
 
富岡市議会 
議長 相川 求 様 
 
                        総務常任委員会 
                        委員長 木田 嘉之 
 
       総務常任委員会行政視察について （報告） 
 
先般、実施いたしました総務常任委員会行政視察について、その概要を次のと

おり報告します。 
 

記 
1  期 日  令和元年 10 月１日(火)～３日(木) 
 
2    視察地  岩手県雫石町 
        岩手県紫波町 
        宮城県岩沼市 
 
3   視察事項  
  （１）雫石町  あねっこバス（デマンドバス）について 
  （２）紫波町  オガール紫波（オガールプロジェクトについて） 
  （３）岩沼市  東日本大震災以降の防災への取り組みについて 
 
4    視察内容  別紙のとおり 
 
5     参加者 
 （議 員）6 人 
   委員長 木田 嘉之  副委員長 高橋 總一郎 
   委 員 佐藤 信次  堀越 英雄  栁澤 敦  相川 求 
 （随行職員）2 人 
   総務部危機管理課長 石井 康彦 
   議会事務局次長 茂木 孝之 
 
 
 



   
       総務常任委員会行政視察報告書 
 
                      報告者 木田 嘉之 
 
視察日程   令和元年 10 月 1 日(火)～令和元年１０月 3 日（木） 
 
10 月 1 日（火） 
1   視察先      岩手県雫石町 
2      視察内容     あねっこバス（デマンドバス）について 
3   受け入れ対応者  地域づくり推進課 課長 高橋 賢秀 
                      課長補佐 柴田 慈幸  
                      議会事務局主査 浦田 忍 
 
雫石町は県都盛岡市の西南約 16km に位置し南北に約 40km,東西約 24km と

地形は典型的な盆地型となっていて、人口 16,586 人、高齢化率、36.4%の町で

ある。 
あねっこバスが出来た背景は、もともと、町内で完結する路線バスが 8 路線

あったが、平成 16 年 3 月をもって 8 路線すべての運行を廃止する申し出があ

り、これに代わる交通手段＝新交通システムの検討へ入った。 
（1） 生活交通に関する現状と路線廃止の申し出について、特定課題懇談会 

（住民説明会）を実施（Ｈ15 年度 5 月～） 
（2）  雫石町生活交通対策提言委員会（Ｈ15 年度 5 回開催） 

（町内主要団体代表及び一般公募 計 16 名で構成） 
（3） 生活交通動向調査(アンケート)の実施(H15 年 9 月) 

 庁内職員によるプロジェクトチームの結成 
 
「わが町、雫石のこれからの生活交通ビジョン」策定（平成 15 年 12 月） 
ＮＰＯと地元企業との連携による輸送システムを導入し運営業務をＮＰＯが、

運行業務を地元タクシー業者が担い、必要最小限の初期投資により、タクシー車

両での乗合輸送システム「しずくいしデマンドタクシー運行事業」を立案された。 
利用者からは「とても便利 76%」「まあまあ便利 21%」で便利と回答する人が

大半を占めている。課題については、利用者が年々減少（ピーク時から約 4 割

減）し、便数のわりに運行率が低く（40%）極端に利用がない便や停留所があり、

利用方法がよくわからないといった声もあるそうです。 
 



地域公共交通が便利で利用しやすくなれば利用者が増え、ネットワークが広

がり、さらに外出機会が増え、健康増進、生きがい創出にもつながると思われる。 
地域公共交通の維持や改善は、まちづくり、観光、福祉、教育といった分野に

も大きな効果をもたらすことが期待できる。 
富岡市も、より使いやすく、よりわかりやすく、より生活に身近な交通体系の

確立が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 
 



10 月 2 日(水) 
 
1      視察先     岩手県紫波町 
2      視察内容    オガール紫波（オガールプロジェクト）について 
3      受け入れ対応者 オガール企画合同会社 相談役 八重嶋 雄光 
 
紫波町は昭和 30 年、1 町 8 カ村で合併し、岩手県のほぼ中央、県都盛岡市と

宮沢賢治で有名な花巻市の中間に位置し、東西に開けた自然豊かな町である。 
 
少子高齢化による人口減少、国からの地方交付税や補助金の削減、厳しい財政

状況のなかで地域活性化に悩む自治体は少なくない。 
公共事業の在り方が問われる今、補助金にたよることなく公民連携で地域活

性化を進め、全国から注目を集めている事業が、人口約 3 万 3800 人の岩手県紫

波町オガールプロジェクトと呼ばれる計画で、駅前の町有地 10.7 ヘクタールを

中心に、ホテルやバレーボール専用体育館、図書館、カフェ、産直マルシェなど

が入る施設をオープンし平成 30 年度は約 100 万人が訪れている。 
施設の建設が先ではなく、オガールプラザは、まずテナントを固めてから、建

物の規模や建設費用を算出したそうである。 
建設費用のコストカットのために、特別目的会社がオガールプラザを約 11 億

円で建設し、その後、公共施設部分を紫波町に売却した。売却した費用以外は、

銀行の融資や町と政府系金融機関の出資で賄い補助金に頼らない町づくりの先

駆けとなった。 
 
地元の銀行から融資を受け、地元の建設業者に発注し、テナントもなるべく地

域で集め、地域熱供給のエネルギーも地元の間伐材を使用し、その結果、オガー

ル地区で地域に約 250 人の新しい雇用を産み出し、地域でお金が循環する「地

域創生」のかたちになったそうである。 
また、4 つのエリア全体の事業用定期借地権を設定したことによる土地の賃料

と固定資産税の増加や、分譲住宅の整備による固定資産税や住民税の増加によ

り、年間約 3,000 万円の歳入が発生しており今後歳入は年間 4,500 万円ほどに

増加する計画だそうである。 
 
 
 
 









 
 
 



10 月 3 日(木) 
 
1     視察先     宮城県岩沼市 
2   視察内容    東日本大震災以後の防災への取り組みについて     
 
岩沼市は、宮城県中央部、仙台市の南 17.6km に位置し、東西約 13km、南北

10km、総面積 60.71km²を有する都市であり、西部の山岳地域から東部の太平

洋に至るまで、なだらかに広がった平野が展開し、阿武隈川が仙台湾に流入して

いる。 
 また、東北本線と常磐線の分岐点、国道 4 号と 6 号の合流点であり、さらに

仙台空港が所在するなど、交通の要衡である。 
 岩沼市は、かつて「門前町」「宿場町」として栄えてきたまちであるが、その

後「臨空工業地帯」の一角としての立地的優位性から大小の企業が進出し商工業

都市として発展した。昭和 46 年市政を施行。 
 
東日本大震災時の被災状況 

地盤沈下面積 500ha （市域 8% 農地 25%が海抜 0m 以下） 
津波浸水面積 29km² （市域 48%） 
死 者    181 名 
道路被災   198 路線、239 箇所 
橋梁被災   19 橋 
瓦礫量    推計 627 千トン 
 
 
集団移転先のまちづくり 

・ 被災 6 地区について地区単位での集団移転を図る 
・ 6 地区代表者会、住民協議会の開催 
・ 同時進行での「まちづくり検討委員会」 
・ 復興計画に基づく「復興整備協議会」 
・ 「地区懇談会」での移転先決定 
 
 多重防御 
多重防御（避難計画）海岸防潮堤、運河堤防及び、かさ上道路による津波の減衰 

→避難道路の確保 
 
 



千年希望の丘 
海浜緑地の築山にて 3 名が避難し助かった。 
→命を守る場所→震災の記憶を伝承する場所「鎮魂・追悼・記録・伝承」 
→防災教育の場としての整備 
 
 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から 8 年以上経過した岩沼市の現

状を視察し、災害発生から復興計画、防災の進捗状況を学ばせていただいた。 
宮城県の沿岸部で岩沼市が最も復興進捗が早かったが、理由として元々の地

域の結束力の高さと、市役所等の行政機能が市の中心部にあり、震災被害がほと

んどなかったことだそうである。 
また、災害発生時のニュース報道や被害状況から現在の街並みを比較した中

で、そこには莫大な費用と住民の方々の力があったものであると思われる。 
富岡市においても、台風 19 号の自然災害による状況を鑑みるなかで市民の皆

さんと共に防災、減災対策はもとより災害発生時の対応について、視察研修を活

かしていきたいと考える。 
  





 



総務常任委員会視察報告書 
                           高橋 總一郎 
 
視察日  令和元年１０月１日〜１０月３日 
 
視察内容 あねっこバス（デマンドバス）について（岩手県雫石町） 
          オガールプロジェクト（オガール紫波）について（岩手県紫波町） 
     東日本大震災以後の防災への取り組みについて（宮城県岩沼市） 
 
