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報告第２号 

 

所管事務調査報告について 

 

１ 調査事項 

  （１）廃校施設を利活用した取組みについて 

（２）道内道の駅の状況について 

  （３）医療・福祉・介護が連携した複合施設について 

 

２ 調査場所 

  登別市、伊達市 外、空知管内沼田町 

 

３ 調査年月日 

  平成２９年１０月１０日（火）～１０月１２日（木） 

 

４ 参加委員 

  委 員 長 横山  敦   副委員長 谷村 敏彦 

委  員 草刈 幸男   委  員 石山 直継 

 

５ 調査結果 

  今回の調査は、今後の議会審議の参考に資するため、所管に係る事項について視

察を実施したものであり、その内容については次のとおりである。 
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所 管 事 務 調 査 報 告 

 

１１１１    登別市登別市登別市登別市    廃校施設を利活用した取組みについて廃校施設を利活用した取組みについて廃校施設を利活用した取組みについて廃校施設を利活用した取組みについて    

 

日 時  平成２９年１０月１０日（火）１３：３０～１５：００ 

場 所  札内高原館（のぼりべつ酪農館、旧登別市立札内小中学校） 

 

【登別市】  

○人口 ４９，００３人(Ｈ２９．９．３０)   

○基幹産業 農業、水産業、観光業 

 

【施設の概要】 

 １．名  称  登別市札内高原館 

２．開  業  平成１２年４月（旧札内小中学校を改修して開業） 

３．敷地面積  ２９，４６２㎡ 

４．施  設  校舎（昭和４０年築）コンクリートブロック造平屋建、一部木造 

７０３．９９㎡ 

         体育館（昭和４５年）鉄骨造平屋建      ２３５．３０㎡ 

５．運営体制  ㈱のぼりべつ酪農館を指定管理者に指定し運営。 

        管理委託料は年間５３３万６千円。 

        ※校舎の半分が製造施設で、市が行政財産の目的外使用許可を行

い、㈱のぼりべつ酪農館に貸付けている。行政財産の貸付料（酪

農館から市への収入）１６２万７千円。 

６．使用状況   

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

体験学習 

（バターづくり、 

アイスクリームづくり） 

13 回 212 人 16 回 271 人 10 回 139 人 

体育館開放 

（太鼓の練習など） 
235 回 2,212 人 277 回 2,821 人 299 回 2,588 人 

 

【札内高原館設置までの経緯】 

農業所得の向上、ゆとりある農家経営、活力ある農村の確立を目的に、平成２年に

市内の酪農家・市民により「登別市農業振興研究会」が設立され、地産の乳肉品の加

工研究が始まったが、安定した製品研究の場が無いことから、市に対して施設・設備

の整備要望が行われた。 

また、札内地区では、平成１０年３月に小中学校の廃校が決定しており、地域住民

の意向を聴取した結果、子どもが遊べ、地域住民のコミュニティの場として残してほ

しいとの要望があった。 
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市は、地域住民の要望とあわせ、①地場産品の開発促進②加工技術の取得を希望す

る地域農業者や市民に対しての技術指導③市民や観光客を対象にした乳肉製品の加

工体験学習④農村と都市との交流を深める場の提供等を目的に、平成１１年度に旧札

内小中学校の校舎を改修し、平成１２年４月、札内高原館をオープンさせ、加工研究

及び施設の管理、体験学習業務を「登別市農業振興研究会」（市内酪農家、農協、商

工会議所で構成）に委託した。 

改修に伴う経費と財源内訳は次のとおり。 

    （単位：千円）   

＜設備費＞  金 額 ＜財源内訳＞  金 額 

建築工事費 ２７，３００ 地域総合整備債 １０６，３００ 

給排水製造設備費 １０１，３２５ 市町村振興補助金 ２８，０００ 

電気設備工事費 １３，１８８ 市単独債 ７，５１３ 

小計 １４１，８１３ 小計 １４１，８１３ 

備品整備費 ５，８４１ 市単独債 ５，８４１ 

合計 １４７，６５４ 合計 １４７，６５４ 

 

     

