
概 要 取組の成果と今後の展開

国有財産を活⽤した地⽅創⽣の取組(⾼校⽣レストラン)
旧産炭地である三笠市は、地⽅創⽣の取組として、｢⾷をテーマとした産業の構築｣をテーマに、拠点

施設として、調理実習研修施設(⾼校⽣レストラン)を整備。(オープン予定︓平成30年7⽉22⽇)
北海道財務局は、その敷地として現在無償貸付中の国有地の活⽤について対応･貢献した。

◯ ⾼校⽣レストランとは︖

◯ 今後の展開等
〜北海道三笠⾼校〜

平成24年春、道内初の⾷物調理(調理師･製菓)専⾨
の市⽴⾼校として開校。各種コンテストで全国1位･⼤
⾂賞受賞などの成果。道内⾼校トップクラスの⼊試倍
率を誇る。(⽣徒数︓約120名)

｢⾷｣をテーマとした三笠市の地⽅創⽣の取組として整
備する調理実習研修施設。三笠⾼校⽣に管理運営から
調理提供までの取組を経験させ、調理、接客、経営な
ど総合⼒の向上を図る。

整備費として、地⽅創⽣拠点整備交付⾦を活⽤する。
〈完成イメージ図〉

(提供︓三笠市教育委員会)
(提供︓三笠市教育委員会)

◯ 国有地の活⽤･貢献
・三笠総合運動公園の⼀部として約3.8ha(東京ドームグ

ランド約3⾯分)の国有地を三笠市に無償貸付中。
・同国有地を活⽤しての取組について、施設計画策定段階

から協議に対応し、アドバイス等を⾏った。
〜平成29年6⽉利⽤計画変更承認。

⾼校⽣レストランは、｢⾷のまち･三笠｣の拠点施設とし
て、周辺への⾷関連店舗の進出や特産品ブランド化など、
地域の雇⽤創出等地域経済の好循環が期待されている。

北海道財務局

実習⾵景調理部 製菓部

地⽅創⽣⽀援・国有財産
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概 要 取組の成果と今後の展開

国有地のジュエリーアイス観光駐⾞場への活⽤
⼀級河川⼗勝川の河⼝に位置する豊頃町⼤津地区は、⾷の王国｢⼗勝｣開拓発祥の地。
体感温度-20℃超の厳しい寒さ、⼗勝川の清流、太平洋の荒波が作り出す｢ジュエリーアイス｣を⾒るた

め国内外から⼤津地区を訪れる観光客が増えていることから、観光駐⾞場整備に国有地を活⽤したもの。

◯ ジュエリーアイスとは︖

◯ 今後の展開等
写真愛好家等観光客が急激に増えている状況にあり

市街地に駐⾞場が少なく、路上駐⾞する観光客も多く、
地域住⺠の要望もあって、観光駐⾞場整備が強く求め
られていた。

厳冬期に⼀級河川⼗勝川の氷塊が太平洋まで流れ、荒
波に磨かれて海岸線に打ち上げられた氷が、太陽に照ら
され輝いている姿が宝⽯のようと名付けられた。

このように海岸に打ち上げられている場所は豊頃町⼤
津地区以外になく、最近では国内外のメディアに取り上
げられ、国際的にも注⽬されており、北海道内外･海外
の観光客を集めている。

(提供︓豊頃町)(提供︓豊頃町)

◯ 国有地の活⽤･貢献
・ジュエリーアイスの打ち上げられる⼤津海岸にほど近い

国有地と町有地を併せて整備することで、住⺠⽣活の平
穏と観光客利便の向上が図られることとなった。

・1⽉からのシーズンに間に合わせるため早期売却対応。
〜平成29年11⽉17⽇ 売買契約〜

北海道財務局帯広財務事務所

・厳冬期の⾃然現象であり、期間は極く限られているも
のの、⼤津地区の鮭をはじめ、豊頃町の農⽔産物等は
品質も⾼く、他の観光資源のみならず地場産品への注
⽬を集めるきっかけとなることが期待される。

(提供︓豊頃町)◯ 観光駐⾞場整備の必要性･緊急性

地⽅創⽣⽀援・国有財産
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国有財産の有効活⽤による地⽅創⽣⽀援

