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日 程 (視察スケジュール)

7月 3日 (火 )

12:20着

花巻空港・・・

15:45 - 16:00

・遠野道の駅 (下見 )

あえ りあ遠野

18:00-18:40

(遠野語 り部 )

7月 4日 (水 )

「視察①」遠野道の駅 (風の丘)8:50～ 1045

対応 岩手県遠野市中央通 り9番 1号  遠野市役所

観光交流課長  荒井明広氏

観光交流課   立花正行氏

議会事務局主任 村上絵理氏

遠野風の丘 支配人 佐々木教彦氏

「視察②」ビッグルーフ滝沢  13:50～ 16:25

対応    岩手県滝沢市鵜飼 55番地  滝沢市役所

市民環境部地域づ くり推進課課長 高橋克周氏

市民環境部地域づ くり推進課   黒澤 高氏

昔話語 り部の会

細越澤史子 さん

7月 5日 (木 )

「視察③」オガニル紫波

対応 岩手県紫波中央駅前

9:20- 12:05

2-3-3 オガール紫波株式会社

取締役 人重嶋 雄光氏

16:15着 (12℃ )

新千歳空港



岩手県 (い わて花巻空港)に降 り立つ

岩手県の空の玄関口、「いわて花巻空港」にほ

ぼ定時に降 り立った。長 らく空港ターミナルは

滑走路西側にあつたが、2009年 に滑走路東側に建

設したのが現在の空港ターミナルである。
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海道に次いで 2番 目に広 く (15,275.01km2)、 人 口は約 124万人で、岩手県庁は盛岡

市 (人 口約 29万人)に ある。主要産業は農林水産業。農業算出額は 2,544億円で、

自給率は 100%を 越える (100%を 越えるのは他に北海道、青森県、秋 田県、山形県 )。

林業は全国 5位。 リアス式海岸の岩礁は、ワカメとあわびの養殖で、生産高全国 1位

の規模を持つ。文化においても見 どころは多 く、世界遺産の平泉 (20H年 )、 橋野鉄

鉱 山 (2015年 )を初め、国の伝統工芸品第一号に登録 された南部鉄器、文学におい

ても石川啄木 (盛岡)、 宮沢賢治 (花巻 )、 柳田国男 (遠 野)を輩出している。

今回の視察のテーマは明 日か らの 【観光&経済】「道の駅」 と 【複合公共施設】に

絞つているため、初 日の 3日 (火 )は明 日からの視察先の下調べ として宮沢賢治記念

館 (花巻市)※ と、民族学の父 と呼ばれる柳 田国男 (遠野市)に よつて著 された 「遠野

物語」の語 り部※の伝承に触れ、地域文化の発信について各々が感 じ取ることにする。

※宮沢賢治 (1896-1933)記念館

賢治の解説と作品に至る創作過程、最新の研究成果などを展示。 1982年 に開館。

来場者は年間 20万人を越えているとのこと.

(感想)見せ方、展示の構成が考えられている。部屋を放射状に 「科学」「芸術J「宇

宙」「宗教J「農」の五分野に分け、賢治の世界観を体系的に捉えることがで

きている。展示物が多くない資料館でも迷路のようになっている道線や、時代

順に説明している資料館が多いが、要は何を中心に据え、全体を飽きさせずに

体系的に見せるかということ。

※語 り部 :遠野に伝わる昔話 (500年前とも言われる)を語 り継 ぐ女性たち。今回は昔話語

り部の会、細越澤史子さん (77)の お話 しを 30分問拝聴 した。

(感想)「オシラサマ」「長生きの薬Jな ど5話を拝聴 した。方言のため最初は全く聞き

取れなかったが、余計な説明は一切不要。地場の方言を語 り継 ぐ「人の存在 J

が地域の魅力をいつそ う高めている。
ちな

※因みに話の最後の 「どんどはれ」は

「めでたしめでたしJの意味。効果的ワンフレーズがポイン ト.
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いわて花巻空港の外観 (25℃ )

