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（要 旨） 
 2004 年「平成の大合併」により富山県内の人口 7,000 人余の（旧）庄川町と 40,000

人余の（旧）砺波市が一つとなり、（新）砺波市が誕生しました。これをきっかけに「公

の施設」の「指定管理者制度」導入が進められ、（旧）庄川町の観光のシンボルであっ

た「庄川水記念公園」も例外なく民間事業者への業務代行が図られました。 

この「施設の指定管理者」となったのが、私ども組合員数 25 人という小さな組合、

「庄川峡観光協同組合」です。 

この組合が、施設長・執行部を先頭に“地域が良くなれば、個々も良くなる！”を

合言葉に 2 年半････。 

右肩下がりだった入園者数、売上高を様々な新機軸の試みにより上昇基調に乗せ、

元気な施設運営を行っております。 

又、2009 年 4 月より「公園管理の指定管理者」ともなり、より一貫性を高めた公園

管理を行えるようになりました。田舎の小さな組合が、行政と手を携え、一歩踏み込

んだ「提案型の指定管理者」を夢見るものです。 
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１．市町村合併から「指定管理者」選定まで・・・ 

富山県の西南部に位置する砺波市は、一級河川庄川が飛騨の山々から砺波平野へと

流れ込む扇状地の 上部に位置する人口４９,０００人余の市です。その砺波市の南側

の地域が庄川町となります。この町は、庄川のおりなす峡谷美と四季折々の豊かな自

然から「観光の町」として、また、その流れの恵みによる木材の集積地から始まった

木工業の「産業の町」として長らく発展してまいりました。 

ここに筆者（私）が専務理事を務めている組合「庄川峡観光協同組合」（これ以降は

「組合」とします）があります。設立は昭和 47 年、８つの旅館と 20 の飲食店が集ま

った小さな事業協同組合としてスタートしました。 

 平成１６年、「平成の大合併」という流れの中で、庄川町と砺波市が合併し、（新）

砺波市が誕生いたしました。 

その合併に向けて、砺波市観光協会と庄川町観光協会の２つの観光協会の一本化の

話が進められておりました。この話を進めるにあたって双方の役職者の位置を揃える

必要があり、（砺波市は商工会議所主体で、庄川町は行政主体であった）合併前に庄川

町観光協会は、それまでの陣容を一新することとなり、私どもの「組合」からも、３

人の役員が新たに誕生（当時飲食店部長を務めておりました私も常務理事となりまし

た）し、このことがその後の行政との接点となりました。 

合併一年後、市は行政改革を進め、「指定管理者制度」の導入により庄川町の観光の

シンボルであった「庄川水記念公園」（これ以降は「水公園」とします）を下記の３つ

の部門に分けて業務代行を行う予定としておりました。 

（※「水公園」は、8.1ha 余の敷地があり、中には２つの文化施設「美術館」「水資料

館」と３つの商業施設「庄川特産館」「ふれあいプラザ」「庄川ウッドプラザ」があります。） 

 

▲ 左上より「庄川ウッドプラザ」、「美術館」・「水資料館」、「庄川特産館」 
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A ．「庄川美術館」・「庄川水資料館」 

B ．「庄川特産館」・「ふれあいプラザ」・「庄川ウッドプラザ」 

C ．公園管理（建物以外の部分） 

 