概 要 取組の成果と今後の展開

⼭形財務事務所は、⼭形県⻑井市の｢⼦育て⽀援、定住促進｣や｢中⼼市街地のにぎわい創出｣などの地⽅
創⽣･地域活性化に向けた施策に応じて国有財産を売却するなど、国有財産の有効活⽤により地域と連携し
ながら地⽅創⽣を⽀援。

◆連携協定の締結◆

【取組の成果】

〇 今後も、地域ニーズを把握しながら、地⽅公共団体
と連携して、国公有財産の有効活⽤を図っていく。

〇 財務事務所の強みを活かした地域連携の取組を通じ
て、地域のメインプレイヤーとのネットワークをよ
り深化させ、地⽅創⽣⽀援につなげていく。

これまでの⽀援を契機に、平成29年11⽉、当市、
⾦融機関及び商⼯会議所など10機関による｢⻑井市と
の地⽅創⽣の連携に関する協定｣を締結。

平成30年2⽉には、連携協定に基づく｢ワーキンググ
ループ｣を開催し、⼦育て⽀援等の施策に関する具体
的議論をスタートさせており、今後も定期的に開催。

当所では、当市における様々な地⽅創⽣に向けた
取組に対して、国有財産の売却や財政融資資⾦の貸
付のほか、平成27年から地元⾦融機関や商⼯会議所
等も参加した計3回のフォーラムを開催するなど、あ
らゆる分野で⽀援を展開。

【今後の展開】

東北財務局⼭形財務事務所

⼦育て⽀援、定住促進に活⽤

市役所庁舎に活⽤

中⼼市街地活性化に活⽤
当市の中⼼市街地活性化事業のメインプ

ロジェクトである観光交流センター｢道の
駅 川のみなと⻑井｣敷地として、旧国⼟交
通省宿舎跡地を活⽤(平成26年12⽉売買契
約)。

当市は、廃⽌された旧合同宿舎⻑井住宅
を取得し、リフォームのうえ｢⼦育て世代の
定住促進住宅｣として再活⽤(東北初の地公
体による再活⽤事案)。

旧⻑井税務署敷地及び建物を取得し、
市役所分庁舎として活⽤(平成27年11
⽉売買契約)。

｢道の駅 川のみなと⻑井｣

平成29年4⽉オープン

平成31年3⽉⼊居開始予定
⻑井市との契約書締結式

【平成29年10⽉】

地⽅創⽣⽀援・国有財産
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国家公務員合同宿舎を災害時⼀時避難施設として提供
〜⻘森県⻘森市との協定締結〜

⻘森財務事務所は、⻘森市内の町内会からの災害時における⼀時避難場所として合同宿舎を提供してほ
しいとの相談を受け、平成30年1⽉31⽇、⻘森市と｢災害時における⼀時避難施設としての使⽤に関する協
定｣を締結(東北財務局管内としては初)。

概 要 取組の成果と今後の展開
【経緯】

平成29年８⽉、⻘森市内の町会(南造道町会)から、地
区内に所在する中⾼層の建物である合同宿舎(磯野住宅)
を、地震･津波等の災害時における⼀時避難場所として
提供してほしいとの相談を契機に、⻘森市と協議を重ね
た結果、市内に所在する全ての合同宿舎を対象とした協
定締結に⾄ったもの。

【対象宿舎等】
○対象宿舎は5住宅12棟、

受⼊可能⼈数は3,140⼈。
(1㎡当たり1⼈で計算)

【取組の成果】
〇 当所では、同様の⽴地環境(海が近い地域)にある市内の

合同宿舎も対象とすることが市⺠にとって有益であると
判断し、市内全ての合同宿舎を対象として市と協議。

〇 今回の協定が地元新聞等で紹介され、地域住⺠の安⼼･
安全や地域防災の意識向上に貢献。

【今後の展開】
国有財産に関する情報提供にとどまることなく、地域

の課題･要望等｢⼩さな声｣に⽿を傾け、地域情報アンテナ
を⾼くして地域ニーズを確実にキャッチしながら、更な
る地域貢献に役⽴つ国有財産の有効活⽤を推進していく。

(宿舎内訳)
磯野住宅 618⼈
造道住宅 119⼈
⼩浜住宅 2,269⼈
茶屋町住宅 63⼈
奥野住宅 71⼈

○本協定の避難提供場所は、当
⾯、各宿舎の階段･踊り場等
の共⽤部分としている。

東北財務局⻘森財務事務所

協定締結式 磯野住宅

災害対応・国有財産
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保育･介護施設などの社会福祉分野における国有財産の活⽤
平成22年以降、保育、介護などについて国有地の積極的な活⽤を推進。地⽅公共団体とのHPの相互