【設置後から現在まで】 

 平成１５年   文部科学省の廃校リニューアル５０選に選ばれた。 

 平成１６年１月 前述の研究会の意志を継承した「㈲のぼりべつ酪農館」（地元

企業等４社、個人３名、酪農家１５名（登別１２名、室蘭３名）

が出資）が㈱牧家（伊達市）の協力を得て企業化し、研究会は

解散。 

 平成１６年４月 ㈲のぼりべつ酪農館に工房部分等の使用を許可、また、コミュ

ニティ施設の管理・体験学習について、業務を委託。 

５月 アイスクリーム、ソーセージの製造を開始。 

 平成１７年５月 登別・室蘭産生乳を使った「のぼりべつ牛乳」の製造を開始。 

平成１８年４月 施設の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を指 

定管理者（のぼりべつ酪農館）による管理へ移行。 

平成１８年６月 登別・室蘭産生乳を原料とした「ごちそうプリン」（賞味期限 

８日間）の製造を開始。長期保存が可能なプリンの要望が消費 

者から寄せられ、翌年１月から常温で半年間保存可能な「のぼ 

りべつ牛乳プリン」を製造。 

  平成１９年４月 「のぼりべつ牛乳」が市内の小中学校１３校で学校給食用飲用 

牛乳に採用。 

 平成２１年４月 有限会社から株式会社へ商号を変更。 

 平成２６年４月 チーズ工房完成。  

【その他】 

・登別市内の他の廃校の利活用の例では、旧鉱山小中学校が「ふぉれすと鉱山」とし

て、旧温泉中学校が「カント・レラ」として、それぞれ体験学習の場となっている。
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一部例外はあるものの、廃校はほぼフル活用している。 

・社長が新商品を考案している。昨年度のふるさと納税返礼品の実績としては、海産

物に次いでチーズが２位だった。 

・登別市内の乳牛（搾乳）の頭数は６００頭程度。札内高原館で受け入れられるのは

１日２トン程度。他の生乳は函館へ出荷されている。 

・加工施設として利活用されている一方で、学校の歴史を紹介する資料室もある。 

 

 

【委員会の意見】 

・商品はいずれも高品質で、学校給食への牛乳の提供など、販路拡大にも取り組んで

いる。 

・天塩町内には、廃校施設が複数あるが、有効に使われないまま老朽化が進んでいく

一方という状況が見受けられる。廃校施設の有効活用の事例には、加工施設のほか

に、木工作品の工房となっているものや、キノコ栽培を行っているものなどもある。

地域おこし協力隊の活用なども含めて、廃校の利活用策を積極的に検討するべき。 
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２２２２    道内道の駅の状況について道内道の駅の状況について道内道の駅の状況について道内道の駅の状況について    

 

日 時  平成２９年１０月１１日（水） 

場 所  伊達市、洞爺湖町（２箇所）、留寿都村、真狩村、ニセコ町、赤井川村、 

当別町 

     （１市、３町、３村、８箇所） 

      

【調査の概要】 

所管事務調査２日目は、沿道の道の駅を視察した。視察した道の駅は次のとおり８

箇所である。 

・だて歴史の杜 

・あぷた（洞爺湖町（旧虻田町）） 

・とうや湖（洞爺湖町（旧洞爺村）） 

・２３０ルスツ（留寿都村） 

・真狩フラワーセンター（真狩村） 

・ニセコビュープラザ（ニセコ町） 

・あかいがわ（赤井川村） 

・北欧の風 道の駅とうべつ（当別町） 

【調査の結果】 

（各 道の駅共通） 

・住民が持ち寄った野菜（ジャガイモ、トウモロコシ、カボチャなど）が安価で販売

され、活況を呈していた。 

・いずれの道の駅も、コロッケ、揚げイモなどのように、立ち寄った際に手軽に持ち

帰りできる商品が販売されていた。 

（道の駅あかいがわ） 

・道の駅あかいがわ（後志管内赤井川村）では、突然の訪問にもかかわらず、道の駅

館長から運営について話を聞くことができた。 

・当道の駅は国道３９３号沿いに所在し、小樽～倶知安～ニセコのルート上にある。 

・管理・運営（売店含む）については、商工会を指定管理者として行われているが、

レストランは売店と別に運営がされている。 

・当道の駅では、館長自らが商品開発を行っており、パンやお米のジェラートは好評

を得ている。 

 

 

【委員会の意見】 

・天塩町の「道の駅てしお」については、リニューアルが検討されているが、現状で

は具体化していない状況にあり、早期に方針を打ち出すべき。 

・視察してきた道の駅と比較すると、本町の道の駅には多くの課題がある。町の方針

を示した上で関係者との協議が必要。 
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３３３３    沼田町沼田町沼田町沼田町    医療・福祉・介護が連携した医療・福祉・介護が連携した医療・福祉・介護が連携した医療・福祉・介護が連携した複合施設複合施設複合施設複合施設についてについてについてについて    

    

日 時  平成２９年１０月１２日（木）１０：００～１２：００ 

場 所  沼田町役場、沼田町地域密着多機能型総合センター 

 

【沼田町】 

○人口 ３，１５４人(Ｈ２９．９．３０)    

○基幹産業 農業（稲作） 

 

【施設の概要】    

 １．名  称  沼田町地域密着多機能型総合センター 

２．開  業  平成２９年 ７月（第１期 診療施設） 

平成２９年１０月 

（第２期 デイサービスセンター、地域あんしんセンター） 

３．敷地面積  ９，７２１．７４㎡（旧沼田町立沼田中学校跡地） 

４．施  設  コンクリート造、一部木造 平屋 

        （第１期）  ８５１．５１㎡ 

        （第２期）１，０３４．５７㎡ 

５．運営体制  沼田厚生クリニック（北海道厚生連に指定管理委託） 

デイサービスセンター（沼田町社会福祉協議会に指定管理委託） 

暮らしの保健室（社会保障制度や健康の相談窓口） 

６．総事業費  １０億６，７４１万４千円 

        （内訳は以下のとおり） 

         

