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平成２６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２６年１１月５日（水）～平成２６年１１月７日（金） 

【１日目】１１月５日(水） 

・黒川地域行政事務組合・公立黒川病院  

午後１時３０分～午後４時３０分まで 

        【２日目】１１月６日(木） 

・一関市 午前９時３０分～午前１１時まで 

・南三陸町 午後１時～午後３時まで 

【３日目】１１月７日(金) 

・仙台市 午前９時１５分～午前１１時まで 

 

２ 視 察 先   

  宮城県黒川地域行政事務組合(公立黒川病院) ・岩手県一関市・宮城県南三陸町・ 

  宮城県仙台市 

       

３ 視察事項 

  (１) 公立黒川病院の指定管理者制度導入の経緯及び経営状況について 

 (２) 一関市の認定こども園の取組みについて 

  (３) 被災施設の復興状況について 

  (４) 省エネ・新エネプロジェクトの推進について 

 

４ 視察目的   

黒川地域行政事務組合 

指定管理者制度導入による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。 

 一関市 

  平成２７年度より認定こども園化を進める中、早くから認定こども園に取り組む一関市

の先進的な取組を調査することを目的とする。 

 南三陸町 

  東日本大震災で被災した福祉施設の被害状況と復興状況を調査することを目的とする。 

 仙台市 

  東日本大震災時のエネルギー不足の経験から、多様なエネルギー源の確保を目指し、次世

代エネルギーの研究・開発拠点作りを進めている事例を調査することを目的とする。 

 

 

５ 参 加 者  《生活福祉常任委員会》（７名） 

          委員長 内匠 勇人 

           副委員長  野本 利明 
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                 委 員 山本  実 

          委 員 桑野 元澄 

          委 員 名村 嘉洋 

          委 員 角田  勝 

          委 員 龍田  惇 

        《随行》 

 議会事務局副主幹 梅田 祐子 

 

６ 出席者 

  《黒川地域行政事務組合》 

   理事長（大和町長）      浅野  元氏 

   助 役            佐野 英俊氏 

   組合議長（大和町議会議員）  平渡 髙志氏  

   総務課長           鎌田 節夫氏 

   業務課長           櫻井  浩氏 

  《公立黒川病院》 

   管理者            本郷 道夫氏 

   病院長            横道 弘直氏 

   副委員長兼看護部長      瀧島 美紀氏 

   総務係総務参与        髙橋 秀作氏 

                  

  《一関市》 

   保健福祉部次長兼児童福祉課長 千葉 賢治氏 

保健福祉課長         佐藤 和浩氏 

藤沢こども園長        皆川きく子氏 

議会事務局          橋本 雅郎氏  

                  

  《南三陸町》 

   南三陸町長          佐藤  仁氏 

   南三陸町議会議長       星 喜美男氏 

   保健福祉課長         最知 明広氏 

保健福祉課長補佐       佐藤 正文氏 

   議会事務局長         芳賀 俊幸氏 

   議会事務局          三浦 勝美氏 

 

  《仙台市》 

   まちづくり政策局政策企画部エネルギー政策室 

   企画推進係長         笠間  毅氏 

   企画推進係主査        北村 仙実氏 
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   議会事務局調査課長      山崎 良美氏 

