
ビックル ーフ滝沢  (―知恵の結晶一 進化 し続ける交流拠点複合施設 )

滝沢市は、岩手県の中部に位置す る

市である。市のホームペ ージには 「人

口日本一の村から 2014年 1日 1日 滝沢

市誕生 !」 とある通 り、滝沢市は 10年

以上の期間、人 口 5万人を超える村だ

った。

※人 口以外の 「市 となる条件 (地方 自

治法 第八条第一項)Jを満た してい

ない とい う直接的な理 由のほかに、

「村Jと い う「の どかで豊かな美 しい

場所Jと い うイメージを維持するため

=騨
艤鱚驀麟議

とい う、戦略上の理由もあつた らしい。

現行の地方自治法に基づいて村が市となったのは、

沖縄県豊見城市 (1日 豊見城村)に続く2例 目である。

盛岡駅から車で 30分、13:50に 複合施設 「ビッ

グルーフ滝沢Jに着いた。向かいに滝沢市役所

が見える。「チャグチャグ馬 コJで有名 な滝沢

市であるが、の どかなマチ外れにこのような巨

大な建物があることに多 くの人は驚 くだろ う。

向かいは滝沢市役所 :職員数は 340名

ビッグルーフ滝沢は滝沢市交流拠点

複合施設 として 2017年 4月 にグラン

ドオープンした。ホールや会議室など

の 「①コミュニティーセンター」、「②

図書館」、観光情報やアンテナショッ

プを担 う「③たきざわキッチン (産業

創造センター)」 の 3つ のゾーンから成

る最新の複合型施設である。留萌市の

公共施設も老朽化が進み更新の課題が

あるが、この施設を見て学び取ること

は多いだろう。

対応いただいたのは滝沢市役所の地

域づくり推進課 と観光交流課であつた。

た。14時からお互いの自己紹介を終え

た後、施設の概要説明を頂いた。

ビッグルーフ滝沢の平面図。駐車場は 400台

ビッグルーフ滝沢の外観

現在の滝沢市人 口 55,220人

・ヽ
沢・゙所

311‐

(総事業費 45.5億 円)

‐6-



詳細は添付資料を参照されたいが、ここでは概略だけを書き記す。

「元々は市長の公約だつた総合福祉セ ンタ

ーを建てることが 目的だつたが、その後、色

々な複合化 を検討す るなかで、 このよ うな交

流拠点複合施設 の完成 に至った。多 くの人の

交流 と賑わいを創 出す ることをコンセプ トと

し、ふれ あいの大屋根 (ビ ッグルーフ)の 完

成に至つた。昨年 11月 までの来館数は 50万

人 を突破。 これか らも稼 ぐ公共施設 とい うこ

とで、貸 しエ リアで も基本的に飲食 自由、お

酒 も自由、制約のない利用勝手の良い施設運営

が基本。普通なら公共施設では行われないイベ

ン トも行 うが待ちの商売ではない。役所も営業が大事。稼 ぐことが税収にもつながる。

ランニングコス ト (維持費)を どう稼 ぐかを、行政の知恵 と民間の力の結束で果た し

ていく。 ビッグルーフ滝沢は行政主導だが、このオープンに至るまでは様々な団体

と限 りない議論を尽 くした。施設はこの後案内す るが、色々なことに対応できる施設

になっている。た とえば自動車の新車発表会でも車が乗 り入れ られる様、ファッショ

ンショーも出来る様に設計 している。単に利用率 とか来館者数だけを目標にするので

はなく、納付額や収益を伸ば し、指定管理料を減 らしてい く (利益が出ることによつて

歳出を減らし市民サービスを増やす)ほかに、何が生まれて くるかを私達役場の人間が

数値 目標を立てて 10年 20年 100年後に至るまで考えていかなければならないことと

認識 している。昨年は 2,200万 円の利用収入 (貸館)収入だつたが、フ リースペース

に人を呼べれば民間部門で収益は確保できるのでそこに価値を見いだ している。

他の自治体 と違 うのは、ここで (市民は)何をや りたいか とい う営業をし、指定管理

者にも提案をし、指定管理者 も企画 して営業するとい うのを徹底 している。色んな人

を巻き込んで造 り続けることが大事。 (滝沢市役所から説明 19分 )