総事業費内訳                         （単位：千円） 

＜設備費＞  金 額 ＜財源内訳＞  金 額 

基本実施設計 ５８，５９０ 国庫支出金 

（内閣府：地域再生 

戦略交付金） 

２０６，７５６ 工事監理業務 １７，０６５ 

建設工事 ７６４，４０２ 

一般財源 ８６０，６５８ 

（第１期） （３４７，２７２） 

（第２期） （４１７，１３０） 

医療機器 １１６，８９０ 

その他工事 ６２，４０７ 

外構工事 ４８，０６０ 

合  計 １，０６７，４１４ 合  計 １，０６７，４１４ 

 

【施設整備に至る背景～農村型コンパクトエコタウン構想】 

沼田町では人口・世帯減少、高齢化率の上昇を見越し「農村型コンパクトエコタウ
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ン構想」として、市街地（全人口の７割が居住）の「歩いて暮らせるまちづくり」を

目指し、各種事業に取り組んでいる。 

商業では、官民連携による商店街の活性化として、平成２９年９月農協事務所、ス

ーパーなどが入居する「まちなかほっとタウン」を整備し、運営は沼田町、沼田町商

工会、北いぶき農業協同組合が出資する「㈱まちづくりぬまた」が行っている。 

また、平成２６年３月には、官民連携による６次産業推進として、町営の農産加工

場である「北のほたるファクトリー」を整備し、トマトジュースなどの製造・販売を

行っている。 

今回、視察を行った「地域密着多機能型総合センター（以下、「総合センター」と

いう。）」は、この構想の一環として、地域包括ケア支援体制の構築を目的に整備され

たものである。 

 

【施設整備に至る経緯】 

総合センターの整備に至る要因のひとつには、沼田厚生病院の危機があった。当院

は建設から５０年以上が経過し老朽化が進んでいたことに加え、外来・入院患者数が

減少し、赤字補てん助成は平成１９年～２５年で１１億円に上っていた。このような

中、有床か無床か、一般病院か診療所か、安心して暮らせるかを含め、新しい医療・

福祉体制の提案を行うこととなった。 

平成２４年６月、庁内プロジェクト会議である「病院・高齢者福祉施設検討プロジ

ェクト」が設置され、翌年３月、報告書である「ぬまた暮らしあんしん生活サポート

戦略」が提出された。この結果を踏まえ、将来的な無床化を決断し、平成２５年５月

から町民へ説明を行ったが、意外にも住民から反対は無かった（沼田町は２次医療圏

である深川市まで自動車で２０分、旭川市まで同じく４５分の距離にある）。 

複合施設とした理由は、将来的な維持管理の問題や、地域包括ケアシステムの構築

のためには１箇所にある方がよりメリットが大きいとの考え方による。 

平成２６年４月から厚生病院を無床化したいという厚生連の意向があり、急遽、同

年２月に無床診療所化説明会を開催し、了承を得た。議会へは、同月に正式に農村型

コンパクトエコタウン構想を説明した。 

また、国の地方創生の流れと合致し、内閣府の地域活性化モデルケースに選定され、

地域再生計画を提出し、地域再生戦略交付金を受けることとなった。 

総合センターの建設は第１期（北側）・第２期（南側）に工期を分けて施工され、

建設地については、旧沼田中学校跡地（面積：４．６ｈａ。中学校は廃校となった旧

道立沼田高校校舎へ平成２３年に移転済み）を活用した。 

第１期工事は診療所部分の８５９．５１㎡であり、平成２９年７月に先行開業した。

運営については、北海道厚生連を指定管理者としている。尚、薬局が隣接して立地し

ている。 

第２期工事は、沼田町社会福祉協議会、デイサービスセンター（同社会福祉協議会

が指定管理者）などが入る１，０３４．５７㎡であり、平成２９年１０月に開業した。 

施設内には、これらのほか、暮らしの保健室（社会保障制度や健康に関する相談に

応じる窓口）、健康運動室や町民が自由に集えるラウンジやカフェなどを備え、多世
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代交流の場となっている。 

 

【その他】 

・高齢者のいる農村部世帯、商店の後継者の有無、空家などの情報を地図に落とし

込んで把握している。 

 

【委員会の意見】 

・縦割りではなく、総合的・長期的視点に立ち、統計や人口動態のデータをもとに

計画を立てていくことが重要。一例として、除雪に係る経費削減などを考慮し、

農村部の高齢者が冬期間には市街地に住めるようにする構想は参考となる。 

・高齢者のいる世帯が一目でわかる地図は、まちづくりを推進する上で非常に有効。 

 

以上、所管事務調査報告とします。 


