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黒部市議会 総務文教委員会行政視察 報告書 
 

視察期日:平成 28年 5月 17日(火)〜19日(木) 

視察先:（１）大分県中津市(ふるさと応援寄付金の取り組みについて) 

（２）福岡県行橋市(図書館などの複合施設構想の取り組みについて) 

       （３）福岡県豊前市(老朽危険空き家除去後の固定資産税減免と空き家

バンクについて) 

    （４）福岡県福岡市（「さざんぴあ博多」複合施設見学） 

視察者：総務文教委員会委員６名、事務局１名 

報告者：成川正幸 

 

（１）大分県中津市(ふるさと応援寄付金の取り組みについて) 

行政視察目的 

中津市では、平成 27 年度のふるさとなかつ応援寄付金「ふるさと納税」の受け

入れ件数は 5,879件、受け入れ金額は 70,589,808 円と市の財源の一つとなって

いる。その財源を活用し、高齢者生きがい活動支援事業や郷土の偉人漫画本刊

行事業等の様々な事業が行われている。黒部市でも「ふるさと納税」を施策展

開の有効な制度と捉えていることから、ふるさとなかつ応援寄付金が多くの方

から支持されている理由等を知ることで、更なる受け入れや活用体制を整える

ための施策提案を行う際に役立つのではとの思いで視察をする。 

内容 

①寄付の流れ 

（申し込み→寄付の払い込み→返礼品、証明書の受け取り→寄付金控除） 

 

②活用実績 

平成 27年度  5,879 件 70,589,808円 

平成 26年度 5,812 件 71,647,317円 

平成 25年度 2,367 件 34,876,001円 

 

③寄付金の活用方法 

安心づくり(医療・福祉・子育て支援など) 

元気づくり(一次産業・観光・スポーツ振興など) 

未来づくり(教育・人材育成など) 
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④寄付金を活用した主な事業 

・ヤフオクドームで黒田官兵衛ゆかりの地。中津

市を PR 

・観光マップで中津の温泉やグルメを紹介。 

・青の洞門の対岸にネモフィラを植栽。 

・学校への空調機器整備。 

・高齢者と保育園児の世代間交流。 

 

⑤返礼品の組み合わせ 

・1万円〜  Aセット 

・2万円〜 Bセット orAセット➕Aセット 

・3万円〜 Cセット orAセット➕Bセット 

・5万円〜 Bセット➕Cセット orAセット➕A セット➕Bセット 

※Ａセット（１万円）、Bセット（２万円）、Cセット（３万円） 

 

中津市の特徴 

① 1件約 1万円の寄付ということで単価が他市より低い。 （他市だと 2万円が

標準になる） 

②寄附のピークは年末 10,11,12月である。 

 

寄付者は、寄付金使途をあまり意識していない。どんな返礼品があるのかを意

識している。 

平成 27年度からクレジットカード決済が可能になり 65%の方が利用している。 

利用実績が 1,000 件を超えるとネットショップ業者と同じになり、ノウハウを

持っていないと運営が難しくなってくる。全国的に多いのは、運用委託であり、

お店が個別に発送であり、中津市は、NPOが運営を行っている。 

そのため、お店には個人情報が無い状態である。 

 

③複数商品を抱き合わせにしているセット品にしている。 

理由 

・色んな商品を知ってもらうこと。山川海があり、商品の種類は多いが量が取

れない。 

・返礼品は商品ではなく返礼品である。 

・特定の業者が儲かるような勝ち組を作らない。 

・ひとつのお店で発送できない。 

セット商品だと寄付を増やすのに不利になる。 
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「ふるさとチョイス 検索」 http://www.furusato-tax.jp/ 

お店の顧客情報の有無について 

①6次産業 DMを送ったりするために顧客情報が欲しいと思うのだが、中小規模

店は販売チャンネルを持っていない。また小さい業者はネット対応していない。 

商品が欲しい方には PRパンフなどで紹介し、ネットショッピングをお勧めして

いる。 リピーターを取り込みやすく問い合わせあり。 

運営方法 

①NPO法人 単価契約 委託料を支払う。 

 