          主査      後藤 英範氏 

７ 行政視察内容 

【黒川地域行政事務組合】 

 （１）黒川地域行政事務組合 浅野元理事長（大和町長）あいさつ 

 （２）黒川地域行政事務組合議会 佐野英俊議長あいさつ 

 （３）内匠勇人委員長あいさつ 

 （４）調査事項の説明 

  「黒川地域行政事務組合の概要」 

   ・宮城県黒川郡大和町、大郷町、富谷町、大衡村の４町村から構成 

   ・共同処理の事務事業 

    し尿処理、ゴミ処理、火葬、消防、病院、訪問看護ステーション、 

    視聴覚教材センター、適応指導教室、学校結核対策委員会、 

老人ホーム入所判定委員会、介護認定審査会、障害支援区分認定審査会 

   ・理事会制 

     ｢公立黒川病院のあゆみ｣ 

   ・昭和２２年   宮城県農業会により黒川郡の基幹病院として解説 

   ・昭和３１年   黒川郡４町村に移譲 

   ・昭和３８年   全面改装 

   ・平成 ９年   新築移転（一般病床 110床） 

  「指定管理者制度導入の経緯について」 

   ①病院再生へのきっかけ 

    仙台市に隣接地域のため仙台市の大規模病院への患者の流失、       医師

不足による医師の引き上げ、患者数減少により慢性的な赤字経営になり、組合議会に

おいて、幾度となく地域医療充実に向け協議・検討をされたが改善されなかった。さ

らに、平成１４年、組合議会に病院再建調査特別委員会が設置され、病院再生につい

ての考察に拍車をかけた。 

   ②再生策の比較検討 

     地域住民の視点に立って、「患者本位の医療体制」、「住民の受療への安心の確保」、

「地域医療の充実」を重視し再生策の改革を進めることとした。下記の６パターンの

考察を自治会、議会で協議検討した結果、F案の経営移譲と決定した。地域医療を考

える上では理想とする形で、実習病院を兼ねた医療施設作りとする学校法人への移譲

が決定した。 

 

A案 公営：現体制における改革 人件費の見直し、診療時間の延長 

B案 公営：病院のスリム化 診療科目の厳選、高度な専門性 

C案 公営：診療科の充実 不足している診療科の開設 

D案 公営：民活混在型 診療室の貸付、病院のテナント化 

E案 経営委託：公設民営化 第三セクター、医療法人等への貸付 



4 

 

F案 経営移譲：第３者への移譲 第三者への移譲 

   ③結論   

     学校法人へ決定後、学校法人の経営上の不祥事が発覚したことから移譲の白紙撤回、

さらに、譲渡先を公募し３団体から応募があったが譲渡価格に開きがあり不調となっ

た。そのような時期に、平成１６年８月、東北におけるへき地医療支援の拠点づくり

を模索中であった現在の指定管理者である（社）地域医療振興協会へ運営計画策定を

依頼し、基本的確認事項及び開設者の経費負担の協議が成立した。平成１７年３月３

１日に管理運営に関する協定を締結し、公設民営による病院運営に移行した。 

          

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「指定管理者制度導入による効果」 

「指定管理者制度導入による効果」  

①医師の確保 

組合にとって、医師の確保は最大の課題であり、浅野組合長（大和町長）はたび

たび東北大学に足を運び医師確保に奔走し大変苦労していた。委託後は、（社）地域

基本的確認事項 

１ 経営委託       代行制 

２ 地域医療の充実    医師の確保 

救急体制 

診療体制 

へき地医療への支援体制 

３ 「管理運営協議会」の設置 

４ 管理委託       委託期間（２０年間） 

             運営補助交付金 

             赤字補填 

開設者の経費負担 

１ 管理運営交付金     年額 7,000万円 

       休日夜間診療に関すること 

       医師の安定的な確保に関すること 

       長期にわたる経営基盤の安定化に関すること 

       地域医療の充実に関すること 

２ 救急医療補助金     年額 1,000万円 

３ 赤字補填        平成 17・18年度各年 1 億円程度 

４ 火災保険料（建物・備品）全額 

５ 施設設備・機器備品の修理 １件の予定価格 20 万円を超えるも

の 

６ 機器備品の更新      １件の予定価格 50 万円を超えるも

の 

７ 起債償還         全額〔年額 2億 5千万円〕 
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医療振興協会が自らのネットワークにより、医師の獲得に努めているので、安定的

