
時亥1は 16時 20分を回つていた。

熱の入つた説明を聞き確信 した。全

てにおいて経営感覚を持ったマネジ

メン トである。横のつなが りを広げ、

情報収集で精度を高め、滝沢市のグ

レー ドと将来 の可能性 を高 めてい

る。国の補助金の下細 りを想定 し、

健全財政 と市民サービスの維持を考

えた施設には無駄がなく、壁す らも

移動できる柔軟 さを持っている。

施設内はコス トを単に切 り詰める

のではなく、知恵で利用価値を高め

ているのだ。 1階フリ

市民はもちろん、色々な団体・業者 と熟慮に熟慮を重ねた成果が結晶となって表れて

いる。

施設は間取 りや見た日ではない。当然かけた金額でもない。建てる役所職員の未来に

対する責任感 と意気込みが作 り出す 「作品」なのだ。

我々が今 日見た施設、おそらくこれが完成形ではない。

日々改良され進化 し続ける施設。これが滝沢市役所が目指す複合施設なのだろう。

し  ,つ

オガール紫波  (一 年間 100万人が訪れる稼げるインフラ ー 官民複合施設)

最終 日の朝 9時 10分、紫波中央駅に降 り、徒

歩数分で 目的地の 「オガール紫波」に着いた。

ここが紫波町が駅前一帯の開発 に取 り組んでい

る “オガールブロジェク ト"の もとで建設 され

た官民複合施設である。オガールの由来は、成

長 を意味す る紫波の方言 「おがる」 と、駅のフ

ランス語 「ガール」を組み合わせた造語 らしい。

約束の時間に若干早 く着いた。オガールプラザ

では取締役の人重嶋取締役が迎えてくれた。

9時 30分、人重鳴氏からオガールブロジェク トの紹介と説明が始まった。

詳細は添付の資料を参照頂きたいが、ここでは資料に載っていない説明を加えながら

プロジェク トの概略を説明する。

―スペースで記念撮影

地域の本材を使つた紫波中央駅



紫波町は全国 2～ 3位のもち米産地 (1位は北

海道名寄地区)。 南部杜氏の発祥の地であり、岩

手県に 22あ るうちの 4つの造 り酒屋がある。

前の町長 「藤原 孝 」が紫波町の理念 として 「循

環型まちづくり」を掲げた。「有機資源循環」、「無

機資源循環」、「森林資源循環 (オガールの建物は

全て木造)」 、「経済の循環 (地産地消)」
「人の交流

循環」「世代の循環」 とい うことで 「循環」をキ

ーワー ドとしてマチづくりを進めていく。

=〉 「オガールプロジェク ト」

オガールの立ち上げにはもう一人のキーパーソン   紫波町H304人 口32,H6人

がいる。紫波町出身の 「岡崎正信」氏だ。藤原町長が行政側のエンジンなら、岡崎氏

は民間側のエンジンである。二人のキーパーソンのもと、そこから構想が練 られてい

った。オガールプロジェク トのエ リアは以前、一帯は水田だつた草の生えた 10.7ヘ

クタールの土地。スター トは住民要望の多い図書館造 りの構想から始まり、複合施設

の構想に広がっていつたのである。キーワー ドは 「稼 ぐインフラづくり」である。そ

れには現状を直視 した危機感があったのだろうc

※紫波町で 2013年 に開催 されたシンポジウムのなかで、紫波町は 30年後人口は▲

7,386人、生産年齢人口▲ 6,960人、減少率は▲ 33.7%に なるとの試算が出され

た。2013年度の 115億 円の財政規模も、30年後には 100億 円にまで縮減する予

想もされた。従来の中心市街地で 1)あ る日詰商店街は 1997年時点で 60店舗、役

場も隣接 し、年間販売額は約 30億円あつたが、不況の波により空洞化が起き、

町民意識調査では 「商店街の魅カアップ」が要望の トップを占めるようになる。

将来の財政不安 と中心部の空洞化は正に今の留萌市の悩みと同じだろう。

オガール紫波 (株)は平成 21年 6月 、紫波町 100%出 資 (390万円)で設立された。

現在は紫波町 39%、 その他 9社 61%の第ニセクターである (資本金 1000万 円)。

※出資者が多過ぎると尖った仕事ができないからだ。 (当 社は 10社以内)