 １０月の１日から３日まで総務常任委員会視察を行って来ました。 
 初日は、岩手県雫石町役場に於いて「あねっこバス（デマンドバス）について」行政視

察を行い雫石町地域づくり推進課の担当者より説明を受けました。 

 
 町の概要、公共交通（電車 JR、路線バス岩手県交通）の現状、「あねっこバス」ができ

た背景、新交通システムの導入の経緯、新交通システムの導入計画、新交通システム=あね

っこバスの概要（運営方法）、あねっこバスの概要、あねっこバスの運営形態・料金・運営

経費・特徴アピールポイント、住民評価、あねっこバスの課題、まとめ、と順をおって説

明を受け最後に質疑応答の時間を取っていただき終了いたしました。 
 雫石町には公共交通として JR 田沢湖線（在来線）と秋田新幹線が、路線バス（岩手県交

通）として町内と盛岡を結ぶ生活路線４路線が運行されております。 

 
 もともと、町内で完結する路線バスが８路線あったが盛岡を起点に雫石地域へ乗り入れ

る４路線のみ残り８路線が平成 15 年３月をもって廃止する申出を受けこれに変わる新交



通システムの検討に入った。 
 新交通システムは、「地域資源を活かした交通手段の確保」（基本コンセプト）に NPO と

地元企業との連携による運送システムの導入。 
 運営業務を NPO が、運行業務を地元タクシー業者が担い、必要最小限の初期投資によ

り、タクシー車両での乗合輸送システム「しずくいしデマンドタクシー運行事業」を立案。 
 運行システムの概要は、利用者は、利用者登録しチケットを購入、利用する場合は運営

主体の（特非）しずくいし・いきいき暮らしネットワークに予約申し込み、申し込みを受

けた運営会社は運行主体の（有）雫石タクシーへ予約連絡運行依頼を行い、運行会社はサ

ービスを提供する。 

 
 あねっこバスの概要として、運行表と照らしあわせ乗車希望便の発車時刻の３０分前ま

でに電話にて予約申し込む事により各停留所より乗車が可能になる。又、運行形態は町の

中心部の雫石駅を起点に放射線状に８路線が設定されており、どこからでも料金２００円

で乗車できる。 

 
  運営経費ですが平成２９年度利用者が約２０，５００人、３０年度が１９，５００人

で運営依託費は（町から NPO へ）毎年４，５６０万円、運賃収入が平成２９年度３８０万

円、平成 30 年度３６０万円であり収入率は一割未満であると同時に年々利用者数も減少

傾向にあるとのことです。 
 町公共交通利用実態調査を平成３０年度に行った利用者アンケート結果では「とても便

利（７６%）」「まあまあ便利（２１%）」で便利と回答する人が大半を占めていた。 
 希望する改善策では「バスの運行時間変更」が最も多く、「JR への接続」「増便」含まれ

る。次いで「自宅近くでの乗り降り」という意見が多かったようです。 



  
 今後の課題として利用者が年々減っている、便数の割に運行率が低い、極端に利用がな

い便や停留所がある、利用方法がよくわからないなどあるようです 

 
 まとめとして、現在のシステムが公共交通全体・町民の潜在的ニーズにマッチしている

か検証し上記３項目を目標に、より使いやすく、よりわかりやすく、より生活に身近な交



通体型の確率を目指し、生活交通・あねっこバスの運行（効率化）と（利便性の向上）進

めて行くとのことです。 
 富岡市では、路線バスの路線見直し等検討していますが、市庁舎、富岡駅、総合病院、 
大型店舗、などの起点を設け放射線状に点と点を結ぶ路線を考えるべきです。 
 又、多大な運営費用を投じるわけですから利用者や交通弱者（高齢者）である方々から

のアンケート調査などで意見を聞き利用しやすい環境整備を押しすすめるべきだと考えま

す。 
 
 
 ２日目は、岩手県紫波町オガールプロジェクト（オガール紫波）の公民連携によるまち

づくりについて視察研修を行いました。 
  

 
 午前中、上記画像のオガールプラザ（公共施設として紫波町情報交流館、図書館、子育

て応援センター、民間施設として産直、カフェ、居酒屋、歯科、眼科、学習塾が併設され

ている）内にてオガール企画合同会社相談役八重嶋様よりオガールプロジェクトについて

説明及び案内をしていただきました。 
 

 
 オガールプロジェクトの概要 
 紫波町は、JR 紫波中央駅前の町所有地１０.７ha を中心とした都市整備を図るため、町

民や民間企業の意見を伺い、平成 21 年３月に議会の議決を経て紫波町公民連携基本計画

を策定、この基本計画に基づき、平成２１年度から始まった紫波中央駅前都市整備事業が

「オガールプロジェクト」です。 



 
 
 整備方針としては、統一感のある景観で住み良い街に、官と民の敷地がシームレスにつ

ながり、歩行環境の充実をはかり、回遊性、快適性を重視した道路網、多様な用途に活用

できる公共空間、駐車場をバランスよく配置、地域材を活用し地元事業者の施工により経

済活動を支援し、公共投資を誘発剤として民間投資を促進、雇用機会を創出し快適な環境

を提供する民間投資を推奨、設計・コンペで町の特色を生かした創造的な設計を採用、こ

れらの考え方に基づき、紫波中央駅前町有地を民間のアイディアを用いて整備することに

よって、町の中心部が賑わう仕組み、そしてそこから街全体に経済活動が波及する仕組み

をつくり、持続的に発展する街を目指しています。 
 
 施設の概要 

 



 
 
 現在、オガールプロジェクトによって紫波中央駅前には、図書館、地産マルシェ、子育

て応援センター、カフェ、貸しスタジオなどを備えた「オガールプラザ」、ホテルやバレー

ボール専用体育館を備えた「オガールベース」、バーベキューなどが楽しめる「オガール広

場」、紫波町役場、オガール保育園、隣接地にはサン・ビレッジ紫波、岩手県フットボール

センター、オガールタウンがあり、町民のみならず今や年間で８０万人が訪れる場所とな

っている。 
 オガールプロジェクトは 2009 年に策定された“紫波町公民連携基本計画”に基づいて、 
公有地活用型 PPP 手法を採用し、単に税金を使って大型の施設開発だけを行うのではな

く、公民連携といった民間投資を促し、オガールプラザ（株）とオガールベース（株）が

核となり常に民間型スキムを導入し運営されています。 
 公共施設部分では町民によって様々なイベントや勉強会、セミナーが盛んに行われ安定

した交流人口が生まれている。図書館でのイベントや紫波マルシェなどの産直マーケット

に町民自らがアイディアを出し、実際に関わり実行している。オガールベースでも、全日

本代表に選ばれたバレーボールの有名選手をスタッフとして迎え、一緒に施設を運用して

いる。町役場の人たちも町民が行っている勉強会に参加し、活発なディスカッションを行

っている。 
 紫波町オガールプロジェクト（オガール紫波）の視察は、官と民お互いが自らまちづく

りに関わることで、まちを大切に思い、愛する人々が増えることで、公主導でも民主導で

もなく「持続可能な仕組み」と「本気でまちを思い、愛する人々」が増え、仕組みが作ら

れていくのだと実感しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ３日目は宮城県岩沼市にて東日本大震災以後の防災への取り組みについて視察研修を行

いました。 
 令和元年度岩沼市の防災・減災施策をまず紹介していただきました。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 東日本大震災の教訓を踏まえ上記施策を展開し整備してきたとのことです。 
 次に、県事業として岩沼市が取り組んでいる自主防災組織育成・活性化支援モデル事業

についてですが、なぜ自主防災組織が必要なのか、防災対策の基本は、次の３つであると

言われています。自助---自分の命は自分で守る。共助---自分たちの地域を自分たちで守る。

公助---行政が防災対策を実施する。 
 
 大規模災害が発生した場合、「公助」だけでの対応には限界があり、阪神・淡路大震災で

は、公的機関に助けられたのはわずか７%！であった、自分の命は自分で守る「自助」と、

自分たちの地域を自分たちで守る「共助」の２つの力が大きな役割を果たすことになりま

す。 



  
自主防災組織に対して防災資機材の整備のための補助金制度を設けている。 

 事業内容は、自主防災組織が「自分たちの地域を自分たちで守る」ため、日頃からの備

え・活動が大切で、食料等の備蓄、避難誘導、安否確認、初期消火、要援護者の支援、避

難所の支援など様々です。 
 そして、「訓練内容がマンネリ化している」、「何を優先に進めたらいいか」、「関係機関と

どうやって連携したらいいか」、様々な問題が発生することを踏まえ自主防災組織に対して

県の防災アドバイザーを派遣し、自主防災組織の活動を進めて行く上でのアドバイス、支

援を行っています。 
 具体例として丸森町金山地区において勉強会の開催、自主防災組織の必要性、災害時に

おける役割、日頃からの活動例など学ぶ、地図を使い水害が発生した場合の危険箇所の確

認、水害に備えた備品について、町が用意するもの、自分たちで用意するものについて意

見交換、町で備蓄している食料品の試食、食べ方などを学び勉強会を通して今後の取り組

みや防災訓練、町歩きなどの活動を実施している。 
質問 
○防災備品について 
 岩沼市の場合、東日本大震災を経験し、平成 31 年３月策定の地域防災計画で防災備蓄品

