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平成２４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２４年１０月１７日（水）～平成２４年１０月１９日（金） 

【１日目】菊池市 

１０月１７日(水）午後２時～午後３時３０分の１時間３０分 

        【２日目】玉名市 

１０月１８日(木）午前９時３０分～午前１１時の１時間３０分 

【３日目】宇土市 

１０月１９日(金) 午前９時３０分～午前１１時の１時間３０分 

 

２ 視 察 先  熊本県菊池市・玉名市・宇土市 

         

３ 視察目的   

菊池市…市街地を巡回バス、中山間地域は乗合タクシーを運行し、新しい交通体系を構

築した取組みを調査することを目的とする。 

玉名市…公立玉名中央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。 

宇土市…公立保育園のあり方が検討されていることを踏まえて、子どもが地域の中で健

やかに育ち、保護者が地域の中で安心して子育ができる環境づくりの参考とす

るため、保育園の民営化を推進している先進的事例を調査する。 

 

４ 視察事項   

菊池市…交通コミュニティ対策事業（交通弱者の移動手段の確保）について 

玉名市…公立玉名中央病院の経営について 

宇土市…保育所の民営化について 

 

５ 参 加 者  《生活福祉常任委員会》（７名） 

          委員長 桑野 元澄 

           副委員長  内匠 勇人 

                 委 員 今川  明 

          委 員 岸野 文信 

          委 員 森本 重宣 

          委 員 柳生 陽一 

          委 員 髙島 俊一 

        《随行》 

 議会事務局副主幹 梅田 祐子 

 

６ 出席者 

  《菊池市》 
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   菊池市議会         山瀬 義也議長 

   総務企画部企画振興課振興係 松永 哲也氏 

                 岩根 貴史氏 

   議会事務局         城  主一局長 

              

  《玉名市》 

   玉名市議会         髙木 重之副議長 

   公立玉名中央病院      中野 哲雄病院長 

                 田邉 信愛事務部長 

   議会事務局         廣田 清二次長 

                 平田 光記議会係長 

 

  《宇土市》 

   宇土市議会         藤井 慶峰副議長 

   健康福祉部子育て支援課   唯  勇一課長 

                 宮下 喬係長 

                  

７ 行政視察内容（要点記録） 

【菊池市】 

（１）菊池市議会 山瀬議長あいさつ 

（２）桑野委員長あいさつ 

（３）菊池市からの調査事項（交通コミュニティ対策事業）の説明 

  「交通体系の見直しのきっかけ」 

平成１３年７月に旧菊池市長選挙において、現職市長が市街地における交通網の整備・

路線バスの見直しを掲げ当選された。 

   ・交通網の整備  ・・・市街地を巡回するコミュニティバス『きくちべんりカー』の運

行を提唱 

   ・路線バスの見直し・・・郊外地域向けの補助金運行の路線バスを廃止し、スクールバス

を一般向けに開放すれば、路線バスの補助金とスクールバスの経費５，２００万円（市

負担分）が半分で済むのではとの発想 

「新しい交通体系の誕生」 

・発想の転換・・・市街地をタクシーで回り、郊外に向けて巡回バスが走っているのが、

これまでの考えであったが、これを反対にして、市街地を巡回バスで回り、郊外に向け

てタクシーを走らせることに変えた。 

   平成１３年から市長の公約で施行し、平成１６年から運行、平成２２年に取組みが顕著

であるとして、国土交通大臣表彰を受賞 

「きくちべんりカー」 

・１乗車：１００円（こども・身障者等５０円） 

・総延長：１８．１０㎞ 
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・停留所：４６ヶ所 

・１周：７５分 

・停留所時刻：１時間２０分間隔 

・運休：日曜・祝日・振替休日及び年末年始（１２/３１～１/２） 

・運行業者：熊本電鉄（株） 

・運行は、４条の乗合免許（２１条ではない） 

・車両：小型バス（乗車定員２９名以下、車両全長７ｍ以下） 

・７年連続して１便あたり平均１０名を突破 

地方部において、毎日、１日中運行しているコミュニティバスは、１便に３名乗っ

ていれば成功といわれている中で、驚異的な利用率である。 

・年間利用者数：約２２，０００人 

    ・年間運行補助（赤字）額：約６００万円弱 

     赤字の原因は、どこまで乗っても１００円ということである。赤字覚悟でないとな

いと事業は成り立たない。 

   

