
提案募集に対する応募内容概要一覧（平成30年2月）

  1.まちづくり（6件）   6.エネルギー（8件）                                       11.高齢化社会対策（3件）
  2.まちおこし（6件）地域活性化（7件）   7.人材育成（2件）                                         12.商工会議所運営（3件）
  3.商店街活性化（2件）   8.働き方（3件）                                             13.その他（3件）　　
  4.観光振興（4件）   9.人手不足対策（2件）
  5.土産・民芸品（3件）   10.生活関連（24件）                                                                         計70件

1.まちづくり

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 歴史的街づくりと街並み（景観）づくり300年運動
風景と街並み景観条例策定、住宅コンクール開催、中心地区マスタープランの作成。道路・
公園のデザイン、伝統建物の再利用、秋田杉を活用した街並み形成で自信と誇りを取り戻す

2 オシャレな街に 空き店舗シャッターに活気ある店舗風景の絵を。戌年で犬館駅かハチ公駅に

3 田町球場の整備を
田町球場は利用料金ゼロだがその利用が少ない。イベント用に民間に貸し出すべき。ネットで
予約状況や予約できるよう、実態調査の上、改善を

4 持続可能な地域社会づくりについて学べ
クラブヴォーバン（持続可能な街づくりネットワーク）など先進的な取り組みを行っている団体
へ参加し、人口減少問題や循環経済づくりの指導や助言仰ぎ、試してみる

5 駅立地の見直し

大館駅は林業や鉱業が全盛の頃、わざわざ中心市街地を避ける形で建てられた。その後状
況が変わり駅前の再開発の動きも惨めな有様。改善策として①東大館駅をメイン駅として大館
駅との連絡スムーズに②東大館駅をメインにするが花輪線ではなくバス等で大館駅間を繋ぐ
③大館駅周辺を再開発④大館駅から東大館駅に至る動線全体を再開発し、人口・商業施
設、観光施設を集中⑤大館駅周辺は再開発せず、バスで中心市街地を直結　組み合わせも

6 弘前大学・弘前学院大学等との交流促進を
ひろさき産学官連携フォーラムへへ参加し最先端の取り組み学ぶ。文化的環境が充実してい
て近くである弘前市全体と情報交換を密にし、弘前にあふれる知的・精神的資産の恩恵を受
ける繋がりを

2.地域活性化

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 ドローン映像で地方創生・町おこし 秋田犬の元気な姿をドローン映像で発信し観光ＰＲを

2 アートクラフト展の開催
プロの手工芸作家が野外テントにおいて、オリジナルの手作りアート作品の展示・発表・販売
するイベント開催を

3 ハチ公生誕100年祭
ハチ公生誕95年祭から毎年カウントダウンでイベントを行い、100年祭では大々的に行い、交
流人口増・移住に向け大館を発信する



№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

4 2月の夜めぐり
一日限定のチケットでなく、2月中の期間限定で3回夜めぐりできるように。一度に来店数増え
ても店側は対応する人手や経費増で利益が出なく、あまりメリット無いと聞く

5 イベント×空き家×人手不足対策
各分野のやれる人＝かっこいい先輩が技の出し合いっこをし、未来のかっこいい先輩を育て
る。空き家改修、技術伝承、教育、人脈づくり、企業紹介、移住に

6 各種イベント 小規模建築物建築設計コンペ（学生の部、一般の部）

7 田代岳一周の林道利活用 田代岳を中心に山瀬ダム湖、早口ダム湖を通り一周できる。ウォーキングやバイク競技に

3.商店街活性化

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 一店一品運動による「中心市街地の再興」

一店一品運動で企業の経営理念を市民に示す。市・会議所・教育委員会の連携でキャリア教
育と子育て支援、高齢者支援を。全市民が商店街応援団に。商店街に大規模駐車場と必要
な店舗種類提案を。ハチ公大通りに介護施設含め集会場を多数整備。高齢者の知恵で子育
て支援を。

2 ゾンビ店舗の炙り出しを
ネット検索でヒットしたり、看板はあるが営業していない店舗があるため、ネット情報を含めこれ
を整理し、不特定多数の人が参照できるようにする

4.観光振興
№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 歴史を活用した観光振興 羽州街道・鹿角街道の一里塚の保全・整備