A .については市の他の美術館と併せて外郭団体に任せ、C．については公募で市内

の総合建設会社に決定しました。 

その中で、決定の遅れたのがＢ.の３つの建物です。市は当初これらの建物をその性

格（※一部木工業関連の補助金を受けて建設された）から木工業関連の組合による業

務代行を予定しておりました。 

しかし、住生活の洋風化や海外からの廉価な輸入品におされ、又、後継者難も手伝

い高齢化が進んだ木工業界には、10 年以上も右肩下がりに入園者・売上が落ちてきて

いる厄介者（水公園）の面倒をみる余力は少なく、予定時期より半年以上経過しても

その結論が出ておりませんでした。 

決定の遅れを憂慮した市は庄川町のもう一つの産業であった観光に目を向けました。 

当時、観光協会の一本化の為に頻繁に市との話し合いの場に出ていた私共の組合に 

「指定管理者制度」による「水公園」の業務代行（３年間）の打診があったのがこの

時期です。 

しかし、「組合」に持ち帰ってからの数度に及ぶ役員会でも、なかなか結論は出ませ

んでした。 

その理由として、 

・ 「組合」は過去（昭和５１年～５５年）に（旧）庄川町が建設した「観光センター」

の委託管理事業を行った事があったが、失敗に終わっていた。 

・ その経験から、慎重な意見が多く、失敗した場合の責任（金銭的なもの）をどうす

るか？ 

・この不景気の中、とてもそんなものに関わっている余裕(人手)がない！自分のとこ

ろで精一杯だ・・・ 

といった後ろ向きな話ばかりでした。 

共通して常識的に起こりうる金銭の問題が一番のネックでした。 

その問題も含めて、市側とも何度も協議をしましたが、 終的には「もし組合が引

き受けられないようなら、全国一般公募もやむなし・・」との結論となりました。 

受けての役員会での激論の末、「私たちの先輩達が苦労して創り上げてきた観光庄川
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のシンボル 「水公園」を他地域の者に任せてもいいのか？観光で飯を食ってきた私た

ちがやって失敗すれば、本望じゃないか！・・「水公園」を中心として頑張らない限り、

「組合」の明日は無い！」という郷土愛に近い結論が出て、「組合」が「指定管理者」

に手を挙げ、私(筆者)が専務理事という肩書で「水公園」へ行くこととなりました。 

業務開始７ヶ月前の 8 月末のことでした。 

 

２．指定管理施設と設備投資及び借金 

当時、水公園施設の３館は「ふれあいプラザ」は貸ホール、「庄川特産館」と「庄川

ウッドプラザ」は販売施設として特産品や土産物・木工ろくろ製品の販売をいたして

おりました。その財務状況は「庄川特産館」「庄川ウッドプラザ」２館併せての売上高

は 2700 万円余で、職員数は５人、パートが２～３人おり、年間 2,000 万円余りの赤字

となっておりました。 

市では、「指定管理者制度」に移行するにあたり、委託したコンサルタントの意見に

より、「庄川特産館」は展示施設、「庄川ウッドプラザ」は販売施設として若干の改修

工事（費用は約 800 万円）を行った後、業務代行をさせる予定としておりました。 

ただ、その工事内容は木工業関係組合を想定して計画されており、予算は展示館予

定の「庄川特産館」に多くをさかれ、販売の主力となる「庄川ウッドプラザ」には 20

～30％と少なく、販売施設として大きな変更のない計画でした。 

組合の執行部で「庄川ウッドプラザ」を 初に訪れた時、皆は一様に「これは失敗

する！」と思ったそうで、自前での再投資を考えざるをえませんでした。 

・商業施設なのに、建物内部が暗い（節電の為に？） 

・陳列棚が高く、窓側に設置されている為に内部が見えにくい 

・接客が事務的 

・木工製品が多く（50％近く）購買意欲をかきたてる商品がない・・・ 

早速に改善計画を練り始めました。 

① 集客力を上げるために何か地域の特徴的なものを導入する 

② 飲食を加える 

③ 店内レイアウトを変える 

④ 従業員の再教育 

⑤ その他 

①については近くに温泉（庄川清流温泉）があるということで、その温泉を使った
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「足湯」の導入を考えました。コンセプトは、豊かな自然を眺めての「のんびリズム」

とし、対面式ではなく、10 人あまりが横一列に並んで座る掘り炬燵形式で、出入りが

楽なものを作ることにしました。 

      

    ▲ 庄川ウッドプラザ        ▲ 賑わう足湯 

 