黒沢氏 (30歳 台)の明快で熱の入つた説明の後、質疑に入つた。

Q:数値 目標はどうい う値を設定しますか。

A:たきざわキッチン (産業創造センター)では新 しい産業で数値 目標を立てる。

福祉部門では子育ての悩みを 5年で 100人解消させるc趣味のない高齢者に何人趣

味を見つけてもらう数値 日標 とか、レス トラン部門では利用 と検診に結びつけると

か。若者のや りたいことをここで 1000人実現させるとかも進めてみたい。

要は産業では何人が起業 した、この分野では何人が目標を果たしたなど、数値で

説明できなければ説得力はない。分野を問わず数値 目標を立てることが大事。

地域づ くり推進課か ら説明を受 ける
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Q:周 りが田んぼに囲まれているが、このエ リアの用途地区は。

A:今は都市計画上の線引き区域内 (以前は調整区域だった)。

実は滝沢市は都市計画を持っている訳ではなくて、盛岡とかの広域都市計画のな

かで計画されているため、滝沢だけで市街地を拡大させることは難 しい。

Q:総合施設にしては市の中心部 と相当離れたところにあり、図書館 とかフリースペ

ースは人が歩いて来ることができる場所にすべきとい う先入観があったが。

A:滝沢市は盛岡市のベ ットタウンとい う位置づけで、中心部 とい うのが元々なかっ

た。

通 う人はほとんど車。住宅密集地でないメリットとしてはイベン トで混雑する時も

渋滞は今のところない。駐車料金もなく、市役所も利用できる。逆に盛岡市内でイ

ベン トをせずにここで開催するケースも出てきている。

Q:人 口はどうなつていますか。

A:盛岡から近 く、生活に必要なモノに不 自由はないこともあ り微

増です。ここができたことにより、今後の人口増を期待 している。

Q:こ こが出来 る前の公共施設の状況は。例えば老朽化な どの理由

により集積することにしたのですかc

A:最低 レベルの図書館 と、小 さいホールはあった。滝沢は急激に

人 口が伸びたので、道路とか下水道などのインフラの方が優先されていた。

Q:昭和 55年 とのときも人口 25,686人 いますが、そのときでもし

つかりとした公共施設はなかったのですねc

A:そ のときの小ホールも小学校の跡地を使っていた。人口に対す

るハコモノ文化は元々なかったですね。

大ホールの座席の移動は手動ですか。

手動です。 自動ですと設備にお金がかかりますので市民も理解

してくれています。

新たな雇用は何人ですか。

44人です。7割が滝沢市民です。

指定管理者は公募ですか。

直営にするかと悩みましたが、全国に公募 したら4社の応募があった。価格に大

きな差はなく、内容重視で東京に本社があるところに決ま りました。全国で実績が

あ り、地元 との共同 (協働)に力を入れているところで して、今回も地元の団体 (濠」

団)と 手を組んでもらつて進めている。ここは造 り上げていくってい う会社ですね。

０
、
Ａ

Ｏ
、
Ａ

０
、
Ａ

高橋課長

黒澤担当
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価格ではなく、新たなことを一番生み出 してくれそ うなところにお願い したとい う

ことです。

Q:委託期間は ?。

A:開館準備があるので半端ですが 5年 10ケ月です。普通は 3年 というところが多

いと思いますが、発展させるビジネスとして考えてもらつた方がいいので 5年 とい

う長期の方がいいと思います。設備投資の回収も含め 3年で結果出せでは厳 しいで

すよね。

利益が出れば次も受けられるでしょうし、役所側も (税収)メ リットもある。です

ので市役所職員も利益が出る様に一緒に頑張りましょうということになります。

Q:最初市長 さんの公約でスター トしたと聞きましたが、現在の市長は ?