な医師の確保ができていることは、指定管理者制度を導入した最大の成果である。 

②職員の確保 

 医師の増員に伴い、医療スタッフも増員された。 

 ③診療体制の充実 

内科と外科においては、土曜日午前の外来診療をはじめ、保健予防事業、訪問看

護、訪問看護リハビリテーションの各事業が拡充、回復期リハビリテーション病棟

も整備され、平成 24年には泌尿器科も開設され、診療体制は一段と拡充されてき

た。医療スタッフ、医師の確保が進み、入院及び外来患者数が増加傾向にあり、地

域住民から「黒川病院は変わったね。」との声が聞こえており、高評価されるよう

になった。 

「期待と課題」 

①期待 

  よい方向に向いてきた病院を今まで以上に地域（黒川郡４町村）がいかに連携を

とり利用していくかであり、昨年には、指定管理者を中心に、医療介護連携シンポ

ジュームを開催し関係町村のみならず、県内医療機関や福祉施設間の連携の必要性

について発信した。指定管理者の狙いである、県内のへき地医療支援の拠点作りに

ついては、七ケ宿国民健康保険診療所に年間３０日程度、整形外科及び内科医師を

派遣している。今後の拡充について、大いに期待している。 

②課題 

・医療機器等の整備 

       平成９年に移転新築した病院であるが、移転当時の医療機器等の更新時期が来て

おり、施設設備・機器備品の修繕は 20万円を超える場合、更新で 50万円を超える

場合は開設者の負担という移行時の約束のため、指定管理者から毎年 1億円を超え

る要求があり、調整に苦労している。 

 ・病院収益の会計処理 

現在の会計処理は「代行制」であり、健康保険からの診療報酬の支払いが 2か月

遅れの支払いとなるため、組合がひと月の診療報酬の予定額を概算で支払い、健康

保険からの入金後に精算する会計処理をしている。すべて町村からの負担で運営し

ている行政組合なので自由になる資金もなく他会計からの資金の充当や金融機関

からの借り入れにより、前払いをしている現状である。すべての収益を病院で直接

受理できる方法の「利用料金制」に変えることが大きな課題となっている。 

【公立黒川病院】 

 （１）公立黒川病院 本郷道夫管理者あいさつ 

 （２）内匠勇人委員長あいさつ 

 （３）調査事項の説明 

   「公立黒川病院概要」 

    ①開設：昭和 22年 11月 

    ②病床規模：170床（一般 110床、療養 60床） 
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     併設機能：訪問看護ステーション事業、通所リハビリテーション、訪問リハビリテ

