコミュニティビジネスなどを支援するとともに、

集落支援員や地域おこし協力隊などの制度の活用を図る。 



〔地域づくり協働推進支援事業〕
市民団体
等

補助金

①事業の必要性

　過疎化や少子高齢化により、地
域の活力の低下が懸念される中、
地域の維持及び活性化を図る上
で、市民の自主的な協働による活
動を支援する仕組みづくりが急務
である。

②具体の事業内容

○補助金限度額：計画策定は２０
万円、計画に基づく地域づくり活
動は１００万円、ステップアップ
事業は３００万円を上限に補助
○補助率：地域づくり計画の策定
は１０／１０以内、計画に基づい
て実施する地域づくり活動は９/１
０または１０/１０以内、ステップ
アップ事業は８/１０以内
○補助事業期間：計画策定は１
年、計画に基づいて実施する地域
づくり活動は２年以内、ステップ
アップ事業は１年以内

③事業効果

　市民団体等自らが地域づくり計
画を策定し、それに基づいて活動
することで、地域コミュニティ機
能の活性化が図られることから、
将来にわたり過疎地域の自立促進
に資する事業である。

(３)その他 地域おこし協力隊事業 大館市

備考
（施設名）

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

８　集落の整
備

(２)過疎地域自立促
進特別事業

３ 計　画

事業計画（平成２８年度～３２年度）

(１)過疎地域集落再
編整備
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４ 公共施設等総合管理計画との整合 

第１基本的な事項から第８地域文化の振興等までにおける公共施設等総合管理計画の

基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第 10 その他地域の自立促進に関し必要な事項 

（１）その他地域の自立促進に関し必要な事項の整備方針 

１ 現況と問題点 

 現在の本庁舎は西側庁舎が築後 61 年、東側庁舎が築後 39 年経過し老朽化が進む中、市民

や職員の安全を確保しながらいかに防災拠点としての機能を果たしていくかが課題となっ

ている。 

当初、耐震補強による現庁舎等の活用を考えていたが、東日本大震災の発生を機に、新し

く建て替えることとし、建設場所や基本理念などについて、市議会、有識者での検討を重ね、

パブリックコメントを経て平成 27 年 2 月、建設場所を現庁舎周辺とするなどを内容とする

庁舎建設基本構想を策定した。その後、建設事業をより具体化するため、庁内の建設検討委

員会や検討部会で必要な施設規模や機能などについて協議を行い、パブリックコメントによ

り市民からの意見を広く募った上で、庁舎建設基本計画を策定したところである。 

 

２ その対策 

本庁舎建設における基本理念「市民に親しまれ、安心して暮らせる街の拠点となる庁舎」

の実現を目指し、「防災拠点として市民の安全・安心を確保した庁舎」「市民サービスの向上

が図られる効率的な庁舎」「市民に親しまれる開かれた庁舎」「環境に配慮した庁舎」「まち

づくりと連動した庁舎」「市民が誇りを持てる庁舎」などを基本方針とし、合併特例債の発

行期限となる平成３２年度までに新庁舎建設工事の終了を目指す。 

また、分庁舎として庁舎機能の一部を担う総合支所においても、耐震補強を行う。 

 

３ 計 画    

事業計画（平成２８年～３２年度） 

自立促進   

施策区分 

事  業  名  

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考

９ その他地域の
自立促進に関し必
要な事項 

本庁舎 本庁舎建設事業 大館市  

田代総合支所 田代総合支所耐震補強事業 大館市  

 

４ 公共施設等総合管理計画との整合 

庁舎等の施設については、本庁舎の建設計画が進行中であるが、比内庁舎、田代庁舎

を含めた現行の庁舎においても市民に親しまれ安心して利用できる施設となるよう、適

正な維持管理に努める。 

上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 

 



