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（多賀城市） 

 

○ 市議会における災害発生時の対応要領について 

 

１．概要 

多賀城市は宮城県のほぼ中央、太平洋岸に位置し、周辺には、県庁所在地の仙台市や

漁港で有名な塩竈市、日本三景で有名な松島町などがある。面積１９．６９平方キロ

メートル、まちの地形は、東西に長く、それを二つに分けるようにして中心部を砂押

川が流れている。また、東部や北部には史跡が点在し、海に近い南部の平野には工場

地帯が形成され、西部地区の平野には田畑が広がっている。人口６２，３２１人（平

成 29年 3月 31日現在）。 

 

２．施策実施の背景 

平成２３年３月１１日に発生した、東日本大震災において、多賀城市の被害状況は、

最大震度５強、津波による浸水面積、市域の３分の１の６．６２平方キロメートルで

９０パーセントが市街地、最大浸水深４．６メートル、市内死者数１８８名、被害家

屋数１１，０００戸以上であった。未曽有の地震、ライフラインの途絶のなか、議員

も職員もそれぞれが有事に際して行動した。議員は各自が、被害の把握のため情報収

集を行い災害対策本部に対して直接、市民の要望を伝え、支援を要請した。職員は非

常な混乱状態の中で、各議員からの要望にも対応する業務に対応することとなった。

このことから、議会として災害時にどのように対応すべきかの検討を開始した。 

 

３．議会の災害時対応についての検討プロセス 

議会運営委員会にて約１年間にわたって、 

① 議会としての対応 

② 執行部との連携方法 

③ 議員自らの身の安全、安否確認について検討を行った。 

平成２４年６月に、「多賀城市議会における災害発生時の対応要領」「大規模災害発生

時の多賀城市議会議員の行動マニュアル」を策定した。 

 

４．多賀城市議会における災害発生時の対応要領 

災害発生時に市災害対策本部と市議会が連携し、市議会は災害対策活動の支援を行う

ため市議会内に多賀城市議会災害対策支援本部を設置する。 

○災害対策支援本部の構成 

支援本部長～議長 

副支援本部長～副議長 



支援本部役員～会派代表者、 

支援本部員～その他の議員 

 

○災害対策支援本部の任務 

議員の安否確認 

市災害対策本部から議員への情報提供 

市災害対策本部への情報提供 

被災地及び避難所等の調査 

国、県への要望活動 

 

○議員の対応 

自らの安否、居場所等を災害対策支援本部へ報告 

被災地、避難所等での情報収集及び災害対策支援本部への情報提供 

各地域活動への協力 

被災者に対する相談助言等 

 

○議会事務局の対応 

事務局長～市災害対策本部からの情報収集、支援本部への情報提供 

 

５．災害発生時の議員行動マニュアル 

○初動時の参集基準 

地震災害     震度４   支援本部役員参集 

         震度５以上 全議員が参集 

水害その他    災害警戒本部設置 支援本部役員参集 

         災害対策本部設置 全議員参集 

服装・携行品   防災活動に支障のない服装 

         ヘルメット、軍手、懐中電灯、携帯ラジオ、筆記具 

         食料品、飲料水 

交通手段     原則として徒歩、自転車、バイク 

 

６．総括 

未曽有の災害を経験された、多賀城市議会は自らの行動を検証するなかで、議会とし

ての対応について考察し、災害発生時の対応要領と議員行動マニュアルを策定した。

災害発生時に議員が個々に行動することにより災害対策本部の機能を分散させてしま

った経緯が大きな背景とのことである。災害対策本部と議会がそれぞれの役割を取り

決め行動することにより、市民への対応が円滑に行われることが思料されること、ま



た議会、議員としても職責を全うするために、自らの安否確認をはじめとして、行動

マニュアルの策定により効率よく、災害対策本部の支援を行うことができると思料さ

れる。江別市議会においても、有事に備えて、災害時の議会が担う役割、議員が担う

役割を事前に協議し、明文化して更には、訓練を実施することが急務であると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（花巻市） 

〇 起業化支援センター、ビジネスインキュベータについて 

 

１．概要 

 

