
 
 

■日 時：令和元年５月 22日（水）～24日（金） 

 

■参加者：高野早苗（委員長）・中野得雄（副委員長） 

      金屋栄次・小柳勇人・木島信秋・橋本文一 

 

■視察先及び視察事項  

・岩手県雫石町 

道の駅 雫石あねっこについて 

・岩手県紫波町 

  オガールプロジェクトについて 

・岩手県奥州市 

  地域６次産業化の推進について 

 

 

 

 

 

黒 部 市 議 会 

 



【岩手県雫石町】 

視察項目：道の駅 「雫石あねっこ」について 

【訪問日】令和元年５月 22日（水） 

【場所】 道の駅雫石内会議室 

 

【応対者】雫石町議会 前田議長 

     商工観光課 正木課長補佐 伊藤主任 

     議会事務局 浦田主査 

     ㈱しずくいし 滝沢支配人 

      

【雫石町概要】 

面積／608.82ｋ㎡  人口／16,538名（H31.4末現在） 

昭和 30年４月 1日 町制施行 １町 3 ｶ村 町村合併促進法により合併 

 

【視察目的】 

黒部市で整備が予定されている道の駅の先進事例として、じゃらん道の駅満足度ランキン

グ 2018 で、全国第５位、道の駅大賞 2017（東北編）で第１位に選出された、「道の駅雫石あ

ねっこ」の施設及び取り組みを学ぶ。 

 

【道の駅雫石あねっこ（いで湯の里）概要】 

 所在地：雫石町橋場坂本 118番地 10 

 登録日：平成 13年８月 21日 

 供用年月日：平成 14 年７月１日 

 登録名の由来：雫石地方では、年頃の娘を「あねっこ」と呼んでおり、愛称については雫

石町には 10の温泉があり、自然資源が豊かであることにちなんで名付けられた。 

 各施設の概要： 

① 地域交流拠点施設【温泉館】（設置：雫石町／管理：町〔指定管理委託〕） 

用途：温泉施設、研修室、交流室、町村交流コーナー、トイレ、事務室 

事業費：474,725 千円（内補助金 167,159 千円） 

② 農村資源活用施設【総合交流ターミナル】（設置：町／管理：町〔指定管理委託〕） 

用途：レストラン、軽食、特産品展示販売、農産物直売所 

事業費：196,000 千円（内補助金 98,000 千円） 

③ 農林産物処理加工施設・農林漁業体験施設（設置：町／管理：町〔NPO 法人へ指定管

理委託〕） 

用途①：山菜ビン詰か皇室、磁場野菜漬物加工室、貸し加工室等 

用途②：そば打ち体験室、食堂、厨房及びトイレ 

用途③：ビニールハウスで直栽培された日本ハーブなどの鉢物の展示、販売 

事業費：３施設計 114,000千円（内補助金 52,400千円） 

④ 温泉・水源施設（設置：町／管理：町〔運営会社へ業務委託〕） 

橋場温泉湧出量：毎分 114㍑、泉温：46.3℃ 



事業費 253,823千円（内補助金 45,860千円） 

⑤ 駐車場（設置：国、町／管理：国、町〔運営会社へ業務委託〕） 

駐車台数：大型車 15台、普通車 73台、身障者用４台 

⑥ トイレ・情報休憩施設（設置：国／管理：国、町〔運営会社へ業務委託〕） 

用途：トイレ、事務室 

⑦ 小柳沢砂防堰堤・小柳沢砂防公園・砂防公園一体利用施設（設置：県、町／管理：町

〔運営会社へ業務委託〕） 

用途：公園施設、オートキャンプ場 

事業費：343,712 千円 

 

