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赤諒会議員視察報告書 
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  議長 瓢 敏雄 様 

 

 

                          議員氏名  前田 尚志 

                            〃    田渕 和彦 

                            〃    榊   悠太 

                            〃    有田 光一 

                            〃    土遠 孝昌 

                            〃    汐江 史朗 

 

 

下記のとおり、行政視察に参加しましたので、報告します。 

 

記 

 

１．実 施 日   平成３０年１１月５日（月）～平成３０年１１月７日（水） 

           （３日間） 

 

 ２．調査市及び主な調査項目(詳細については別紙のとおり) 

（１）山形県酒田市 日本海総合病院 （平成３０年１１月５日（月）） 

 

・独立行政法人化への取組みについて 

経緯、職員の変化、効果、課題等 

 

 

（２）山形県酒田市   （平成３０年１１月６日（火）） 

 

・日本遺産北前船の取組み状況について 

・議会運営全般について   

 

 

   （３）新潟県新発田市  （平成３０年１１月７日（水）） 

 

・スポーツツーリズムの取組み状況について 

・議会運営全般について  

 

 

 

 



 
視察地：日本海総合病院（山形県酒田市） 

平成３０年１１月５日（月） １４：００～１６：００ 

 

【目 的】 

 

黒字経営の市立病院と赤字経営の県立病院を統合・再編し、地方独立行政法人（非公務員

型）として生まれ変わり、黒字経営を続けている日本海総合病院の法人化への取組みに

ついて勉強したく、視察を行った。 

 

【説明・内容】 

 

Ⅰ．地方独立行政法人化（非公務員）について 

 

１．地方独立行政法人化に至った統合・再編の経緯 

１）統合・再編までの病院の状況 

統合前の平成１７年度は、酒田市内に病床数が４００床から５００床の同規模病院の

市立酒田病院と県立日本海病院が直線で２キロメートルの所にあり、競合する形で存

在していた。 

酒田市立酒田病院は、経営的には黒字であったが、施設の老朽化が進み早急な建て替え

が必要な時期であり、一方の山形県立日本海病院は、平成５年の開院以来赤字経営が続

いていた。 

市立酒田病院と県立日本海病院は、診療科、診療機能が重複し、医師の偏在化で一人科

医の診療科があり、医師不足、医師の負担が深刻な問題となっていた。 

 

２）地域の抱える問題 

山形県には４つの二次医療圏がある。 

その医療圏の一つである広大な北庄内地域に、市立酒田病院と県立日本海病院が存在

し、この地域の課題として三次救急医療機能（救命救急センター）がない。 

また、一般病床数が過剰（１００床）であり、療養病床が少ないなど多くの課題を抱え

ていた。 

そのような背景から、競合解消による経営の改善と安定、そして地域医療の充実という

ことで、２病院の統合案が持ち上がった。 

 

３）統合再編までの経緯 

平成１７年に、市立酒田病院が老朽化に対応するために病院改築第２マスタープラン

を策定し、総務省に改築にあたり相談に行く。 

総務省から、有識者の意見を聞いてはどうかとアドバイスを受け、病院改築外部委員会

を設置し、県立日本海病院と統合再編して、一般型の地方独立法人にするという方向が

下された。 

 

平成１８年に、山形県でも県立病院事業外部監査において、市立酒田病院と統合再編す

べきとの結論に至った。 

これを受け、山形県知事と酒田市長が再編統合に合意し、県と市で病院統合再編協議会

が設置された。 

統合に関する基本構想策定後、経営形態のあり方に関する有識者委員会が設けられた。 

経営形態は、一般地方独立行政法人が望ましいと判断され、地方独立行政法人化が決定



 
した。 

平成２０年４月に、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構を設立し、日本海総合 

病院と日本海総合病院酒田医療センター（現、日本海酒田リハビリテーション病院） 

の開設に至った。 

 

２．統合・再編の基本構想 

統合・再編の基本構想は、経営の競合から機能のすみ分けによる、北庄内地域に必要な

医療体系を整備すること。 

・日本海総合病院は、救命救急機能を持った中核病院とする。  

・日本海総合病院酒田医療センターは、療養期と回復期を担う病院とする。 

・地方独立行政法化への移行期間は３年とする（平成１７年から平成２０年）。 

・将来の人口減少を見据え、病床数は全体で１６８床減少する。 

 

３．統合・再編後の取組み 

１）医師の確保について 

①山形大学医学部との医学生教育の連携の強化。大学と人事交流の円滑化を図る。 

②研修医の積極的な受け入れ 

  ・初期研修終了後も、後期研修医として定着しやすいしくみ。 

  ・レジデントハウスの建設。（平成２５年７月、３０室） 

③医師の働きやすい環境づくり 

  ・統合による各診療科の医師の増員と、休暇が取りやすい環境づくり、研修医に対し

十分な指導ができる体制つくり。 

  ・医師の短時間正職員制度（平成２５年４月導入）や、院内保育所の２４時間対応等

で、勤務しやすい環境をつくる。 

  ・基本給は公設病院の水準だが、地域医療への応援を積極的に進め、医師の収入増に

つなげる。 

④症例数や手術件数が多く医療機器を充実させる病院をつくる。 

＊①から④は、法人移行後実現できた。 

 