2 鉱山跡地・鉱石を活用した観光振興・教育振興 鉱山跡地を観光・教育に活用する。観光施設に鉱石を展示

3 魅力発信方法／人手不足対策 まつり、行事などを空撮し、臨場感を高めた映像で、来る人増やす。農業などを機械化

4 アメッコ市
アメッコ市は付随するイベントの方が印象強い。原点に返り飴細工アートコンテスト、飴のバレ
ンタイン告白大会でアメからずれないイベントでリピーターを

5.土産・民芸品
№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 秋田犬の木彫りの置物の復活
立派な秋田犬の木彫りの置物を復活させる。（ぬいぐるみでは顔、耳、しっぽの素晴らしさ、足
の良さは表現できない。）

2
秋田県の代表的なお土産、お杉わらべ人形を大館
で作って欲しい

秋田杉を使った三角錐の木の人形お杉わらべを、早口営林署で伐採した跡の100年超の大
きな伐根を原料に作る



№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

3 田代岳の根曲り竹の活用
田代岳の根曲り竹は目かごを作るのに非常に品質が良いと聞く。地元でもこれを使って竹細
工製品を作ってはどうか

6.エネルギー

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1
熱エネルギー回収とその活用策（産業振興と農業振
興）

地元で未活用のバイオマス燃料を燃焼し、その熱エネルギーの活用

2 電気エネルギーを地産地消に　①総論
再生可能エネルギーによる小規模発電を東北電力に交渉すべし。補助金に頼らず市民出資
で軌道に乗ったら株式会社にしこの街に投資する投資家としての自覚を促す

3 電気エネルギーを地産地消に　②小水力発電 長木川や米代川を使った小規模水力発電所であれば有望な場所は複数あるだろう

4 電気エネルギーを地産地消に　③地熱発電
日本の地熱資源量は3位だが地熱発電量は10位で、全国で原発50基分ともいわれる。掘削し
ての蒸気式の地熱発電の可能性も。幸い、弘前大学北日本新エネルギー研究所に専門家が
いるため助言や指導が受けやすい条件に置かれている。

5
電気エネルギーを地産地消に　④その他の再生可
能エネルギー

風力発電、小風力発電、太陽光発電等は林業やグリーン・インフラの整備と協同で。人口減
少進めばクマの生活圏が拡大する。熊除けとして細工凝らした小規模風車で観光資源に

6 電気エネルギーを地産地消に　⑤バイオマス
既に実行されている「バイオマス・タウン構想」は現状がよく分からず、市民全体に情報を。そ
のうえでバイオマス発電が行えるようなら実施を

7
冷房コストの削減を　①先ずは冷暖房の必要性自体
の低減を

今後は脱灯油、脱電気社会を目指さなければならず、まずは冷暖房を可能な限り減らすこと
が重要課題。地下熱ヒートポンプシステムなど断熱建築技術の普及へ

8 冷房コストの削減を　②コジェネで地域暖房を
発電所を作る際、コジェネによる地域暖房システムの導入で居住地誘導できる。道路や屋根
の融雪にも利用の可能性あり。人口が密集しやすい場所を中心に導入の検討を

7.人材育成

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1
居住地の適正化　⑦使い捨てではない建築のノウハ
ウを学べ

日本の建築業界の若者を欧州の躯体性能技術・断熱技術・資産価値を高める先進的な建築
ノウハウを学ばせて地域全体の共有財産として扱う。ポリテクとの連携もありか

2 少人数保育・教育の拡充を
子は地域の宝。秋田県はがんばっている方と思うが、より少人数で密度の高い保育・教育
サービスを。ただし競走馬のように扱う風潮には警鐘を。地元愛着が薄れる原因にも



8.働き方

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1
人を使い捨てにする働かせ方には明確なNOの意思
表示を　①花岡記念館の整備と移設の検討を

花岡事件は国交問題の側面もあるがブラック労働問題という側面もある。「黒歴史」と黙殺して
封じ込めるのではなく、駅からアクセスしやすい場所に移設し内容ももう少し充実させ内外に
発信を

