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平成２３年度生活福祉常任委員会管外行政視察報告書 

 

 

１ 視察日時  平成２３年１０月２６日(水)～平成２３年１０月２８日（金） 

【１日目】山形市 

１０月２６日(水）午後１時３０分～午後３時３０分の２時間 

        【２日目】寒河江市 

１０月２７日(木）午前９時３０分～午前１１時３０分の２時間 

【３日目】東根市 

１０月２８日(金) 午前９時から午前１１時の２時間 

 

２ 視 察 先  山形県山形市・寒河江市・東根市 

         

３ 視察目的   

山形市…下水道処理過程で発生する消化ガス（主成分メタンガス）を原料として、ガス

エンジンと燃料電池で使用電力量の約 4割を発電し、副次的に発生する熱エネ

ルギーも有効利用する、コージェネレーションシステムを視察することによ

り、先進的な取組みを調査することを目的とする。 

寒河江市…御津病院と同等クラスの寒河江市立病院を視察することにより、病院経営の

改善に向けた取組みを調査することを目的とする。 

東根市…山形県唯一人口が増加している東根市の子育て支援について視察することによ

り、きめ細かな子育て支援策を調査することを目的とする。 

 

４ 視察事項  山形市…新エネルギーについて（山形市浄化センター） 

        寒河江市…寒河江市立病院の経営について 

        東根市…子育て支援について・さくらんぼタントクルセンター 

 

５ 参 加 者  《生活福祉常任委員会》（７名） 

          委員長 赤木 和雄 

           副委員長  畑山 剛一 

                 委 員 三里 茂一 

          委 員 内匠 勇人 

          委 員 桑野 元澄 

          委 員 柳生 陽一 

          委 員 岸野 文信 

        《随行》 

 議会事務局副主幹 梅田 祐子 

６ 出席者 

  《山 形 市》山形市上下水道部 奥出 晃一次長（兼）浄化センター所長 
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工藤 守水質係長 

              

  《寒河江市》寒河江市議会  高橋 勝文議長 

        寒河江市立病院 櫻井 幸夫事務長 

        議会事務局   佐藤 利美総務主査 

 

  《東 根 市》東根市健康福祉部子育て健康課 片桐 崇課長 

                       天野 政実課長補佐 

        議会事務局 塩野 康二局長 

              安達 利也議事主査兼係長 

 

７ 行政視察内容（要点記録） 

【山形市】 

（１）奥出 晃一浄化センター所長あいさつ 

（２）赤木委員長あいさつ 

（３）山形市からの調査事項の説明 

  「山形市浄化センターの概要」 

  ・昭和３６年１２月事業認可を受け、昭和４０年１１月に簡易処理方式にて供用開始。 

  ・昭和４６年５月から標準活性汚泥法による高級処理を行っている。 

  ・沈殿池４池、エアレーションタンク８池、最終沈殿池８池を稼働させ、汚水に含まれる

生物化学的酸素要求量と浮遊物質の９５％以上を取り除いて川に戻している。 

  ・汚水処理に伴い発生する汚泥の処理は、汚泥の減量を目的に、最初沈殿池の生汚泥と最

終沈殿池の余剰汚泥を分けて濃縮し、その後、消化槽にて濃縮汚泥を嫌気性消化させ、

汚泥に含まれる有機物を分解し、汚泥量を約 50％に減量する。消化された汚泥は、水洗

いによる洗浄と濃縮を行い、加圧脱水機にて水分を取り除き、脱水ケーキ(含水率 65％)

を生成する。 

・生成（発生）した脱水ケーキを山形コンポストの原料として有効利用している。 

・汚泥の嫌気性消化により発生する消化ガス(メタン 60％)もガスエンジン発電機と燃料

電池発電機の燃料として有効利用している。消化ガスから電気と熱を回収し、浄化セン

ターで使用する電力の約 50％を発電している。また、消化槽の汚泥の加温や施設の暖房、

給湯などにも排熱を利用している。 

・場内で利用する日量約 2,000㎥の雑用水は、浄化センターで処理された処理水を再利用

している。 

・流入下水量約 40,000 ㎥/日、汚泥発生量（消化槽への汚泥投入量）約 220 ㎥/日が常に

処理され最上川へ放流 

・大雨時等でも対応できるよう最大流入下水量 52,000㎥/日の能力をもっている。 

・汚水をきれいにして川に戻すこととともに、それに伴い発生した有機資源の有効利用に

も取り組んでいる。 

「消化ガスによる発電」 
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・下水汚泥を、嫌気性消化するときに発生する消化ガス（主成分メタン 60%）を使って、

