
基本的な考え方：質の高いサービス提供や効率的な行政運営を図る

ために、事務事業をゼロベースで見直し、「民間に委ねることができるものは民間に委ねる」ことを基本に、次に掲げるもの

を除いた全ての事務事業について、アウトソーシングを検討する。

①法律等民間委託が禁止のもの（許認可など）②公権力行使するもの（滞納処分、税の賦課など）

③政策形成に関するもの（予算編成など）④行政指導に関するもの⑤秘密性・機密性の高いもの（人事関係など）

会派視察研修報告書（2014.11.11－13） 黒川智明

月 日 視察先 研修テーマ

11月11日 北海道函館市 公立保育園の民営化について

12日 北海道北斗市 スポーツ合宿誘致制度について

13日 北海道苫小牧市 企業立地優遇制度・中小企業支援政策について

日程及び視察内容

参加者 沖野温志、山内智彦、伊藤幸広、中嶋祥元、鈴木浩二、佐原充恭

テーマ：公立保育園の民営化について
研修目的 人口減少は、労働人口減少と連動し、税収減による行政

サービスの低下が危惧される。その状況でもそれを維持する方策の一つ

に民営化がある。 保育の質を維持し保護者のニーズ対応した手法を学

ぶとともに、財政改革の施策としても考え方を学ぶ。
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アウトソーシング可能な事業を、以下の各手法の特性に応じ検討する。

（１）民営化 民間がサービスを提供するほうがコストも含めサービス向上が期待出来るものや、市が撤退しても民間に

よる補完が十分期待できる事務事業については、民営化を検討。 対象 ： 保育園事業、養護老人ホーム

（２）外部委託 一部を既に実施している含め、更に外部委託が可能かどうか、行政責任や市民サービスの確保、委託

効果、民間能力の活用など踏まえ、総合的に検討する。 尚、委託効果は、中長期的に見通した場合、コスト削減が

見込まれるものも対象とする。 ①単純・定型的業務、②施設管理・運営業務、③専門的業務、④その他

（３）ＮＰＯ等との協働 ＮＰＯ等との協働について、どのような事業に導入する事が効果的か検討する。

（４）ＰＦＩ プロジェクトの実施や施設整備・運営など、民間資金や経営・技術的能力を活用し、ＰＦＩ導入の可能性を検討。

（５）その他 嘱託職員を活用し効果的・効率的な業務執行が期待できるもの。

公立保育園民営化について（平成17年から平成25年で10園民営化実施）

目的 ： 効率的な行政運営や多様化する保育ニーズの充実を図ること。

移管先法人の選考 ： 市内の保育園を経営する社会福祉法人を対象に、選考委員会にて審査し選考。

施設整備 ： 3歳児未満の受入が可能で、大規模改修等を要しない保育園を対象に、土地・建物を無償貸与する。

保育園内容の引き継ぎ ： 児童・保護者への不安に配慮し、現保育士と移管先保育士の協働保育で、円滑な引き継ぎ実施

（期間は3ヶ月程度）

保育内容の検証 ： 子育て推進委員が定期的に訪問し、園児の様子・保育内容の調査、三者懇談会（保護者・市・移管先法人）

を開催し、アンケート調査も実施する。※保護者から高い評価を得ている。

保育士の処遇 ： 定年退職も加味し、民営化保育園を推進している。民営化に伴う配置転換・職種変更の希望については、

その意向を尊重しながら進めている。

函館市アウトソーシング推進方針

所管 保育園の民営化は、事業費削減の効果と、短期的には保育時間延長などサービスの向上は期
待できるが、その監視を、保育経験者の職員がいる間は有効とあるが、長期的には査定基準を標準化
すべきと考える。 高浜市も同様に民営化を検討しており、その他複数の調査研究していきたい。
アウトソーシングの定義を民営化・ 外部委託など5項目明確化し、事務事業の特徴に合わせ、計画的