(滑走路 2,500m)



遠野風の丘 (道の駅) (―優れた機能を持続的に発揮― 全国道の駅 6選に選定)

盛岡駅か ら国道 396号線で約 1時間 30分の小高

い丘に今年 20周年を迎える「風の丘 (遠 野道の駅 )」

がある。留萌市で も今年 「道の駅」の認定を目指

していることから、視察場所 としては最適だ。

私に とって知 りたいポイン トは大きく 3つ ある。

一つは類似人 口 (遠野市人口は約 29,000人 )での道

の駅の規模 と入 り込み数の確認。二つ 目は経営状

態 と今後の課題。三つ 目は独 自性 (風 の駅は国交省

から全国モデル「道の駅J tt 6箇 所に選定されている)

を確認することにある (総事業費 H.1億 円)。

詳 しい説明は添付資料にある通 りだが、運営主

体は 「一般社団法人 遠野ふるさと公社」であり、会

員は遠野市 (行政)、 遠野商工会 (経済界)、 花巻農

業協同組合 (農業団体)で構成され、現在の資本金は

71,000千 円、理事長は現在の遠野市長とのことだ。

誉れ高い全国モデルに選定

施設内容は駐車場 (178台 )、 遠野市街が一望できるテラスがある休憩ホール、遠野の

銘菓や土産品が全て揃 う物産展エ リア (農家の産直品も人気)、 レス トラン (遠野の郷士

料理メニューあり)、 インフォメーシ ョン (職員が常駐して観光情報や道路情報を案内、市

民ギャラリーもある)、 その他 として 24時間の清潔な トイ レと緑地公園、風力発電施設

(風車)が あ り、憩いの提供、楽 しさの提供、新鮮 さ、美味 しさを追求 してお り、不

足を感 じるものがない。道の駅の空間を何一つ無駄にせず、マチの魅力をここに全て

凝縮 させ るとい う意気込みを感 じる。

インフォメーシ ョンでは常駐職員への問い合わ

せは年間 5,500件 以上あるとのことだ。入場者数は

88万人 (2017年 )で近年減少傾 向とい うが、販売

客単価は 3年連続で上昇 している。その秘訣 とし

て、佐々木駅長 (公社支配人)は、「常に売れ筋を

把握 し、リアルタイムで客の要望に向き合 うこと」

と話すが、正に商売魂が役所内部に浸み込んでいる

ことを説明の節々に感 じる。

日々改善の精神がなければ、どの商売も、どの施設も人気は維持 されない。市民ギャ

ラリーヘの展示予約は 1年先まで埋まっているとい うことからも、その意気込みを市

民が認め、期待 とともにマチの玄関としての役割を充分構築 したといってよかろう。

なぜ全国のモデルに選定されたかは、立地条件や防災拠点の他に、自分の役割の浸透

と数値 目標達成への弛まぬ努力の姿勢が根底にあることは間違いない。
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風の丘の外観 (H10.6開 設 )

充実した物産展 (直販コーナ )

…



敷地内のプレハブ事務所で説明を受け、その後

質疑応答に移つた。説明は添付の資料を参照されたい。

ここでは質疑応答の内容を数点書き留めておく。

Q
A

:風の丘のネーメングは?

:遠野は山に囲まれた盆地であ り、特にこの辺 りは

遠野市内に風が流れ込む地である (町民は寒風

と呼んでいた)こ とから付けられた。

Q
A

中心市街地 と 2km離れているが、誘導は ?     風車がモニュメント

今回の 20周年事業ではシャ トルバスを走 らせて

いるが、課題はある。国交省でも無人車輌などの実験を行つている様だ。

Q
A

出店者の選定は?

最初に応募 した店が 20年たった今も続いて

いる。

ロイヤ リティーは ?