ガス発電を行っている。 

・ガスエンジン式と燃料電池式の２方式で発電。 

特に、燃料電池式発電は、下水道事業では全国で２例目、さらにコジェネレーション

システムとして熱も利用するシステムとしては全国初の設備である。 

・コジェネレーションシステムにより電気と熱を回収し、そのうち熱エネルギーは、消

化槽の加温、場内建屋の暖房に利用している。また、電気エネルギーは電力会社から

の買電電力との並列使用を行い、センターで消費する電力の約 50％は消化ガスによる

発電でまかなっている。標準的な一般家庭の消費電力量の約 750世帯分に相当する。 

・発生する消化ガスを電力、熱といったエネルギーとして全量有効利用することで、 電

力会社からの買電の節約や、重油ボイラーによる加温に比べて二酸化炭素の発生を抑

制し、 地球温暖化の防止に寄与することができる。 

・二酸化炭素削減効果は、 電力利用分として 1,345t-CO2／年、熱利用分として 561t-CO2

／年、処理水の再利用分として 120t-CO2／年、合計すると 2,026t-CO2／年(H21年度)に

相当する。 

「汚泥の肥料化」 

・下水を処理する過程で発生する固形物（下水汚泥）を発酵し、「肥料」として有効利用し

ている。下水汚泥を資源として緑農地に還元することで、埋立処分場がいらなくなり、

化学肥料使用量削減などの効果がある。 

・山形コンポストは、山形コンポスト取扱肥料店等で販売しています。有機質肥料として、

土に活力が出てくると好評である。 

  「現在の課題と展開方向」 

    燃料電池発電は、下水道事業では全国で２例目、コ・ジェネレーションシステムとし

て熱利用するシステムでは全国初の設備のため、故障した場合など修理に時間を要する

ことが課題であるが、設備導入以来順調に稼働している。 

    全国でも同様のシステムが普及することにより施設設備ノウハウの蓄積やランニン

グコストの低減などの課題解決につながると考えられ、今後も積極的に広報、普及に努

める。 

  

【寒河江市】 

（１）寒河江市議会 高橋 勝文議長あいさつ 

（２）赤木委員長あいさつ 

（３）寒河江市からの調査事項の説明  

「寒河江市立病院の概要」 

  昭和 25年 11月寒河江町他２カ村で国民健康保険団体連合会を設立し、連合病院として

開設。昭和 29年に町村合併により寒河江市国民健康保険病院となる。 

  昭和 48年寒河江市立病院と名称変更、60床となる。平成 2年 108床の新病院オープン。

平成 4年 4月 160床となる。内科、産婦人科が中心だったが、整形外科を新たに取り入れ

て、整形外科を中心とした診療科目の特徴づけをした。リハビリテーションの特色を生か
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すために、平成 5年に県内初のリハビリテーション総合承認施設の承認を受けた。 

  平成 16年の臨床研修制度の変更などにより、医者の提供元の山形大学にも医者が足りな

くなり、医者の引き上げが始まり、医者不足となった。それと、以前は 6人部屋で入院環

境も悪かったこともあり、入院環境の改善も図り、病院を改修し、平成 20年に 125床に減

となった。 

  経営が厳しい状況のなか、平成 21年に 3年間の改革プランを作定したが達成が思うよう

にいかず、11月に経営改善の支援業務をコンサルタントに委託している。 

  職員の構成であるが、医師は常勤で 10名、非常勤で 21名、看護師は、常勤で 74名、パ

ートで 11名である。入院患者が満床にならない状況のなか、看護師は、5年間採用してい

ないため、年々減っている。中央診療科の給食室の常勤 12名は、今年 4月から給食を民間

に委託したため、市に受入れをしてもらい、保育所、小学校、中学校などに分散した。 

 

「寒河江市立病院の経営について」 

  小規模な病院が生き残っていくには、並大抵ではない状況である。西村山地域 1市 4町を

どうしようかと、県の地域医療対策課を中心に、医療懇談会を開催し、寒河江市立病院と県

立河北病院の関係をどうするかが問題になり、中間型の医療（療養型・回復期）が少ないと

いうことで、市立病院の今後の役割をどうしようかと検討中である。現在、急性期を残しつ

つ療養型への移行を考えている。 

  平成 22年度の決算で、19億円の支出に対して、13億円の収入である。差額 6億円は、税

金で賄っている。市税 50億円の中の 6億円である。結果病院は、市のお荷物になっている。

寒河江市のような財政規模の市で病院を経営をしていくには非常に厳しい状況のなか、市長

は病院を残そうと、方向性を模索している状況である。 

  100 床くらいの病院では、何か特徴づけないと、生き残れない。総務省の示しているガイ

ドラインでは、ほんとうに必要な病院は残していく。いらない病院は、統廃合、縮小、廃止

を余儀なくされる。3年間の改革プランが達成できそうにないので、総務省から指導が入っ

てくると考えられる。近々、方向性を決めていかなくてはならない時期である。 

 