の保管場所、品目、数量等を点検・洗い出しを行い、初期の対応に十分な備蓄量を確保つ

いて定め整備を進めいている。 
○避難所での生活に特に必要な物品、備蓄品に心がけているか？ 
 季節や時間軸で必要とする物資が変わるため、避難所や被災者が必要とする物資等をい

かに把握し、発信できるかがポイントになる。様々な協定締結先との連携により被災後の

備蓄品整備について、初期の対応に十分な備蓄量を確保することとしている。 



○ 市や県、消防組織との連携は？ 
 防災活動の連携という点では目的は同じですが、現状は連携まではできていない状況で

す。県との連携は、県が実施するモデル事業の周知、県との共催で行う土砂災害ハザード

マップ説明会の開催を行っている。 
 
 以上３日間に渡り、交通弱者対策としての公共交通のあり方、人口減少高齢化時代での

まちづくり、東日本大震災以後の防災への取り組みについて視察研修を行ってきました。 
 特に３施策に共通して言えることは、公には限界があると言うことです。いかに民間活

力を導入し新たな展開を図るか、市民の力によるまちづくりを進めるかだと考えます。 
 行政は、その為の道筋を立て全てにおいて参画しやすい状況を作り出す事に尽きると考

えます。人口減少、高齢社会、気候の温暖化などに対応すべくしっかりと行政の役割を把

握し民間企業や様々な民間組織、市民一人一人に対してまちづくりに対しての啓発活動を

推し進めていただきたいと思います。 
 
 終わりに、視察受け入れ先の各自治体職員の方、そして各種団体担当者の方々に感謝申

し上げます。有難うございました。 
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総務常任委員会視察報告書 
名 前 佐藤 信次  

 
視察日程 令和元年 10 月１日（火）～10 月３日（木） 

 
□ 第１日目 
・視 察 先 岩手県雫石町  

・視察内容 あねっこバスの運行について 

雫石町は、岩手県の西端、秋田県の県境に位置する、人口 16,586 人（平成 31 年３

月末現在）の町である。この町の名前を全国に知らしめたのは、昭和 46年 7 月３０日

に発生した全日空機雫石衝突事故である。全日空旅客機に航空自衛隊の戦闘機が飛行

中に追突され、双方とも墜落した。自衛隊機の乗員は脱出に成功したが、機体に損傷

を受けた旅客機は空中分解し、乗客 155 名と乗員 7 名の計 162 名全員が死亡した痛ま

しい事故であった。この事故は、昭和 60年 8月 12 日に本県の御巣鷹山に日本航空

123 便の墜落事故が発生するまで、日本国内の航空機事故としては最大の犠牲者数を

出した事故であった。 

雫石町には、1997 年からミニ新幹線である秋田新幹線が開通して、東京駅からの直

通が可能になった。山間部は降雪地帯で、大小のスキー場があり、国内でも珍しい本

格的な滑降コースを誇るスキー場なため、ウィンタースポーツ目当ての旅行客も多

い。1993 年には雫石スキー場でアルペンスキーの世界選手権が行われた。また、キャ

ンプ場や網張温泉などもあり、湯治やアウトドアを楽しむこともできる。日本最大の

民間総合農場と言われる小岩井農場も存在し、全国的に有名である。 

岩手県の県庁所在地盛岡市で、人口は 288,618 人。しかし、東北 3 大都市も減少傾

向にあり、周辺自治体も人口減少、少子高齢化が進んでいる。特に、昨今ニュース等

で取り上げられている、高齢者による運転事故が多発し、その対策として、運転免許

証の自主返納を進めているが、その後の移動手段をどの様に確保するかが、課題とな

っている。多くの路線バスは赤字のため撤退、タクシーは高額になるため、利用はで

きない。 

今回視察研修を行った雫石町では、平成 1６年 4月から新交通システムの運行を開

始して、主に高齢者の移動を確保している。新交通システムのコンセプトは「地域資

源を活かした交通手段の確保」であり、NPO と地元企業の連携による輸送システムを

導入して実施されている（NPO しずくいし・いきいき暮らしネットワークと地元タク
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シー会社へ運行を委託）。名称は東北地方でよく使われている、あねっ娘（年頃の

娘）から「あねっこバス」と命名された。 形態はデマンド方式であり、まず、利用登

録が必要である。その後は、電話による予約制で、乗車希望便発車時刻 30 分前まで

に、利用する停留所を予約する。ルートは、中心部雫石駅を起点として、放射線状に

8 路線が設定され、予約のあった停留所間を運行する。路線毎にダイヤを設けてい

る。運行便数は、平日 6便、土日祝日 3便となっているが、予約がない場合は運行し

ない。料金は、１路線内であれば、距離に関係なく一律 200 円（小学生以下 100 円、

未就学児は、保護者同伴の場合のみ無料）である。経費については、下記のとおりで

ある。 

◎運営委託費       ◎運賃収入（実績） 

H２９ 45,684,000 円    3,862,500 円 

H３０ 45,684,000 円    3,645,000 円 

H３１ 45,360,000 円    収入率 1割未満 

□課題 あねっこバスの課題について 

 １．利用者が年々減少（ピーク時の約 4 割減） 

 ２．便数のわりに運行率が低い（約４０㌫） 

 ３．極端に利用がない便や停留所がある 

 ４．利用方法がよく分からないといった声 

＊依然として車社会が続いているが、反面、人口減少、高齢化が進む中で、移動手

段の確保はどこの自治体でも喫緊の課題となっている。しかし、財政的な面や対

象者数、費用対効果を考えると、どこまでの費用負担が妥当なのか、ルートだけ

で解決する問題ではないので、十分な議論とコンセンサスが必要となってくる。

富岡市の乗り合いタクシーにおいても、雫石町と同様の課題が存在する。 
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□ 第２日目 
・視 察 先 岩手県紫波町  
・視察内容 オガール紫波・オガールプロジェクトについて 

紫波町は、昭和 30 年に、１町８カ村が合併して出来た町で、岩手県のほぼ中央に位

置し、人口 33,066 人（H31 年 2 月現在、ほぼ横ばい）の自然豊かな地方都市である。

県都盛岡市からは、JR紫波中央駅まで 16.7km、21 分の近距離にあり、ベットタウン

として宅地開発が進んでいる地域でもある。町の特徴としては、果樹生産地で、ぶど

うは県内１位の生産量を誇っている。そのぶどうを製品化したワイン販売も産業面で

大きなウェイトを占めている。 

今回は、紫波町が進めてきた、オガールプロジェクトの取組みについて現地におい

て視察研修を行った。初めに、オガールとは、おがる＝紫波の方言で【成長】。ガー

ル＝フランス語で【駅】。二つの言葉を併せてた造語で、正式名称は、紫波中央駅前

都市整備事業（オガールプロジェクト）である。プロジェクトを立ち上げるきっかけ

となったのは、平成１０年に町は、老朽化した公共施設を集結するために、県住宅公

社から、10.7ha を２８億 5,000 万円で購入した。その後、財政状況の悪化などから、

計画は中断となり、しばらくの塩漬け状態となっていた。しかし、このまま放置して

おく訳にはいかず、新たに就任した藤原市長は、平成１９年に公民連携によるまちづ

くりを提案。その後、紫波町公民連携基本計画を策定し、市民委員会を中心に東洋大

学やベンチャー企業に協力を求め、開発の手法を PPP としてスタートさせた。オガー

ルは一つのまちである。開発テーマは、１．農村（田園）と都市が共生するまち２．

若者、高齢者、すべての人が希望を持ち、安心して暮らせるまち３．人にも地域にも

「やさしいまち」４．優れたデザインの採用である。施設内には PPP や公募方式で建

てられた施設が７カ所あるが、全て民間が事業主体となっている。 

建設については、例えば、官民連携複合施設オガールプラザの事業費は、１０億

7,000 万円（町が８億１千２６０万円、国庫補助金２億７千７００万円、町出資金７

千万円）であり、他の６施設を併せると総事業費は、６４億８千５００万円となる

（中心市街地活性化推進法により、国からの資金が充てられている）。役場庁舎は直

営であるが、他の６施設については、オガール紫波株式会社が運営に当たっている。

経営状況は現在のところ順調で、産直「マルシェ」では、年間３０億円の売上げとな

っている。年間利用者数は、１２３万人。開発、まちづくりの先進事例として注目さ

れ、行政・議会の視察数は全国第１位である。 

所 感：新たな発想でのまちづくりは、理想であり、居住する者やその周辺住民に希

望と夢を与えてくれる。また、そこに行ってみたいとも思う。しかし、少子高齢化が
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急速に進み、国全体の規模が縮小していく中で、まちづくりに投資する額の判断は極

