
予定時間をオーバーするほど充実 した研修内容だった。これでもほんの一部を見た

に過ぎない。オガールは広さだけではなく、膨大な知の要素が結集 されているのだ。

【3市町視察の感想 と今後に向けての考察】

オガールエ リアの広さ (lo 7ヘ クタール)を想像できないかもしれないが、留萌市で

い うと船場公園 (る しんふれ愛パーク 7 8ha)と 留萌駅エ リアを合わせたくらいの広さと言

えば実感が持てるかもしれない。そこに公共施設や物販を合わせた様々な機能が集約

されているのだ。役場庁舎や公園の駐車場は供用され、全てを含めた利用率 (満足度)

の向上策が複合化を結論付けたのだ。

やる気のある商店や飲食店がさらにそこに移 り、新たな商圏が広がる可能性もある。

日本では個人の所有権が利用権より強いので、マチの再編成は難 しい。個人が所有地

を売らないと言えば、空き地のまま放置され集約化はできない。郊外移転も個人の選

択が優先される。これがコンパク トシティが進まない理由の一つである。オガールは

旧中心街の再編よりも、新たなエ リアの開発による新たな中心街 (集約地)を創造す

る選択 を したのだ

今回の視察で感 じたことは、要は"考え方が一番重要"だ とい うことだ。施設 (構

造物)は地域によつて様々であり、これが正解 とい う施設はないだろう。その地域の

将来像 と地政学的環境に応 じて考え抜かれた施設が、その地域にとつて正解なのだ。

しかし、遠野市、滝沢市、紫波町の行政の思考は共通 している。民間の経営思考が浸

透 されているのだ。施設 。構造物は初期投資 (建設コスト)の他に維持のためのラン

ニングコス トがその 4～ 5倍かかる。多年度会計でいう将来の累積コス トを、複合化

された収益施設でどう生み出せる施設にするかが、ゴーサインを出すカギを握つてい

る。補助金を最初から当てにする考えは毛頭ない (出 たら幸運という考え方が重要 )。

この考え方の将来への継承こそが普遍的な正解なのである。

経済政策においても然 り、ババ抜きのように国からの補助事業のなかから政策を考

えるのではなく、税収を伸ばす (つ まり経済が良くなる)こ とを、行政が多年度で回

す仕組みを根幹に据えなければ、人口減少の抑制 とマチの持続は難 しい。国の出す補

助金付き抽選に当たった外れたで地域政策がうまくいく訳がない。

※遠野市、紫波町は稼 ぐ経験のない行政に稼 ぐ政策など考えられる訳がないこと

を初めからわかっているので、経営経験者を民間から行政に組み込んでいるのだ。

「税収不足は国からの交付税で補填される」

別もターニングポイントになるであろう。

とい う他力本願的な従来の考え方 との決

※留萌市で良く聞 く「国の政策 (補助金)を 活用 し～」を初めに言つて しま うこ

とがダメなのだ。その言葉を聞いた途端に 「留萌の政策は国の政策のタダ乗 り」

とか 「成果ではなく、やることが 日標」ではないかと感 じて しま うからだ。
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幸いなことに留萌市職員には資料のまとめ方を見てもわかる通 り、力がある (つ ま

り能力がある)人が多い。意欲旺盛な職員もいる。その能力をマチの将来設計に発揮

させれば市内活性の可能性は当然高くなる。逆を言えば、個々では素質や能力がある

が、集合体になると従来のお役所組織になってしまうのは、部所を越えた、一本通つ

た理念が組織内に貫通されていないからではないだろうか。そ うなると年数とともに

意欲の火が組織のなかで消えてしまい実に惜 しい。人財の未活用が最も無駄遣いだ。

滝沢市と紫波町の首長同士は仲が良く、お互いの役所で講話をしあっているらしいの

で、両行政が競い合いながら、刺激を与え合いながら、職員への理念浸透 とポテンシ

ャル維持に努めているのだろう。今回の視察では、理念明瞭な役所は多々あり、自分

の仕事を誇 らしげに、自信を持つて語る職員の姿を見て、清々しい気持ちになった。

高度成長は遠い過去のこと。黙っていても人口や税収が増える時代は終わ りを告げ

た。民間並みの自己責任 。自主自立の精神が浸透 していない自治体には消滅が待って

いる。 くどい様だが、今回の視察先の 3つのマチは行政のなかに企業経営 (稼 ぐ力)