リンク設定や利⽤可能な国有地の前広な情報提供を拡充。こうした取組を通じ、29年度、優先的売却や
定期借地制度を⽤いた国有地の貸付けによる活⽤実績が最多。また、都市公園として無償貸付中の国有
地を活⽤した認定こども園が開園(全国第１号案件)。

概 要 取組の成果と今後の展開
【保育分野】
・｢待機児童解消加速化プラン｣(平成25年4⽉)における
｢国有地を活⽤した保育所整備｣に基づき、優先的売却等
を積極的に実施。
・更に、｢⼦育て安⼼プラン｣(平成29年6⽉)における｢国
有地、都市公園、郵便局、学校等の余裕教室等の活⽤｣に
基づき、保育の受け⽫拡⼤に資するため、都市公園敷地
として無償貸付中の国有地の活⽤等を図る。

【介護分野】
・ ｢⼀億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対
策｣(平成27年11⽉)において、2020年代初頭までの｢介
護離職ゼロ｣の実現に向け、⽤地確保が困難な都市部等に
おいて、介護施設整備の促進に資するよう、定期借地権
による減額貸付(貸付始期から10年間、5割を限度)等を
実施し、国有地の更なる活⽤を推進。

関東財務局及び東京・横浜・千葉財務事務所

都市公園内にある国有地
を活⽤した渋⾕区内の保
育所型認定こども園(平
成29年10⽉ 開園︓都
⽴代々⽊公園、全国第1
号案件)

◆都市公園として無償貸付中の国有地の活⽤実績 2件

◆管内の国有地活⽤実績(平成30年3⽉末現在)

◆合同宿舎を活⽤した保育事業の累計実績 10件
上記施策を踏まえ、地⽅公共団体と具体的な協議を⾏い

ながら、国有地の積極的な活⽤に取り組んでいるもの。

国有財産
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保育 介護 障害者 医療/その他 計 保育 介護 障害者 医療 計

27 15 14 0 56 36 16 3 1 56

4 3 0 1 8 10 13 1 0 24

31 18 14 1 64 46 29 4 1 80

4 2 1 1 8 6 18 0 0 24

売却 定期借地

22年度
～

28年度

29年度

契約済計

今後契約予定



国公有財産の最適利⽤(エリアマネジメント)への取組
国･地⽅公共団体ともに公的施設の耐震化･⽼朽化への対応等が求められているところ。こうした中、

財務局と地⽅公共団体が連携･協議の上、具体的な国公有財産の最適利⽤プランの策定を通じて、施設の
集約化･活⽤等に向けた取組を実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局

財政事情が極めて厳しい状況の中で、国有財産の総
括機関である財務局と地⽅公共団体が連携し、公的施
設の効率的な再編･最適化(エリアマネジメント)を図る
必要がある。

国･地⽅公共団体ともに公的施設の耐震化･⽼朽化へ
の対応に加え、⼈⼝減少に応じた公的施設の集約化･活
⽤等が必要な状況。

今般、5つの地⽅公共団体と最適利⽤プランを策定
新潟県⼗⽇町市 東京都⽂京区 群⾺県沼⽥市

⼭梨県富⼠川町 栃⽊県真岡市
引き続き、地⽅公共団体等との情報共有を⾏い、国公

有財産の最適利⽤についての実現可能性を検討していく。

⼩⽯川地⽅合同庁舎を整備のうえ、分散する⾏政機関
の集約⽴体化と区施設との合築を図るもの。

取組例(東京都⽂京区)

最適利⽤プラン 検索その他の事案については…

︓国施設
︓区施設

国有財産
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○ プラットフォームを通じて官⺠対話
を実施した6案件のうち3案件について、
官⺠連携事業の案件形成に向けた課題
検討などを⾏う内閣府⽀援が決定