オガール紫波 (株 )の 目的は、官 と民が連携するための 「エージェン ト」の役割を担 う

ことだ。

※ 「官」は物事を進めるのにとにかく (調整などで)時間がかかる。「民」は投

資額を早く回収 したい思いがある。いわゆるスピー ドが重要。その調整を 「エ

ージェン ト」力`担い、結果が求められる。

※ エージェン トとコンサルタン トとの違いは、結果を求められるか否かにある。

人口は現在 33,000人 (岩手県の中で二番 目に人口減少が少ない。人口減を社会増で

カバー)。 駅前の地価はプロジェクトの効果で 300円 /ポ上昇 し、37,700円 /ぷ になった。

う
ん

「紫波中央駅前 都市整備事業」



オガールエ リア内の施設を説明する。

複合施設内に最初に来たのが H23の岩手県フットボールセンター (東 日本大震災で 1

ケ月遅れた)。 次が官民複合施設のオガールプラザ、(H24)。 そしてオガール広場 (H24)、

オガールタウン (H25:紫波町が宅地 57戸を分譲 )、 エネルギーステーション (H26

:民間事業)、 オガール大通公園 (H26)、 オガールベース (H26:民間複合施設 )、 役

場庁舎 (H27)、 オガール保育園 (H29:民設民営)、 オガールセンター (H29:官 民複

合施設)と 続く。入国のオガールベースにはコンビニ (Famiけ Ma■)ま で入つている。

オガデルプラザ

ォガールベース

私達が今説明を受けているところはオガールプラザ (H246開調 である。

元々この 10.7ヘ クタールのエ リアは、町が駅前開発 (宅地分譲と公共施設集約)の ため

に H10に農地転用後に28.5億 円で取得 した土地であつたが、財政問題 (※ )と 景気後

退もあり凍結された土地になっていた。日本一高い雪捨て場と椰楡されたこともある。

※基金は減少 し、H19の 紫波町の実質公債比率は 23.3%に達 した

そこに 2人のキーパーソン、藤原孝前町長 (元運送会社社長)と PPPを 担 う岡崎正信

氏 (土木建設会社役員)が登場する。岡崎氏は自費で東洋大学大学院で学んだ PPP

(Pubric Privttc Paincrship)手 法を藤原町長に持ち込んだことから計画が動き出した。

議会では平成 21年 3月 に公民連携基本計画策定を議決。その 6月 にオガール紫波 (株 )

が設立され現在に至っている。

ここで岡崎氏の持論を一つ紹介 しよう。岡崎氏は 「まちづくりとは、不動産の価値

の向上である」と言 う。まちづくりは「人」づくりではなく、「不動産」であると喝破

している。以前、私も一般質問で留萌市の地価対策について幾度か質問したが、「そ

れは行政の仕事ではなく、民間需要の問題 とす り抜けられてきた。紫波町行政には不

動産価値を高めるためのまちづくりが根底にあり、すなわち価値の集積であり、そこ
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に民の手法で効率化 。ローコス ト運営が計られ、

結果として設計と工事が実現 しているのである。

それゆえ近隣の住居が埋ま り、人気の証明とし

ての地価 (マ チの価値 =住みたい)が 上がって

くるのである。不動産価値をどう上げていくか

を考えていくのが、利便性の高いまちづ くりの

わかりやすいアプローチであるのだ。

(説明 1時間 30分 )

留萌市も同様に空き地

は増え、財政は将来に不安がある。問題は多額の

借金であり、基金は減る一方である。昨日の滝沢市も紫波町も 10年、20年、それ以

上の期間でマチの経営 (多年度経営)を考えているのに対 し、留萌市は未だ単年度経

営の枠を出ていない。市の実質負債額がわからない議員もいるくらいだ。おまけに公

共施設の劣化度もわからない。わからないのも当然、単年度収支の中では科 目の累積

残高も資産現在価値 (企業会計では減価償却で計つている)も 関係ないからだ。見る術

がないことに安 住 しているとも感 じるc

こうしている間にも留萌の公共施設の老 朽 化は進む。施設規模を変えないで更新

し続けるなら、20年後の留萌市民の一人あたりの公共施設負担額は、現在の負担額

の最大 16倍 に達する (学校や公住を減 らしても 10倍は下らないだろう)。 それ以前

に、財源が枯渇する。減価償去「の概念がないので、更新費用を積み立てていないのだ。

職員退職金も然 り、あるとき払いの旧態依然の単年度会計なのが不思議で仕方がない。

※将来の問題が表面化 しないので行政も議員も楽。 1年のおさらい事で予算決算

審査が流れ作業のように終わる。そこには 「このままだと将来はどうなるか」

はカケラも出てこない。今もこれが繰 り返されていることに驚きす ら感 じる。

書き切れない問題を抱えているが、滝沢市 と紫波町の考え方は民間手法のため非常に

わかりやすい。官民複合施設の収益部門で施設運営のランニングコス トを減 じさせる

とい う考え方だ。

※これは民間では当たり前のこと。全ての運営コス トは本業の利益から生み出す

しかない。福利厚生資産であつても当然ながら国からの補助金はないからだ。

活性化に動いているマチはシステム的に企業会計の理念が根底にあるのだ。

留萌市の官民施設 とい うと、施設をつくりそれを指定管理者に管理運営させるという

旧来依然の方法のため、細部の運営は管理者にお任せになるだろう。「市民協働」 と

い う言葉も留萌市では 「高い行政人件費を安い民間給料に振 り替える」の意味か、で
ざわ

きれば 「行政コス トを (無償の)市民の労働で」を耳障 りよく使つていると感 じる。市

民も無償の奉仕をしているとい う社会的満足感を得、それで双方終わっているので、

将来に向けての成長がない。市民協働 とは 「互いに良くする官民経営である」と認識

オガールプラザの外観
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した時点から、言葉だけではない活性化の動きが出るはずなのだ。