と健全経営の理念を据えている。それがない行政はフェー ドアウト (消滅)し 、活性

化サイクルのある行政のみが持続できることを知っているからだ。

留萌市役所の売上高 (自 主財源)は約 20億円 (企業として見た場合、市内 10位 くらいの

中小企業)。  お客さん (市民)は減 り続け、今後も減ることは明白だ。社屋 (本庁舎)

も営業所 (施設)も ボロボロだが、借金は売上の 10倍を超え、頼みの蓄えは今年で底

をついた (財政調整基金の下限値までわずかに 2,000万 円しかない)。  この危機から乾坤

一榔の体質改善をしないと行政自体も持続できないと感 じる危機感こそが必要だ。

市役所を企業に例えたが、幸いにも役所は企業 と違い、天からの恵み (交付金・補

助金)が ある。 さらに余つた残高から 40%も の税金を納める必要もない。サボって

いても最低限の市民生活が担保 されているのだ。 このセーフティネットが改善の芽を

摘む。この恵まれた経営環境に甘んじることなく、今や全自治体の 3割に達 している

無借金 自治体を目標に、競い合いながらマチの競争力を高めていくシステムを作れば

いいのだ。留萌には他の自治体にはない経営資源が多くある (上記 3市町の経営資源は

農と林しかない)。 留萌市には振興局など道の機関、自衛隊ほか国の機関も多々ある。

なぜマチ経営を改善させない (で きない)かが、このマチの不思議の一つである。

市議会においても考え方の改革は必要だ。決算審査で t)過去実績の重箱の隅をつつ

く質問は職員の能力を過去に縛 り付け、未来を盲 目にさせる。将来の政策をより良く

させるために過去の実績把握が重要であるし、その推敲の結果が政策や予算に盛 り込

まれるべきであるのだ。

※議会改革 とはまずそこからだろう。家全体の改装を考えるときに、鍵のつけら

れた部屋で、隅つこの埃 の話を毎年延々とし続けることに盲 目的満足感を感

じているのが現状ではなかろうか。
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いづれにせよ議員の質向上が大前提であろう。それには、一般質問に行政側に 「反問

権」力`あると議員の質向上の特効薬になると思 う。議員の提言に対 し、市役所側が質

問 (反問)し、議員に答えさせるのである。議員の中身の薄い、思いつきの意見・提

言はなりを潜める期待がもてる。今まで通 りの提言への責任を回避するシステムは、

マチの疲弊 とともに早晩崩れるのは必定であろうし、崩れなければマチの活性化は実

現 しない。公共施設の検討の前に必要なのは、現状の市の財政体力の把握であること

は当然であるし、現在の単年度の会計ではなく、多年度の企業会計の視点で見なけれ

ば、全容把握は不可能である。

※家計においてもそ うだろう。借金の総額 と蓄えを無視 し、今年度だけの財布の

出し入れだけで将来投資を判断する家庭があるだろうか。 10円 20円 の使途審

査で膨大な時間を費やす今のシステムは"木を森を見ず"の観点から予算決算

審査からはほど遠く、効果があるとすれば、役職員の答弁能力 (弁明・説得能

力向上)の実習の場にしていることしか思い浮かばない。他にあるとすれば議

員の報道への露出宣伝に一役買っていることくらいか。

今回の視察を纏めるにあた り、留萌市でも同様なことを望むのは大きなハー ドルが
´ヽ だ

あると感 じている。まず、考え方 (企業意識の浸透、稼ぎ続ける意識)に大きな隔た り

があり、それを変えるには数年かけての意識改革が必要だろう。

公共施設の再編に関しては、明快な不利な要素がある。遠野市、滝沢市、紫波町の新

施設は何もないところに建てて成果を上げつつあるが、留萌市では最適な集約エ リア

が見つからないことだ。あるとすれば文化センターエリア十見晴公園 (+市民球場)