②については庄川町の特産品である「ゆず」を使ったソフトクリームの開発や、コ

ーヒー・軽食のできる喫茶スペースの設置を考えました。 

ただ、この「ゆずソフトクリーム」については苦労しました。開発にあたり県内の

業者に打診したところ、断られてしまいました。水公園の入り込み客数を調査に来た

日にあまりの客数の少なさに、採算ベースに乗らないと判断されたようです。やむな

くあまり事情がよくわかっていない隣県の業者に頼み込み、ようやく「ゆずソフト」

の開発に着手しました。ただ、「ゆず」とソフトクリームの原料との相性が悪く、時間

が経つと分離してしまい商品にならないという問題が出たりして、いくつか他の原料

とゆずの果皮の配合割合を試し、ゆず果皮の安定的確保に目途をつけ、商品として完

成するまでに１ヶ月半を要しました。しかし、これが今では年間２万個以上売るヒッ

ト商品となり大きく収益に貢献しております。 

③、④については、プロのアドバイスを得ようということになりました。 

ただ、すべてにわたって資金が必要でした。 

組合の役員会に諮るも、もともと会費収入以外の収入源の無い組合では貯えもなく、

借金をする以外資金手当ての目途はありませんでした。 

当初、役員会内には借金に反対の意見も多く、頓挫しかけることもありましたが「

低限このくらいの設備投資をしない限り「水公園」も「組合」も生き残れる道はない！」

との思いで説得にあたり、ようやく納得をしてもらえました。 

そこで役員会で 500 万円の借金をすることとし、その申込を行いました。 

ところが、なかなか審査が通らない！ 

１ヶ月あまりたってようやくＯＫがでました。（指定管理業務を行うにあたっては行
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政がきっちりと設備を整える事が普通であり、新たに設備投資を行う為に借金をする

という前例が無く、訝しがられたようです） 

ようやく資金の目途もたち、市側の了解も得て、４月１日のリニューアルオープン

に向けて走り出したのが、12 月でした。 

実際時間が無く、飲食店営業許可・足湯の許可・従業員の募集・レイアウトの変更

等やらねばならない仕事が山積しており、本当に走った！という感じでした。それで

も間に合わず４月１日の全館リニューアルオープンが出来ず、「庄川ウッドプラザ」だ

けは６日遅れ、「足湯」のオープンは４月２１日までずれ込んでしまいました。 

こうして、「組合」による、職員３人、パート５人での新生「庄川水記念公園」がス

タートしたのです。 

ただ、この年の春は庄川河畔の桜の花が例年以上に美しく咲き誇り、雨風も少なく

花が長持ちするという幸運にも恵まれ、桜の名所である「水公園」の人出も多く、「庄

川ウッドプラザ」は出足から大賑わいとなりました。遅れた「足湯」のオープンも第

２弾ロケットのように勢いをつけ、５月の連休過ぎまで目の廻るような忙しい日々が

続きました。 

その後も経営の方は順調に推移し、初年度は執行部会の危惧を吹き飛ばすかのよう

に 190 万円ほどの利益を出すことができました。 

 

庄川水記念公園 推移（19 年度より指定管理） 

18 年度施設売上げ  2700 万円  施設入場者数   103,300 人    足湯     ０人

19 年度施設売上げ  3500 万円  施設入場者数   185,115 人   足湯   21,528 人

20 年度施設売上げ  3800 万円  施設入場者数   179,843 人   足湯    24,811 人

 

３．平成 20 年度地域資源∞全国展開支援事業の展開 

 ２年目に入って私にも若干の余裕ができ、より一層の集客力を高める仕掛けの必要

性を感じ始めておりました（やはり冬場は客数が激減する）。 

そこで、庄川町商工会とも相談し、補助金を使っての新たな事業展開に挑戦してみ

ることとし、全国商工会連合会の平成 20 年度補助事業の「地域資源∞全国展開支援事

業」に「鯉（恋）の厄払いｄｅらんかやす！」という事業名で応募いたしました。 

運よく採択され、800 万円の補助金をいただき、新たな観光資源の開拓に乗り出せる

こととなりました。 
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この事業は「水公園」で行う、庄川町金屋地区に伝わる奇祭「厄払い鯉の放流」行