A:現在 も変わっていませんが、3期 目 12年 にな り、掲げていた公約 も全て達成 しま

したので今年で勇退 します c

(質疑応答 32分 )

その後、黒沢担当か ら館内の案内と説明を受ける。

大ホールの座席は可搬式で どの様な人数でも対応で

きる様になっている。館内でお酒を飲む こともできる

し、使い勝手のいい施設を目指 している。ただ建築 コ

ス トは切 り詰めている。 もつと大きな部屋がほ しい と

か、キッチンセ ッ トでももつと立派なのがほ しい とい

うい う要望 もあつたが、それなら他の施設でやつて下

さい とか言つていた。初期 コス トはランニングコス ト

に跳ね返 り、将来の利用料金やサービスに影響するの

で妥協はしなかった とのこと。

フリースペースのテーブル・イスは地元の リンゴ箱か

らヒン トを得て地元業者が造つたもので、 どのような形

にでも組み立てることができる。 とにか く細部にわた り

利便性 とローコス ト化が行き渡つている。改善 とアイデ

アを出すのが 日常化 されているに違いない。

どんな質問にも自信を持っ

て淀みなく答える

館内の説明を受け、三度 目の質疑応答に移った。

Q:滝沢市役所の職員 とは ?(徹底 されていること

A:と にかく考えること。考え続けること。それ と

に友達を作ることですね。

テーブル・イスは組み合わせ 自由

そ うすれば何か困つたことができると結構色んな ところか

とは ?)

。・県外

ら助けてくれる。それ (情報収集)が役人の仕事ですね。 文化財のチャグチャグ馬 コ
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Q:それは滝沢市 (役所)の文化なのですか。

A:実は職員の出身は滝沢市の人は半分 くらいしかいない。

前の村長はテ レビのサンデープロジェク トにも出たほ

どの有名村長で、そのときに改革意識 を植 え付 けられ

たのが大きい と思 う。今は東洋経済 とかの雑誌 にも出

ているが、20年 も前か ら今に財政力指数 とかで自治体

が比べ られ る時代が来るとか、交付税がカッ トされる

とか、交付税が削減 され るとか、職員の給与がカッ ト

されるのが当た り前になるとか、ずつと言つていた。

役場のことを 「弊社は」 と言つていたし、助役のことを

「専務」と呼んでいました (笑 )

産直 と物販で利益を生む e

利益の循環で施設 コス トを

下げることにつながる。

世の中のスピー ドに合わせた決済スピー ドとか、

民間経営とはとか、他のマチに呼ばれて講演までしていました.平成 10年からの

住民協働 という言葉もうちが初めと思います。交付税で道路を造ると無駄ができる

ので住民と一緒に道路を造つたり、係長を廃上 し、課長を職員投票で決めるとか。

その度にメディアの取材を受けるので面倒 くさいな～とか (笑 )。 職員が他の同規

模 自治体より少ないのですが、 うちの社員は仕事が出来るからと言つて誉める。若

い社員には俺が責任取るから失敗 しろと言つて、チャレンジ精ネ申を植え付けるとか、

その村長の元で仕事がしたいと、地方から役所に入つた人も多いcそれがこの役所

の文化の始まりでしょうか。

Q:配属異動は何年 とか決まっているのですか。

A:決まっていないですね。課長なんて今のセクシ

ョンは 9年 目です (笑 )。 人と繋がつてなんぼで

すので、仕事によつてはどうしても長 くな りま

すね。人が変わるとつなが りが切れることもあ

り、企業誘致の部所には 11年の人もいました。

Q:他の自治体の行政職員 と話すことは多いと思い  企業人と話をしていると錯覚する

ますが、逆に言えば他の役所の方って死んだよ  ほどェネルギッシュな説明だつた

うなものではないですか ?(笑 )

A:あそこの自治体は ,。 って見ることはないですね。 自分のマチでせいいっぱいで

す (笑 )。

Q:今までのお話 しを聞いていると、「私はこう思 う」と自信を持っておっしゃつて

おられる。話から責任 と自信を感 じる。公務員でそ うい うのは珍 しいですね。

A:そ うですか。やは り前の村長の考え方が市役所全体に浸みこんでいるからで しょ

うか。
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(質疑応答 21分 )