「きくちあいのりタクシー」 

・運行開始：平成１８年（平成１８年にバス路線を廃止した「水源地域線」「龍門地域

線」に導入し、合併後にバスのない空白地域に順次広げた。） 

・初期投資、維持費用不用 

・市の財政負担は１/３以下に減少 

・国及び県の補助事業、コンサルタントは入れていない。 

・借り上げ方式でなく、メーター運賃方式 

 地域により利用料金があり、上限額を６００円としている。 

・毎日１日中運行でなく、隔日時間帯設定運行 

・自宅から目的地の玄関までドア toドア 

・１日最大３往復 

・予約がなければ運行なし 

・予約があれば全て対応 

・予約に応じて、車両を小型とジャンボで使い分け 

・年間の利用者数：約１２，０００人 

・運行補助金：約 1,000万円（内予約センター約 200万円） 

「他自治体等への助言」 

・バス事業者やタクシー事業者との調整には時間がかかる。 

・新たな交通体系の構築にあたっては国の許認可が必要になるが、大きな 

ポイントになるのは乗合バス事業者の意向である。 

・路線バスの廃止には、ものすごいエネルギーが必要。 

・どこかの自治体のマネでなく、その自治体の地域の実情に見合った交通 

体系の構築が重要である。 

・事業の目的は何かをはっきりさせないと、莫大な財政負担がのしかかり、持続可能な
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交通体系を構築できない。 

・目的は、生活交通の確保 

 

【玉名市】 

（１）玉名市議会 髙木副議長あいさつ 

（２）公立玉名中央病院 中野病院長あいさつ 

（２）桑野委員長あいさつ 

（３）玉名市からの調査事項の説明 

 「公立玉名中央病院の概要」 

  名称：公立玉名中央病院 

  開設者：公立玉名中央病院企業団 

  管理者：企業長（病院長）中野 哲雄 

  許可病床：３０２床（一般２６２床、回復期リハ４０床） 

  診療科：２２科 

  専門診療：救急センター、消化器センター、腎透析センター 

施設基準：入院基本料 ７対１（一般） １５対１（回復リハ） 

  併設機関：付属検診センター、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所 

       病児病後児保育施設（ひだまりキッズ） 

  「沿 革」 

  昭和２８年 ８月 病院組合が発足（玉名市外１８カ町村伝染病院組合） 

  昭和２９年１１月 病院開設許可（病院名：玉名済春病院） 

  昭和４３年１２月 組合名を玉名市外四カ町病院組合に変更 

  昭和５６年 １月 病院名を公立玉名中央病院に改称 

  昭和５６年 ４月 公立玉名中央病院を開院（一般８７床、結核２３床、伝染２０床） 

  平成 ４年 ４月 増築部オープン（一般３３１床、結核２０床） 

  平成１７年１０月 市町村合併により組合名を「玉名市玉東町病院組合」に変更 

  平成１９年 ３月 結核病床廃止 

  平成１９年１０月 病床数変更（一般病床３０２床） 

  平成２２年 ６月 回復期リハビリテーション病棟開設（４０床） 

  平成２３年 ４月 地方公営企業法全部適用とし、団体名を「公立玉名中央病院企業団」

に変更 

  平成２３年１０月 病児病後児保育施設「ひだまりキッズ」開設 

  「経営について」 

  ・紹介型に変更 

   →医師数は増えているが、救急、入院、外来も診療することにより医師の負担が過大

となり、医者の確保が難しくなるために平成２３年から紹介型に変更した。整形外

科、内科、泌尿器科は完全紹介型としている。 

    紹介状のない患者には負担増になる。 

  ・産科は現在休診→常勤医師２人が０となったので、婦人科外来のみ 
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  ・単年度純損失が平成１８年度では約５億７６００万円、平成１９年度では約５億１３

００万円、平成２０年度では約２億１２００万円、平成２１年度では約５９００万円

であったが、平成２２年度からは黒字となった。 

   →医師の確保が収益の改善につながった。現在３８名。 

   →医者の確保に努めながら、経費削減を行った。 

① 平成１９年度に職員健全化計画で目標値の設定。 

② 公務員では難しい給与の削減（一部事務組合だったので出来た。） 

③ 材料費等の見直し 

      