事の“厄払い・開運”に新たな切り口“縁結び”を加え、広く県内外からの厄年客や、

若い女性の立ち寄り客の増加を狙ったものです。 

 

※「厄払い鯉の放流」 

これは、1816 年金屋神明宮の遷宮祭に鯉をお供えした際、長時間の神事が終わっても

生きていたことから、その生命力にあやかり、厄を託して放流したのが始まりと伝えられ

ています。 

庄川町金屋地区の厄年にあたる男女が金屋神明宮でお祓いを受けた後、数え年 25 歳、

42 歳の男性と 33 歳の女性が鯉に御神酒を飲ませて厄を託し、長寿や無病息災を願って庄

川に放流する行事です。 

 

※「らんかやす」    大騒ぎする、賑わうの方言 

 

内容としては、毎年１月７日の金屋神明宮の厄年の氏子（男 25 歳・42 歳 女 33

歳）を対象とした「厄払い鯉の放流」行事を第一部とし、これに第二部として、県内

外からの一般参加者（厄年の方のみ）を募り、第一部を若干簡略化した「厄払い鯉の

放流」行事を体験していただこうというものです。 

この一般参加者募集にあたっては、全国に発信したいという思いから、砺波市と防

災協定を結んでいる愛知県安城市に積極的に働きかけ（キャンペーン等）、当日には３

名の男性に参加していただけました（第二部の一般参加者総数は 16 名）。 

この行事に付随して組合の飲食店部会を中心に当日の振る舞い鍋として、新メニュー「開運

七福鍋」の開発も行われ、組合内部での結束・広がり効果も出てき始めました。  

又、もう一つの新しい切り口「恋の縁結び」事業は、これまであまり使用頻度の高

くなかった庄川河畔の遊休展望台施設を「鯉恋の宮」という鯉と恋の中心施設に衣替

えさせ、「恋 koi プロジェクト(恋プロ)」と名づけたイベント（占い師による恋占い・

おみくじ・なで鯉・キャラクターの絵馬・鯉恋の鐘の設置等を盛り込んだもの）をこ

の中や周辺で数度行いました。 

結果、多くの女性客やカップルに「水公園」の認知度が高まり、リピート客となり

ました。 

将来的には、川畔にある遊歩道の散策コースも含めて水公園内の「鯉恋のゾーン」
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として定着させようと思っております。 

 

    

▲ 「厄払い鯉の放流」            ▲ 「鯉恋の宮」キャラクター“こいっぴ” 

 

４．２つ目の指定管理業務 

 順調に２年目も過ぎようとしておりましたが、いくつかの問題点も生じはじめてお

りました。 たるものが、施設と公園管理の連動性のなさです。 

以前は行政が全て一元管理していたものを、指定管理により分割した為に生じたも

のです。 

公園管理業務は、園内の清掃、除草、噴水施設清掃、施肥、剪定、etc というもので

すが、施設管理のように商業施設ではないため売上を上げて利益を出すということが

なく、その分経費削減に努めれば赤字になる可能性も少ない。 

水公園の公園管理業務の「指定管理者」は市内の総合建設会社であり、運営費用や

職員数の削減の為に、自社の都合を優先しがちとなり、どうしても私のところの施設

管理と波長が合わなくなります（土・日・祝日が休みとなり、そこが忙しい施設とズ

レが生じるたりする・・）。 

そこで 2009 年４月に「公園管理業務の指定管理者の更新」が来ることを期に、「公

園管理業務」に「組合」として手を挙げることにしました。・・・・無謀にも・・・・ 

片や総合建設会社、片や素人集団・・・。設備機器、経験、人的問題、etc どれをとっても

比較にならない！私のところにあるのは、一体化するメリットを訴える事と、とにか

く清潔で美しい「水公園」にして沢山の人に喜んでもらい、遊びにきてもらいたい！

という情熱だけでした。 

“「水公園」をよくしたい！”この強い思いが通じたのか、結果私どもの「組合」が

新しい「指定管理者」に選定されました。 
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後で漏れ聞いたところでは、選考委員会ではどちらにするのか非常に難航し、 終

