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事務事業名 移住定住推進施設管理事業 事業開始年度 Ｈ 26
1121-3

担当部 経済部 担当課 観光交流推進課 担当係 交流推進係

年度
事務事業コード

法定
根拠通常管理

実施方法（全てチェック）

事業の
性質

簡易管理

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画上の
位置づけ

（ 章 ） 1.たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥

（ 節 ） 1.豊かな人間性を育む文化の創造

（施策） 2.地域間交流・国際交流

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

市外(佐久広域外）の方が「豊かな自然環境」や「便利な田舎暮らし」ができる佐久市へ移住し、市民と
して定住している。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

移住希望者に対し、「おいでなんし」に象徴されるような温かいおもてなしが実感できる移住定住推進
施設での生活体験を実施している。
・佐久市での生活（交通機関利用、公共施設使用、生活用品購入等）をより具体的に感じてもらうた
め、旧教職員住宅を改修し、「移住体験住宅」として管理している。利用期間は４日から８日間、又は
１５日間滞在とし、滞在期間内に空き家バンクの登録物件や市内の案内を移住交流相談員の対応で行
う。
・施設内及び外壁掃除、草刈等は委託で行う。
・滞在中に農業体験の希望がある場合には受入先を紹介し、指導者に謝礼を支払う。

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 26 年度(決算）(千円） 27 年度(決算）(千円） 28 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

報酬 2 128
委託料 98 95 230
需用費 230 283 1,330
役務費 101 114 185

40 85 190
事業費合計 469 579 2,063

人
件
費

常勤職員 0.40 人 2,716 0.35 人 2,338 0.35 人 2,338
非常勤職員等 時間 186 時間 234 186 234

人件費合計 2,716 2,572 2,572
総事業費 3,185 3,151 4,635

財
源
内
訳

国庫支出金 117
県支出金
地方債
その他特定財源
一般財源 3,185 3,034 4,635

財源合計
※前年度に実際に実施した活動の内容や量

旧教職員住宅を改修した移住体験住宅で生活体験を実施し、24世帯57名の利用があった。そのうち、5世帯10名
が移住し、市民として定住する成果を挙げた。

3,185 3,151 4,635

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27 （実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

移住体験住宅利用世帯数 移住体験住宅利用世帯数 世帯
21 24 ― 25

16 25 25 H 28 年度

―

H 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27 （実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

佐久市へ定住した世帯数 佐久市へ定住した世帯数 世帯
4 5 ― 6

2 5 6 H 28 年度

―

H 年度

H 27 年度

実施内容

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他



（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞

平成27年度は移住体験住宅の利用者世帯数のうち、5世帯が移住し、目標を達成することができた。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞

国の施策である地方創生で東京一極集中の是正が掲げられていることから、今後、地方への移住を検討する層は
確実に増加が見込まれる。それに伴い、移住前に実地で生活体験ができる「移住体験」は、移住希望者にとって非
常に魅力的な取組みであることから、そのニーズが高まる。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞

市で嘱託した移住交流相談員は、移住体験住宅の申込み段階から、コミュニケーションを取りながら、施設利用者
の求める移住生活について、情報提供を行っている。また、滞在中に「空き家バンク」の物件案内を行ったり、市内
の案内を行うなど、適切な対応から信頼関係を得ることで成果を挙げている。

年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

移住体験住宅の利用により一定の成果を挙げているが、稼動率を上げるために利用希望者のニーズに沿った運営
が必要であり、そのために状況把握をしながら要綱等の見直しを行い、稼動率を上げていく。

労働量

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性
（期間：H 年度～H

千円

千円

今後の取組方針

佐久市への移住を希望する空き家バンク利用登録者に対し、移住体験住宅の利用を促し、移住・定住人口
の増加に繋げる。移住体験住宅の利用状況等を見ながら、今後、必要に応じて整備を検討していく。

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

千円

千円

（社）佐久シルバー人材センター 委託料

千円

千円95計

千円

千円

27

27概　要団体名等 費　目

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

95住宅清掃・草刈等委託料

増加する方向にある 現状と変わらない 減少する方向にある

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される
サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている
民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
〒385-8501 長野県佐久市中込 3056 番地 

信州佐久「田舎暮らし」支援センター （観光交流推進課内） 

電話：0267-62-4139
ヨ イ サ ク

   FAX：0267-62-2269 
（受付時間：平日 8：30～17：15） Mail： kouryu@city.saku.nagano.jp 

お申込み・お問い合わせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 事前予約 電話、FAX、Mail のいずれかで利用希望日をお伝えください。 

空き状況を確認し、仮予約の可否を連絡いたします。 

（利用日の 90 日前から） 

 

② 申 込 み 申請書に申込者の住所が確認できる書類のコピーを添付し、ご 

郵送ください。（仮予約日から２週間以内に送付いただけない 

場合は予約キャンセルとなります。） 

 