【宇土市】 

（１）宇土市議会 藤井副議長あいさつ 

（２）桑野委員長あいさつ 

（３）宇土市からの調査事項の説明 

  「保育園の民営化について」 

・昭和５９年に策定された第３次行財政改革大綱で、民間でやったほうがサービス向

上につながるものについては、極力民間に移すということが示され取組むこととなっ

た。 

・平成５年度を最後に保育所職員の採用を行わず、いつでも民間委託できるように臨

時職員、非常勤職員で賄うスタンスをとった。 

・平成１１年に小学校入学前の児童の保護者１５００人に対してアンケート 

調査を行い、アンケート結果をもって民間委託は可能であると判断。 

・平成１２年に宇土市保育所民間委託推進委員会を設置。 

→第１段階として民間委託する保育所の候補の選定。 

・協議中である情報が地元に漏れ、反対運動が起こる。 

→保育所の後援会等に対して説明会を行ったが収拾がつかず、約５０００名の反対署

名が提出された。 

・平成１３年度に推進委員会において、民間委託の方向性を確認した上で、公立保育所

の職員に対して説明会を行った。 

→保育所後援会等の反対運動に公立保育所の職員が何らかの形で関わっていたと考

えられたので、職員に対して市の考え方を伝え協力を求めることが先決であると

考え、市長自らが「不退転の決意で民間委託を推進する」という訓示を行った。 

・若い職員からは「どうせ民間委託が行われるのであれば、一日でも早く行政職へ異動

したい」、年齢の高い職員では、「行政職でやっていけるのだろうか。」という意見が

多く聞かれた。 

・保育所民間委託計画書を策定 

・地元説明会を計８回開催した。保護者の反対は「公立のままがいい」という感情的な

反対が最後まで続いた。職員組合からは民間委託についての反対はなかったが、連合

熊本からの大きな反対があった。 

・平成１４年４月１日から公立１園の民間委託を開始。 
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→当該保育所には５名の職員がいたので、１名を幼稚園に４名を行政職に配属した。

民間委託をしない他の保育所に配属させるという選択肢もあったが、第２段、第

３段の民間委託を考えると出来るだけ早い段階で一般行政職に引き上げた方がい

いと判断だった。 

・保護者に反対運動が残る中での民間委託だったが、民間委託後には１件も苦情はな

かった。 

→受託された社会福祉法人が適切な保育のサービスが提供されていると確信した。 

・平成１５年度に第２段階を開始 

→宇土市内で保育所を運営している８つの法人に対して受託の希望を採った所、３

つの保育所に対して受託希望があり推進委員会で審議をした結果、希望のあった

３か所を同時に民間委託を行うこととした。 

→地元嘱託員や保護者会に対しての説明を行ったが、民間委託に対する反対はほと

んどなかった。 

・市職員、臨時職員をどうするかという大きな問題があった。 

→保育所に勤務する全職員に対して面接を行い「出来るだけ本人の希望を重視する

という意見書」を付して総務課に報告した。保育士の中には一般行政職でやって

いけるかという不安があったということで、日曜日を利用してパソコン、行政、

財務等の勉強会を行った。 

→受託する法人それ以外の保育所に対して、公立保育所臨時職員等の優先的な採用

をお願いすることができた。 

・影響額（余分にかかる金額）は約１億１千万円 

→保育所に係る運営経費は引き続き必要である一方、保育所職員が一般行政職とし

て配属されるため人件費が増加する分である。今まで保育料、国・県の補助の対

象になっていた保育所職員の人件費が行政職に配属されたため人件費はまるまる

一般財源となるため増加する。 

→宇土市がとった方策は勧奨退職を募る、新規採用者の採用を抑えるなど、市の職

員そのものを減じる計画的な人事管理を行った。 

・平成１８年に、民間委託した４園は、民間移譲し建物等は無償譲渡、土地は有償譲渡。

公立１園は廃園。 

 

現在民間移譲から７年目となり特に大きな問題もなくきわめて順調に運営されてい

る。公立保育所の民間委託は市として行財政改革に寄与できた。 

    

 ※「保育所民間委託計画書の概要」 

①民間委託の形式は、「公設民営」としている。もともと市長には「民間移譲」と

いう考えもあったが、地元の反対が予想以上に強かったことから「公設民営」

で行うこととした。 

②民間委託を行う相手は、原則として宇土市内で保育所を運営している社会福祉

法人とした。 
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③民間委託の時期は、平成１４年度を当初として、平成１６年度、平成１８年度

の３段階により公立５園全て民間委託を完了することを原則とした。 

     

８ 視察結果について 

  今回の行政視察の結果、菊池市、玉名市、宇土市が取組み、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）菊池市（交通コミュニケーション対策事業について） 