店によつて違いはあるが、10～ 13%が基本c

施設改修費も加算される。

市民や商店街 との関わりは?

開設時からのなごりで、今も商店街の方々が

品物を納めている。施設改修、修理も含め、

極力地元業者を使つているc

課題はありますか。

Q
A

Q
A

A:風の丘 とい うと物産 とい うイメージが強いが、今

後は遠野市内店の割引券を発行するとか、飲食店

に効果を波及 させるとかを重点に考えているが、

課題はある (ど こが経費を持つとか)。 市内への回遊

策は皆 (受益者)の負担合意がなければ実現 しない。

A:こ のコンセプ トは最初からのものですか ?

Q:自 慢の地元農産物を紹介することから「まずは、

やつてみよう」と始めた。そのなかで次は休憩所

だとかい うように広がっていった。

Q:入 り込み数はどうですか ?

A:オープンか ら20年で累計 2,000万人にな りそ うだ (達成は 2019年 3月 くらいか)。

Q:オープンまで 2年間の構想期間があつたようですが、そのなかで しっか りとした

数値 目標 (入 り込み数、販売額)を立てていたのですか。

A:あ りました。実際は進む うちにアイデアが色々出てきて、今はその目標を上回る

実績で推移 している。

レス トランメニューも豊富

風車がモニュメン トの役割 も

左から支配人 観光交流課長

一・一
一鼈

一
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立ち上げる機関の推進構成 とかはどうでしたか ?

各団体を入れた構想委員会を作つて策定していった。

佐々木支配人は第ニセクターの方の様ですが、行政

とい うのは指定管理者に任せたら任せっばなしが多

いのですが、 (遠野市役所は)ど うですか ?

遠野市の観光課の方々は、私 どもと同じ様に駐車場

整理 とした り、舞台管理をした り、一緒にイベン ト

も物販もやつた リアクティブに動いてくれている。  トィ

江

Ｅ

耐

種

猥

轟

レは 「あるJこ とが 目的では

Ｑ

Ａ

０
、
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仕事を投げてくるのではなく、仕事を持ってきて   なく、人をそこに呼び込むくら

くれて一緒にやろうとい う感 じです。立ち上げから  い美しくないと選択されない

そ うでした。公社だけでは (成功は)絶対無理だと思つています。

観光協会 との関係はどうなっていますか。

遠野市、ふるさと公社 (風 の丘)、 観光協会、商工会、 (株 )遠野などと毎月 1回

の情報共有、連携 しながらやっています。

地域おこし協力隊はいますか。

12～ 3人いますね。遠野醸造でホップから地ビールの製造、遠野物語の研究をし

て我々も知 らない地域文化の掘 り起こしをや られ、市に定住されています。

ふるさと公社の出資割合は?

半分以上が商工会、農協で、あとは市ですね。

(販売)客単価が上がっていますが、主な要因 ?

どうしたらもつと売れるかの検討を重ねています。

例えば以前は昔は箱菓子が売れたが、今は 500円 台

の小分け袋が売れそ うなので袋ものにしています。

商品の入れ替えも含め、常に話 し合っています。

要望に応えることが重要だと思つています。

目の前にバス停が見えますが。

これは高速バスの停留所で、夜中に 1回東京か らです。市内バスはあ りませんc

19分、質疑応答 44分 )(説明

その後、施設内の案内を受ける。一番の売れ筋は遠野

の山葡萄ワインとのこと。

賑わつてきた店内の視察を終え、皆さんの見送 りを受け

10時 45分に遠野道の駅 「風の丘」を後にした。

官民連携で開設前の準備期間でしつか りとした数値 目標

を立て、その達成に向け日々進化させる姿勢が壁一面に

貼 られた目標の達成表から読み取れる。

官民信頼の 証 が来館数によつて表 されている。

2000万人の数字は年度末には間違いなく達成 されるだろう。
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互いに競い合 う商品群

滞在時間 8:55～ 10:45

Q