めて難しい。紫波町の取組みが正解であったか否かは、現状では判断できないが、前

途洋々では無いような気がする。１００年先を考えたまちづくりと言われるが、社会

経済の急速な変化と国、地方の未来を考えると、より慎重さが求められる。 

 

 

上段：７施設の配置図 下段：左―正面からの外観 右―マルシェ内 
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□ 第 3 日目 
・視 察 先 宮城県岩沼市  

・視察内容 東日本大震災後の防災への取組みについて 

 昭和３０年４月に岩沼町と東部４か村、西部６か村合併して岩沼町として発足し

た。その後、新産業都市指定を受けることにより、多くの企業が進出し、急速に発展

したことにより、昭和４６年１１月に岩沼市が誕生した。商・工業の発展と同時に、

仙台市のベットタウン化も進み、平成９年には、人口も４万人を超えた。交通面で

は、JR 東北本線と常磐線の分岐点、国道４号線と６号線の合流点にあたり、仙台東部

道岩沼 ICや仙台空港が近いなど、交通の要衝でもある。大きく発展した要素の一つ

が、昭和４３年に日本製紙（株）岩沼工場が最新鋭の工場として誕生したことであ

る。敷地面積は 623,233 ㎡、紙パルプの一貫生産ラインができる規模で、岩沼市やそ

の周辺自治体においても、大きな経済効果をもたらしてきたと言える。 

 岩沼市での視察は、被害後の防災への取組みである。まず、同市の被害状況をまと

めてみる。 

１.  人的被害：死者 １８２名 行方不明者 １名 建物被害：家屋被害 5428 戸 

２．農地被害     ：１８７０ha 
  津波被害農地面積 ：１２４８ha 
  被害面積率    ：６６．７ha 
  津波被害農地面積 ：排水機場３カ所、農道・水路、農業用機械・施設など 
３．事業主都合離職者 

事業主都合離職者は、平成２３年４～６月期で、全国合計は 535,238 人に対し

て、雇用等被害地域を含む仙台においては、6,540 人であり、平成２２年４～６

月期の 4,288 人より大幅に増加している。 
 

 痛ましい現実を体験した岩沼市では、教訓として、防災・減災への取組みを加速さ

せた。富岡市を初め、群馬県内では当然のように実施されている総合防災訓練は行わ

れておらず、震災後の平成２４年から実施するようになった。まず、訓練の必要性を

前面に出し、住民意識を高める政策を多く取り入れていった。 
〇 ハザードマップの配布と活用…地震はもちろん、阿武隈川の氾濫も想定したマップ

を更新。 
〇 防災士資格取得支援事業…資格を希望する市民に対し、４万円の費用を補助する事

業を平成２９年度から実施し、これまでに１４２人が資格を取得した。地域コミュ

ニティの活性化、地域防災力の向上に役立っている。 
〇 緊急速報エリアメール…平成２４年７月から実施。 
〇 自主防災組織のサポート…自主防災組織を結成する町内会が対象。出前講座、活動

へのアドバイス。避難所活動用資機材整備、防災用品助成事業（限度額３０万円）。 
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〇 緊急用飲料水備蓄タンク…市役所広場に、１基４０トン、約 4,000 人が３日分利用

出来る。火災時の防火用水としても利用。 
〇 防災協定…多くの自治体、企業と締結して、災害時に備える。 
〇 土のうステーションの設置…市民が自由に利用出来るステーションを市内３カ所に

設置。 
 
 防災は自助・共助が重要とし、それぞれ７６の町内会に自主防災会の設立を推進

し、地域独自の視点から災害対策を考えてもらう事を主眼としている。このことか

ら、申請に基づいて、資機材整備のための補助金を支給し、防災倉庫、発電機、車椅

子、簡易トイレ等々を多くの町内会が設置を始めた。今後については、災害の教訓を

活かしながら、震災・災害を忘れない、消さないよう伝え合い、防災対策に取組んで

いくことが必要であることを実感した。 

 
左―被災を地図で説明する担当者 右―緊急用飲料水備蓄タンク（セーフティータワ

ー） 



令和元年総務常任委員会行政視察レポート 
                         提出者  堀越 英雄 
 
1、日程及び視察地 

令和元年 10 月 1 日（火）～3 日（木） 2 泊 3 日 
・ 岩手県雫石町（雫石町役場） 
・ 岩手県紫波町（オガールプロジェクト） 
・ 宮城県岩沼市（岩沼市役所） 

 
2、視察の目的 

（1）雫石町 「あねっこバス（デマンドバス）について」 
 
（2）紫波町 「オガールプロジェクトについて」 
 
（3）岩沼市 〔東日本大震災以後の防災への取り組みについて〕 

 
3、視察の内容  
（1）岩手県雫石町の「あねっこ（年頃の娘）バスについて」 
  雫石町は岩手山麓に位置し、県都盛岡市から西部へ 16 ㎞、秋田県との県境に位置し、

秋田新幹線で首都圏まで 3 時間、盛岡インターまで 20 分と交通の便にも恵まれている。

人口は現在 16,586 人（2019.3 月現在）余で、総面積は 608.82 ㎢、と広大で、周りを山

地で囲まれた典型的な盆地の地形となっている。基幹産業は稲作を中心に野菜、花卉栽培

や畜産を含めた複合農業が多く。観光では全国的に知られている小岩井農場や鶯宿温泉を

初め 12 か所の温泉、3 か所の大型スキー場を有している。 
  雫石町では平成 16 年に構造改革特区を同年 12 月には地域再生計画の認定を受け、「住

民との協働による、自立する持続可能な次世代のまちづくり」を進めていて、この中でＮ

ＰＯとの協働による新交通システム「あねっこバス」が位置づけられた。 
  この事業は、平成 16 年 3 月末、地元岩手県交通（株）の路線バスが廃止され、代替策

として運行が開始され、従来のバス路線を基本として延長や便数増へと拡大して現在に至

っている。 
  この背景には、平成 14 年 2 月の道路運送法が改正され、需給調整規制が廃止されたこ

とが大きな引き金となっていて、地元交通会社から、平成 15 年 3 月に、雫石町に廃止の

申し出がされたために、高齢者の通院、買い物、児童生徒の通学や通勤など、住民生活に

必要不可欠となる移動手段がなくなるといった課題解決の方法として発足の必要があり

進める事となった。 
  先ず公共交通の廃止という地域住人が直接影響を受ける課題を解決するために役場内

に特定課題懇談会「わが町の生活路線の在り方を考える」が設置され、町内の公共交通の

現状、課題、及び将来の生活交通の在り方について、意見交換がされた。 



  次に専門的アドバイザーや各種団体、及び公募による一般市民で構成される「雫石町生

活交通対策提言委員会」を設置し、計 3 回の会議で意見が交わされた。 
  また、交通実態調査も同時に行われ、これらの調査と合わせ委員会では提言がまとめら

れ、当局へ提出がされた。これらの提言を基本に雫石町では交通対策庁内プロジェクトチ

ームの検討結果と合わせ「将来の生活交通ビジョン」として生活交通の方向性をまとめ基

本施策として実施の方向で進められた。 
  この計画の基本コンセプトでは「地域資源を活かした交通手段の確保」で、ＮＰＯと地

元企業の連携による輸送システムの導入を実践する事とされ運営業務をＮＰＯが、運行業

務を地元タクシー業者が担い、必要最小限の初期投資で最大限の効果を生み出す「雫石デ

マンドタクシー運行事業」を立案、実施の運びとなった。 
 あねっこバスの概要は次のとおりである。 

（1） 巡回型のデマンド方式。 
（2） 乗車希望便発車時刻 30 分前までに電話による予約申し込みが必要。 
（3） 町中心部の雫石駅から放射線状に 8 路線（当初は 6 路線）を設定。 
（4） 停留所は固定。 
（5） 予約があった停留所間の運行。（区域運行。停留所～停留所までどこを走ってもよ

い）（当初は路線定期運行） 
（6） 運行便数 路線ごとにダイヤを設定  予約がない場合は運行なし。 

平  日：全路線 上下線 6 便 
土日祝日：全路線 上下線 3 便 

（7） 利用料金 
路線内であれば 1 乗車につき一般 200 円 小学生は 100 円 

（8） 運行車両（有）雫石タクシー 
９人乗りジャンボ車両 3 台（うち 1 台は予備車両） 
4 人乗り小型車両   6 台 
運転手 （あねっこバス専属 4 名、タクシー兼務 4 名） 