花巻市は、岩手県のほぼ中央に位置し、総面積は 908.39平方キロメートル、人口は、平

成２９年４月１日現在で 97,402人で、岩手県内では、盛岡市、一関市、奥州市に次いで人

口が多い市である。平成 18 年 1 月 1 日 に（旧）花巻市、稗貫郡石鳥谷町、大迫町、和賀

郡東和町が合併し、新たな花巻市となり、人口は１０万人を超えたが近年は減少傾向にあ

る。市内には、岩手県内唯一の花巻空港を有すると共に、東北新幹線新花巻駅、東北自動

車道、東北横断自動車道などの高速交通網が整備されている。 

県南広域振興圏に位置し、双子都市の北上市と共に北上都市圏（北上・花巻都市圏）を形

成している。 

 

２．施策実施の背景 

 

花巻市は、「企業誘致」「内発振興」「商業振興」の有機的な連携を産業振興施策の柱とし

ている。花巻市自体は、企業城下町としての側面もあり、一定の産業集積がなされている

とされていたが、バブル期昭和６２年のテクノポリス計画、昭和６３年の花巻市独立起業

家ハイテク団地構想研究会の立ち上げ、平成２年実施の花巻市・花巻工業クラブ共同での

地域企業調査の結果、「誘致企業から２割程度しか地域内で循環していない」「誘致企業の

多くが地域企業の技術レベルが低いと評価」との結果が出されたことより、市の工業重点

施策を「内発型振興」と定義し、手法として「ベンチャー支援を全面的に打ち出し、誘致

企業と地場企業との融合、地域間・企業間競争に向けた地域企業の意識改革」を行うとし

た。 

この内発振興の考えは以下の３つの柱で構築されている。 

①インキュベート支援 

②地場企業支援（競争力強化・外部経営資源獲得・情報共有化） 

③コーディネート支援 

 

 

３．花巻市起業化支援センター 

 

 平成６年に民間工場を借上げ「花巻市起業化支援センター」を開設、ＳＴＧ構想（スー

パーテクノロジー構想）に基づく産学官連携研究・開発施設として位置づけ。平成７年現

在の花巻市起業化支援センター事業に着手。施設内容は次の通り。 



 ○センターハウス 

  ・レンタル研究室８室（１５坪） 

   使用料:月額 61,000円 

  ・開放試験室５室 

   （測定・試験機器１９種類を整備・低価格で利用） 

  ・情報交流室（商談等に無料開放） 

  ・会議室（３０人収容・無料開放） 

  ・事務室 

 ○レンタル工場棟 

  ・Ａタイプ（ ３０坪）×３棟 

  ・Ｂタイプ（ ５０坪）×７棟 

  ・Ｃタイプ（１００坪）×３棟 

  使用料：月額５３，０００円から１７１，０００円 

 

入居条件は、製造業及び製造業関連業種で、①研究開発型企業であり、産学共同で開発

にテーマを持っている方 ②高度技術保有企業であり、市内に工場等の展開を図ろうとす

る方 ③新たに高度技術設備を導入し、市内に独立して開業する方 を対象とし、使用許

可期間を５年。 

これらの施設・設備内容は、平成２年の調査の結果による地域の産業構造・構成に基づ

き設置されている。 

 

４．花巻市賃貸工場 

 

 花巻市では、起業化支援センターに隣接し「花巻市賃貸工場」の整備・運営を行ってい

る。この賃貸工場は「ポストインキュベーション」的活用施設として位置づけられ、起業

化支援センターのレンタル工場棟から卒業（５年期間）企業も対象とし、入居条件に①入

居に伴い５人以上の新たな雇用の確保を図ろうとするもの ②入居施設の返還後は市内に

工場の展開を図ろうとするもの とし、入居期間は５年で更新可能としている。 

 １００坪タイプ×５棟・１５０坪タイプ×４棟の２種計９棟を設置しており、現在入居

率は１００％である。  

 

５．花巻市ビジネスインキュベータ 

 

 起業化支援センターは基盤系製造業を中心とした施設であるのに対し、都市型産業のイ

ンキュベートを目的にＪＲ花巻駅前に整備されたのが、花巻市ビジネスインキュベータで、

新規成長１５分野等の製造業・サービス業を対象としています。 



 ９．２坪×３室、１３．０坪２室、１３．５坪１室の計６室のレンタルルームと無料開

放の商談室を設置。さらには談話室を一般市民向けに開放、平成２２年度からジョブカフ

ェを設置。入居企業・地元企業ほか市民の情報交換の場として利用がなされている。 

 

６．ビジネス・インキュベーション（ＢＩ）システムと運営体制 

 

