
【概要】
位置：札幌市の北に隣接し、日本海に面した南北67kmに広がるまち。
市域：〈面積〉722.42km2 〈長さ〉東西 28.880km 南北 67.044km
人口：58,260人 27,634世帯（2019年4月1日現在）
交通アクセス：札幌中心部より車で30分。新千歳空港より60分（高速道路利用）
主要産業：農業（米、ミニトマト）漁業（サケ、ニシン）畜産業（望来豚、浜益牛）

建設、製造、運輸、卸売業等（石狩湾新港地域）加工産業（農水産物）
【石狩市のメリット、プロフィールなど】
・北海道最大の都市・札幌市に近い
（札幌圏の豊富な人材、15km、30分の好アクセス）
・夏は湿度が低く、台風の影響が極めて少ない
・医療や子育て環境も充実し、農林水産業、工業も盛ん

①北海道石狩市

＜問合せ先＞
住所： 〒 061-3292 北海道石狩市花川北６条１丁目30番地２
電話： 0133-72-3644 FAX： 0133-75-2275
担当部署： 企画経済部政策担当

②岐阜県瑞浪市
【概要】
位置：岐阜県の南東部に位置し、土岐市や豊田市に隣接

名古屋市、岐阜市へはいずれも直線で約40km
市域：面積 174.86㎢
人口：37,340人（2019年11月1日現在）
交通アクセス：（電車）名古屋からJR中央本線で約45分。（車）名古屋ICから約45分。
主要産業など：陶磁器産業、畜産業（鶏卵、養豚）、株式会社エィ・ダブリュ瑞浪の進出、化石発掘 等

【瑞浪市はこんなところ！】
・愛知県の主要都市（名古屋市、春日井市、小牧市など）へのアクセスが抜群！
・教育施設は、小学校から大学まで、全て市内に揃っています！
・ブランド豚である「瑞浪ボーノポーク」をぜひご賞味ください！肉質は最高です！
・海外でも人気のある「みずなみ焼」は市を代表するブランドです！
・ゴルフ場が13箇所あり、全国からゴルファーが集まります！

＜問合せ先＞
住所：〒 509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
電話：0572-68-2111 FAX：0572-68-9002
担当部署：①経済部商工課 担当：伊藤 ②教育委員会教育総務課 担当：黒木



③京都府舞鶴市

＜問合せ先＞
住所： 〒 625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地
電話： 0773-66-1045 FAX： 0773-62-5099   E-mail : shisan@city.maizuru.lg.jp
担当部署： 総務部 資産マネジメント推進室 資産マネジメント推進課 担当 山口
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[世帯数] 34,420世帯

[保育所・幼稚園] 29ヶ所

[総面積] 342.12k㎡

[高等教育施設] 

高等学校４校・舞鶴工業高等専門学校
京都職業能力開発短期大学校

[製造品出荷額] 1,679億円

[事業所] 115社

[従業員数(工業)] 3,889人

舞鶴市で新規立地する企業への
充実した支援制度もあります！

京都舞鶴港

[主な製造企業] 

[近年の新規立地企業] 

丸玉木材㈱・ジャパンマリンユナイテッド㈱

日本板硝子㈱・日立造船㈱

ケンコーマヨネーズ㈱、和幸産業㈱

㈲あっさり漬食品工業

天橋立まで
車・鉄道で

約50分

日本海側重要港湾である「京都舞鶴港」は 「京都縦貫道」、「舞鶴若狭自動車道」の全通に
よる高速道路網の充実により京阪神、中京圏、北陸へのアクセスが格段に向上！
東アジアへのゲートウェイ港として、物流・人流情報拠点として期待が高まっています。

舞鶴

小樽港へのフェリーは毎日出航(20時間)

④兵庫県川西市

＜問合せ先＞
住 所： 〒 666-8501 兵庫県川西市中央町12-1
電 話： 072-740-1161 FAX： 072-740-1187
担当部署： 市民環境部 文化・観光・スポーツ課 担当 稲治 ・ 飯田

【概要】
日本一の里山といわれる「黒川」にある黒川小学校（昭和52年から休校）
現在は黒川公民館として使用し、貸館がメイン
ドラマなどのロケ地としても活用（朝ドラ「スカーレット」など）

【基本情報】
住所：川西市黒川字谷垣内295
延床面積：689㎡
建年次：北棟：明治37年、南棟：昭和22年
構造：木造平屋建
指定：兵庫県景観形成重要建造物

空調 無 上下水 完備

ネット 光回線 トイレ 水洗

その他 調理場、グラウンド兼駐車場、
薪ストーブ、ピザ窯

【設備等】

【地域資源活用提案募集受付中】
黒川小学校を含む近隣の５施設の活用提案を募集
詳細は２次元コードより確認



⑤兵庫県多可町
【概要】
兵庫県のほぼ中央に位置し、自然に恵まれた町です。 総面積:185㎢、人口:21,000人。
交通アクセス：大阪、京都、神戸から車で90分。中国自動車滝野社ICから17km。