【道の駅整備の経緯及び管理運営】 

道の駅整備については、当事県の事業で砂防堰堤公園計画（小柳沢：現在のオートキャン

プ場）があったことから、国事業のトイレ・情報休憩施設・駐車場、町事業の地域交流施設、

総合交流ターミナル施設が三位一体となって運営でき、相乗効果が期待できるとして、現在

の位置で計画された。 

地域交流拠点施設（温泉館）と農村資源活用施設（総合交流ターミナル：産直施設及びレ

ストラン等）は、「株式会社しずくいし」が指定管理者として管理運営している。 

※「㈱しずくいし」町出資 90％の第三セクターで、従業員数は４９人。 

農村資源活用施設（総合交流ーターミナル）内にある産直しずくいしは、「産直しずくいし

出荷組合」が管理運営している。 

そば打ち体験施設（しずく庵）、農林産物処理加工施設（やまぼうし）、農林漁業体験施設

（日本ハーブ園）は、「NPO 法人オールカネージュ雫石」が指定管理者として管理運営してい

る。 

Ｈ ９．８ 「道の駅整備検討委員会」（町長、議会、観光協会、商工会、、ＪＡ他）設立 

Ｈ１１．１ 用地取得交渉開始 

Ｈ１２．４ 第三セクター「㈱しずくいし」設立 

Ｈ１３．６ 町施設竣工式 

   ．８ 「道の駅」登録認定 

Ｈ２７．２ 電気自動車（ＥＶ）用の急速充電器運用開始 

   ．４ 地域交流拠点施設及び農村資源活用施設をリニューアルオープン 

Ｈ３０．１ 入浴客２００万人突破 

 

  



▲館内の研修室              ▲温泉館フロント 

     
▲温泉館の売店               ▲温泉館脱衣所 

     

▲オートキャンプ場への連絡橋       ▲農林産物処理加工施設「やまぼうし」 

     
▲持込された根曲がり竹          ▲ビニールハウス施設（鉢物の展示、販売） 

     
▲そば打ち体験施設「しずく庵」       ▲電気自動車急速充電器 



     
▲お土産コーナー              ▲山菜の直売 

     

▲産直コーナー               ▲軽食コーナー 

  

▲温泉館入口                ▲総合交流ターミナル正面 

 

【視察しての所感】 

じゃらんで 2018年全国５位、東北編 2017年に１位と上位にランキングされている等、広々

とした、きれいな道の駅であった。 

館内には温泉館が設営されており、当市においても温泉施設を計画しているだけに、必要

性への理解が高まった。 

産直コーナーにおいても充実しており、当市も参考にするところが随所に見受けられ、当

市においても取り入れの参考にしたい。 

 

 

 



視察項目：オガールプロジェクトについて 

【訪問日】令和元年５月 23日（水） 

【場所】 紫波町オガールセンター内ホール 

【応対者】オガール紫波株式会社 取締役 八重嶋雄光氏 

 

【オガール紫波株式会社概要】 

創立年月日／平成 21年６月１日 

資本金／10,000千円（創立時 3,900千円） 

出資比率／紫波町 39％、㈱紫波まちづくり企画、岩手中央農協、㈱岩手蓄産流通センター、 

     ㈱テレビ岩手、㈱東北銀行、㈱北日本銀行、盛岡信用金庫等 

目的／官と民が連携を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町民の幸せを目指すこと 

主な事業内容／紫波中央駅前都市整備事業（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」管理運営等 

 

【視察目的】 

補助金に頼らない新しい公民連携で地域活性化を進め、全国的に注目を集めている先進事

例を学ぶ。また、黒部市内で計画されている生地駅周辺活性化事業等今後の鉄道駅を核とし

た都市計画事業の参考にするため。 

 