花巻市では、３～５に示した花巻市新事業創出施設は、新しい事業を創出するため３段階

のインキュベーションとして位置づけ、それぞれに適合したシステムを連携活動実施して

いる。 

・プレインキュベーション（事業志願者群創出）・・・・起業・創業・事業相談会等 

・メインインキュベーション（事業家・成長・自立）・・起業化支援センター 

・ポストインキュベーション（地域内立地・クラスター化）・・賃貸工場・卒業企業支援 

 

これらの事業は、花巻市が、花巻市技術振興協会に事業委託を行っており、所長・副所

長が市職員（商工労政課）であることを除き、各種支援に関わる様々なコーディネーター

や職員は花巻市技術振興協会が独自採用のプロパー職員であり、長期的かつ専門性をもっ

て、プレインキュベーションからポストインキュベーションに対する事業を執り行ってい

ることに加え、既存の地元企業とのネットワーク構築にも係る業務もあることにより、総

合的な企業振興業務の実施がなされている。 

 花巻市では内発型振興のコーディネート活動を次のように役割づけている。 

  ・入居企業のみならず市内企業全てを対象にコーディネート活動 

  ・外部経営資源とマッチング（経営・開発・販路・資金調達・産学連携を中心） 

  ・能動的活動（大学シーズの地域普及・企業連携の調整、働きかけ） 

  ・リアルタイムな情報発信 

 またコーディネーター（キーパーソン）配置の考え方は次の通り 

  ・プロパー職員（人事異動のない）→ユーザーからの安心感 

  ・人的・機関とのネットワークが豊富 

  ・経営・技術・マーケティング能力 

  ・企業に受け入れられる人間性 

これらを示し、実践することで明確なビジョンと取り組みの普遍性を持った「設置者と運

営者の協調・協業」を目指している。 

 

 

７．総括 

 

自らの地域の産業構造や課題の調査結果に基づき、地域の産業構造や特色にあった新規創



業・ベンチャー支援と地場企業の技術力向上施策を構築し、地域内立地を図ることは、結

果として企業誘致にも資するとのことである。 

しかしながら平成７年からの事業開始よりの建設・運営コストと税収等総額を示した定

量評価（成果資産）のグラフの推移を考えると、当初否定的な意見や様々な議論が議会で

もあったのも理解できるものであるが、明確な目標を持ち、その目標に必要とされる事項

を長期的視点で体系的に進めていることが、現在の結果に繋がっていると言えよう。 

当市を含めて、様々な市町村で産業振興策が実施されている。この先進事例の特筆すべ

き点は、地域の産業構造の課題を抽出し、如何に是正するとともに厚みを持たせ得るかを

考慮した施策展開を執り行ったことと、公有施設での事業委託により、事業の安定化と長

期的視点でのプレインキュベーションからポストインキュベーションまでの連携した事業

展開を構成していることである。 

このことはＲＴＮパークの方向性の変更と既存の研究施設に加え、大学との連携やえみ

くるのテストキッチンの設置を行っている江別市においても、そのビジョンのあり方、連

携のあり方、実施主体のあり方を改めて見直す必要性を感じるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（盛岡市） 

○ 町内会・自治会協働推進計画について 

 

１．概要 

盛岡市は 岩手県の県庁所在地であり人口２９５，５５４人の中核市である。明治時

代の廃藩置県により、盛岡藩は盛岡県、その後岩手県に変わり、１８８９年の市町村

制施行により、全国３９都市の一つとして人口２９，１９０人の県都盛岡市が誕生し

た。１９８９年に市制施行１００周年を迎え、１９９２年４月には南に隣接する都南

村と、２００６年１月には北に隣接する玉山村と合併し、人口約３０万人、面積８８

６．４７平方キロメートルの新生盛岡市が誕生した。 

 

２．施策実施の背景 

盛岡市内に現在、３８３の町内会・自治会があり、１１万５３２８世帯が加入してい

る。加入率は東北の県庁所在地では山形市に次ぐ２番目の高さである。一方で２００

６年の玉山村との合併により、町内会・自治会に対する補助金制度が異なる、一市二

制度の状態であったことや、更に今後、人口が減少する中で６５歳以上が占める割合

が増加し、高齢化の進展する状況の中での課題が明らかになってきた。 

① 役員の担い手不足 

② アパートやマンションなどに住む世帯の加入率の低迷 

③ 町内会・自治会活動の参加者の減少と固定化 

④ 町内会・自治会が公共的役割を担うことに対する負担感の増大 

このような課題の中で、町内会・自治会が持続的に活動を展開し、市民協働によるま

ちづくりを進められるよう、「盛岡市町内会・自治会協働推進計画」を定めた。 

 