抱える課題、｢官⺠連携｣で解決できないか
地域が抱える課題の解決に向けて、官⺠が連携するためのプラットフォームを開催

概 要 取組の成果と今後の展開

北陸財務局及び富⼭・福井財務事務所

官と⺠が連携するための舞台づくり

開催模様

今後は官⺠連携し、公共施設の更新等具体案件を形成
しながら、エリアマネジメントの実現に向けて取り組む

地⽅公共団体･⾦融機関･⺠間事業者等
の参画を得ながら、地域が主体性を
持った官⺠連携(PPP/PFI)事業の実現
を⽬指して｢官⺠連携(PPP/PFI)地域プ
ラットフォーム｣を開催

プラットフォームは、質･量ともに向上

7回(H28)

開催回数

15回(H29)
うち6回は⺠間向け講座

官⺠対話
4件(H28) 6件(H29)

うち3件は内閣府⽀援が決定

北陸財務局の管内全県域でプラットフォーム設⽴
○ 設⽴2年⽬となる富⼭県域、福井県域では、廃校活⽤
や⽂化会館整備などを題材に案件形成を意識した官⺠
対話を実施
○ ⽯川県域では、平成29年12⽉にプラットフォームを
設⽴し官⺠連携の理解醸成を⽬的としたセミナーなどを実施

富⼭県

2県(H28)

福井県 富⼭県

3県(H29)

⽯川県 福井県開催県

○ 平成29年度は3県域で全15回開催し、延べ1,000⼈が参加
○ ⺠間事業者の提案能⼒向上に向けて、全15回のうち

6回は⺠間向け講座を開催

官⺠対話模様

地⽅創⽣⽀援・国有財産
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国有財産を魅⼒的なまちづくりに活⽤

尾張名古屋を代表する観光名所である名古屋城と、城を取りまく都市公園(名城公園)を魅⼒的なまち
づくりの拠点とするため、⺠設⺠営による公園施設の整備が進められるなか、名古屋市と連携し無償貸
付中の国有財産を活⽤した賑わいづくりに貢献。

概 要

取組の成果と今後の展開

○財産の概要
名古屋市に対し、都市公園(名城公園)として無償貸付
所 在 地︓愛知県名古屋市北区名城⼀丁⽬1番 外
区分・数量︓⼟地･339,522.40㎡

東海財務局

名古屋市は、戦⽕で焼失した名古屋城や本丸御殿の復元に
取り組んでおり、お城を中⼼とした賑わい創出に国有財産
である名城公園が⼤きく関わっている。

今後も、名城公園が名古屋の魅⼒発信の⼀翼を担うこと
が期待されている。

②⾦シャチ横丁
名古屋城のシンボルで

ある⾦シャチを冠した名
古屋の⾷⽂化･⽣活⽂化
を堪能できるまちなみを
整備し、来訪者に名古屋
の魅⼒を発信

(平成30年3⽉29⽇オープン)

○公園整備の内容
①tonarino(トナリノ)
飲⾷施設、シャワー

を備えたランナーズス
テーション、広いウッ
ドデッキや植樹帯をバ
ランスよく取り⼊れ、
公園の魅⼒を創出

(平成29年4⽉27⽇オープン)

(c)藤井浩司/ナカサアンドパートナーズ

国有財産・地⽅創⽣⽀援
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保育分野での国有財産の有効活⽤
名古屋市が保育所の⺠間移管等を図るなか、建物⽼朽化により別地移転が必要な保育所の移転先とし

て、距離･敷地規模の点で条件に適合した国有地を取得したいと要望。保育所の開所時期が平成29年度
であるためスピーディーに対応し、地域の保育に貢献。

概 要 取組の成果と今後の展開
○財産の概要

所 在 地︓愛知県名古屋市千種区萱場⼆丁⽬611番
区分・数量︓⼟地･1,572.10㎡

○スケジュール
引受年⽉⽇︓平成27年12⽉3⽇
契約年⽉⽇︓平成28年2⽉23⽇
開所年⽉⽇︓平成29年5⽉1⽇

東海財務局

名古屋市は、移転先を地域との関係や利⽤者の利便性を
踏まえ、既存の保育所から500m以内で模索していたところ、
当地が距離･敷地規模の点で条件に適合した。

名古屋市と連携しスピーディーな処分を実現。
今後も、保育分野をはじめ、地域に貢献できるよう引き

続き連携を図っていく。

出典：国土地理院ホームページ(http://mapps.gsi.go.jp/)