に移行していることが学べた。 刈谷市の仕組みについて有効性を調査していく。

アウトソーシングの各手法について



スポーツ合宿誘致制度について
研修目的 市内のスポーツ施設を、福祉施設の活用だけでなく、資源として有効活用し、地域経済の活性化

に資することを目的とした、条例を制定と推進する考え方を学ぶ。

スポーツ合宿誘致の意義 域外との交流人口の拡大を促すことで以下の波及効果を狙い推進。

①観光産業に結び付けた経済効果
②市民との交流による、地域のスポーツ振興
③世界アスリートを輩出することで合宿地としての知名度が上がり、相乗効果となる。

（例）ロンドン五輪バトミントン５位入賞 佐々木翔選手所属「トナミ運輸」が利用

北斗市の誘致環境の優位性
１）陸上施設の充実 ※夜間照明使用料金は無料

第４種陸上競技場整備。全天候型トラック完備。

２）日本陸連公認のハーフマラソンコースがある（２コース）

３）夏場でも、訓練しやすい環境

４）豊富な食材があり、次の練習の英気を養う環境

５）誘致推進条例により、利用団体への優遇処置を設定

5名以上が2泊3日以上の連泊で以下の優遇処置有り

・運動公園隣接の公共宿泊施設利用時

１泊540円/人（定員30名）

・市内民間宿泊施設利用時 ※大会宿泊を除く

述べ宿泊数×2千円/人支給（上限50万円）

宿泊施設数１６館、合計定員数６０２名

今後の課題
１）宿泊施設のキャパシティーが限界

２）１００名以上の宿泊施設がなく、大口に対応できない

３）通年でなく夏・春に集中

４）北海道新幹線が来年開通予定のため、函館市含めた近隣市町村

と連携し広域的な受入体制の構築が急務

４）市民が一体となるサポート体制（スポーツ＋観光）

・おもてなし研修の推進

スポーツ合宿誘致ＰＲ活動
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北海道エリアの合宿誘致の状況（右図参照）

所管 交流人口を増加させる施策は、メリットとして経済効果、市民の幅広い交流、広域連携によるイ
ンフラ改善、地域の人材育成と活性化、新たな雇用創出などが相乗効果として考えられる。その手法の
一つとしての誘致施策をこの研修で学ぶことができた。 北斗市は、来年度開通する北海道新幹線の
終点駅が開業に向け広域的な事業転換をしていく。 刈谷市は、2027年開通予定のリニア新幹線開通
があり、その変化点を交流人口増に向けどのような施策を検討していくかがカギとなると考える。これ
を機に刈谷市の地域特色を活かし、広域自立圏域としての施策を整理・検討し、提案していく。

北海道の合宿客の多いエリア

北海道内外から約10万人以上利用

A ： 陸上、ラグビー
B ： 陸上：ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ：ｽｷｰ
C ： ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
D ： サッカー
E ： スキー
F ： アイスホッケー
G ： アイスホッケー

8800人
16300人
6600人
4400人
5000人
2300人
6900人

データ：H21 市町村におけるスポーツ合宿実態調査：北海道教育委員会

北見市 網走市

施設
既存54施
設が点在

1か所集中
上質施設

特徴 幅広い種目 高ｻｰﾋﾞｽ

団体 幅広く受入 トップ限定

Ａ地区（オホーツクエリア）は女満

別空港から１時間で移動可能。 右

表2市を中心に広域圏で連携受け

入れし、20年以上かけて取り組み、

経済効果は13億円以上を創出。
※網走市 述べ宿泊人員14720人
Ｈ24年度 経済効果約5.4億

・ 担当部署を教育委員会から商工課へ変更し、より経済効果を生み出す誘致条件の向上を推進
・ 全国大会やスポーツの実績ある名門大学に出向き、ＰＲ活動を行っている。



テーマ：企業立地優遇制度・中小企業支援政策について

中小企業振興条例
目的：地域経済の活性化と雇用機会の拡大

条例の経緯: 昭和59年10月制定し、対象業種幅拡大を５回改訂

条例の特徴:

苫小牧市の特徴（産業振興について）

１）国際拠点港湾（特定重要港湾指定）は、北海道の外貿コンテナ

貨物の約７５％を占有。

２）千歳国際空港は、東京56便/日、名古屋28便/日を就航。

３）北海道の工業団地面積の50%占有。795社（平成25年度末）

自動車産業の集積推進。世界最大の石油備蓄基地保有。

2013年国内貿易取扱貨物量
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※水島港、大阪港は２０１２年のデータ（未発表の為）

２００１年から
１３年連続第１位

条例指定対象業種の変貌

S63.4
・試験研究施設 ・物流施設 ・ｿﾌﾄｳｪｱ施設

H15.3 ・再資源化施設 ・機械修理施設

S59.10製造業のみ

H２２.12 ・情報通信関連施設

H２4.6 ・再生エネルギー関連施設

４つのメニュー（苫小牧市の施策・要件を刈谷市と比較）

苫
小
牧
市

＜初期投資軽減＞
土地代１引き（市有地のみ）

＜事業場設置助成金＞
固定資産税相当額の２～３年分

＜雇用助成金＞
雇用者１人当たり３０万円

＜緑化助成金＞
緑化事業費の３０％相当額

２千㎡以上の取得、又固定
資産取得額が２千万円以
上の場合（土地除く）

対象面積２千㎡以上（増設時300
㎡以上）で、固定資産取得額が
２千万円以上の場合

新規雇用人数５人以上で、
固定資産取得額が２千万
円以上の場合

土地取得面積の１０％を
緑化した場合

刈
谷
市

固定資産取得額の5%の補助額
（土地を除く）上限3億円

投資額が5千万円以上
雇用１０人以上、対象業種設定無し

所管 苫小牧市は、刈谷市と同じような工業都市である。 土地の評価価格が９万円/坪、リスク分散、

物流効率の高さを背景に、工業立地誘致を推進してきた。 刈谷市との施策の相違点は、中小企業振興
条例を制定し、国・道・市の補助をワンストップで行政側から提案しているところである。 この2点を考える

と、苫小牧市の推進が刈谷市より上回っていると感じた。 刈谷市では、地価が苫小牧市と圧倒的に違
い、企業が事業拡大を進める上でのコストの壁は高い。 それを踏まえ、中小企業振興条例及びワンストッ
プを刈谷市でも進める事が出来ると考え、現状把握及び仕組みとして導入する検討をして行く。

※苫小牧市は相談窓口でのワンストップサービスを実施（パンフレット作成）。 刈谷市は金融機関通じ相談が比較的多い

利用実績と今後の課題

0

10

20

30

40

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

補
助
総
額

補
助
件
数

（億円） （件）

補助総額と補助件数の推移

2621 22 23 24 25
（年度）

東日本大震災の影響

成果 ①人口増加
②自動車関連産業の発達
③安定雇用環境維持
④道内で高い出生率（1.51）

今後
人口減少予想の為
更なる企業誘致を
取組む

今後の予定
「植物工場」を対象業種に追加検討（H2７年2月予定）

課題認識 ・ 商業・農業への対応 ・ PR不足
・ 他市との差別化（独自性）
・ 条例改正に時間が掛かる

・４つのメニューを設定（全て併用可能）

・企業規模限定無し。あくまでも対象業種（右図）

・新規雇用なしでも対象。既存企業の増設に配慮

・通算限度額を高く設定

・幅広い業種を対象に柔軟に条例改正で対応

研修目的 苫小牧市の課題（人口減）に対し、若者の流出防止と流入促進するために、中小企業振興条例を制定

し、新たな雇用創出を推進してきた。 その中で刈谷市と共通する課題の、企業立地優遇制度及び中小企業支援政策の

内容及び考え方を学ぶ。