ーション、居宅介護支援事業所 

    ③診療科目：内科・呼吸器・消化器科・循環器科・リウマチ科・外科・整形外科・こ

う門科・産婦人科・眼科・耳鼻科・小児科・リハビリテーション科・泌

尿器科 

    ④入院基本料：7対１ 

「公立黒川病院の運営について」    

 ①指定管理者制度導入当時の病院 

・労働組合の力が強い病院であった 

 ・病院の新築経費の返済が多かったこと 

・職員の「病院をサポートしよう」という意識が強くなかった 

・地域からは異質なイメージを持たれていた 

・指定管理者が自治医大の OB であるため、地元の医師会からは、異質な医者が集ま

った病院ということで異端視されていた 

    ②自治体病院改革プランでは表面的対応しかできない 

    ・改革プラン作成により経営状況が明確化 

    ・対策のために職員への過重な負担 

    ・「改革」を考えられる指導者の不足 

    ・「改革」は自治体、病院、医師会、住民の４者の協力が必要 

    ③住民との交流（住民のための病院にするという意識が欠けていた） 

    ・院内での市民講座→院内で定期的に開催 

    ・出前医学講座 

    ④教育機能 

    ・理学療法士教育 

    ・看護師教育 

    ・中高生対象の見学実習 

    ・医学生教育 

    ⑤現在の公立黒川病院 

    ・地域住民からの信頼 

    ・職員の改革への意識が統一 

    ・首長との交流 

    ・医師会からの信頼はまだ不十分 

    ⑥病院経営に求められる病院経営学 

    ・病院の経営収支が第一 

     →民間ならできるというが、公営でもできないことはない 

    ⑦経営母体がどうであれ、忘れられがちな問題点 

     →住民、行政、医師会からの信頼（患者獲得のため） 

     →医療教育機関と交流（職員獲得のため） 

    ⑧中小自治体病院の問題点 
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    ・経営視点の欠如 

     →意志決定が議会決定を待つため、迅速な対応ができない 

     →意志決定に病院の意向ではなく、議会の意向に左右される 

     →事務担当者が本庁との移動のため、医療専門事務に専念できない 

「経営状況について」 

①延べ患者数 

  指定管理者制度導入前の入院患者は年間約 15,000人、外来は約 50,000人、導入

後は順調に回復し、平成 25 年度の入院患者は 2.89 倍の約 44,000 人、外来は 1.41

倍の約 72,000人となった。 

 ②病床稼働率 

  指定管理前 38％まで落ち込んでいた。導入後、療養床を 60 床増床したこともあ

り、回復を見せ、平成 20年度以降はおおむね 70％以上を維持している。 

③医業・経常収支比率 

     16年度は、経常収支比率は 64.5％であったが、平成 20年度以降は、黒字傾向と

なり、経常収支比率はおおむね 100％超える状況となった。 

 昨年度は 100％を下回ったが、これは、10:1から 7:1に切り替え看護師を増員した

ため、人件費の伸びに収益が追い付かなったためである。 

 医業収益では、平成 16年度約 9億円であったが、平成 21年度には、2倍の約 20

億円にまで伸び、昨年は、2.81 倍の約 27 億円まで伸びた。これに伴い、人件費が

増えていることもあり、医業費用も並行して増えている。 

  経常収支で平成 16年度では、4億 5,000万円の赤字の状況で、管理委託後は収支

のバランスが取れるようになり、平成 20年度以降は、ほぼ黒字基調で平成 21年度

では 5,100万円の黒字となった。 

④繰入金の状況 

・運営交付金として年間 8,000万円 

・赤字補填は、運営開始 2年間のみ有り 

⑤看護師確保対策 

・積極的な看護学生の受入れ 

・奨学金制度…5万／月を貸与し、貸与期間と同期間勤務すれば免除 

・認定看護師の資格取得補助（50万円／回） 

⑥医師確保対策 

・医学生の実習受け入れを開始 

・宮城県の地域医療実習の受け入れ 

・東北大学への依頼 

・出産退職後の女医をパートで雇用し、健診や訪問医療をお願いしている 

  ⑦病床稼働率 

・7月現在稼働率：73％ 

・稼働率 70％で採算ライン（損益分岐点） 

・稼働率 75％で安定ライン（キャッシュフローの安定ライン） 
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 ⑧収入確保の対策 

・増収対策プロジェクト（平成 25年 6月より開始） 

→副院長を中心に医局、看護部、事務部、医療技術部で構成し、月 1回、増収案を

検討。増収対策プロジェクトの効果は約 1.07億円 

・地域への出前講座の開始 

→管理者の発案で、地域住民に病院を知ってもらうために、職員が地域へ出向き、

町内会、敬老会等で出前講座を開始 

・共同購入の実施 

→（社）地域医療振興協会本部が窓口になり全施設での共同購入を実施し費用を抑

制 

・診療材料の SPD化（医薬品の消化払方式）の検討 

     →現時点では導入していないが、現在検討中 

【一関市】 

 （１）保健福祉部 千葉賢治次長兼児童福祉課長あいさつ 

 （２）内匠勇人委員長あいさつ 

 （３）調査事項の説明 

   「一関市の認定子ども園の取組みについて」 

    ①認定こども園設立までの経緯 

    ・幼保一体の施設配置 

     合併前の旧藤沢町では、幼稚園と保育園の連携した施設配置を進め、幼稚園教育

と保育サービスを一体的に提供を行ってきた 

昭和 55年、藤沢幼稚園を藤沢保育園隣接地に開設 

      昭和 56年、黄海幼稚園を黄海保育園園舎内に開設 

昭和 57年 新園舎新築移転 

・幼小連携の充実 

   就学前教育と学校教育の継続性と一貫性を確保し、双方の教育効果を高めるため、

また、連携を充実したものにするため、幼稚園・保育園と小学校が隣接する環境で

ある重要であるために、幼稚園、保育園の幼児教育施設を各地域小学校の隣接地へ

の設置を進めてきた 

・少子化に伴う統合 

・園舎の建て替え移転 

園児数の増加、施設老朽化による建て替えが必要になり、これまでの取組みから、

小学校に隣接する場所への移転を検討し、現在地への移転を決定 

・認定こども園に移行 

  一関市との合併（平成 23年 9月 26日）にあたり、合併協議において、藤沢地域

の「幼保の一体的保育」の取組みについては、平成 24年度をめどに、認定こども園

に移行を進めるとした事務事業調整を行った 

    ②藤沢こども園の概要 

    ・開園時間 午前 7時から午後 6時まで 
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    ・短時間保育と長時間保育を保護者が選択して利用 