【オガールプロジェクトとは】 

 「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「Gare」を組み

合わせた造語。 

 紫波中央駅前都市整備事業（オガールプロジェクト） 

JR 東北本線「古舘駅」と「日詰駅」間の新駅設置運動に合わせ、新駅設置予定地周辺の

住宅供給公社所有地 10.7 ㌶の宅地分譲、公共施設集約を進める事業であったが、町財政

の悪化（実質公債費比率の上昇、基金減）等の理由から事実上計画が凍結。その後、公民

連携によるまちづくりを推進する前町長と PPP を担うキーマン岡崎正信氏が中心となり

事業が進められた。 

Ｈ１０．３ 紫波中央駅開業Ｈ１１．１ 用地取得交渉開始 

    ７ 町は公共施設用地 10.7㌶を先行取得（起債 28.5億円による） 

     ～財政悪化、計画凍結、10.7㌶の塩漬けの土地の発生～ 

Ｈ１９．３ 公民連携元年を宣言 

    ８ 可能性調査結果発表会（町民 250人参加） 

Ｈ２１．２ 公民連携基本計画策定（３月に議決） 

    ６ オガール紫波株式会社設立 

Ｈ２２．９ 岩手県フットボールセンター、オガールプラザ着工 

Ｈ２５．秋 オガールベース、省エネサポートセンター、役場庁舎着工、宅地分譲事業開始 

Ｈ２７．５ 役場庁舎開庁 

Ｈ２８.１２～ オガールセンター随時オープン 

Ｈ２９.４ オガール保育所開所 



 オガールエリア内の施設概要 

① オガールベース（Ｈ26.7 オープン） 

建物：オガールベース㈱ 

手法：民間事業、土地賃貸 

特徴：民間複合施設、木造建築 

ビジネスホテル、バレーボール専用体育館、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、紫波スポーツアカデミーの拠点（ﾊﾞﾚｰ B､ｻｯｶｰ） 

事業費：720百万円 

② オガールプラザ（Ｈ24.6 オープン） 

建物：オガールプラザ㈱、紫波町 

手法：民間棟の土地賃貸（PPP） 

特徴：官民複合施設、木造建築 

【公共】図書館、地域交流センター、子育て応援センター 

【民間】産直、歯科クリニック、眼科クリニック、カフェ、居酒屋、学習塾、事務所 

事業費：公共部分 810百万円 

利用者数：321,000 人（H29年度） 

③ 役場庁舎（Ｈ27.5 開庁） 

建物：紫波町 

手法：ＰＦＩ 

特徴：町産財活用、木造３階建て、地域熱供給による冷暖房システム、トイレ洗浄水

の雨水利用、太陽光発電等 

事業費：33,800百万円 

管理運営：平成 42 年まで 122百万円 

④ オガールセンター（Ｈ29.4 オープン） 

建物：オガールセンター㈱ 

手法：官民複合施設、土地賃貸（定期借地方式） 

【公共】紫波町こどもセンター 

【民間】小児科、病児保育室、アウトドアショップ、オガールテラス（グランピング） 

    ベーカリー（紫波町産小麦使用）、トレーニングジム、キッズ英会話教室、 

    美容院 

事業費：310百万円 

⑤ エネルギーステーション（Ｈ26.6 事業開始） 

建物：紫波グリーンエネルギー㈱ 

手法：民間事業、土地賃貸 

特徴：オガールベース、庁舎、オガールタウン等隣接施設に熱供給 

   木質チップ焚温水ボイラー 

事業費：500百万円 

⑥ オガールタウン（Ｈ25.10 分譲開始） 

土地・分譲：紫波町（売建て） 

手法：紫波町が宅地 57戸を分譲 

特徴：町産財活用（構造材 80％以上）、指定事業者（町内 14業者）が建築、 

   紫波型エコハウス基準（年間暖房負荷、相当隙間面積）、オガール景観協定 



⑦ オガール広場（Ｈ24.8 完成）、大通公園（Ｈ26.7 完成） 

所有：紫波町 

手法：公共事業 

⑧ オガール保育園（Ｈ29.4 開所） 

建物：社会福祉法人 共助会 

手法：民設民営 

特徴：木造建築（地域材活用） 

定員：150名 

⑨ 岩手県フットボールセンター（Ｈ23.4 開場） 

事業主体：（公社）岩手県サッカー協会 

施設：サッカー場、クラブハウス、地下に雨水貯留施設 

事業費：175百万円（JFA助成金 75百万円） 

利用者数：43,000 人（H28年度） 

 

 オガールプロジェクトの手順 

・まちづくりは「人」ではなく「不動産」 

・付加価値をつ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、不動産の価値の向上である」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

▲オガールセンター内で研修         ▲子育て応援センター 

消費活動を増やすこと。面白い人にたくさん来てもらうこと。 

人が集まれば、おのずとカフェ、居酒屋、ギャラリー、ショップ等の付帯サービス産業が発生する。 

もしくは付帯サービスを提供したい人が集まる。 

 