③ 決定通知 決定通知を郵送しますので、利用の際ご持参ください。 

 

④ 利用開始 カギの引渡し、詳細説明、近隣へのあいさつ、布団リース等。 

        ＜※チェックイン時間 14 時～15 時、チェックアウト時間 10 時＞ 

ご利用の流れ 

 
 

 

・利用開始日、終了日は平日のみとなります 

・現地へはお車でお越しいただく必要があります 

・滞在中に出たゴミはお持ち帰りください 

・ペット不可  ・施設内禁煙  ・火気厳禁 
 

注意事項 

 

 

●家電（冷蔵庫、テレビ、電子レンジ、洗濯機、掃除機、炊飯器、アイロン、扇風機、 

ドライヤー、家具調こたつ、ファンヒーター） 

●掃除用具（バケツ、雑巾、掃除用洗剤等、屋外掃除用品、雪かき） 

●キッチン用品（包丁、まな板、鍋、フライパン、ザル、ボウル、菜箸、フライ返し、 

お玉、しゃもじ、栓抜き、台所用洗剤、ポット、茶碗、椀、皿、急須、湯呑み、やかん） 

●物干竿、洗濯バサミ、ハンガー 

●トイレットペーパー 

●灯油（冬期） 

◆施設内にあるもの◆ 

 
●寝具（有料レンタルあり） 

●生活用品（食材、歯ブラシ、箸など） 

※その他の物でも施設内にない物は利用者でご用意ください。 

●利用者が用意するもの● 

※ 要綱・その他詳細については、HP をご覧いただくか直接お問い合わせください。 

http://www.city.saku.nagano.jp/kanko/oidenanshi/teijusokushin/ijutaiken.html 
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○佐久市移住体験住宅要綱 

平成25年12月26日告示第153号 

改正 

平成27年12月24日告示第157号 

佐久市移住体験住宅要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、移住希望者の田舎暮らし生活体験に供する佐久市移住体験住宅（以下「移住体

験住宅」という。）の利用に関し必要な事項を定めることにより、本市への移住・定住を促進し、

もって交流人口の増加による地域の活性化を図ることを目的とする。 

（名称及び位置等） 

第２条 移住体験住宅の名称、位置等は、別表第１のとおりとする。 

（利用できる者の資格） 

第３条 移住体験住宅を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者（市長が特に必要と認め

る者を除く。）とする。 

(１) 現に佐久広域市町村以外に住所を有する者で、市内へ移住を希望するもの及びその家族 

(２) 佐久市空き家情報登録制度「空き家バンク」利用者登録者 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員でない者 

（利用の申込み） 

第４条 移住体験住宅を利用しようとする者は、利用開始日の10日前までに佐久市移住体験住宅利用

申込書（様式第１号）により市長に申し込まなければならない。ただし、やむを得ない事情により

市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（利用の承認） 

第５条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、内容を審査し、利用を承認するときは、当

該申込者に対し、佐久市移住体験住宅利用承認書（様式第２号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。 

３ 市長は、移住体験住宅を利用しようとする者が第３条に該当しないとき又はその利用が次の各号

のいずれかに該当するときは、第１項の承認をしないものとする。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 施設及び器具（以下「施設等」という。）を損傷するおそれがあると認められるとき。 

(３) 暴力団対策法第２条第２号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を

行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、移住体験住宅の管理上支障があると認められるとき。 

（利用期間） 

第６条 移住体験住宅の利用期間は、連続した４日から８日又は15日とする。この場合において、当

該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。 

２ 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、

市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（利用の制限） 

第７条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは

承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。 

(１) この要綱の規定に違反したとき。 

(２) 利用の申込みに偽りのあったとき。 

(３) 移住体験住宅の管理上特に必要があると認められるとき。 

２ 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場

合において、利用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。 

（利用者の遵守事項） 

第８条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 常に善良な管理意識を持って利用すること。 

(２) 火気の取扱いに注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。 
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(３) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。 

(４) その他市長の指示に従うこと。 

（禁止行為） 

第９条 利用者は、移住体験住宅の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為 

(２) 移住体験住宅の改修又は増築 

(３) 土地の形質の変更 

(４) 移住体験住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貸 

(５) その他移住体験住宅の利用にふさわしくない行為 

（原状回復義務） 

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第７条第１項の規定により承認を取り消され、若

しくは利用を中止させられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復し、並びに搬入し

た物品等を撤去しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償） 

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それに

よって生じた損害を賠償しなければならない。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月24日告示第157号） 

この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

  

住宅の名称 位置 部屋番号 床面積 建設年度 

移住体験住宅布施 佐久市布施758番地１ 
１号 52.17㎡ 

昭和63年度 
２号 52.17㎡ 

様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 