ふるさと納税のトレンド 

①１自治体で提供する品数は多ければ良い 

②1件あたりの単価が上がっている 

③一次産業が多い自治体が有利。 

④電化製品等、還元率が高いものは国の規制で廃止。 

⑤利用者はいかにお得感があるのかを見ている。 

 

中津市のトレンド 

①1万円で返礼品は、（商品の 35〜40%+送料=５千円） 

②自主財源よりＰＲしている。 

③クレジットカード決済 65%であり、年齢層は 40〜50代中心。 

④郷里会等にもＰＲしているが効果なし（高校などの同窓会は全て関東支部を

持っている） 

⑤中津市は、市内の寄付は受け付けるが返礼品はしない 

⑥商品では、スッポンがリピーター率が高い。 

 

返礼品の選定方法 

①中津市の取り扱い品は、作られたもの、扱っているもの、イメージが落ちな

いものを選定している。また、工場で作られたものやブランド認証をしたもの

は取り入れていく 

②開発商品で今後販売していきたい商品などの販売未満のものは、モニター品

としてセット販売する 

③平成 28年 5月からは観光地の宿泊施設チケットなども取り入れる。 

 

ふるさと納税の今後 

①自分自身がいくらまで寄付をできるのか詳細に調べている方がいる。そうす

ると千円単位などは数が出てくる。1,000円2,000円の商品があると便利になる。 

http://www.furusato-tax.jp/
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細かい金額の寄付も受付をすれば需要があると考える。 

そういった中で平戸市などではポイント制を開始している 

現在、東京など首都圏では年間、10〜30 億円の税収が減っている自治体があ

る。そういった事から国から、高額商品などの規制や還元率などの指導がなさ

れた。 

中津市でも 1,000万円程度減っているので、減った分は集めたい。 

ふるさと納税が始まる以前から寄付されている方もいて、そういった方からは

言い風に思われていないではないかと危惧している。そういった事も念頭にお

きながら事業を進めていく。 

 

所感 

過熱する返戻品合戦に参入することなく、あくまで市の PRと位置づけ実施さ

れているところに共感を得た。 

話の中で郷里会や同窓会の反応が鈍いことや商品の還元率が高い商品に人気

が集まるというのは、制度自体が本来の目的と違うのではないかと思えた。 

黒部市は昨年度から返礼品制度を開始しているが、件数は増加したが、金額は

変わらないところを見ると黒部市の制度自体が上手く機能していないといえる

のではいか。 

そういったところを調査研究し、提言してより良い制度になるようにしてい

きたい。 

 

（２）福岡県行橋市(図書館などの複合施設構想の取り組みについ

て)  

行政視察目的 

行橋市では、黒部市と同じく図書館を中心とした複

合施設を核として中心市街地活性化を推進する計画

をまとめ上げている。新庁舎移転後の旧庁舎所在地に

おいて図書館を核とした「仮称くろべ市民交流センタ

ー」の基本計画が策定されていく中で、行橋市の事例

を視察する 

 

内容 

構想の目的 

中心市街地の空洞化に歯止めをかけ、人の往来を取り
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戻し、昼間人口、夜間人口共に高めるためのけん引役とすること。 

何度も訪れたくなる空間の創出といずれ居

住して欲しい地域づくり。 

コンパクトなまちの第一歩である。 

 