2
人を使い捨てにする働かせ方には明確なNOの意思
表示を　②小林多喜二や安藤昌益にスポットライトを

労働問題や持続性のある社会づくりは吉田松陰などより小林多喜二や安藤昌益のようなアウ
トサイダー的な思想家の方に参考にすべき点多い。地元でも勉強会や講演会を

3 大館をよく知ることも必要 Ｕターン就職者は地元企業とのミスマッチを防ぐため、大館をよく知ること

9.人手不足対策

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1
介護・福祉・保育・医療・教育業界の改善を　①キャリ
アアップ制度の拡充を

これらの業界は仕事の割に給料が安く、絶対的に人手不足。働きながら資格取得などできる
体制づくりを。看護福祉大学卒の人材を100％地元で有効活用すること

2
介護・福祉・保育・医療・教育業界の改善を　②業界
の垣根を取り払う取り組みを

人手不足は人口動態に応じて増減調整が必要であるが、高齢者介護要員が状況に応じて障
害者支援に切り替えたり、子供の数が少なくなったら保育士が地域の教育支援要員に転職し
たりと柔軟な働き方ができるように

10.生活関連

№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 空きや予備軍や所有者不明土地の実態調査
現在の空き家やこれから空き家になるであろうと予想される建物の情報を一般市民でも共有
できるようにする

2 空き家バンクの周知徹底を
空き家バンクの存在が市民に浸透していない。防災や衛生面、地域の資産価値を決定するも
のであることから周知徹底を

3
空き家・空き店舗のリフォーム・貸与・解体・除却に金
銭的なインセンティブを

空き家や空き店舗に税制上の優遇措置を与え、街の新陳代謝加速を。金銭的には行政でな
くとも民間業者が募っても良い

4
空き家・空き店舗の有効活用を　①地域の包括的支
援の拠点に

空き家・空き店舗を地域の拠点、公共施設にし地域の見守り体制に使うことでコストカット

5
空き家・空き店舗の有効活用を　②自立生活が不可
能な高齢者の入居施設に

空き家・空き店舗をリフォーム、バリアフリー化し、自宅で生活できなくなった高齢者が転居で
きるようにし、看取りまで対応できる施設の少ない中で、人口動態変化に適応させる

6
空き家・空き店舗の有効活用を　③近隣住民が利用
できるように

空き家・空き店舗、更地や所有者不明土地は菜園や駐車場にし、周囲の住民が利活用できる
ようにする



№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

7
空き家・空き店舗の有効活用を　④グリーン・インフラ
に

高度経済成長期の使い捨て住宅の量産から、減量フェーズに入るが、それをグリーンインフラ
に転換し、賢く街を畳んでいく方法の模索を

8 脱車依存社会へ向けた啓発活動を
自動車を利用しないと生活できないというのは、市外へ消費流出、郊外型大型店の撤退時の
こと、ガソリン代、歩行による健康増進、高齢者ドライバーによる交通事故、街中の賑わいの観
点から、脱クルマの社会啓発を

9
バス交通をもっと使いやすく　①バス交通は情報発
信の改善を

現在のバス路線図を見ても仕組みが分かりずらい。地元の地理に疎い不特定多数の人でも
分かるようにすることと、地域の各店舗や公共施設とも情報共有、発信で生活向上に

10
バス交通をもっと使いやすく　②バス交通は路線の
再検討を

現在の路線は旧来の惰性。地区毎に利用者・住民アンケートで現状に即した路線へ変更を

11 カーシェアリング、乗り合い小型バス等の検討を
交通弱者世帯を重点的対象で、カーシェアリングや乗り合い小型バスをネット予約システムを
活用し、自家用車依存度を低く

12
歩道・自転車道の正常化を　①車道から歩道・自転
車道の分離を

車を持たない人のためにも積雪時でも歩道・自転車道確保を。行政予算で厳しければ新たな
税か市民出資することで市民自身が街のインフラに責任の自覚が生まれる

13
歩道・自転車道の正常化を　②歩道・自転車道も除
雪を

車道中心の除雪を都市計画区域では歩道・自転車道も除雪を

14 歩道・自転車道の正常化を　③融雪装置の設置を
都市計画区域の歩道・自転車道の除雪に加え、利用者の多い生活インフラ周辺では環境負
荷が低く、ランニングコストの低い融雪装置設置を