的には施設管理の２年間の実績が評価され、一体化のメリットに賭けてみるという形

になったそうです。 

それからが大変です・・。作業用具としては、軽トラック１台しかなく、人間もい

ません！ 

私の仕事は前にも増して忙しくなりました・・・。人間の手配、作業具の調達、市

との打ち合わせ、行程組み、etc。ただ、幸運なことに地域を思う人が何人か手を挙げ

ていただき、その人たちを中心に公園ボランティアを組織し、作業具は 低限のもの

だけを揃え、21 年４月より何とかスタートすることができました。今回から５年間の

指定管理業務となったことを受け、当初１～２年は赤字を予想しておりますが、“公園

管理で利益はいらない！美しい公園環境が人をよび、結果、施設（ウッドプラザ）が

利益を上げる。その利益でよりきれいな公園環境を目指し再投資する！”これが２つ

の指定管理業務を運営する「組合」の基本理念であり、提案です。 

 

５．指定管理者制度の問題点 

 このように私達のような小さな事業組合がタイプの異なる２つの指定管理業務を行

うようになってみるとその問題点がいくつか見えてきます。 

・ 指定期間 

指定期間が３～５年と短く（私どもの場合、「施設管理」は３年・・次回からは

５年の予定・・「公園管理」も５年･･前回 3 年）、特に商業施設では思い切った設

備投資や借金が出来にくい。 

運営面でも長期計画が立てにくく、縮こまった経費削減の経営となり、集客力

が減少し、収益の悪化を招き、さらに客足が遠のくという負の連鎖に陥りやすい。 

又、満了後も同じ団体が管理者として指定される保証がないため、継続しての

職員の雇用・長期計画での専門性のある人材育成が難しく、雇われる側にしても

将来に不安を抱えるため、腰掛け程度にと、考えがちとなります。 

・行政と民間 

「民間の経営能力に委ねる」という建前があっても、行政の理解力と民間のそ

れとではやはり差があります。 

民間のモチベーションを下げるような経費削減のみを行政が考えるようならば、

多分「指定管理者制度」はうまくいかないでしょう。行政もうまく「アメとムチ」
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を使い分ける術を学ばなければなりません。 

 

６．大いなる夢を抱いて・・・・ 

 この２年半、必死になって走ってきました。私も執行部の人達も・・・ 

 これから先も走り続けるでしょう・・・・ 

 判った事がいくつかあります。 

・ 出会いの大切さ 

人間一人で出来ることはたかが知れています。多くの人に支え、助けられて事

業は成り立っていきます。その為には多くの出会いが必要です。また、出会おう

とする情熱が必要です・・。 

・ 目標を定める 

20 年・10 年・５年・１年・半年・１週間、しっかりと前を見つめ目標を定め、

クリアする努力を続ける・・・継続は力です。 

・ 速やかなる決断、踏み出す勇気 

イチローでも４割は打てない、３回やって２回失敗しても良いじゃないか！とに

かく決めたらやってみる！一歩を踏み出す！考えているだけでは結果はでません。 

やってみながら修正すればいい・・１回の成功を目指し！打席に立たなければ１割

も打てない・・要は打席に立つことです！ 

 

今、私と「組合」がやっている事は大都市圏でやっている人達からみると金額ベー

スも小さく、人数でもはるかに少なく、小さな成功かもしれません！ 

ただ、その中でも「地域を良くしたい！自分の住んでいる環境を誇りたい！みんな

が住みたい町にしたい！」この思いの強さ・情熱は誰にも負けません！ 

 

・・・素晴らしい明日を夢見て・・・・・ 