    ・3 歳から 5 歳児は短時間保育と長時間保育があるが、0 歳から 2 歳児は長時間保育

のみの利用 

    ・要望に応じて、有料の特別保育（預かり保育・延長保育・一時保育）を実施してい

る 

    ③短時間保育 

    ・保 育 時 間 午前 8時 30分～午後 2時 

    ・休 業 日 土曜日・日曜日・祝日・学年始休日・夏季休業日・冬季休業日・学年

末休業日 

    ・入 園 料 9,000円（入所初年度） 

    ・保 育 料 等 保育料月額 7,000円 給食費月額 3,600円 

    ・預かり保育（希望のみ） 

料金：月額 8,400円（保育料 7,700円＋おやつ代 700円） 

④長時間保育 

    ・保 育 時 間 午前 8時 30分～午後 4時 30分 

    ・休 業 日 日曜日・祝日・12月 29日～翌年の 1月 3日 

       ・通常保育料 所得税の額と子どもの年齢等によって、市の徴収基準額表に定める額 

    ・延長保育料  

      時間：午後 6時から午後 7時まで 

      料金：生活保護世帯         月額  0円 

         非課税世帯          月額 600円 

         市民税課税世帯        月額 3,000円 

    ⑤運営状況   

    ・園 児 数 短時間保育： 29名 

           長時間保育：109名 

    ・職 員 数        19名 

【南三陸町】 

（１）南三陸町議会 星 喜美男議長あいさつ 

（２）内匠勇人委員長あいさつ 

（３）調査事項の説明 

 「南三陸町における被害の概要」 

  ・地震の揺れによる被害は比較的軽微であり、津波による被害が大部分を占めている。 

  ・15ｍを超える津波により、海岸沿いの市街地、集落、漁業施設、農地、基盤施設等が

壊滅的な被害を受けた。 

  ・町役場も津波に襲われ、施設や職員に甚大な被害が発生した。 

  ・幹線道路、鉄道が津波被害で寸断され、河口の橋梁が被災するなど、直後の交通手段

が確保できなかった。 

  ・市街地や漁港など、仕事や日常生活の基盤となる施設が壊滅的な被害を受けた。 

    ・地震による地殻変動により、約 70㎝の地盤沈降が起こり、満潮時や台風時の浸水が



10 

 

発生している。 

 

 

 

 

  

 「仮設住宅での問題」 

 ・構造上の問題 

  →高齢者や障害者の住みにくい構造 

 ・生活環境の問題 

  →買い物が不便、医療機関・金融機関等が遠い、交通機関が不便 

 ・心身上の問題 

  →環境変化等による生活機能低下、心の問題 

「町における震災後の取組み」 

 ・ボランティア・支援団体との連携 

 ・仮設住宅対応 

 ・町外施設の利用協定・契約 

 ・被災者生活支援センター設置（地域支えあい事業） 

  →南三陸町社会福祉協議会へ委託 

 ・福祉アドバイザーを設置 

「行政が受けた震災時の影響」 

 ・震災により困難になったもの 

  ① 給付・支援に関すること 

② 公共施設等での住民サービス 

③ 膨大な震災関連業務が発生したこと 

 ・苦しかったこと 

    ① 本来行うべきサービスを混乱により提供できないこと 

② ニーズを把握したが対応できない 

③ 避難所 24時間対応後の引き続き業務 

④ 休息がとれる環境がなかった 

⑤ 家族・同僚を失いながらも仕事を続けたこと 

「保健福祉施設被害状況」 

 ・健康づくり関係  

→志津川、歌川保健センターは全壊。現在は仮設で運営している。志津川保健セン

ターは平成 27 年 12 月に総合ケアセンターの一部として復旧予定である。歌津保

健センターは、歌津総合支所と併設して復旧予定である 

 ・子育て支援関係  

→ほとんどが全壊。現在は仮設で運営している。志津川、伊里前、名足は津波被害を

免れたので現地で運営。志津川、伊里前保育所は高台へ移転予定 

人的被害 

  ・平成 23年 2月末現在 死亡・行方不明者数   798名 

震災後の避難状況 

 ・平成 23年 3月 27日現在 避難者数      9,500名 
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 ・介護保険関係  

→ほとんどが被災 

・障害者福祉関係 

 →被害を免れたグループホームは引き続き運営。他は全壊。1 つは総合ケアセンタ

ーの一部として復旧予定。1つは防災集団移転整備地内で復旧予定 

 ・そ の 他 

→ボランティアセンター、社会福祉協議会は全壊。総合ケアセンター内に復旧予定。 

 