１　産業の振
興

〔ペレットストーブ設置費補助金
事業〕

市民 補助金

①事業の必要性

　人口の流出と移入超過の産業構
造からの脱却を図るため、地域資
源を活用した持続可能な地域社会
を構築する必要がある。

②具体の事業内容

　ペレットストーブを購入する市
民に対し、その設置経費の１／２
を助成する。助成を受けた者へモ
ニターとして市に利用状況等の報
告を義務づける。

③事業効果

　ペレットストーブの一般家庭へ
の普及を通じて、木質バイオマス
利活用事業の産業基盤の確立と資
源循環型社会の構築が図られるこ
とから、将来にわたり過疎地域の
自立促進に資する事業である。

〔誘致企業奨励金事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　持続可能な地域社会実現のた
め、企業立地による雇用の場を確
保し、若年層が定住していく上で
の経済基盤の確立を図る必要があ
る。

②具体の事業内容

　大館市工場等設置促進条例指定
工場を立地した企業に対し、次の
優遇措置を講ずる。

○操業開始時支援金：１人につき
１０万円を助成（上限５００万
円）

○雇用奨励金：１１人目から１人
につき１０万円を助成

事業計画（平成２８年度～３２年度）過疎地域自立促進特別事業分(再掲)

自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

過疎地域自立促進特別
事業
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自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

○障害者雇用奨励金：１人につき
１０万円を助成

○福利厚生施設等助成金：経費の
１／３相当額を助成（上限１，０
００万円）

　大館市空き公共施設等利活用促
進条例指定事業者に対し、次の優
遇措置を講ずる。

○事業開始時支援金：１人につき
１０万円を助成（上限５０万円）

③事業効果

　企業立地により雇用の創出を図
ることは、若年層の定住化につな
がるため、将来にわたり過疎地域
の自立促進に資する事業である。

〔創業支援事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　創業支援計画の認定を受け、創
業支援ネットワークを形成し創業
相談体制を構築しているが、さら
なる創業支援施策を講じて地域の
創業促進につなげる。（創業支援
計画：創業目標数８件）

②具体の事業内容

　特定創業支援機関（大館商工会
議所・大館北秋商工会）による経
営指導の受講者を対象として、補
助対象経費（創業に必要な設備
費、広告費、什器備品購入費）の
２分の１以内、５０万円を上限に
助成する。

③事業効果

　地域の開業率を引き上げること
により、雇用を生み出し、産業の
新陳代謝が進み、地域活性化が図
られることから、将来にわたり過
疎地域の自立促進に資する事業で
ある。
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自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

〔新技術・新商品開発支援事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　地域特有の地場産業は、中小企
業が中心となって手掛けてきてい
るが、新技術や新商品を開発する
経費が大きな負担となっており、
国内外向けのよりよいものをつく
り上げることができず、地域活性
化の大きな妨げとなっている。

②具体の事業内容

　中小企業が行う新技術・新商品
開発に係る経費（各種展示会への
出展経費、国内特許等出願経費、
共同研修開催経費等）の２分の１
以内、１００万円を上限に助成す
る。

③事業効果

　新技術や新商品の開発が促進さ
れることにより、本市のものづく
りの力が向上し、地場産業の振
興、雇用創出につながることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

〔耕作放棄地発生防止作付推進事
業〕

大館市 補助金

①事業の必要性

　「米の直接支払交付金」の減額
など国の農業政策の方針転換によ
り、地域の小規模農家は生産意欲
を著しく低下させている。さら
に、農家自身の高齢化や後継者不
足により、今後、離農や耕作放棄
地の大幅増加などが懸念され、そ
の対策が急務となっている。
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自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

②具体の事業内容

○堆肥を活用した作付を行うこと
による農地の有効活用と耕作放棄
地の発生防止につながる取り組み
に対し、一定の助成を行う。
○補助単価：作物ごとに実情に合
わせた１０ａ当たりの補助単価を
設定
○補助事業期間：単年ごとの作付
面積に応じた補助

③事業効果

　農家の耕作意欲を喚起するとと
もに、農村の本来あるべき姿を維
持し、農村の活性化を図るほか、
農地の有効活用と耕作放棄地の発
生防止につなげることにより、地
域の農村集落の機能強化が図られ
ることから将来にわたり過疎地域
の自立促進に資する事業である。