旧ミラモーレ跡地の概要 

行橋駅東側の中心市街地内に位置し、隣接す

る福岡県指定文化財の赤レンガ館とともに、

古くから商業の中心になってきた地域であり、歴史資源の残った地域性を持っ

ている。 

そのミラモーレ（結婚式場）だった土地を買い取って平成 24～25年からどう利

用していくか検討した。 

その結果、今のままでまちづくりをすると、スカスカのまちになるとの危機感

からコンパクトシティでまちが効率的な運営ができるようにインフラ、旧市街

地を活性化する事が先決であると考えた。 

中心市街地の空洞化が深刻であり、往来する人を増やす。そこから定住を増や

していくきっかけにしたい。 

跡地には、 

①1年を通じて利用できる。 

②必要となる施設。 

③人を集めることが出来る。 

そういった事で図書館を建設することにした。 

基本 

・勉強できる場所がない。不満 

・民間活力を利用した事業を考えている 

今後、事業者を募集する。 

平成 26年度試算 25 億円 

オリンピック、震災等で建設費の人件費等が上がってきている。 

都市構築戦略 HPに upしている 

駐車場 100台 立体で考えたが、住民からこの土地に相応しくないという意見が

出され、平面で検討することになった。 

市の中心は行橋駅と考え、旧ミラモーレ跡地は回遊性を持たせるために敵地だ

と考えた。 

駅前から伸びる県道を拡張する計画がある。 

 

図書館を建設するだけでは中心市街地の活性化はしない！ 

ミラモーレ跡地 
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建設で人の往来は増えると予想するが、商店を利用するのとは別である。 

商店街の人たちが通行人を捕まえる努力が必要である。 

現在、ソフト的な事も実施していかなければいけないとの認識から、勉強会を

実施している。 

また、商店街に街中図書館を設置する案も出されている。 

 

所感 

現在ある図書館は竣工から 20年しか経過していない。その図書館を別場所に建

設する事は、現在ある図書館建設はどうなのかと考えるが、その前に中心市街

地活性化が重要だったとの認識をした。 

担当者が言っていた「図書館を建設するだけでは中心市街地の活性化はしない。

建設で人の往来は増えると予想するが、商店を利用するのとは別である。商店

街の人たちが通行人を捕まえる努力が必要である。」という言葉からも活性化は

簡単ではないという印象である。 

黒部市でも中心市街地に新庁舎が建ち、今後「仮称くろべ市民交流センター」

の基本計画が策定された中で、行政はどうしていくのか。市民がどうしていく

のかを十分に話し合い進めていかなければ上手くいかないと考える。行橋市の

取り組みに注視していきたい。 

 

（３）福岡県豊前市(老朽危険空き家除去後の固定資産税減免と空き

家バンクについて) 

行政視察目的 

豊後市では、老朽危険空き家除去後の固定資産税減免を条例化している。 

老朽危険空き家の対策としては、黒部市でも行っ

ているが、老朽危険空き家の解体に要する費用の

一部を補助する等の取り組みがよく行われてい

る。老朽危険空き家除去後の固定資産税減免の条

例化は全国的にも珍しい例であり、その減免の方

法や減免の決定までの過程などについてしるこ

とにより、違った角度からの危険空き家問題解決

の方法を認識する。 
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内容 

空き家バンク制度 

目的 

豊前市の空き家の有効活用を通して、都市住民

との交流拡大及び定住促進による人口の増、ひ

いては地域の活性化を図ることを目的として

いる。 

また、これらの目的を達成されることで、空き

家の環境衛生面の改善や火災・防犯等の安全面

の改善も期待される。 

 

平成 11年 「豊前市空き地等管理の適正化に関する条例」を制定 

平成 21 年 緊急雇用対策事業を活用し、空き家調査。760 件空き家確認。AB ラ

ンク分け。 

平成 22年 「豊前市空き地及び空き家管理の適正化に関する条例」と改定 

      ・行政代執行の条項を加える。 

平成 23年 空き家バンク専任職員として宅地建物取引主任者免許を持った方を

嘱託職員として採用。（空き家バンク登録が増大） 

平成 24年 「豊前市空き家情報登録制度」スタート 

平成 25年 「豊前市老朽危険空家等除去促進事業補助金交付要綱」制定 

      「豊前市空き家バンク利用契約支援助成金交付要綱」制定 

平成 26年議員提案により空き家除去後の固定資産税の減免条例制定 

 

平成 24～27 年度 空き家バンク実績(平成 28 年 3月 31 日現在) 

物件登録数 売買 81 件、 賃貸 59件、両方可 19件、計 159件 

利用希望数 購入 98 件、賃貸 208件、両方可 34件、計 340件 

契約成立数 売買 31 件、 賃貸 59件        計 90件 

居住者前住所 市内 58件、市外 98件        計 156件 

 