 あねっこバス拠出経費 
  運営委託費（町からＮＰＯへ）  45.360.000 円 
       （運賃収入）     約 1 割未満（Ｈ30 年実績 3.645.000） 
 
  タクシー会社との契約      30.000.000 円余位 
 あねっこバスの課題 
  ・利用者が年々減少（ピーク時から 4 割減） 
  ・便数のわりに運行率が低い（約 40％） 
  ・極端に利用が少ない便や停留所がある 
  ・利用方法が良く分からないと言った声 

現在のシステムが公共交通全体、町民のニーズにマッチしているかが大きな問題に対する

課題だそうです。 



本市での取り組み 
 本市では今まで検証をしてきた黒岩線を見るようにデマンドの浸透が図れないのではな

いかと思われる。雫石町を見ても課題として挙げられているように、利用はお年寄りが主に

なり、利用の方法が分からないと言った声が聴かれていて、これらが大きな原因で運行率や

利用の減少につながっており、本市で取り組むこととなれば、尚一層の利用方法の周知が必

要ではないかと感じる。 
いずれにしてもデマンド方式の難しさと路線方式の課題をもう一度検証し、路線を含めて

意見交換の場を設けたらどうか。 
 
 
（2）岩手県紫波町の「オガール（成長｛おがる｝∔｛駅｝）プロジェクトについて」 
 紫波町は、岩手県のほぼ中央に位置し県都盛岡市と花巻市の間に位置する人口 33,000 人、

面積 239 ㎢、農業を基幹産業とする町で、古くから物流の拠点として賑わい、周辺の農村と

共に繁栄、豊かな自然や農村の雰囲気と都市の特徴を共存した町として栄えている。 
また、住民の多くが、盛岡市、花巻市、北上市へ通勤していることから昼間人口は少なく、

今回の視察の目的の紫波中央駅前に拡がる開発事業の取り組み（オガールプロジェクト）の

周辺は町が隣接地を宅地分譲し新興住宅（オガールタウン）が立ち並び、このエリアは特に

顕著な地域である。 
 紫波中央駅前都市整備事業（オガールプロジェクト）は 2009 年に策定された紫波町公民

連携基本計画に基づき、紫波中央駅前に拡がる 21.2ha の市有地開発であって、この開発地

には現在、公共施設〔図書館、子育て応援センター、地域交流センター〕と民間施設〔産直

マルシェ、歯科眼科クリニック、カフェ等〕がある「オガールプラザ」とビジネスホテル、

バレーボール専用体育館やテナントショップを備える「オガールベース」、紫波町役場庁舎、

オガール保育園（民間）、フットボールセンター、広場や公園等を設けたコンパクトシティ

となっている。 
また、このプロジェクトの特徴は、補助金などの公的資金を頼ることなく、民間金融機関

との信頼関係やチエック機能を重要視した体制づくりがなされていて、地域を重要視した取

り組が各所に用いられ、その結果多額の融資を可能にした取り組みがされている。 
 この計画は PPP（パブリック、プライベート、パートナーシップ）方式を採用し実行され

ていて、町庁舎等の一部の事業は公募による PFI 方式を採用し事業推進が図られている。    

こうした多様な手法を駆使したプロジェクト全体を誘導する役割を担っているのが「オガー

ル紫波株式会社」で、このプロジェクトを推進するために営利（民間）会社として設立した。 
この会社の役割は、官と民が連携をするためのエージェントの役割を担う事が大きな目的で、 
事業は、紫波中央駅都市整備事業を中心にこの開発にまつわる不動産開発や産直マルシェ、

レストラン運営をして会社運営がされている。 
そこで、PPP や PFI 手法を使い本市のインフラや公共事業を進めるために可能かを検証

するために話を伺った。 
  



 本市での取り組み 
 塩漬けされていた巨大な町有地の開発計画を視察させて頂きましたが、一つの町を新たに

創る計画であって、紫波中央駅の新駅や新興住宅などの人口増が狙えるものがある、PPP や

PFI 手法が出来る環境が整い過ぎている状況での事業展開で本市ではこの方式を採用し事

業を進めても民の提案が得られないのではないかと感じた。 
 特に PPP 方式でのインフラ整備を見る事が目的であった事から本市が PPP 方式で事業

をする事となるとかなりのハードルをクリアーしない事には実現できないことが分かり、参

考にするには程遠い話を聞いた気がする。 
 
 
（３）東日本大震災以後の防災への取り組みについて 
 宮城県岩沼市は宮城県南部に位置し、県都仙台市へは 17.6 ㎞に位置し、西部は丘陵が起

伏し、東部は太平洋で、その中間部には平野が広がり農業、商業が経済基盤であったが、国

道 4 号線と 6 号線の合流点にも当たり、昭和 39 年の新産業都市指定を契機に経営基盤も変

わり、紙パルプ・タイヤ・鉄鋼など工業都市として変貌を遂げている。 
人口も（平成 31 年 4 月 1 日現在）44 千人に増加、田園工業都市として、また仙台市のベ

ットタウンとして今に至っている。 
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災では、沿岸部 6 地区は尊い命を奪われるといった大

きな被害をもたらされたが、市は集団移転事業をいち早く進め、集団移転地整備災害公営住

宅建設により、平成 28 年 4 月には周辺自治体に先駆けて仮設住宅の解消が成し遂げられた。 
そこで視察は現在の防災への取り組みについて伺った。 
 

岩沼市の震災後の防災・減災施策 
1） 総合防災訓練の実施 

東日本大震災を教訓に東部地区を対象に津波避難訓練 
全国各地で起きた豪雨災害を受けて大雨・洪水・土砂災害を想定した総合防災訓練 

2） ハザードマップの配布と活用 
阿武隈川が氾濫した場合の浸水区域には洪水ハザードマップを配布 
土砂災害の恐れがある区域には土砂災害ハザードマップを配布 
その他ハザードマップを用いた講話を自主防災組織訓練時に行う 

3） 防災士資格取得支援事業 
防災士資格の取得を希望する市民に対して取得に要する費用を補助 
現在まで 142 名が取得 

4） 防災行政無線屋外拡声子局（スピーカー）の追加整備 
市内に計画的に整備を進め 37 基、本年度 3 基を設置して完了 
その他防災ラジオ・広報車・テレビのテロップ等で情報伝達 

5） 緊急速報エリアメール 
携帯電話への配信 



6） 自主防災組織のサポート 
自主防災組織育成のための出前講座と支援・訓練と結成後のアドバイス 
設立をする事による後の有利性を満たす補助事業利用権 
補助事業 
 ・避難所活動用資機材整備事業 
 ・自主防災組織防災用品助成事業 
 ・自主防災組織育成・活性化モデル事業（県事業） 

7） 緊急用飲料水備蓄タンク（セーフティータワー） 
市内 3か所に 1基あたり貯水量 40ｔの水備蓄タンクの設置（防火用水としても活用） 

8） 各種防災協定の締結 
姉妹都市や友好都市及び災害相互応援協定都市等との協定の締結 

9） 土のうステーションの設置 
いつでも市民が利用できる「土のうステーション」を市内 3 か所に設置 

10） 警戒レベルの導入 
国が出された 5 段階の警戒レベルの伝達を市民に周知するために警戒レベルチラシ

を作成して全戸配付 
11） 備蓄食料等の整備 

食料・飲料水など 1 日 1 万人に必要となる 3 万食の備蓄の整備 
以上のような施策を実施し市民の災害への対応を図っている。 
 
本市での取り組み 

東日本大震災といった大きな災害を経験し、幾つか学ぶ点があった事は、今回の視察の有

意義なところであった。 
中でも防災士資格支援の補助制度を設けて実施していることは大いに参考なった。本市で

もこのような制度の検討を願いたい。 
また、自主防災組織の確立は本市でも必要ではないか。行政ばかりに頼らず自助の動きを

起こす事で共助につながると思う。行政はサポート役となって市民自主防災意識の高揚を図

れたら、その力は増大する事が考えられる。 
岩沼市では自主防災組織との連携によって地域防災力の向上が図られている。その主たる

市民は防災士で、多くは町の人格者（町会長）がその任を担っている。本市は区長制度のた

め不可能なのが残念。 
 
以上報告いたします。 



総務常任委員会行政視察報告書 
 

 １４番  栁澤 敦 
 
 令和元年度総務常任委員会行政視察は１０月１日から３日まで岩手県雫石町

のあねっこバス、紫波町のオガール紫波オガールプロジェクト、宮城県岩沼市の

東日本大震災以後の防災への取り組みについて行政視察を実施してきました。 
 
 
① 岩手県雫石町における行政視察 

岩手県雫石町は盛岡市の西方約１６ｋｍに位置し、南北に約４０ｋｍ、東

西約２４ｋｍと南北に長く、地形は典型的な盆地型で、面積 608.82ｋｍ²と

広大で内 80％は山地で、人口 16,586 人（Ｈ31.3 月末時点）高齢化率 36.4％
となっている。明治 24 年創業、120 年以上の歴史を持つ、日本最大級の民間