〔新規需要米等生産拡大緊急対策
事業〕

大館市 補助金

①事業の必要性

　米価下落に伴う生産意欲の低下
と営農継続への支障と耕作放棄地
の発生を回避するとともに、農地
集積による複合作目への転換によ
る農家所得の確保の支援は急務で
ある。

②具体の事業内容

○農地中間管理機構を通して農地
集積した面積を上限に、前年に比
べ転作作物の作付を拡大した面積
に対し助成し、複合経営を推進す
る農業経営体を支援するもの。
○補助単価：１０ａ当たり
３０,０００円を助成
○補助事業期間：単年ごとの対象
面積に応じた助成
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自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

③事業効果

　農地中間管理機構を通した農地
集積の加速化により、複合作目へ
の転換による農家所得の確保、地
域の担い手の維持などが図られる
ほか、農地の有効活用と耕作放棄
地の発生防止につなげることによ
り、地域の農村集落の機能強化が
図られることから、将来にわたり
過疎地域の自立促進に資する事業
である。

〔農業夢プラン応援事業〕 農業者 補助金

①事業の必要性
　米価下落に伴う生産意欲の低下
と営農継続への支障と耕作放棄地
の発生を回避するとともに、農地
集積による複合作目への転換によ
る農家所得の確保の支援は急務で
ある。

②具体の事業内容

○複合作目の生産拡大に必要な機
械・施設等の導入に対し助成し、
複合経営を推進する農業経営体を
支援するもの。
○補助率：市の重点戦略作物は１
／６、それ以外の作物は１／１２
を助成

③事業効果

　稲作偏重からの脱却により、戦
略作目の産地拡大や認定農業者の
経営複合化に必要な機械・施設等
の導入を支援し、国内外に向けた
トップブランド産地の形成と収益
性の高い農業経営の確立による農
家所得の確保などが図られること
から、将来にわたり過疎地域の自
立促進に資する事業である。
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自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

〔地域産業担い手確保支援事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　企業立地が進展し雇用創出が増
大する一方、人口減少などによ
り、地域内だけでは求人を充足で
きない状況が顕在化してきている
ことから、人材確保を支援し、企
業の成長を妨げないようにする必
要がある。

②具体の事業内容

＜募集支援＞
〇県外求職者をターゲットとした
従業員募集に係る費用の２分の１
以内を助成（上限２５万円）
＜定着支援＞
〇県外から採用した従業員に対し
事業者が負担した住居手当の２分
の１以内を３年間助成（上限1人に
つき月額５千円、１社につき年度
内５人まで）

③事業効果

　地域外からの人材確保を支援す
ることは、企業の生産力拡大、人
口の流入促進につながることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

〔ものづくり力向上支援事業〕 大館市 補助金

①事業の必要性

　産学連携を促すことにより、も
のづくり企業の技術力向上及び競
争力強化を推進し、地場産業の更
なる成長を図る必要がある。

②具体の事業内容

　市内職業訓練施設による講習受
講料の２分の１以内を助成（上限
１社につき５万円）
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自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

③事業効果

　生産に携わる経営者及び従業員
等のより高度な知識や技術の習得
を促進することは、ものづくりの
力を向上させ、新技術や新サービ
スの開発、地場産業の振興、ひい
ては雇用創出につながることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

〔情報サービス産業等立地促進事
業〕

大館市 補助金

①事業の必要性

　付加価値の高い情報サービス産
業等関連企業の立地を促進するこ
とにより、多様な職場の創出、市
民所得の増大、地場産業の振興、
地域経済の活性化を図る必要があ
る。

②具体の事業内容

　事務所等を借用して立地した情
報サービス産業等関連企業に対
し、次の優遇措置を講ずる。

＜新規雇用１０人以上＞
〇事務所等賃借料の２分の１以内
を３年間助成（１年あたりの上限
３００万円）
〇駐車場用地賃借料の２分の１以
内を３年間助成（１年あたりの上
限１８０万円）
〇通信回線使用料（１か月あたり
の上限１０万円）
※上記合計額の３年総額上限１，
０００万円
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（施設名）