【仙台市】 

 （１）仙台市議会事務局 山崎良美調査課長あいさつ 

 （２）内匠勇人委員長あいさつ 

 （３）調査事項の説明 

   「東日本大震災の概要」 

    ◎市内の被害状況 

     人的被害：死者 908名（うち仙台市民 813名） 

          行方不明 30名 

          負傷者 2,275名 

     建物被害：全壊 30,034棟 

          大規模半壊 27,016棟 

          半壊 82,593棟 

          一部損壊 116,046棟 

     被害推計額：約 1兆 3,684億円 

   「震災復興計画」 

     東日本大震災からの復旧・復興に向けた全市的な取り組みを進めるため、平成23

年11月30日に議会の議決を経て策定された。「新次元の防災・環境都市」を掲げ、減

災を基本とする多重防御の構築や、エネルギー対策など環境政策の新しい展開に向け

た取り組み等を総合的に推進している。特に、市民が一丸となって復旧・復興に向け

て取り組むことができるよう、シンボル的な取り組みとして、復旧を先導し、復興を

牽引する10の復興プロジェクトを「100万人の復興プロジェクト」とし、重点的に推

進している。その中に「持続的なエネルギー供給を可能にする省エネ・新エネプロジ

ェクト」がある。 

   「省エネ・新エネプロジェクト」 

     今回の震災で電気・燃料の供給が途絶え、仙台市街地で復旧には 2日、全市的には

1 週間もかかった。長期間電力や燃料の供給が止まることを想定していなかったこと

を反省点として、いかに次世代に活かせるかということがプロジェクトの根管である。 

①エコモデルタウン  

・民間資本との協働によるエコモデルタウン事業に取り組み、特定のエネルギーに過

度に依存せず、エネルギー効率の高い地域モデルの形成を目指す。 

・仙台市はエネルギーサービスと情報サービスを重点的に取り組む 
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・顧客視点に立った価値創造 

→地域の民間の資本といかに協働していくか。地域の住民にとっての価値が大きく

なっていくか。地方公共財の視点でも必要。 

②藻類バイオマス 

    ・プロジェクト実施にいたる経緯 

オーランチオキトリウムに関する報道（平成 22年 12月） 

→筑波大学渡邉教授らが、極めて効率よく油分を生産する藻類を発見 

                   ↓ 

東日本大震災（平成 23年 3月） 

→オーランチオキトリウムを活用した復興プロジェクトの可能性につ

いて調査開始 

                   ↓ 

プロジェクトの検討開始（平成 23年 6月） 

 →仙台市から筑波大学に対して、震災復興のプロジェクトを共同実施

できないか提案 

  →筑波大学の被災地支援の意向と合致し、東北大学との共同研究につ

いて検討開始 

                   ↓ 

       

筑波大学、東北大学の研究者が仙台市長を訪問（平成 23年 9月） 

→藻類バイオマスの研究・開発を推進していくことを表明 

                   ↓ 

仙台市と筑波大学、東北大学で共同研究協定を締結（平成 23年 11 月） 

→生活排水から石油抽出 

    ・三者の連携・役割分担 

      筑波大学：藻類バイオマス生産技術の確立 

      東北大学：濃縮・収穫‐抽出・精製プロセスの最適化技術の確立 

      仙台市 ：下水処理場を中心とした連携協力 

    ・地域における産学官連携体制 

    →産学官連携ラウンドテーブルにおいて、「東日本大震災からの産業復興に向けた

産学官共同宣言」が採択され、四者が当面一致協力し推進する取組みとして藻類

バイオマス構想を明記 

    ・国の事業への採択 

     →文部科学省が東北復興のためのクリーンエネルギー共同研究開発事業を立ち上

げ、公募があったので、東北大学を中核機関として申請し採択された 

    ・藻類バイオマス技術開発実験室 

     →南蒲生浄化センターに実験室を設置 

     →下水や汚泥を用いた基礎実験 

    ・目指すオイル生産システム～下水モデル 
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     →下水汚泥に含まれる有機物や下水処理に含まれる栄養素によって藻類を培養し、