留萌市にも能力の高い指定管理者があるが、その潜在能力を引き出すまでには至つ

ていない。昨日の滝沢市職員は、指定管理者には 「新たなことを生み出すことを希望

している」と語つた。価格 (安かろう悪かろう)ではない。それゆえ職員 と管理者 とは

常に改善に向け徹底的に話 し合っていると言つた。職員は他 自治体からの情報取 りに
ほんそう

奔走し、管理者は利用者からのリアルな傾向を掴み取つている。その櫂 り合わせによ

つて双方の技量 。能力が高められ、結果 として利用者の増加 と収益の増加が果たされ

ている。

昨日の遠野、滝沢市職員の話 していた 「いかに収益を上げさせるかが我々の仕事」

が答えだ。留萌市は一朝一夕にはならないだろう。市民意識も低い (留萌以外の世界

で勝負 していない)ので、長年 培 ってきた留萌特有の他力本願が根を張っている。

しかし、両市のように企業感覚と手法で計画から運営までできれば、幸いにも留萌市

は恵まれた環境であるがゆえに、マチの劣化を抑えられる可能性はまだある。

説明をひと通 り終えた後、人重嶋氏に施設内を案

内して頂いた。オガールプラザの中だけでも図書館、

地域交流センター、子育て応援センター、歯科、眼

科、飲食店、学習塾、事務所などが入つている。そ

の他、バ レーボール専用体育館、ビジネスホテル、

コンビニ、物販店、美容院、 トレーニングジム、キ

ッズ英語教室、こどもセンター、病児保育室、小児

科、保育園、賃貸住宅などなどcス ーパー規模の産

直まであるのだ。

オガールプロジェク トの実績 としては、エ リアの従業員数が 257名 (役場除く)。

年間利用者数は 82万 人が公表数字だが、民間分 (商業・サービス部門)と 入れると、

合計 95～ 100万人 くらいに達 しているだろうとのことc

産直の紫波マルシェだけでも 34.8万 人 (H28

レジ通過者数 )。 年商は 5.37億 円にものぼる。

※ オガール紫波 (株 )の収益の 9割は産直「紫

波マルシェ」が稼いでいる。

産直 としては県内 280店 中 4～ 6位 くらいと

のこと。県内 1位は 9.8億円なので、1位を目指

したいが、坪単価か らは売 り場面積 (現在 200

坪)を広げないと難 しいとみているとのことだ。

特筆すべきは、他のスーパーマーケッ トとの共栄

バ レーボール専用体育館

紫波マルシェ (2階から撮影)
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を目指 しているとのことだ。たとえばカレーを作るため、ここで野

菜を買うとする。野菜も肉も揃 うが、カレーのルーは一種類 しかあ

えて置かない。売れ筋を多種類置かないことで他の店との共存共栄

をはかっているとのことだ。ここで売ることができる農家の方 (会

員)か らは販売額の 15%、 会員でなくても売れるが、その方から

は 18%をマージンとして紫波マルシェがもらっているとのこと。

※年商 5.37億 円とい うから紫波マルシェの取 り分は 8,000万 円

/年以上か。 人重嶋取締役

施設を足早に回つたが、エ リアがあまりに広すぎて全てをみることはできない。

再度オガールプラザに戻 り質疑応答に移つたc

Q:課題になっていることがあれば教えていただ

きたい。

A:今 は借金を返 しているところでして、本当の

課題はこれか ら出て くるのだろうと思います

が、足下の課題は駐車場ですね。分かれてい

るのを合わせると全部で 902台 の註車場があ

りますが、お客 さんは自分の用を足 したい場

所の近 くにほしいとい う声がありますので。

Q:運営上の課題についてはどうですかc

A:幸い採算上はペイ しています し、借金も順調に返 していますので、特に今はない

ですね。10年 を過ぎたころから出てくるかもしれません。課題ではないのですが、

オガールベースではホテルの稼働率が順調で、施設を拡張したいのですが、スペー

スがないとか、マルシェも売 り場面積を増や したいが余地がないとかですね。

Q:線路を越えての中心市街地はどのような位置づけになっているのでしょうか。
ひ 十め                                       さひ

A:日 詰商店街ですね。役場がこちら側に移ると寂れるとい う不安があったようです。

しかし、役場 (の場所)は商店街にとっての売上には関係ない話だと思います。

前に、役場に来る人達を調査 したデータがありますが、 (役場に来るついでに)商
店街で消費 している人はいなかったとい うことです。

また、オガールのテナン トを募集 したとき、日詰商店街からは応募がありませんで

した。否定的なことばか りで、新 しい発想も挑戦もないcツト除の論理から新 しい血

も入つてこないから結果的に全体として下がつていくんです。この通 り、商店街は

下がる一方なのですが、一昨年から商店街の若手から、オガールの年間 100万人の

来場者の数パーセン トでも商店街に引っ張れないかとい う動きがでてきました。

(質疑応答 13分 )
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施設ごと丁寧に説明いただいた
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摯    壼臨難