総合農場の小岩井農場は有名である。 
 

あねっこバスについて 
 もともと、町内で完結する路線バスが 8 路線あったが、平成１５年３月、

平成１６年３月をもって 8 路線すべての運行廃止する申し出があり、これに

変わる交通手段の検討が必要になる。平成１５年１２月「わが町、雫石のこ

れからの生活交通ビジョン」を策定、「地域資源を生かした交通手段の確保」

をコンセプトに NPO と地元企業との連携による輸送システムを導入し、運

営業務を NPO が、運行業務を地元タクシー業者が担う、必要最小限の初期

投資により、タクシー車両での乗合輸送システム「しずくいしデマンドタク

シー運行事業」を立案した。 
あねっこバスの運営方法 
 町と NPO 法人しずくいし・いきいき暮らしネットワークと業務委託契約

を締結し運営主体となる。NPO と（有）雫石タクシーが運行委託契約を締

結、雫石タクシーが運行管理と運行業務を担う。使用車両は９人乗りジャン

ボ車両３台と４人乗り小型車両６台の計９台 運転手（あねっこバス専属４

名、タクシー兼務４名） 
NPO の主な業務は予約受付、利用登録の受付、チケット販売、苦情処理の

対応、停留所設置と管理、ニーズ把握、情報収集、運行事業者との連絡調整

を担う。 
運行形態 
 雫石駅を起点として放射線状に８路線を設定（当初６路線） 



 当初は路線定期運行だったが現在は予約のあった停留所間の区域運行 
 路線ごとにダイヤを設定、予約がない場合は運行なし。 
 運行便数は平日 全路線とも上下線６便 土日祝日同じく３便 
 年末年始を除き毎日運行 
利用法 

小学生以上は利用登録が必要  
予約センターへ乗車希望便始発時刻の３０分前までに氏名、路線名 
乗車希望便名、乗車停留所、目的地の停留所を告げ予約する。 
冬季間（１２月～３月）は１時間前まで 
予約なし＝運行なしへの町民の反応は定時運行を望む声や予約が面倒と

の意見はあるとのこと。 
希望者多数の場合おことわりすることもあるとなっているが近年は断った

実績はないとのこと。 
料金 
 １路線内であればどこまで乗っても２００円（小学生半額） 
運営委託費 
 H３１年度４５，３６０，０００円 
あねっこバスの課題 
 利用者が年々減少（ピーク時から約４割減） 
 便数のわりに運行率が低い（約４０％）） 
 利用方法が良くわからないといった声 
 

より使いやすく、より解りやすく、より生活に身近な交通体系の確立が必

要とのことでした。 
本市でも高齢化が進む中で運転免許証を自主返納しても安心して暮らせ

る社会環境を整えるための公共交通の整備が喫緊の課題となっているので

本事例を参考にしてよりよいものにしていくために提案していきたい。 
 
 

② 岩手県紫波町オガールプロジェクトの行政視察 
岩手県紫波町は昭和３０年１町８カ村の合併により誕生、岩手県のほぼ中

央、県都盛岡市と花巻市との中間に位置し、東西に開けた自然豊かな町（東

西 27.8ｋｍ、南北 12.9ｋｍ、面積 238.98ｋｍ²人口は横ばいで 33,066 人（Ｈ

３１年２月現在）。ＪＲ紫波中央駅、盛岡駅間 16.7ｋｍは 21 分で結ばれてい

る。 
古くから物流の拠点として賑わい、周辺の農村と共に繁栄、豊かな自然や



農村の雰囲気と都市の特徴が共存している。 
果樹の産地であり、全国屈指のもち米の産地、南部杜氏の発祥の地であり

4 つの造り酒屋がある、また銭形平治捕り物控の著者野村胡堂の生誕の地と

して知られ｢循環型まちづくり｣で環境と福祉のまちづくりに取り組んでい

る。 
 

オガールプロジェクトについて 
 オガールとは「成長」を意味する紫波の方言「おがる」＋「駅」を意味する

フランス語「ガール」の２つの言葉を組み合わせた造語で紫波中央駅前を「紫

波の未来を創造する出発駅」とする決意と、このエリアを出発点として紫波が

持続的に成長していく願いが込められているとのことである。 
 
ながれ・背景・要素 

平成元年、新駅設置運動が始まり、新駅設置促進同盟会が設立され、平成 
7 年に地元負担分確保のため、民間企業や市民からの寄付活動で２．６８億円

が集まり平成 10 年 3 月 14 日紫波中央駅が開業。町は、乗降客確保のため駅

前開発で６つの公用、公益施設集約を図るためとして 10.7ｈａを 28.5 億円で

購入。サンビレッジ紫波やＰ＆Ｒ駐車場を整備したが、実質公債費比率の上昇、

基金減などの理由から事実上計画凍結状態になっていた。 
平成 19 年 3 月公民連携元年を宣言 
同年 4 月公民連携の推進に関する学校法人東洋大学と紫波町との協定書締

結、同年 8 月東洋大学大学院作成の紫波町ＰＰＰ可能性調査報告書発表会（町

民 250 人参加） 
平成 21 年 2 月紫波町公民連携基本計画策定、3 月議会議決 
紫波中央駅前地区都市再生整備事業策定(オガールプロジェクト) 
理念：都市と農村の暮らしを「愉しみ」、環境や景観に配慮した町づくりを

表現する場とする。 
目的：「町民の資産」である町有地を活用して、財政負担を最小限に抑えな

がら公共施設整備と民間施設等立地による経済開発を行うこと 
方針：町の特色を生かし、人に優しい統一感のある景観で住みよい町にす       

る 
平成 21 年 6 月オガール紫波株式会社設立 
代表取締役 藤原孝(前町長りんご農家) 
取締役 八重嶋雄光 
事業部長 岡崎正信(PPP を担う) 
紫波町１００％出資 資本金 3,900 千円 



目的 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 
   社業を通じて町の一層の発展と幸せを目指すこと 

主な事業内容 オガールプロジェクトの推進、調整、不動産開発 
 企画管理運営 産直「紫波マルシェ」運営(平成 24 年 6 月～) 
 オガールインレストラン運営(平成 26 年 7 月～) 
 
平成 21 年 6 月オガールデザイン会議 
 オガール地区において都市デザインの優れた魅力的な街づくりを推進するた

め「紫波町オガ－ル・デザイン会議」を設置し施設設計やデザインの調整を図る。

有識者はオガール紫波㈱の推薦に基づき町長が委嘱(5 名)  
所掌事項  

デザインガイドラインの運用方針検討 
 公共施設、公益施設、住宅施設におけるデザインの調整 
 その他都市デザインの推進に必要な事項 
平成 22 年 9 月オガールプラザ株式会社設立 
オガールプロジェクトの手順 

オガールプロジェクトの目的は町民の財産である町有地を安売りしない 
まちづくりには手順があり、それを間違ってはならない 

 まちづくりは「人」ではなく「不動産」 
 付加価値を付ければ価値そのものを増大させられる 
 岡崎氏の持論「まちづくりとは不動産の向上である」 
 逆アプローチの不動産開発 
 テナント誘致を先行、竣工オープン時入居率 100％の実現 
 
施設建設の概要 
「オガール広場」 
 西広場 H24 年 5 月完成 東広場 H25 年 5 月完成 
 オガール大通公園 H26 年 7 月完成 
 所有 紫波町 手法 公共事業 
「岩手県フットボールセンター」 
 Ｈ23 年 4 月開場 JFA 公認 120m×90m 

事業主体 公益社団法人 岩手県サッカー協会 
事業費 1 億 7 千 5 百万円（JFA 助成金 7 千 5 百万円） 
町は土地賃貸 
雨水貯留浸透施設の上に設置 
（公社）岩手県サッカー協会の本部が移転 



クラブハウスは完成後、町に寄贈 
利用者数 ４．３万人 町は土地賃貸 

「オガールタウン日詰二十一区」 
 区画数 57 区画 区画面積 228m² 

分譲区画全体に関する条件 
① 建築条件つき土地売買［建築業者指定］ 
② 紫波型エコハウス基準を満たす住宅 

１） 年間暖房負荷４８ｋｗｈ/ｍ² 
２） 相当隙間面積 C 値０．８ｃｍ²/m² 
３） 町産木材利用（構造材 80%以上） 

③ オガールタウン景観協定の制定 
Ｏ指定事業者 町内 14 社 

 
「オガールプラザ」（官民複合施設） 
 Ｏオープン：平成 24 年 6 月 20 日 
 Ｏ事業主体：オガールプラザ㈱ 
 Ｏ延床面積：５，８２２．３４ｍ²（３棟構成） 
 Ｏ構  造：木造、鉄筋コンクリート２階建 
 Ｏ事業手法：ＰＰＰ手法（ＲＦＱ、ＲＦＰ方式） 
 Ｏ事業費 ：公共部分８億１千万円（音響を除く） 
 Ｏ土地契約：事業用定期借地権設定 