【東根市】 

（１）塩野東根市議会事務局長のあいさつ 

東根市の概要説明 

（２）赤木委員長のあいさつ 

（３）山形市からの調査事項の説明 

「子育て支援について」 

  特別な子育て支援をしている意識がない。日本経済新聞社から「日経子育て大賞」を市町

村で初めて受賞した。子育て支援は、どこの町でも、制度ではなく政策としてやっている。 

  市長は、平成１０年に初めて市長になったとき、４ヘクタールの市有地に文化会館を建て

るか建てないかという段階で、福祉施設がないということで、先に、福祉センターを建てた

ことで、福祉の町と言われだした。保育所の民営化を始めて、その浮いたお金を子育て支援

に使い、市役所の借金返済ではないということを市民に理解してもらい、民間委託をした。
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民間委託で浮いた約４０００万円を医療費無料化に役立てた。基本的に、行財政改革から捻

出した財源を有効に利用するというスタンスである。 

  福祉センターを建てようと決まった段階で、周辺の街を見たとき、小さな部屋に遊具を置

いている遊び場をみて、ひらめいて、屋内遊び場を計画したことが、発端である。そこから、

子育て支援ということが大きくなってきた。遊び場（さんくらんぼタントクルセンター）が

非常に注目を浴び、子育て支援施策の後押しとなった。土日には、市外から多くの人が来館

している。遊び場をひっかけたということが、子育て支援の始まりだと考えている。現在、

平成２５年の開設に向けて、外の遊び場を検討している。 

  人口が年間１００人増えているが、４５０人出生、４４０人死亡、社会増が若干で１％増

である。人口増の理由は、表向きは子育て支援が充実しているからということだが、実は、

いろいろな理由（雪が少ない、自衛隊、工業団地など。）が複雑に絡みあっている。 

 

「さくらんぼタントクルセンターの概要」 

  平成１７年にオープンし、６年間で２００万人来場客である。複合施設であるので、いろ

いろな顔を持っている。子育て支援エリアでは、「ひがしね保育所」、「地域子育て支援セン

ター」、「遊びセンター」がある。保健エリアでは、総合健診や、栄養指導などを行う「保健

センター」がある。福祉エリアでは、ミーティングルームや娯楽室、会議室などを併設。医

療エリアでは、休日診療所を併設し、休日の救急医療体制において、医師が交代で診察を行

っている。共有エリアでは、「ふれあいプラザ」や５００席の「大ホール」を併設している。

事務エリアでは、「子育て健康課」で２５名の職員を配置している。 

  運営は、ＮＰＯ法人に委託している。 

  建設費は３３億４千万円である。オール電化の施設である。東日本大震災の時は、非常電

源で８時間もった。後は、停電が続き、冷蔵庫がだめになり、予防接種のワクチンが全部ダ

メになった。 

  保育園も併設しているが、運営は、ＮＰＯ法人に委託している。定員１５０人であるが、

競争率が４倍である。東根市には、保育所は８園あるが、内２園は民間に委託している。保

育所の民間委託は人件費の節減のためであるが、東根市は、民間にできることは、積極的に

民間にお願いしようという方針である。 

  使用料は、安価に設定している。無料ではなく有料で安価。 

  維持管理費は、約６１００万円、運営管理費は、約３３００万円で年間約１億円である。

収入は、年間使用料として約６００万円ある。遊び場は無料にしている。遊び場は評判で取

材を良く受ける。 

  めずらしい取組みをしているのは、ＮＰＯ法人が独自に企画している。ＮＰＯ法人の職員

には、保育士などいろいろな経験者がいるので、多く利用される理由であると考える。 

  建設にあたり、市民検討員会で「どういうものを作ったらいいか。」など相談し、プロポー

ザル方式で９社から提案してもらい、２次で４社から提案してもらい業者を決定した。 

  運営についても、市民検討委員会で相談してもらい、その後、今運営しているＮＰＯ法人

につながった。 
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「今後期待される効果」 

  今後、子育て支援ネットワークの推進、健康・生きがいづくりの推進等、市民と行政によ

る協働のまちづくり活動及び情報発信の拠点施設として進めることにより、市民が交流し支

え合うことで、安心と生きがいを持って暮らせる、住みよい東根市が期待される。 

 

８ 視察結果について 

 今回の行政視察の結果、山形市、寒河江市、東根市が取り込み、実行している事項をまと

めると下記のとおりであり、今後、当委員会での調査事項を検討する中で、各市の取組み事

項を分析し参考にしながら、本市生活福祉常任委員会の調査研究をより一層推進していくも

のとする。 

 