オイルを生産 

    →下水汚泥の焼却の際に生じる廃熱や廃二酸化炭素も、藻類の培養に活用 

     →生成オイルを下水処理場内の燃料として利用 

    ③避難所等への防災対応型太陽光発電システム導入事業 

・平成 9年度より、小中学校等の公共施設に太陽光発電システムを率先導入していた

が、東日本大震災時には、停電時の自立運転機能を備えていなかったため、システ

ムを活用できなかった。蓄電池を加えることで停電時に電気を確保できるという課

題を震災でつきつけられた。「教訓を未来に生かす」防災・仙台構築プロジェクトと

して取り組んでいる。 

・太陽光発電と蓄電池を組み合わせた自立分散型エネルギーシステムを避難所等に設

置 

・整備の原資として、 

ア 地方公共団体支援基金（ＧＮＤ） 

イ 宮城環境交付金を活用 

・昼は太陽光発電、夜は蓄電池により 24時間利用可能 

・情報収集、連絡手段、最低限の照明など、災害時に必須のエネルギーを、太陽光＋

蓄電池によりほぼ自動的に確保 

    ・実施上の課題 

     ア システム設置に係る適切な進捗管理 

     イ 建物物価・人件費などの想定以上の高騰による経費増 

     ウ 維持管理・危機更新等に要するコスト・財源 

     エ 地域の住民・事業者との連携したシステムの利活用 

 

８ 視察結果 

今回の行政視察の結果、公立黒川病院、一関市、南三陸町、仙台市が取組み、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）公立黒川病院 

指定管理者制度導入が比較的良好に進んでいるモデルとして今回視察し、感じたこと

は地域医療を守るうえで病院の存在は欠かせないものであること。そのうえで指定管理

者制度も一考に値するという事であった。また、経営コンサルタント等も考える時期が

来ているようにも思う。 

病院経営の悪化は自治体財政を圧迫している現状で、地方においてほぼ共通している。 

経営の悪化の原因は、まず医療体制の確保、即ち質の良い医者の確保が出来ないこと

にある。次に職員の意識改革。全ての職員が良い医療は健全な経営からという意識を持

たねば病院存続は有り得ないという事を教えられた。たつの市民病院も十分考える必要
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があるのではないか。 

たつの市民病院も今の体制での努力を期待するが、良い方向が見えない時には、経営

形態を考え直す時が来るのではないか。 

 

（２）一関市 

たつの市では来年度より公立 3 園、私立４園が認定こども園に移行する。一関市藤沢

地区においては、昭和 55 年より幼保一体化を進め幼少連携、保育園の統廃合、建て替

え、平成 24 年に認定こども園に移行しており、その実態調査を行った。 

保育園、幼稚園の隔たりなく保育時間の違いはあっても、全ての子供が同じ場所で同

じ保育を受けるという事で保護者からは感謝されているようだ。 

幼保一体、幼少連携の充実については子供達や保護者にとって良いものだと感じた。

ただ一関市とたつの市とでは地域環境が異なり参考にすべきところばかりとは言えな

かった。 

給食は自校方式で、調理員は外部委託であった。 

保育料の問題は一関市では、民間幼稚園もあり非常に困窮している状態であった。た

つの市は民間幼稚園がないとはいえ、慎重に進める必要がある。 

  

  （３）南三陸町 

現在、たつの市からも職員 1 名が行政支援事務のため応援派遣されている南三陸町の

復興状況を調査した。 

震災直後の復興と 2 年以上経った復興の違い。直後はどんどん進んだ計画、工事も時

間がたつといろいろな法規制で、なかなか国の許可がおりないと町長が嘆いていたのが

印象的だった。 

未来を見据えた復興計画は、今の復旧と言う考えの条例の中での規制が壁となってい

るようだ。 

防災の観点からも柔軟かつ迅速な対応が必要である。 

たつの市においても地震、豪雨、津波等色々な災害を想定し防災、避難、救助等を常

に考える必要がある。特に津波の場合はより早く、より高い所へ、が一番大事である。

また、避難訓練で恐ろしさを体験してもらうことが必要である。 

 

  （４）仙台市 

震災復興プロジェクトとして、エコモデルタウン、新エネルギーの開発（藻類バイオ

マス）、太陽光発電等の取り組みの説明を受けた。太陽光発電においては売電による省

エネより、各施設や各家庭で蓄電し、停電時に備えた利用方式を推奨している。 

たつの市では再生可能エネルギー等利用システム設置補助事業の中に、住宅用蓄電池

（太陽光発電システムと系統連系しているもの）で 5 万円の補助制度があるが、この制

度をもっと PR をしていく必要があると同時に、災害時の停電に備えもっと内容を考え

るべきではないか。 

産学官連携で実施している新エネ（藻類バイオマス）については今後の動向に期待し
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たい。 

 