＜新規雇用１０人未満＞
〇事務所等賃借料の２分の１以内
を３年間助成（１年あたりの上限
３０万円）
〇駐車場用地賃借料の２分の１以
内を３年間助成（１年あたりの上
限５万円）
〇通信回線使用料（１か月あたり
の上限１万円）
※上記合計額の３年総額上限１０
０万円

③事業効果

　情報サービス産業等関連企業の
立地を促進することにより、若年
層が求める職種の拡充が図られる
とともに、地元企業とのビジネス
マッチング、地域におけるコミュ
ニティビジネスの創出が推進さ
れ、地場産業の振興、地域経済の
活性化につながることから、将来
にわたり過疎地域の自立促進に資
する事業である。

〔高齢者等低額フリーパス券支援
事業〕

バス事業者 助成金

①事業の必要性

　マイカー指向の進展により、本
市ではバス利用者が減少し路線バ
スの運行維持が厳しい状況であ
る。一方、交通弱者である高齢者
及び障害者の日常的な移動のため
の交通手段の確保が喫緊の課題と
なっている。

②具体の事業内容

　市内在住の高齢者(65歳以上)及
び障害者がフリーパス券(市内どこ
でも乗降できる路線バス利用券)を
購入する際に、その購入費の一部
を助成する。

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び地
域間交流の促
進

過疎地域自立促進特別
事業
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③事業効果

　高齢者等の生活交通が確保され
るとともに乗車率の向上が図られ
路線バスの運行維持にも繋がるこ
とから、将来にわたり過疎地域の
自立促進に資するものである。

〔橋梁長寿命化計画事業〕 大館市

①事業の必要性

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現を図る
ため、道路交通の安全性を確保す
る橋梁の補修が必要である。

②具体の事業内容

　橋梁長寿命化修繕計画に基づ
き、次の橋梁の補修を行う。

　高館橋（釈迦内松木立花線）
　　L=54.0m　W=6.8m
　岩瀬橋（早口川口線）
　　L=60.7m　W=6.5m
　岩瀬橋歩道橋（早口川口線）
　　L=67.1m　W=1.9m
　扇田大橋（水無扇田線）
　　L=163.7m　W=6.4m
　松原橋（松原１号線）
　　L=64.1m　W=5.1m
　信正寺橋（信正寺通り線）
　　L=25.1m　W=10.6m
　松木橋（大館松木線）
　　L=58.0m　W=6.2m
　八木橋橋（扇田・板戸線）
　　L=12.5m　W=6.0m
　十二所跨線橋（扇田十二所線）
　　L=25.3m　W=7.9m
　下町橋（下代野下町線）
　　L=151.9m　W=4.8m
　犀川橋（水無扇田線）
　　L=60.1m　W=7.2m
　曲田橋（曲田橋線）
　　L=99.8m　W=7.5m
　茂内橋（茂内屋敷水沢線）
　　L=35.0m　W=4.7m
　東橋（比内）（独鈷中野線）
　　L=93.0m　W=5.5m
　十二所橋（十二所曲田線）
　　L=96.1m　W=5.2m
　西大橋（大館駅東大館線）
　　L=165.0m　W=18.3m
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　石渕橋（二ツ屋線）
　　L=42.2m　W=4.6m
　寺崎橋（八木橋・寺崎線）
　　L=43.6m　W=5.3m
　高岨橋（大野高岨線）
　　L=57.0m　W=4.8m
　二ツ屋橋（二ツ屋線）
　　L=20.4m　W=3.8m
　一通橋（八木橋一通線）
　　L=14.5m　W=5.6m
　片貝橋（扇田・板戸線）
　　L=44.9m　W=7.3m
　土目内橋（本郷繋沢線）
　　L=16.0m　W=5.8m
　尻合橋（長走線）
　　L=15.3m　W=5.3m
　上出口橋（出口4号線）
　　L=9.5m　W=3.7m
　三階橋（十二所線）
　　L=21.2m　W=6.6m
　深沢橋（深沢1号線）
　　L=8.0m　W=4.7m
　東二ツ屋橋（東二ツ屋線）
　　L=32.1m　W=5.2m
　長内沢橋（長内沢線）
　　L=14.5m　W=6.2m
　板戸川橋（四羽出五輪台沼田線）