３．協働推進奨励金制度の創設 

広報配布に対する謝礼金、街灯設置費補助金、子ども会育成費補助金など主に、８項

目ある町内会・自治会に対する補助金・謝礼金を協働推進奨励金制度の下で一本化し

請求事務についても簡素化し、申請、前金払い請求、清算という三種類の手続きにつ

いては一回の手続きで可能とした。 

また、従前の補助金・謝礼金については各目的に限定した扱いであったが、協働推進

奨励金制度においては、総合補助金という考え方の下、使途の自由度を高める制度設

計とし、それぞれの町内会・自治会の特徴や抱えている課題に応じた使い方を可能と

した。 

 

４．地域担当職員の配置 

町内会・自治会と市をつなぐパイプ役として市が委嘱していた地区担当員の制度を廃



止し、新たに地域担当職員を配置した。地域担当職員は３０地区あるコミュニティ推

進地区に市職員を各地区３～５名配置した。 

① 災害時における被災個所の状況把握と災害対策本部への報告業務 

② 地域協働に関する業務 

③ コミュニティ地区の総会への出席 

④ 要望事項の担当課への取り次ぎ 

⑤ 空き地・空き家などの状況把握 

地域担当職員の配置により、地域からは職員を身近に感じられるようになったことや、

担当課への連絡がスムーズになったこと、職員からは、地域の状況をより理解するこ

とができ、地域への関心が増したなどの効果がみられた。 

従前、地区担当員制度が昭和２６年より、市が委嘱し、町内会・自治会に関する業務

を非常勤職員として担ってきたが、今回の地域担当職員制度の創設により廃止した。 

 

５．市民協働推進センターの設置と市民協働推進員の配置 

町内会・自治会活動や市民活動についての相談・支援を行う目的で設置した。市民活

動推進員は、担当課との連絡調整や、ニーズに合った情報提供、団体の橋渡しなどの

支援を行う。（現在のところ、２か所の公民館に設置） 

 

６．総括 

少子高齢・人口減少が進むなか、町内会・自治会活動を担う人材不足や市民の町内会・

自治会の活動に対する考え方の変化、町内会・自治会に求めるニーズの変化など様々

な要因により、町内会・自治会の活動は多くの課題を抱えている。同一の町内会・自

治会の中でも居住する市民の年齢構成の違いにより町内会・自治会活動を継続できな

い状態の事例も数多く発生している状況がある。このような、現状の中で、「協働推進

奨励金制度」は町内会・自治会が担う役割業務の軽減を図ること、支給される補助金・

謝礼金について町内会・自治会の裁量で使用できることは、町内会・自治会側のモチ

ベーションを向上させ、町内会・自治会活動の課題を解決する一助となりうる事業で

ある。また、「地域担当職員の配置」「市民協働推進センターの設置」については、町

内会・自治会と市とが「顔の見える関係」の構築に有効であり、町内会・自治会活動

に限らずに市政全般において、市民と市の協働のまちづくりに効果的な事業であると

思料される。 

江別市においても、自治会活動において同様の課題を抱えていると言え、盛岡市の実

施している事業については大変、参考になるものであった。 

 

 

 



（紫波町） 

○ 「オガールプロジェクト」について 

 

１．概要 

紫波町は岩手県のほぼ中央、盛岡市と花巻市の中間に位置し、北上川が中央を流れ、

東は北上高地、西は奥羽山脈までの総面積２３８．９８平方キロメートルの町で、昭

和３０年に１町８村が合併して誕生した。国道４号など６本の幹線が町を南北に走り、

インターチェンジや３つの駅があるなど、交通の便に恵まれている。町は、大きく分

けて中央部、東部、西部の地区に区分され、町の中央部は、国道４号沿いの住宅地を

除くと、平地に農地が広がり、全国有数の生産量を誇るもち米、生産量県内１位のそ

ばや麦、各種の野菜が生産されている。東部ではりんごやぶどう、西部では西洋梨な

どのフルーツ栽培が盛んである。 

 