面白い人や訪問者が増え、付帯サービスがはじまれば、エリアに活気が生まれる。 

エリアに活気が生まれれば、高い不動産でも購入してくれる層が集まってくる。 



     
▲オガールプラザ内眼科クリニック      ▲オガールプラザ内図書館 

     
▲農業支援書コーナー。 

日中時間の空かない農業従事者のために、出張図書館も実施している。 

     
▲施設の中庭に位置するオガール広場。申請すればバーベキュー等に使用可能。 

     
▲オガールベース内レストラン        ▲日本初のバレーボール専用体育館 

 



     

▲オガールタウン全 57区画         ▲紫波町役場庁舎 

     

▲保健センター              ▲庁舎案内図 

     
▲産直販売施設「紫波マルシェ」       ▲店舗内の様子 

     

▲岩手県フットボールセンター        ▲オガールベース内じゃじゃ麺店 

 

 



周辺道の駅視察 

【訪問日】令和元年５月 23日（木） 

道の駅名 所在地 登録年 

駐車場規模 特徴 

普通 大型 障害 温泉 
特産

品 
食事 EV WiFi 

とうわ 花巻市 2001 62 8 1 ○ － ○ － ○ 

遠野風の丘 遠野市 1999 161 14 3 － ○ ○ ○ ○ 

やまびこ館 宮古市 2004 135 5 3 － ○ ○ ○ ○ 

区界高原 宮古市 1993 79 8 3 － ○ ○ － － 

 

【道の駅 とうわ】 

   

   

 

【道の駅 遠野風の丘】 

   



   

   

   

 

【道の駅 やまびこ館】 

   

   

 

 

 



   

 

【道の駅 区界高原】 

   

 

【視察しての所感】 

補助金に頼らない公民連携で活性化を進めた施設であり、全国から多くの視察依頼がある施

設であるが、当市も今後「道の駅」建設にあたり参考にすべき所がある。特に設営後は民間

にも譲渡し、自助による運営をしており、町にも活気を感じた。 

 

  



【岩手県奥州市】 

視察項目：地域６次産業化の推進について 

【訪問日】令和元年５月 24日（金） 

【場所】 道の駅雫石内会議室 

 

【応対者】奥州市議会 佐藤副議長 

     農林部 食農連携推進室 鈴木行政専門官 

                 菅原副主幹 

                 佐藤主任 

     議会事務局       千葉主任 

 

【奥州市概要】 

面積／993.30ｋ㎡  人口／119,422名（H27 国勢調査） 

平成 18 年２月 20 日 旧水沢市、旧江刺市、旧前沢町、旧胆沢町、旧衣川村の２市２町１

村が合併し誕生 

 

【視察目的】 

地産地消の促進、生産活動等を発信する産業活性化の牽引拠点として期待される、道の駅

（仮称）くろべにおいては、生産から加工・販売過程で生産物の新たな価値を生み出す６次

産業化の取り組みが参考になると考えられることから、奥州市の先進事例を参考とする。 

 

【奥州市の農業の状況】 

水稲を主体とした畜産、野菜、果樹、花卉等の複合経営が中心であり、品目は、米、肉用

牛、りんご、ピーマン、きゅうり、トマト、りんどうが県内有数の産地である。 

農業産出額は 217 億５千万円で、米 106 億円、肉用牛 42 億２千万円、野菜 23 億円、果実

15 億円等。 

販売農家数は 7,791 戸（2015 農林業センサス）で、うち専業農家 1,851 戸、第１種兼業農

家 807 戸、第２種兼業農家 5,133 戸となっている。認定農業者数は、法人を含めて 1,003 人

となっている 

市内には産直施設が 12 施設あり、運営についてはＪＡ、公設民営、農事組合法人、スーパ

ーやショッピングセンター等に併設されている施設もある。 

 米：主力品種の「ひとめぼれ」が全国食味ランキング「特Ａ」を 23 回獲得。 

岩手県オリジナル新品種「金色の風」が一昨年デビュー。 

 

 地区産：肉用牛の繁殖と肥育が中心であり、「前沢牛」は地理的表示保護制度（Ｇ１）に 

登録されるなど、全国的なブランドとなっている。 

 

 りんご：「江刺りんご」は高値で取引される全国ブランドとなっている。 

 

 