　　L=18.4m　W=8.3m
　深渡橋（岩元線）
　　L=35.3m　W=5.7m
　福館橋（福館線）
　　L=66.8m　W=3.6m
　小茂内橋（大館長木線）
　　L=14.1m　W=8.2m
　外川原橋（上野外川原線）
　　L=232.0m　W=4.8m
　森合橋（達子・森合線）
　　L=64.8m　W=5.0m
　越山橋（越山向岱線）
　　L=45.0m　W=5.4m
　上岩瀬橋（岩瀬・山田線）
　　L=67.1m　W=4.8m
　粕田橋（大森粕田線）
　　L=25.3m　W=5.5m
　上渡橋（白沢線）
　　L=50.9m　W=5.3m
　萩下橋（萩下・駒橋線）
　　L=91.1m　W=5.1m
　蛭沢橋（蛭沢線）
　　L=60.6m　W=4.8m
　東橋（大館）（東二ツ屋線）
　　L=96.1m　W=6.0m
　大一通橋（大一通線）
　　L=50.9m　W=4.3m
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事業名
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　川代橋　（大滝五輪岳線）
　　L=10.5m　W=8.6m
　長面橋（釈迦内長面粕田線）
　　L=62.6m　W=5.1m
　大明神橋（大明神2号線）
　　L=35.0m　W=4.3m
　大滝橋（大滝五輪岱線）
　　L=100.2m　W=6.2m
　新沢小橋（新沢5号線）
　　L=14.6m　W=9.1m
　中台橋（山神台獅子ケ森線）
　　L=29.7m　W=6.1m

　獅子ケ森橋（上代野釈迦内線）
　　L=28.3m　W=6.3m

　獅子ヶ森歩道橋（上代野釈迦内線）
　　L=49.0m　W=2.6m

　日景町橋（日景町線）
　　L=38.3m　W=4.8m

　一通橋（日景町線）
　　L=14.5m　W=5.6m

　多茂木橋（多茂木線）
　　L=8.2m　W=6.6m

③事業効果

　橋梁の長寿命化及び維持管理費
の縮減並びに道路交通の安全性の
確保により、住民が安全に安心し
て暮らすことのできる地域社会の
実現が可能となることから、将来
にわたり過疎地域の自立促進に資
する事業である。

〔路面性状調査事業〕 大館市
①事業の必要性
　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、市道の路面性状
を調査する必要がある。

②具体の事業内容
　市道１級、２級及び通学路を主
体とした舗装の維持管理指数の評
価を行い、計画的な修繕を実施す
る。
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③事業効果

　客観的な補修箇所の具現化及び
補修工法の選定によるコスト削減
が図られることから、将来にわた
り過疎地域の自立促進に資する事
業である。

〔道路付属物点検事業〕 大館市

①事業の必要性

　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、市道の道路付属
物を総点検する必要がある。

②具体の事業内容

　道路照明や標識等の道路付属物
の総点検を行い修繕計画を策定
し、計画に基づき適正な管理を行
う。

③事業効果

　計画的な修繕による道路施設の
長寿命化や通行の安全確保が図ら
れることから、将来にわたり過疎
地域の自立促進に資する事業であ
る。

３　生活環境
の整備

〔老朽化公共施設解体撤去事業〕 大館市

①事業の必要性

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現を図る
ため、老朽化した公共施設を解体
撤去する必要がある。

②具体の事業内容

　公共施設の再配置や危険性を検
討した上で、緊急性の高いものを
解体撤去する。必要な資金は、基
金を設置して確保する。

過疎地域自立促進特別
事業
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③事業効果

　老朽化した公共施設の解体撤去
により、危険性や維持管理コスト
などの抑制が図られ、住民が安全
に安心して暮らすことのできる地
域社会の実現が可能となることか
ら、将来にわたり過疎地域の自立
促進に資する事業である。