【多可町の特色】
地域特性から生まれた、世界に誇る３つの発祥をもつ町です。
手漉き和紙「杉原紙」 酒米の最高峰「山田錦」 国民の祝日「敬老の日」

【八千代北小学校の特色】
役場仮庁舎として運用したため、通信設備工事（電話・LAN）が完了しています。
グラウンドの一部を砕石舗装しており、駐車場も整備済みです。
TVや雑誌で話題、行列ができる巻き寿司のお店「マイスター工房八千代」がお隣です。

＜問合せ先＞
住所： 〒 679-1192 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
電話： 0795-32-4771 FAX： 0795-32-4203 MAIL:  zaisei@town.taka.lg.jp
担当部署： 多可町役場財政課

よきコトに 出 会 え る 、 姫 の 郷 。
【概要】
奈良県の東端、三重県との県境に位置し、雄大な山々と四季を彩る美しい自然に囲まれた山間の村で
す。また、豊かな自然の中、本村を横断する形で伊勢本街道が通っております。
人口 1,597人 世帯数 819世帯 （令和元年10月1日現在）
交通 最寄駅：近鉄榛原駅、近鉄名張駅（駅からは各種バスが運行しております。）

名阪国道・針ICより国道369号線で宇陀市榛原区経由で約60分
名阪国道・上野ＩＣより国道369号線で名張市経由で60分

主要産業 農業（ほうれん草、トマト、お米など）、林業 など
【御杖村立御杖小学校の活用について】
対象となる御杖村立御杖小学校は、平成10年創立の比較的新しい校舎で、ドーム型の珍しい校舎とし
て、これまで児童、地域住民をはじめとした多くの方々に親しまれてまいりました。現在、中学校施
設を改修し、小中一貫校とする計画を進めており、令和3年秋ごろの廃校を予定しております。

⑥Meetsええ村！奈良県御杖村

＜問合せ先＞
住所： 〒 633-1302 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368
電話： 0745-95-2004 FAX： 0745-95-6800 Email： kyoui@vill.mitsue.lg.jp
担当部署： 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368



⑦和歌山県橋本市
～人輝き あたたかさ湧きでる みんなで創造する元気なまち 橋本～

【概要】
位置：和歌山県北東部、紀伊半島のほぼ中央に位置します。
面積：130.55k㎡
人口：62,468人 27,194世帯（R1.9.30現在）
主要産業：製造業（パイル織物、紀州へら竿）

農林業（柿・ぶどう・鶏卵）

【施設のポイント】

・好条件の交通アクセス
京奈和自動車道高野口ＩＣから車で5分！

・高野山麓の穏やかな自然環境
高野山参詣の玄関口！
世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道
「黒河道」あります
企業誘致による奨励金制度あり

橋本市マスコットキャラクター「はしぼう」

施設概要
・土地面積 6,003㎡
・校舎棟
構造 鉄筋コンクリート造3階建て
竣工 平成4年（新耐震基準）

橋本市で
廃校ビジネス
始めませんか

地域活性化に資する提案求む！

＜問合せ先＞
住所：〒 648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目１番１号
電話：0736-33-1119 FAX：0736-33-2657 mail：edusomu@city.hashimoto.lg.jp

担当部署： 橋本市教育委員会教育総務課 担当 萱野または壷井まで

⑧鳥取県三朝町
【町の概要】
三朝町は、鳥取県の中央部にある町で、鳥取県において2番目の大きさ。
第１号の日本遺産に認定された国宝の「三徳山投入堂」と世界一といわれる高濃度のラジウ

ム温泉が噴出する「三朝温泉」、そして名勝「小鹿渓」を
有する、自然豊かな癒やしの町です。
【人口】約６，３００人
【交通】大阪（吹田）から車で約３時間３０分

東京（羽田空港）から２時間
【産業】観光業、農林業
【ポイント】学校統合により今年度から空き校舎となった２つの
小学校です。
それぞれ、国宝投入堂や温泉街にもほど近い位
置にあり、自然たっぷりな環境に恵まれています。
１時間以内に高速道路と空港もあり、関西・
関東圏へのアクセスは抜群の立地となっています。

＜問合せ先＞
住所： 〒 682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大瀬999番地2
電話： 0858-43-3506 FAX： 0858-43-0647
担当部署： 三朝町役場企画課企画係