【奥州市地域６次産業化ビジョンの概要】 

 計画期間：Ｈ26-28年度（第１次）、Ｈ29-31（第２次） 

 基本理念：「食の黄金文化・奥州」の実現による地域産業振興の推進 

奥州市は、古代から豊穣の地であり、現在も農林畜産物の一大産地である。この魅力的で

「本物」の食、それを育む自然環境、歴史、人などをさらに磨きをかけていきながら全国

に発信し、奥州市の知名度を高めていこうというもの 

 基本方針：～う米！きれい田！行きた稲！～ 

「うまい」：地域資源をより魅力的に 

「きれいだ」：地域資源が育まれる環境を守り育てる 

「行きたいね」：奥州市をより売り込み誘客する 

 主な事業 

① 食の黄金文化・奥州提案モデル事業補助金 

市内に本社又は事業所を置く、法人・個人事業者又は個人に対し、事業費の 1/2 以内

（備品購入は 1/3 以内）、上限 50万円を補助する。 

開発された新商品の試食・交流会を行い、補助対象者同士の交流を促進する。 

② 補助金交付者等へのフォローアップ支援 

③ う米（まい）おうしゅう食の黄金店認定事業 

市産米 100％、市産食材を全体の食材使用料の 50％以上使っていることなどの要件を

満たす飲食店を認定（Ｈ26は４店舗、Ｈ28は３店舗） 

市報、ＨＰ、チラシ等で認定店の周知を図るほか、認定店のスタンプラリーを実施 

④ 食の黄金文化・奥州料理コンクール 

奥州市産食財のアピールと、併せて料理人を目指す市内の調理系学校の生徒や若手料

理人の育成を目的とする。審査員に著名なシェフを委嘱し、優秀作品については市内

ホテルが商品化する。 

⑤ 奥州食の黄金文化祭～おやつフェスティバル～ 

市産食材を利用したこだわりおやつ等の加工品や市ゆかりの人名・地名を称する加工

品を市内外に広く紹介し、魅力的な食があふれる奥州氏をＰＲするために実施（36店

舗出店、約 200種類の商品、約 3,000人の来場） 

おやつフェスティバル開催に合わせてＱＲコード付きのパンフレットを作成。 

⑥ おうしゅう旅路面ＨＰの充実（地域特産物販売促進サイトの開設） 

６次産業化加工品のお土産品、地産地消の飲食店、市の特産品などを紹介 

⑦ 食の黄金文化情報（ＰＶ）発信 

奥州市の食等を通じて、市の知名度の工場を図る動画を製作し、市の魅力を全国に発

信。平成 26年度には大谷翔平選手も動画に出演 

⑧ 食の黄金文化・奥州輝かせ隊による情報発信（ブログ、facebook） 

⑨ いわて銀河プラザでのイベント 

本物の食がある奥州市の認知度向上を図るとともに、次年度以降の新商品開発に結び

つけるためのマーケティング調査を実施（４日間で約 57万円の売上、アンケートの実

施） 

⑩ 首都圏でのＰＲ活動 

テレビ神奈川（910 万世帯視聴可能）のＴＶ番組「関内デビル」のロケを誘致。食を

中心に奥州市の魅力を発信。（５日間、毎日５分程度の放送） 



【取り組みによる成果と課題（第１次）】 

 成果 

① 市の現状把握ができた（伝統作物調査） 

② 実施事業の検証を経て発展的に変遷した事業があった（いわて銀河プラザ） 

③ 事業に関わる方々の意識を高めた事業があった（食の黄金店、おやつフェス） 

④ 集客効果が大きく広く奥州市をＰＲできた（おやつフェス） 

 課題 

① 成果を数値化できない。見えにくい。 

② 事業が多く取組みが効果的なのか不明確。 

③ ６次産業に取り組む生産者等が少ない。 

 

     

▲研修風景                  ▲庁舎正面玄関の大谷選手のポスター 

 

 

【視察しての所感】 

主として水稲を営み、野菜等の生産に力を入れ６次産業化の取組みを推進している市であ

った。しかし、年々生産者の減少、収益の低下など伸び悩みが伺える。 

黒部市でも課題である就労人口の減少は、他人事とは思えない。今後、「道の駅」の直販等

を起爆剤として、当市でも活気ある農業を目指し、６次産業化の推進推進を図りたい。 