〔緊急通報装置貸与事業・ふれあ
い安心電話システム推進事業〕

大館市

①事業の必要性

　高齢者のみ世帯数が約7,500に上
る本市では、高齢者が安全に安心
して暮らすことができるよう緊急
時における連絡体制の確保が急務
となっている。

②具体の事業内容

  独居老人等を対象に緊急通報装
置を一部有料で貸付。緊急通報装
置を用いて、緊急時に外部の通報
先(警備会社・協力者)に通報さ
せ、通報を受けたものは発信者宅
に出向き、状況を確認のうえ必要
な処置を構ずる。

③事業効果

　高齢者世帯の緊急時に対する不
安感が解消されるとともに、緊急
時の迅速な対応が可能となり、重
大な事態を回避できることから、
将来にわたり過疎地域の自立促進
に資する事業である。

〔介護職資格取得支援事業〕 大館市

①事業の必要性

　高齢者が住み慣れた地域や家庭
で介護サービスを受けることがで
きる体制整備が必要であり、介護
職の人材育成と確保を図る。

４　高齢者等
の保健及び福
祉の向上及び
増進

過疎地域自立促進特別
事業
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②具体の事業内容

○市民自らが費用を支出した介護
職員初任者研修費用の全額、半額
または６万円のいずれか低い額
（１人当）をそれぞれの対象者に
助成

○市内の介護サービス事業所等が
職員の資格取得のために費用を支
出した介護職員初任者研修及び介
護実務者研修費用の半額または６
万円のいずれか低い額（１人当）
を介護サービス事業所等へ助成

③事業効果

　介護職の人材不足を解消するこ
とにより、市民に介護サービスの
充実による福祉の向上をもたら
し、介護職の資格取得による雇用
機会の拡大と若者等の定住や移住
促進にもつながることから、将来
にわたり過疎地域の自立促進に資
する事業である。

〔大館市休日夜間急患センター運
営事業〕

大館市

①事業の必要性

　２次医療機関との機能分担を図
り、休日・夜間時における初期救
急医療体制を確保する必要があ
る。

②具体の事業内容

診療科目:内科、小児科、外科、整
形外科
職員体制:医師1人(医師会、市立総
合病院、扇田病院、労災病院から
輪番で派遣)、看護師2人(8人で交
代勤務)、事務職員1人

過疎地域自立促進特別
事業

５　医療の確
保
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③事業効果

　休日・夜間時における初期救急
医療体制を構築することにより、
市民の安全・安心な生活を保つこ
とが可能となることから、将来に
わたり過疎地域の自立促進に資す
る事業である。

〔看護師奨学金貸与及び看護師奨
学基金造成事業〕

大館市

①事業の必要性

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現を図る
ため、市立病院の看護師の安定確
保と過疎地域医療の実施体制を堅
持する必要がある。

②具体の事業内容

　看護師を志す学生に対し奨学金
を貸与する。必要な資金は基金を
設置して確保する。

○対象人員・貸与金額：毎年度５
人以内、月額５万円（養成施設入
学時若しくは卒業時に１０万円を
加算）で無利子

○返還免除：市立病院看護師とし
て貸与期間の１．５倍勤務した場
合等

③事業効果

　看護師の安定確保と質の向上に
より、市立病院の医療体制を安
定、充実させることができ、住民
が安全に安心して暮らすことので
きる地域社会の実現が可能となる
ことから、将来にわたり過疎地域
の自立促進に資する事業である。

114 



自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

〔医学生奨学資金貸与及び医学生
奨学基金造成事業〕

大館市

①事業の必要性

　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、大館市内の医師
の安定確保と過疎地域医療の実施
体制を堅持する必要がある。

②具体の事業内容

　医師を志す学生に対し奨学金を
貸与する。必要な資金は基金を設
置して確保する。

○対象人員・貸与金額：毎年度５
名以内、月額６万円で無利子
○返還免除：市内の医療機関に医
師として貸与期間と同じ期間勤務
した場合等

③事業効果

　医師の安定確保と質の向上によ
り、市内医療機関の医療体制を安
定、充実させることができ、住民
が安全・安心に暮らすことのでき
る地域社会が実現されるため、将
来にわたり過疎地域の自立促進に
資する事業である。