２．施策実施の背景 

１９８５年以降、年少人口の減少と老年人口の増加が続き、２０１３年１２月末の高

齢化率は２５．９パーセント、生産年齢人口も緩やかな減少傾向となり、現在５０～

６０歳の人口が多いことから、今後も高齢化の傾向が強まる。この先３０年で人口マ

イナス７，３８６人、減少率は３３．７パーセントになるとの試算が出された。それ

に伴い、２０１３年度は１１５億円だった財政規模も、３０年後には１００億円まで

縮減するとの予想がされた。さらにその１００億円のうち、高齢人口増による民生費

の割合が増加、民生費以外に使える行政経費は６０億円程度という予測のもと、財政

的に厳しくなるだけでなく、生産や成長に向けた投資も困難となり、結果的に住民に

とっての負担だけが増え、魅力は減ってしまう町になる。そのような状況の中で、紫

波町は未来を自分たち自身の手で変えるために、生き残りをかけた計画「オガールプ

ロジェクト」をスタートさせた。 

 

３．オガールプロジェクト 

何年間も塩漬けにされ、「日本一高い雪捨て場」と揶揄されていた駅前の町有地１０．

７ヘクタールを中心に、町役場庁舎、ホテル、バレーボール専用体育館、カフェ、ク

リニック、図書館、サッカー場、住宅地などを、ＰＰＰ（Public Private Partnership） 

「公共サービスの提供や地域経済の何らかの政策目的を持つ事業が実施されるにあた

って、官（地方自治体、国、公的機関など）と民（民間企業、ＮＰＯ、市民など）が

目的決定、施設建設・所有、事業運営、資金調達など何らかの役割を分担して行うこ

と」の手法を用いて事業展開したもの。 

 

４．従来の公共事業との違い 



オガールプラザは、延べ面積５，８００平方メートルの２階建の施設で、１階中央に

は、中核施設となる紫波町図書館があり、図書館では紫波町の基幹産業でもある農業

に関する書籍をそろえるほか、農業専用データベース「ルーラル電子図書館」の利用

促進、農業にまつわるトークイベントの開催など、農業支援の場、住民や農家の新た

なコミュニティの場として機能している。ほかに、地場農産品、水産品が並ぶマルシ

ェ、カフェやクリニックなどが入居している。もう一方の核施設である、オガールベ

ースには日本初というバレーボール専用体育館「オガールアリーナ」、宿泊施設である

「オガールイン」が隣接、ビジネスや観光の拠点としての宿泊施設のほかに、合宿用

ドミトリーも用意されている。周辺には、岩手県サッカー協会が運営する「岩手県フ

ットボールセンター」が誘致されている。 

「オガール」とは、フランス語で「駅」を意味する「Ｇａｒｅ」と紫波の方言で「成

長」を意味する「おがる」を合わせた造語である。 

紫波町が抱える課題として、若い世代の人口流出や商店街地区の活性化、子育てしや

すい環境、雇用の確保などが指摘され、その解決策として新たなまちづくりが提言さ

れた。そして、計画を実施する上で導入されたのが「公民連携手法」であった。「ＶＦ

Ｍ（Value for Money）の最大化」「民間事業者の採算性・安定性の確保」「町と民間事

業者との適切なリスク分担」が留意されている。例えば、補助金を１０億円確保でき

たら、１０億円をフルに使い、その後のランニングコストを考えず、稼働率の見積も

りも甘いまま。空きテナントが目立つ立派な施設を建設するのがこれまで多くみられ

た公共事業の失敗であった。しかし、オガールプラザはスタートから違っており、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。建設費用のコストカッ

トのため、ＳＰＣ（特定目的会社）が建設し、その後、公共施設部分を紫波町に売却。

売却した費用以外は金融機関の融資や町と政府系金融機関の出資で賄い、補助金に頼

らない町づくりとした。 

 

５．総括 

地方自治法第２条１４項の条文には「地方公共団体は、その事務を処するに当たって

は、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし

なければならない」と明記されている。オガールタウンを視察して、施設建設にあた

っての目的設定の明確さ、ラニングコストを含めた将来展望の予測などの重要性を再

認識した。公民連携はお互いの長所を有効に生かすことができる。 

紫波町は、このオガールプロジェクトを推進するにあたり、３０万人の人口を有する

盛岡市のベットタウンという町の持つ特徴を有効に利用し、日本一高い雪捨て場から、

年間９０万人が訪れる「まち」を作り上げた。更に、新しい町を作るだけではなく、

既存市街地の空洞化という課題に対しても、オガールプロジェクトによりボトムアッ

プしていくという目的も同時に担っている。 



江別市と比較してみると、人口規模の違いこそあれ、１９０万の人口を有する札幌市

に隣接していることや、空洞化した街並みの実態、各鉄道駅を中心に発展してきた町

の構造を俯瞰したとき、紫波町の行った「オガールプロジェクト」の事業手法は大い

に参考とすべきと感じた。 

 