  Ｏ出  資 
   ・オガール紫波㈱ ２千万円 
   ・MINTO 機構  ６千万円 （町再生出資） 
   ・紫波町     7 千万円 
  Ｏ特  徴 
   ①完成後、町は中央棟を購入（国庫補助４割） 

②区分所有による官民複合施設 
③地域材活用 

  ④テナントを先付けする逆算方式 
  ⑤産直 

   ⑥図書館    
   ⑦地域交流、子育て応援 
  Ｏ利用者数：情報交流館 ３２．１万人 
   公共施設：図書館、地域交流センター、子育て支援センター 
   民間施設：産直（会員数３２７名、平成３０年１２月末現在）カフェ 



        歯科クリニック、眼科クリニック 
        居酒屋、学習塾、事務所 
  

「エネルギーステーション」 
   平成２６年６月事業開始 
  Ｏ事業主体：紫波クリーンエネルギー㈱ 
  Ｏ事業手法：随意契約 
   Ｏ土地契約：事業用定期借地権設定  
  Ｏ施設規模：１階建て 約１５５．５ｍ² 事業費 約５億円 
  Ｏ特  徴 

① 地域熱供給 
・オガールベース(暖房,給湯、冷房)・オガールタウン(暖房、給湯) 
・紫波町役場庁舎(暖房、冷房)、・オガール保育園(暖房、冷房) 

② 木質チップ焚温水ボイラー（５００ｋｗ） 
  
 
 「オガールベース」(民間複合施設) 
  Ｏオープン：平成２６年７月３１日 
  Ｏ事業主体：株式会社オガール 
  Ｏ事業手法：事業者公募 
  Ｏ土地契約：事業用定期借地権設定 
  Ｏ延床面積：２階建て ４，２６７㎡ 地域材使用 
  Ｏ特  徴 

① ビジネスホテル(オガールイン) 
② 日本初のバレーボール専用体育館(オガールアリーナ)人材育成 
③ 入居テナント（コンビニ、薬局、じゃじゃ麺店、文具店、居酒屋、事

務所 
④ 紫波スポーツアカデミーの拠点(バレーボール、サッカー) 

 
 「紫波町役場庁舎」 
  Ｏオープン：平成２７年５月７日 
  Ｏ事業主体：紫波シティーホール㈱ 
  Ｏ延床面積：６，６５０．４３㎡ 
  Ｏ事業手法：PFI(BTO 方式) 
  Ｏ事業費 ：３３．８億円（契約額） 
  Ｏ管理運営：令和１２年まで１億２千２百万円 



  Ｏ特  徴 
① 木造３階建て（国内最大級の木造庁舎） 
② 地域熱供給による冷暖房システム 
③ トイレ洗浄水の雨水利用、太陽光発電等 

   
 「オガールセンター」(官民複合施設) 
  Ｏオープン 平成２８年１２月 
  Ｏ事業主体：オガールセンター㈱ 
  Ｏ延床面積：１，１８９m² 
  Ｏ事業手法：代理人方式 
  Ｏ土地契約：定期借地権設定 
  Ｏ出資 
     ・オガール紫波㈱ ０．５千万円 

・MINTO 機構 ４千万円 
・紫波町    ４千万円 

  Ｏ特 徴 
① 紫波町こどもセンター 
② 小児科と病児保育室 
③ アウトドアショップ２店舗(クライミングウォール設置) 

オガールテラス(グランピング)、べーカリー（町産小麦使用） 
トレーニングジム、キッズ英会話教室、美容院、事務所 

 「オガール保育園」(民設民営) 
    オープン 平成２９年４月開園 
  Ｏ事業手法：事業者公募 
  Ｏ事業主体：社会福祉法人 共助会 
  Ｏ延床面積：１，１９２㎡２階建て 
  Ｏ土地契約：事業用定期借地権設定 
  Ｏ事業費 ：約３．３億円(補助金２２３，２２１千円（国庫補助含む） 
  Ｏ特 徴 

① 民設民営保育園 
② 地域材を活用 

  Ｏ定員１５０名(現在１３７名) 
保育理念「共に作り出し、共に助け合い、共に栄える、子どもを育てる」 
 
全国、ほとんどの自治体が人口減となっている中で、紫波町では横ばい 

とのこと又、施設建設に当たっては徹底した地域材の活用や地元業者優先登



用や、マルシェを通じ農産物を有利に販売する等、地域の活性化に取り組ん

でいることに素晴らしいと感じました。今後の本市の政策に反映出来るよう

力を尽くしていきたい． 
 
③  宮城県岩沼市における行政視察 

宮城県岩沼市は昭和３０年４月１日岩沼町と玉浦村、千貫村の３カ町村が合

併し岩沼町として発足、昭和３９年の新産業都市指定などを契機に、大小企業の

進出が盛んになり、農業、商業を主とする町の経営基盤は、紙パルプ、タイャ、

鉄鋼などを主体とした工業都市の性格も加わり、都市化の急激な進展をみて昭

和４６年１１月１日市制を施行し「岩沼市」となる。宮城県南部に位置し、仙台

市の南１７．６ｋｍ東西約１３ｋｍ、南北約１０ｋｍ、総面積６０．４５㎞²西

部は丘陵が起伏し、東部太平洋との間には平野が展開、南部には阿武隈川が東流

している。 
また、東北本線と常磐線の分疑点、国道４号と６号の号合流点にあたり、仙台

東部道路岩沼 IC や仙台空港が所在するなど交通の要衝でもあります。 
 
岩沼市の東日本大震災以後の防災への取り組みについて 
 岩沼市は東日本大震災で、震度６弱の地震で大津波により市域の４８％が浸

水する被害にあい１８１名の尊い命がうばわれたそうである。 
   
防災・減災施策 

被災直後に自助、共助の重要性を確認 
総合防災訓練、ハザードマップの配布と活用、防災士資格取得支援事業、防災

行政無線スピーカーの追加整備、緊急速報エリアメール、自主防災組織のサポー

ト、緊急用飲料水備蓄タンクの設置、各種防災協定当の締結、土嚢ステーション

の設置、警戒レベルの導入、備蓄食糧等の整備の各事業を行なっている。 
 
防災訓練 
 震災前はなかったが、東日本大震災を教訓として、東部地区を対象に被災から

４年間は地域の助け合いで自分の命を守る津波非難訓練を実施、その後全国各

地での豪雨災害の発生を受け、市内全域を対象に大雨、洪水、土砂災害を想定し

た総合防災訓練実施。今年度は７月７日に訓練を実施、関係機関、及び市内の小、

中学校、各町内会、自治会(自主防災組織)などに参加いただき、災害発生時にお

ける応急活動体制や自助、共助の協力体制の確認を目的に、地域防災力の向上を

目指して実施した。 
 ハザードマップの配布については、使っていただけなければ意味がないこと



から、ハザードマップを用いた講話も実施している。 
 防災士資格取得支援事業では取得にかかる費用４万円を補助する事業を平成

２９年度から実施し、これまでに１４２名が取得、各防災組織１名以上をめざし

ているとのこと。 
 自主防災組織のサポートでは組職を立ち上げようとする町内会を対象に立ち

あげに必要な作業支援や結成後の活動へのアドバイスなど様々なサポートを実

施。結成後は避難所活動用資機材整備事業、自主防災組織防災用品助成事業、自

主防災組織育成・活性化支援モデル事業(県事業)などが利用することができる。 
 緊急用飲料水備蓄タンクは市内３カ所に設置されており，１基あたり４０ト

ンで約４０００人の飲料水３日分になり、火災時の防火用水としても利用する

こともできる。（年１回水を交換する） 
他にも、市民の皆様にご協力いただきながら井戸水も活用（水質検査費用と場

所を知らせる看板の設置費用を市費で） 
 
備蓄食糧等の整備  
 震災前は無かったが、大震災の教訓を踏まえ食糧、飲料水を約１日１万人に必

要となる約３万食の食糧等を整備。 
市民がいつでも利用できる土嚢ステーションを市内３箇所設置してある。 
 岩沼市での東日本大震災の痛ましい実体験から得られた教訓をもとにした防