６　教育の振
興

〔特別支援教育支援員配置事業〕 大館市

①事業の必要性

　地域の将来を担う子供たちが安
全に安心して暮らすことのできる
地域社会の実現を図るため、発達
障害に関する専門家が少なく、認
知度も低い本市において、発達障
害の子供への理解と適切な支援を
行う必要がある。

過疎地域自立促進特別
事業
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②具体の事業内容

　通常学級での学習で個別に支援
が必要なケースに対し特別支援教
育支援員を配置し、特別支援教育
の充実を図る。

　特別支援教育支援員を５０名配
置する。

③事業効果

　発達障害を持つ子供を早期に発
見し、適切なケアを行うことで、
学力や日常生活への適応力を向上
させ、児童生徒の健全な育成を行
うことにより、地域の将来を担う
子供たちが安全に安心して暮らす
ことのできる地域社会の実現が可
能となることから、将来にわたり
過疎地域の自立促進に資する事業
である。

〔ふるさとキャリア教育夢基金事
業〕

大館市

①事業の必要性

　地域の将来を担う子供たちに、
ふるさとに誇りを持ち、自立に向
けたキャリアパスを描き、ふるさ
とで生きていく気概と能力を身に
付けることにより、市を支える人
材を育成する。

②具体の事業内容

　小中学校が行うふるさとキャリ
ア教育（外部講師による特別授
業、職場体験及び大学体験、子ど
もハローワークの設置、キャリア
パスポートの作成、地域理解を深
める企業リーフレットの作成等）
に必要な基金を設置し、事業を行
う。

116 



自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

③事業効果

　義務教育の９年間において、地
域の歴史、文化、産業を取り入れ
た教育により、地域への愛着、本
市で生きていくためのキャリアパ
スを持つことができ、定住人口、
移住人口、交流人口の増加につな
がることから、将来にわたり過疎
地域の自立促進に資する事業であ
る。

〔奨学資金貸与及び奨学基金造成
事業〕

大館市

①事業の必要性

　住民が将来にわたり安全・安心
に暮らすことのできる地域社会の
実現を図るため、経済的理由によ
る就学が困難な者に対する奨学資
金を貸与し、若者の流出を防ぎ、
本市の人材育成、市内への就職者
の確保が急務となっている。

②具体の事業内容

　経済的な理由により学費の出資
が困難な者に奨学金を貸与する。

○対象人員・貸与金額：
（１）高校生等、毎年度１０名以
内、月額１万2,000千円で無利子
（２）短大・大学生等、毎年度１
５名以内、月額４万円で無利子
○返還免除：市内で就業した場合
に、勤続期間に応じて返済金の一
部を免除する。

③事業効果

　市内に就業した者に奨学資金の
返済免除をすることにより、若者
の就業意欲の向上、地元流出の減
少、人材育成につながることか
ら、住民が将来にわたり安全・安
心に暮らすことのできる地域社会
が実現されるため、将来にわたり
過疎地域の自立促進に資する事業
である。
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自立促進
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

〔地域づくり協働推進支援事業〕
市民団体
等

補助金

①事業の必要性

　過疎化や少子高齢化により、地
域の活力の低下が懸念される中、
地域の維持及び活性化を図る上
で、市民の自主的な協働による活
動を支援する仕組みづくりが急務
である。

②具体の事業内容

○補助金限度額：計画策定は２０
万円、計画に基づく地域づくり活
動は１００万円、ステップアップ
事業は３００万円を上限に補助
○補助率：地域づくり計画の策定
は１０／１０以内、計画に基づい
て実施する地域づくり活動は９/１
０または１０/１０以内、ステップ
アップ事業は８/１０以内
○補助事業期間：計画策定は１
年、計画に基づいて実施する地域
づくり活動は２年以内、ステップ
アップ事業は１年以内

③事業効果

　市民団体等自らが地域づくり計
画を策定し、それに基づいて活動
することで、地域コミュニティ機
能の活性化が図られることから、
将来にわたり過疎地域の自立促進
に資する事業である。

８　集落の整
備

過疎地域自立促進特別
事業
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