① 発想の転換で新しい交通体系の誕生 

・市街地を巡回バス、郊外に向けてタクシーを走らせることに変更 

② 乗り合いタクシー「きくちあいのりタクシー」 

・隔日時間帯設定運行・・・効率化が図れる 

・ドアｔｏドア・・・家まで来てくれるので喜ばれている 

・１日最大３往復 

・年間利用数約 12,000人 

・初期投資維持費用不用、市の財政負担は１/３以下に減少 

③ 「きくちべんりカー」 

・日曜、祝日、年末年始は運行なし 

→利用者が激減することが想定されることから。 

→事業者への配慮。 

  ・年間利用者数約 22,000人・・・バスの中がコミュニティの場になっている 

  ・年間運行補助約 600万円 

④ 国等の補助事業の活用なし 

・補助目当てに進めると、事業を１年や１年半以内に成立させなければならず、時間と労

力を要する事業者との調整ができていないうちに強行してしまうと、次に事業を行う際

や見直しを行う際に事業者からの協力が得られなくなる。 

⑤ 自治体の実情や財政面等を勘案し、身の丈にあった構築が重要 

・できないことや無理なことは行わない。 

・いきなり広げすぎずに、モデル地域を選定するなど、地域を限定して行って、 

順次拡げていくこと 

⑥ コンサルタントを入れずに見直し 

・コンサルタントを入れて交通体系の見直しを行っている自治体は、全国的にみても成功

していない。 

⑦ 圧力や要望に屈することなく見直しができたのは、首長のゆるぎない信念があったから。 

     《所感》 

      従来の発想を変え、市街をバス運行、郊外を乗り合いタクシーに変更したことによ

り、利用率の向上と経費の削減が図られた点が評価できた。本市においても高齢者タ
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クシー事業と併せた取り組みが必要と感じた。本市では今後、空バスとの批判の多い

事業にこの実績を反映させ早期改善に繋げるための検討をすべきである。 

 

（２）玉名市（公立玉名中央病院の経営について） 

① 経営改善につながったポイント 

第１に医師確保 

第２に職員の意識改革 

② 医師の確保方法 

・給料等の優遇 

・マンション等の家賃補助として月に約６万円補助 

・大学へ何回も足を運ぶ（医者の確保は医者でしかできない） 

・寄付金制度を作り、大学に協力 

③ 看護師の確保方法 

・周辺に看護師養成の学校が多くあり、実習受入の協力体制を整えている。 

・奨学金制度 

・病児病後児保育事業…看護師が急に休まずに済むということから始めた。 

・夜勤免除の看護師募集 

・採用年齢の引き上げ（４０歳） 

・勉強会への出席を出張扱い…積極的に参加できるように 

④ 救急センター…救急や災害時に必要とされる病院 

⑤ 地方公営企業法全部適用 

・病院長が企業長で、スピード化が図れた。 

・責任の明確化 

・２年目に入り結果も出てきている。 

 

《所感》 

         公立病院経営について医師及び看護師の確保のノウハウを伝授していただい

た。患者は医者について来る事から、良い医者の確保が出来れば経営も改善する

状況説明を受け、高給と家賃補助等の福利厚生面の改善、医大への協力と看護学

校との協力体制を築き上げている点など参考になった。 

         今後、体制の見直し等反映すべき点が多々あった。特に、医者の確保は医者で

なければ困難であるとの説明には改善の糸口がつかめた感がある。 

 

（３）宇土市（保育所の民営化について） 

① 保育所民営化のきっかけ 

昭和５９年策定の第３次行財政改革大綱の検討項目に上がった。 

→経費削減、民間の方が効率的により良いサービス提供が見込まれる。 

② 保護者の意見や不安への対処方法 

・意見交換、説明会を頻繁に開催 
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・民営化から委託による公設民営化方式に方針変更 

③ 民間事業者の選定方法 

・市内で保育所を運営している社会福祉法人に限定し募集 

④ 保育士の処遇 

・平成５年以降、保育士を採用せず欠員を臨時職員、非常勤職員で対応 

・一般行政職へ配置替え…パソコン、行政、財政等の勉強会を実施 

・臨時職員等は委託先の法人へ優先的に採用を依頼 

⑤ 完全民営化に至る経緯 

・平成１５年の地方自治法改正により指定管理者制度が導入され、公の施設として何

らかの選択が必要となり、民間移譲と決定 

・唯一直営の１園は廃止 

・建物は無償で譲渡 

・土地は有償譲渡 

⑥ 保育サービスの向上 

・全１２園延長保育を実施 

・８園で一時保育 

・１園で休日保育 

・行政運営に縛られず創意工夫により独創的かつ個性的な運営を支援 

→保護者の選択の幅を拡大 

⑦ 効率的な運営により行政のスリム化 

《所感》 

        少子化が進む中、保育園運営の効率向上に向けた取り組み状況の視察を行なっ

た。宇土市では民営化を行なったことによりサービスの向上に繋がり、公立では

出来ない緩急自在な運営により利用者の評価も高く、短期的には経費増であった

が、長期的には経費節減に繋がった状況を確認することが出来た。 

今後、幼保一元化が叫ばれている事から近い将来を睨んでの検討を進めると共

に、保育所の民営化を検討すべき時期が来ているとの思いを新たにさせられた。 

 

 

 

 

  

 