災、減災に対する施策を視察させていただき、本市の防災に対する備え等につい

て今一度検討していく必要があるのではないかと感じました。 



総務常任委員会行政視察報告書 
 

相 川    求 
期 日 令和元年１０月１日（火）～１０月３日（木） 
 
視察地 岩手県雫石町・岩手県紫波町・宮城県岩沼市 

 
第１日目  １０月１日（火） 

 
視察先  岩手県雫石町 
視察内容 あねっこバスについて 
対応者  議長 前田隆雄 地域づくり推進課長 高橋賢秀 
課長補佐 柴田滋幸 議会事務局主査 浦田 忍 

 
・雫石町の概要 
 

雫石町は岩手県の県都盛岡市の西方約１６km に位置し、南北に約４０km、東西に約２

４km と南北に長く、地形は典型的な盆地型となっている。交通網の公共交通は、JR 田沢

湖線（在来線）と秋田新幹線の発着駅と、町内と盛岡市を結ぶ路線バス４線が生活路線とな

っている。面積は６０８.８２㎢で、人口は（平成２２年国勢調査で）１８，０３３人、平成

２７年度は１６，９８１人、令和元年８月末現在住民登録人口は１６，４７６人で、世帯数

は６，３５２世帯である。産業別では、第１次産業人口１，８３５人、第二次産業１，７８

５人、第三次産業５，８０６人、合計９，４２６人である。 
 

（研修内容） 
・新交通システム導入の経緯と導入計画については、岩手県交通が町内を完結する８路線の

運行をすべて廃止する申出があり（平成１５年３月）、これに変わる新交通システムの検討、

住民説明会を実施。アンケートの実施からプロジェクトチームの結成、NPO と地元企業と

の連携による輸送システムの導入で、運営業務を NPO.が運行業務を１社のみだった地元タ

クシー業者が担う。必要最小限の初期投資により、タクシー車両での乗合輸送システム「し

ずくいしデマンドタクシー運行事業」を立案。あねっこバス運営業務委託により実施、地域

資源を活かした交通手段の確保ができた。 
・運営、運行システムの概要については委託先（特非）しずくいしいきいき暮らしネットワ

ークで、運行は（有）雫石タクシー、９人乗りジャンボ車両３台（１台は予備車両）４人乗

り小型車両６台合計９台、運転手は専属４名、タクシーとの兼務４名、町は NPO 法人に委

託し、NPO 法人はタクシー会社と運行委託契約を結び、利用者は NPO 法人に予約申込を



行う。 
意見、要望、チケット購入、利用登録受付等、NPO は予約状況連絡、車両運行依頼を連

絡、雫石タクシーは運行サービス提供している。予約については、希望便発車時刻の３０分

前までに電話申し込みが必要（冬期間は１時間前まで）。予約が面倒との声はあるが、路線

によっては予約がなければ運行はしていないとのことです。運行形態は雫石駅を起点とし

て、放射状に８路線を設定、運行便数は平日全路線とも６便、土日祝日は全路線３便、路線

内ならどこから乗っても２００円（小学生は１００円）。 
・利用者の推移と住民評価については、昨年度（平成３０年度）利用者数合計１９，４６８

人（平日１７，１０９人、土日祝日２，３５９人）１日当たり利用者数（平日７６．４人土

日祝日２２．５人）運行率４０．９％、高齢者の減少により稼働率が下がっている。 
運営経費については９割が町の持ち出しではあるが、利用者の９割はとても便利である

が、運行時間の変更や、自宅近くから乗りたい、JR への接続や増便をしてほしいとの意見

もある。本市においてもデマンドバス運行路線を増設し、鉄道駅部分の遠近に関わらず運行

が必要な高齢者、障害者、運転免許証返納者の利便性を図るようなデマンドバス運行を進め

てはどうかと感じた。経費の持出しは増大するが考えさせられる研修でした。 
 
 
第２日目  １０月２日（水） 

視察先  岩手県紫波町 
視察内容 オガール紫波 ・オガールプロジェクトについて 
対応者  取締役 八重嶋雄光 

 
・紫波町の概要 
 

岩手県紫波町は県のほぼ中央で、昭和３０年に１町８か村が合併。県都盛岡市と宮澤賢治

で有名な花巻市の中間に位置し、東西に開けた自然豊かな町、面積は２３.８９８㎢、東西

２７.８km、南北１２.９km、古くから物流の拠点として賑わい、周辺の農村と共に繁栄豊か

な自然や農村の雰囲気と都市の特徴が共存している。人口は３３，０６６人で横ばい、世帯

数は微増の１２，０３３世帯、中央部は人口増加しているが０.５％の減少傾向である。 
オガールとは、成長を意味する紫波の方言（おがる）と駅を意味するフランス語（ガール）

２つの言葉を組み合わせた造語である。波中央駅前を「紫波の未来を創造する出発駅」とす

る決意と、このエリアを出発点として紫波が持続的に成長していく願いを込めた名称であ

る。 
 
（研修内容） 
公民連携のまちづくりで、農村（田園）と都市（街）が共生するまち、農作物や農村の良さ



に触れることができ、都市機能が集積された、使いやすく人が集うまちを目指し、若者、高

齢者、すべての人が希望を持ち、安心して暮らせるまちを目指し、人や地球にも「やさしい」

まち、環境への配慮を実践し、すべての人にやさしい街を目指し、目に見えるデザインはも

とよりライフスタイルを大事にし、都市と農村の暮らしを「愉しみ」環境や景観に配慮した

まちづくりを表現する開発テーマで事業が始まる。 
 
 
第３日目  １０月３日（木） 
 

視察先  宮城県岩沼市 
視察内容 東日本大震災以後の防災への取り組みについて 
対応者  議長 森 繁男 防災課長 野口 太郎 
防災係長 森 俊幸 事務局長 大元 利之 

 
・岩沼市の概要 
 

古くから奥州路の宿場町、竹駒神社門前町として栄えた。明治２２年４月市町村制の施行

に伴って岩沼郷は「岩沼町」、東部４か村は「玉浦村」、西部の６か村は「千貫村」となり、

それぞれ町村の運営を行ってきましたが、昭和３０年４月１日この３か町村が合併し「岩沼

町」として発足しました。その後、昭和３９年の新産業都市指定などを契機に大小企業の進

出が盛んになり、農業、商業を主とする町の経営基盤は、紙パルプ・タイヤ・鉄鋼などを主

体とした工業都市の性格も加わり、都市化の急激な進展を見て、昭和４６年１１月１日市政

を施行し「岩沼市」が誕生した。平成９年には人口も４万人を超え、田園工業都市として、

また、仙台市のベッドタウンとして現在に至っている。平成２３年３月１１日の東日本大震

災では、特に沿岸部６地区は多くの尊い命が奪われるなど大きな被害があり市は集団移転

事業をいち早く進め、集団移転地整備、災害公営住宅建設により、平成２８年４月周辺自治

体に先駆けて仮設住宅を解消した。 
宮城県南部に位置し、仙台市の南１７．６km、東西約１３km、南北１０km、総面積６

０．４５㎢で西部は丘陵が起伏し、東部太平洋と間には平野が展開、南部には一級河川であ

る阿武隈川が東流している。また、JR 東北本線と常磐線の分岐点、国道４号と６号の合流

点にあたり、仙台東部道路岩沼インターや仙台空港が所在するなどの交通の要衝でもある。 
 

（研修内容） 
・防災備蓄品位ついて、震災前の地域防災計画（平成１９年３月策定）では、市は市民に対

して「３日分程度の食料、飲料水、生活用品等の備蓄について、自発的に取り組むよう啓発

に努める」との記載のみで市が備蓄は考えていなかった。現在の地域防災計画（平成３１年



３月策定）では市は場所、品目、数量等を点検、洗い出しを行い初期の対応に十分な備蓄量

を確保することを定めて備蓄食料等の整備を進めているとのことです。 
・避難所での生活に特に必要とした物品や被災後の備蓄品整備で心がけているものは、季節

や時間軸で必要物資が変わるため、避難所や被災者が必要とする物資等をいかに把握でき

るかが大切。また重点品は、食べ物、発電機、トイレ等の整備も必要とのこと。 
・自主防災組織について、「自助」、「共助」の取り組みを実践いただく地域コミュニティの

基礎となる組織であり、市では自主防災組織との連携により地域防災力の向上に努めてい

る。市の防災訓練への参加と自主防災訓練の実施は年１回の訓練を呼び掛けている。見る訓

練から実施の訓練へ。また防災士養成講座受講者の推薦→地域の人で、各地域１名を受講費

用の全額を助成し、現在では１４２名の市民が防災士の養成講座を終了している。避難行動

要支援者の避難支援等に対しての訓練等の実施。 
・県や市、消防組織との連携は防災活動の促進という点で目的は同じで連携まではまだ出来

ていない状況で、消防組織連携は広域組合組織が出来ておらず、１町２村は広域消防になっ

たが全地域は今後の課題としているとのことです。 