あるいは、るしんふれ愛パーク (+駅周辺)く らいだろうか。これを進めなければ、

既存のマチの配置を少 しづつ塗 り替えながらの再配置 しか手はなくなる。多様な市民

の意見を聞くほど、ますます理想的な効率的集積は中途半端なものになるだろう。市

役所庁舎は収益を生まず、オガールでの説明にもあつたように中心市街地に移転 して

も商店街への経済効果はない (※ )の で、財政にゆとりが出きるまで現状修繕を続け

るか、せいぜい駐車場を利用 した現状地での改築が妥当だろうc

※役所の周りが儲かるなら、今の役所周りに既に店が連なっているはずだ

中心市街地の留萌の考え方も昭和時代 (すでに過ぎた成長期 そのものだ。行政がやる

ことは商店街に補助金を出し続けることではない。それは行政 として最も楽な仕事で

あるゆえに効果は期待できない。「行政 として商業対策 としている」 と自賛するだけ

の所作だ。人づくりと称 して人を堕落に落ち込ませる。補助金で強くなった会社など

過去にも存在せず、む しろ企業意識の堕落に行政が手を貸 しているようなものだ。補

助金 とい う麻薬効果のある施 しを与えるなら成果を追跡すべきだ。成果がないなら

補助金は返還され、支出を決定した行政職員は見る目がなかったとい うことで降格 さ

せるくらいの濠J薬が必要だ。真倹1さ が足 りないから事態は一向に改善しないのだろう。
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先述の紫波町の岡崎氏は 「商業振興 とは、家賃補助でもないし、商業主に商売を教

えることでもない。普遍的な集客装置をつくつてあげることなんだ」と言 う。その通

りである。人の集まる装置を作ればおのず と商業は集まるし、新規に商売にチャレン

ジする人が出てくる。新陳代謝が大事なのだ。税金 (補助金)で大きくなった企業は

ないだろうし、ましてや補助金の起業家育成プログラムで大実業家になった人など聞

いたことがない。たまに補助金活用の成功事例などを聞くが笑止千万である。

「補助金もらって成功」など言語 としても意味不明なことに気づかないのだろうか。

※起業家育成講習なるものに過去一度だけ参加 したことがある。全て企業にと

っては当た り前のことを聞くだけで、自立の重要性を訴える講師自体が結果に

無責任なコンサルタン トであつたり、自分自身が補助金の報酬を得ていた りす

る。そもそも数回の座学で経営を学べると思うこと自体が社会を知らない証左だ。

そんな暇があつたら企業の中で学ばせてもらつた方がいい  (給料は固定給ではなく

当然、成果給だ。稼 ぐための知恵 と努力の尊 さが浸み込むだろう)。

新たな提案について、留萌市は先進地を研究 。調査すると答弁することが多い。

企業においては他社がやっていないことをやること、他社 との差別化がその店の魅力

であり、繁盛の秘訣であるcつ まり前例"非"踏襲が民間における常識である。

人口対策を例に取ろう。人口での社会減対策には他市にない魅力を作ることだ。他市

にある二番煎じをすることではないし、やつても意味はない。 自信のなさを担保する

前例踏襲の思想からは、事態解決の新たな手法は出てこないし、継続も出来ない (前

例を真似ようにも地域の環境は様々だから)。 どんな事例でも最初は前例がなかったこと

なのだ。 自分達が最初の前例を造るくらいの意気込みが必要だ。その意気込みと活力

を吸収する研究調査なら大いにやつてもらいたい。

今必要としている行政がやることとは、行政にしかできないこと、つまリマチの価

値 (地価)を高めることと、どこにどの様な集約・集客装置をつくるかとい うことで
に
=

ある。そこに民間がタッグを組んでエ リア繁栄の歯車を回す。その効果 として 「賑わ

い」「収益と税収 (歳入増加 )」
「行政コス トの低減」「住みよいエ リアの創出」、行政、

市民ともに負担の少ない 「コンパク トシティ」へと流れていくのだ。

遠野市、滝沢市、そして紫波町の二人のキーパーソンの民間手法で、従来手法を根源

的に変えながら留萌改革が進められることに希望を持つものである。    〆

2018年 (平成 30年)7月 15日

留萌市議会議員 澤 井 篤 司
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オガール内飲食店
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施設は使われることが一番だか らだ
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