○移転元と移転先
の位置関係
直線距離にして
北⻄約150mに
移動

国有財産
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舞鶴出張所による京都北部地域の活性化に向けた取組
〜旧軍⽤財産視察会及び地域産業⽀援施策活⽤セミナーの開催〜

● 舞鶴市の地域活性化に資するべく、未利⽤の旧軍⽤財産のうち観光資源としての活⽤が⾒込まれるもの
について、地元有識者を招聘し視察会を実施。(旧軍港市⽇本遺産WEEKで⼀般初公開)

● 京丹後市の中⼩企業経営者に向けて、国の地域産業⽀援施策の活⽤セミナーを開催。

概要② 地域産業⽀援施策活⽤セミナー

取組の成果

概要① 旧軍⽤財産視察会

１．東⼭特設防空指揮所 (地下壕)

２．旧海軍第三⽕薬廠 覆⼟式⽕薬庫

Ｈ29.10.17~18 観光資源となりうる旧軍⽤財産の視察会

● 当局が経産局と労働局に
呼びかけ、セミナーと共に
意⾒交換会を開催。

● 京丹後市⻑、地元経済団体、
⾦融機関を交え、地域経済
の活性化について議論。

● 旧軍⽤財産視察会 ⇒ 計58名の参加 (※)

● 国の地域産業⽀援施策の活⽤セミナー
⇒ 計100名超の参加

(舞鶴市、京都府や国の出先機関、商⼯会議所の幹部を招聘)

3．⼾島･蛇島

● 昭和16年から地下壕の建設開始
● ⼤きさはテニスコート2⾯分、

⾼さは最⼤18m
(戦時中は2階建て軍事施設) 

● 昭和15年に建設された⽕薬庫
●｢覆⼟式｣という⽅式で建築

戦時中のものが現存するのは⾮常
に珍しい。(ロケ地としても活⽤)

● 戦時中は⼤砲発射場や、医療所、
ガソリン庫として活⽤された

● 現在は上陸禁⽌の無⼈島となっ
ているが、歴史的遺構が残存

※ Ｈ29.10.28には東⼭特設防空指揮所を旧軍港市⽇本遺産
WEEKにおいて⼀般市⺠向けにも公開(来訪者多数)。

● 舞鶴出張所の所属職員を中⼼に、準備･設営を⾏った結果
両イベントともに多数の来訪者を迎え、好評を博した。

Ｈ29.12.19 中⼩企業経営者のための国の地域産業
⽀援施策の活⽤セミナー (京丹後市)

近畿財務局及び京都財務事務所・舞鶴出張所地⽅創⽣⽀援・国有財産
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国公有財産の最適利⽤｢セミナー･意⾒交換会｣の開催
・国公有財産の最適利⽤を進めるため、有識者を招聘し、地⽅公共団体等を対象としたセミナー及び

意⾒交換会を2⽇に亘って開催
・地⽅公共団体の財産活⽤等に係る知識向上とPPP/PFIの活⽤拡⼤等に寄与

○ 平成29年11⽉、徳島県･徳島市･徳島財務事務所で国公
有財産の最適利⽤に係る協議会を設⽴。

○ 利活⽤に係る検討には、PPP/PFIなど活⽤に係る知識を
得ておく必要があると考え、有識者を招聘したセミナー
及び意⾒交換会を企画。開催に当たって、協議会メン
バーからニーズを把握し、開催内容に反映するとともに、
有識者を複数(株式会社⽇本政策投資銀⾏ほか)選定。

○ セミナーには、県内地⽅公共団体のほか、商⼯団体を対
象として、有識者より、PPP/PFIの概要等の説明を受ける
ことにより、活⽤拡⼤等が図られるよう企画。

○ 事前に有識者へモデルとなる具体的な国公有財産の情報
等を提供し、地域活性化に有効な活⽤策等の提案を依頼。
意⾒交換会においては、協議会メンバーに対し、より具
体的な活⽤案等の提案や先進事例の説明を受けるなど活
発な意⾒交換となるよう⼯夫。

概 要
○ 国公有財産の利活⽤等意⾒交換会(平成30年2⽉6⽇)