15
歩道・自転車道の正常化を　④道路以外のインフラ
整備を

歩道や公園にベンチを。トイレや水道は公共の他、既存店舗や住宅から募集し、応じてくれる
方には特典を

16 街全体のバリアフリー化促進を
市内は公共インフラ・民間施設ともに交通環境は障害者に厳しい。公共性高い２階以上の建
築物にはエレベーターを。そのためのリフォームには税的優遇措置を

17 生活必需品を扱う小規模店舗を地区毎に 買い物難民の救済は急務。車で移動しなくてもいいように地区毎に小規模店舗を

18 居住地の適正化　①適切な立地誘導を 長期的にはインフラが今同様とは限らない。街のまとまりのためには適切な立地誘導を

19
居住地の適正化　②都市計画区域での「長期優良
住宅」の推進を

都市計画区域での新築には一代限りの使い捨て型住宅でなく、50年から100年住み続けられ
る環境負荷が低く持続性の高い住宅を優先的に建てるべき

20
居住地の適正化　③新築ばかりではなく、既存の住
宅の再利活用を

住宅購入者に中古でも「快適な住環境を」の実績づくりで中古志向へ。建築技術者もリフォー
ム技術の育成を。無節操に作りすぎた住宅は数十年後「負動産」に

21 居住地の適正化　④貧困対策を 貧困対策の基本は住宅支援。それにより居住地域の選択に幅が出る

22
居住地の適正化　⑤都市計画区域に於ける賃貸住
宅に力点を

住宅の需給バランスを見ると大規模住宅は供給過剰で小さな住宅は需要に追い付いていな
い。集合住宅は分譲よりも賃貸で



№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

23
居住地の適正化　⑥都市計画区域に於ける駐車場
は最低限に

都市計画区域では街の空洞化を避けるため駐車場は最低限にし、駐輪場は増設し、人口密
度確保を

24 地域の情報のプラットフォームの設置を
この苦境改善の為、様々な人が様々な取り組みをされていると思うが、これらのデータベース
化が必要。公共施設活用し、勉強会や情報交換会、意見交換会、説明会を。ネットやSNS利
用も

11.高齢化社会対策
№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 高齢者・高齢者予備軍にネット教育を
高齢者であっても自力でネットに接続できることが生き抜くには必要で、そのための学習教室
参加を半義務化とし、生活に必要なサービスを確保できるようにする

2
高齢者・高齢者予備軍が楽しめるようなネットサービ
ス開発

高齢者・高齢者予備軍にネット教育する際、楽しめるコンテンツを。SNS等利用で高齢者の社
会参加や見守り体制強化にもなる

3
地域包括ケア体制の構築の為、最低限のネット接続
環境整備を

高齢者・高齢者予備軍にネット環境が必要で、個人で所有できない場合でも各町内に最低一
台を地区毎に民間業者と契約結ぶようにする

12.商工会議所運営
№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 商工会議所の運営について　①
商工会議所HPで会員企業の仮想商店街を作り、商品説明や買い物、さらにGPS機能で街歩
きができるように。クーポンやスタンプカードも

2 商工会議所の運営について　②
会議等の連絡手段のオンライン化。議事録等はクラウド管理で共有。会議に出席できない方
にはウェブ会議を

3 商工会議所の運営について　③ 会員等来訪者が多い建物だが、トイレなど水回りが古く、バリアフリー化を（トイレの洋式化を）

13.その他
№ テ　ー　マ 概　　　　　　　　要

1 北鹿新聞とともに前進する大館市・大館商工会議所
新聞の持つ機能について市民が大いに勉強し、新聞の在り方の教育機関として機能する商
工会議所へ

2 男性の育児促進を
大館ではいまだに男女同権意識が低いようだ。男性が育児に「協力」したり「参加」したりでなく
「育児する」のが当たり前の風潮を社会全体で

3 地元の諸企業は政治的アクターとして活動を
3月に種子法が廃止され、いずれ水道民営化も待っており売国的政策が目白押し。アベノミク
スで儲けるのはカネがカネを生む仕組みで儲ける1％の大金持ちだけで中小企業は搾取され
る側。目先のウソに騙されず具体的な声を政治に届ける必要が。まずは地方議会から