空き家バンク問題点 

利用希望者のニーズに応えれるような物件が少ないため、今後更なる物件の登

録を進めていく必要がある。 

空き家バンク物件登録数が 100 件を超え、嘱託職員 1 名で管理運営する事が限

界に近づいている。 

空き家調査結果（平成 21～27年） 
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ランク 空き家数 

Ａ 282 

Ｂ 176 

Ｃ 97 

Ｄ 51 

Ｅ 17 

計 623 

 

老朽危険家屋除去事

業により解体した 

物件（H25～） 

ランク 市把握分 

Ａ  

Ｂ 3 

Ｃ 5 

Ｄ 6 

Ｅ 2 

計 16 

※スクールゾーンなどは１ランク上げている。 

 

今後の課題 

①現在 600 件を超える空き家が点在。所有者の個人的な問題等で未だに登録す

ることが出来ない物件が多々ある。 

②物件情報の収集が不足している。 

③登録物件の増加で市の運営が難しくなっている。民間との連携必要。 

④リフォーム費用負担。 

 

老朽危険家屋解体費の補助・固定資産税減免制度 概要 

①老朽危険空き家等除去促進事業 

 市内にある「老朽危険家屋」の解体費用に最大 30万円補助。事前申請が必要

であり、交付決定前に工事着手した場合は対象外。 

【対象の建物】通学路、住宅街など周辺の環境を悪化させている老朽危険家屋

等 

【受付】予算の範囲内で受付。随時相談。 

【補助金額】解体費用の 3分の 1（最大 30万円） 

【申請できる方】建物所有者・相続関係者 

老朽危険家屋解体費 

補助金申請件数 

H25 6件 

H26 10件 

H27 10件 

Ａ 使用可 

Ｂ 軽微な修理必要 

Ｃ 大規模修理必要 

Ｄ 半壊 

Ｅ 全壊 
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②減免制度 

市内にある「老朽危険家屋」を解体した場合に、平成 27年度より解体後の土地

の固定資産税を最長 10 年間減免する。 

但し、住宅解体後に土地を売却した場合や駐車場など他の用途に利用する場合、

雑草の繁茂など適正な管理を行っていない場合は減免措置がなくなる。 

 

所感 

市民からの要望で議員提案により条例を制定したところ、スクールゾーンに

ある危険空き家のレベルを他より上げている事が印象に残った。 

また、市役所入口に空き家対策の看板を設置するなど、市として重点度が伺

えた。固定資産税減免条例が 27 年度からの実施という事で今まで以上に動きが

あるのではと考える。解体し、空き地となった場所の活用方法など、今後の課

題として取り組むという豊前市の担当者の意見もあり、注目していきたいと思

う。 

 

「さざんぴあ博多」複合施設見学 

行政視察目的 

 既に開館している複合施設がどのように利用されているのかを見ることで、

黒部市において建設された場合にどのようになるのかを検証する。 

 

内容 

①施設概要 

博多南地域交流センター 

博多南デイサービスセンター 

博多南図書館 

コミュニティ機能、福祉機能、図書館機能が一体

となった複合施設。 

280席の多目的ホール、会議室、体育館、市民ロビー 

デイサービスセンター、図書館 

 

面積:敷地 6,226.71 ㎡ 

延床 8,577.10㎡ 

建設形態:独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅との合策 
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②利用者動向 

午前中、高齢者、夕方からはサラリーマン

などが多い。 

シルバー手帳は無料となることから、高齢

者の利用重視という見方もあるが、チャイ

ルドルームも設置されているし、会議室な

ど利用者は市街の方もいるという事で、年

齢問わず不特定多数の方の利用がある。 

駐車場 60台 

施設稼働率 60から 70％ 

 

所感 

副館長の案内で全館を視察。デイサービスも入っていて 9 時開館と同時に利

用者があり、館内はそれなりに人がいる感じだった。地域だけではなく広く集

客していた。しかし、近隣の商店街に人が流れているようには思えなかった。 

周辺のにぎわい創出まではいっていないと感じた。 

黒部市において建設することになったら、やはり外に出す仕掛け、商店街など

の周辺住民の努力も必要であると思う。 