有識者より、具体的な利活⽤案の提案や先進事例の説明が
あり、活⽤に向けた問題点や事例の成功ポイントなどの質
疑があるなど、活発な意⾒交換が⾏われた。

○ PPP/PFIセミナー及び活⽤事例等意⾒交換会(2⽉7⽇)
地⽅公共団体や商⼯団体を対象にPPP/PFIセミナーを実施。

制度等の説明の後、成功のポイント等について質疑が⾏わ
れた。その後、協議会メンバーとの意⾒交換会では、具体
的なPPP/PFIの導⼊可能性等の説明があり、⺠間需要の把握
⼿法等について活発な質疑応答が⾏われた。

○ 得られた知識や具体的な提案内容等については、今後の協
議会における検討に活⽤。今後とも利活⽤に関する情報発
信等を⾏い、地⽅公共団体等との連携を深めていく。

取組の成果と今後の展開

四国財務局徳島財務事務所

2/6の意⾒交換会の模様 2/7のｾﾐﾅ-の模様

国有財産・地⽅創⽣⽀援
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地盤改良技術の実証実験に国有財産を提供
熊本地震により被害を受け解体予定の国家公務員宿舎を利⽤して、破損した杭の補修･補強のための地盤改

良技術を実証実験。

概 要 取組の成果と今後の展開

九州財務局

(破損した杭)

(傾斜した住宅)

○ 熊本地震により公務員宿舎に被害。
傾斜した3棟 ➡ 解体を決定。

● 掘削調査により基礎杭の破損を確認。

○ 国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所に
公務員宿舎を提供。
● 破損した杭の補修･補強のための地盤

改良技術の実証実験に使⽤。

○取組の成果
● ⼯法･技術の確⽴に向けて、被災建物を使⽤した貴重

なデータを蓄積。
● 建築技術関係者に実験現場や実験成果を公開したこと

により、技術を周知、実験データを共有。

○今後の展開
実験成果により⼯法･技術の確⽴に向け前進
➡建物を解体せず継続利⽤可能となるなど、補修･復旧法

の選択肢が増加
➡社会資本整備や震災後の迅速な復興につながることを

期待。

(実験成果説明会の様⼦) (現場⾒学の様⼦)

実験概要
・被災建物を使⽤し地盤改良技術の有効

性の実証実験。
・現実に近い想定実験を実現。
・破損杭の外周に⾼圧噴射により地盤改

良体を築造し、破損した杭を補修･補
強。

・当該⼯法は従前⼯法⽐1/3〜1/4程度の
費⽤。

国有財産
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⼋重瀬町から町有地(庁舎跡地)と国有地(国道敷地)を⼀体利⽤し、⼋重瀬町観光拠点施設を整備
したいとして、国有地の取得要望があり、同町、国⼟交通省と協議を進め平成29年10⽉に当該国有
地を処分した。

概 要 取組の成果と今後の展開
○財産の概要

所在地︓沖縄県⼋重瀬町具志頭⼤久⽥原659番17外
区分･種⽬︓⼟地･雑種地ほか 数量︓505.05㎡

○事案の経緯
平成26年5⽉ ⼋重瀬町が｢観光拠点整備計画｣策定
平成27年5⽉ ⼋重瀬町から観光拠点計画地内にある国

有地(国道敷地)の取得ついて当局に相談
があり、同町、国交省(南部国道事務所)
とまちづくりの観点、事業スケジュール
等について協議を開始

平成28年3⽉ ⼋重瀬町が観光拠点施設の実施設計をと
りまとめ

平成29年7⽉ ⼋重瀬町から国有地の取得要望書提出
平成29年10⽉ 国交省より引受と同時に⼋重瀬町

と売買契約締結
平成30年4⽉ 観光拠点施設として、供⽤開始予定

国公有財産を観光拠点施設として活⽤

⼋重瀬町から、新たな観光産業を創出することを
⽬的として観光拠点施設を整備する計画があり、同
施設の計画地内に所在する国有地(国道敷地)を取得
したいとの相談があった。同町の整備スケジュール
に合わせて国有地を処分するために、当局は国交省
及び同町と協議を重ね、引受から売払い･代⾦納付
(所有権移転)までの処理を同⽇付で⾏い、早期に観
光拠点整備を実現したいという町の要望に応えたも
の。今回の売り払いを機に同町と意⾒交換を⾏い、
連携を継続し、地域の実状に応じた⽀援を⾏ってい
く事としたい。

H29.10.5売買契約式
出典︓⼋重瀬町

観光拠点施設
南の駅 やえせ

沖縄総合事務局国有財産・地⽅創⽣⽀援
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