（１）山形市（浄化センター） 

 《水処理》 

  ・沈殿池４池、エアレーションタンク８池、最終沈殿池８池により、汚水に含まれる浮遊

物質の９５％以上を取り除いて川に戻す。 

 《汚泥処理・肥料化》 

  ・汚泥を処理することにより、汚泥量を約 50％に減量。 

・消化された汚泥は、水洗いによる洗浄と濃縮を行い、脱水ケーキを生成する。 

・脱水ケーキを山形コンポストの原料に利用 

・山形コンポストは有機質肥料として土に活力が出てくると好評である。 

・肥料化することにより、埋立処分場がいらなくなる。 

 《省エネルギーシステム（燃料・ガスエンジンによるコージェネレーション）》 

・下水汚泥の処理により発生する消化ガス（主成分メタン 60%）を使って、ガス発電。 

・ガスエンジン式と燃料電池式の２方式で発電。 

・燃料電池式発電は、下水道事業では全国で２例目。 

・コジェネレーションシステムとして熱も利用するシステムとしては全国初の設備であ

る。 

・コジェネレーションシステムにより電気と熱を回収し、熱エネルギーは、消化槽の加

温、場内建屋の暖房に利用。センターで消費する電力の約 50％は消化ガスによる発電

でまかなっている。標準的な一般家庭の消費電力量の約７５０世帯分に相当。 

・年間の電気代を約３５００万円節減。 

・蓄電式燃料電池システム本体と建物等総額は４億７０００千万円。 

・二酸化炭素の発生を抑制し、地球温暖化の防止に寄与することができる。 

《所感》 

汚泥処理時に発生する消化ガスを利用したガスエンジンによる発電や、下水汚泥を

発酵した山形コンポスト等、循環型社会への取組み姿勢が大変勉強になった。本市に

おいての導入は障害となる問題が多く考えられるが、環境に配慮した循環型社会への

取り組みとして本市にあった施策を進めるための研究機関等の考察が必要である。 
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（２）寒河江市（寒河江市立病院の経営について） 

・現在、整形外科を中心に診療 

  ・リハビリテーションの特色を生かすため、平成５年に県内初のリハビリテーション総

合承認施設の承認 

  ・平成１６年の臨床研修制度の変更により、医師不足となり、以前から６人部屋で入院

環境も悪かったことから、病院を改修し、平成２０年に１２５床とした。 

  ・看護師は５年間採用していないため、年々減少。 

  ・平成２２年度の決算で支出１９億円、収入１３億円で、差額の６億円は一般会計から

の繰入。市税５０億円の中の繰入金６億円である。 

  ・急性期を残しつつ、療養型への移行を考えている状況。 

  ・人件費節減のため、平成２３年４月から給食を民間に委託。給食室の常勤１２名は、

中学校の給食がスタートすることにより、市に受入れしてもらった。 

  ・平成２１年１１月に経営改善の支援をコンサルに委託。 

  ・コンサルに委託して、目標管理ができていないなど指摘され、職員の意識付けとな

る。 

 《所管》 

小規模な公立病院の抱える厳しい現状が学べたと思う。将来の御津病院を垣間見た思

いで非常に恐怖を感じた。本市での取り組みとして、新病院の経営改善はもとより５S運

動の徹底を図り、従来にある公立病院から脱却するための意識改革が至急に必要であると

考える。 

 

（３）東根市(子育て支援について・さくらんぼタントクルセンター) 

《子育て支援》 

  ・保育所の民間委託で捻出した財源で医療費無料化に充当。 

 ・「さくらんぼタントクルセンター」を拠点として、いろいろな子育て支援に取組んで

いる。 

 ・平成２０年に「第３回にっけい子育て支援大賞」を全国の市町村で初めて受賞。 

 ・ひがしね保育所では休日保育の実施。市内の子どもであれば誰でも受ける。 

・公設民営で学童保育を実施。運営は地元の自治会。 

 

《さくらんぼタントクルセンター》 

・平成１７年のオープンから６年間で、来場者は約２００万人。 

・総事業費約３３億４０００万円。 

・子育て支援エリア・保健エリア・福祉エリア・医療エリア・共有エリア・事務エリア

に分かれている。 

・運営はＮＰＯ法人に委託。 

・保育園も併設。定員１５０人のところ、競争率４倍。運営はＮＰＯ法人。 

・維持管理費は約６１００万円、運営管理費は約３０００万円で、年間約１億円であ

る。 
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《所管》 

子育て支援の取り組みとして、施設をつくることによりハード、ソフトの両面から市

民に対し方向性を示しているところが解りやすい。本市においても合併前からの課題であ

る幼児教育の在り方、少子高齢化に伴う子育て支援の検討など、重要課題の解決に取組む

ための研究機関等を考察する必要がある。 

 

 