４．医療の充実 

・日本海総合病院は医師１５１名中、外科医が４３名となり手術件数が大幅に増加し

た。 

・高額な医療機器の計画的な整備に取り組むことが可能となる。 

・優れたスタッフの確保と専門性が向上した。 

    各認定看護師の養成、看護師等採用試験年５回実施、看護補助者等随時採用 

・地域医療連携の推進と救急医療の充実。 

    退院調整等・・・医療福祉相談室（６名）、医療連携室（８名） 

    平日夜間救急外来担当医師：酒田地区医師会との連携（開業医が交代で担当） 

 

５．職場環境の整備 

１）来院者へのサービスと職員の就労環境の充実 

  ・ベーカリー・コーヒショップ、コンビニエンスストア、美容室、病児・病後児保育

所の設置、院内保育所の２４時間対応、職員駐車場の拡大など。 

２）地域交流事業及び職員交流事業の充実 

３）職員共済組合 

  ・市町村職員共済組合加入継続、地方公務員災害補償基金適用 



 
４）その他 

 

６．職員の調整 

１）独法への職員の承継は、３年間の移行期間を設け、法人移籍か県復帰か選択 

県立日本海病院の職員は、他に４つの県立病院があり、庄内地区以外の職員も多数在籍 

したため、復帰先の確保は職員が希望すれば可能であった。 

また、市立酒田病院の職員は法人移籍となった。 

２）職員組合との調整は、統合に伴う身分及び現業業務の直営廃止による、希望職員の採

用や賃金及び労働条件に関する調整を行った 

   賃金は、国立病院機構の給料表に対し大きな差がなく職員組合からの不満はなかっ

た。 

ただし手当、調整数及び昇給・昇格等では県と市で違いがあり調整に苦労した。 

３）就業規則、給与規程等諸規程の調整について 

現状を確保することを組合と協議した。 

また、国立病院機構、県、市からの派遣職員はそれぞれの派遣元の基準で行うとし 

た。 

 

７．経営改善の主な取組み 

１）再編により円滑、柔軟な人員配置を行い、看護師を日本海総合病院に集約し、７対１

看護配置基準を取得し、入院単価を増やす。 

２）ＤＰＣ（診療群分類包括評価）導入と徹底的な医業収益の分析（出来高払いとの比較） 

３）医療機能の再編により、一般病床は減少したが医師は増員する。 

４）手術、検査件数の増加による診療単価増を図る。 

５）診療報酬加算基準の届出チェック等の体制整備を行った。 

 

８．地方独立行政法人化で何が変わったか 

１）決定、実行のスピードが早くなった。 

２）人事採用の自由度。 

３）長期的視野に立った経営、財務の運営など。 

４）病院の経営状況を、職員に周知するなど情報の共有化の推進。 

５）業務改善委員会の開催 

職種間の垣根をとり様々な改善方策を検討し実行する。 

   ・在庫管理、業務委託の徹底見直し。 

   ・職種間のあいまいさを解消し、本来の職種業務に専念。 

６）臨時職員の積極的活用 

   医事クラーク、看護補助者の採用を拡大。（正規職員の時間外手当が減少した） 

 

９．経営状況 

１）統合・再編前の県立日本海病院と市立酒田病院について 

平成１７年度の事業実績では、県立日本海病院は、外来単価（１人／日の診療収入）は、

８，３２８円。 入院単価は３万６，２５５円で、年間の純損益が１億７，０３０万６

千円。累積欠損金が１０６億７，８０５万３千円で、医業収支比率が９１．４％と医業

収支比率では現在の赤穂市民病院と似た状態でした。 

一方の市立酒田病院は、外来単価（１人／日の診療収入）は、７，３９３円。入院単価

は３万６，０４７円で、年間の純利益が２億１，１８５万５千円。累積欠損金が０千円

で、医業収支比率が１０２．３％と公的病院としては業績が良い状態でした。 



 
２）統合・再編にあたり特に議論になった点 

①医療機能の分担 

・県立日本海病院を急性期中核病院へ市立酒田病院を回復期型療養病院へ 

②財務調整、運営費負担金の考え方について 

・不良債務の解消が必須であり県が出資債を導入。 

・累積欠損金の解消には、引継ぎ資本の再計算によって解消。 

・運営費負担金の負担割合は、統合前の病床数割合で１期目（平成２０年度から平成２

３年度の４年間）は県対市が５７対４３とした。 

③職員調整 

・医師と市民病院全員を法人職とし県職と市の事務職を派遣職員とした。（復帰場所の 

ある職員については派遣とした） 

・職員に対しては毎年同意書を提出させて確認。 

・統合、再編にあたり職員のモチベーションの高揚、意識変革が議論となる。 

・県職員は３年目に法人移行の意思確認を行う。 

 （平成２０年４月に法人化し、平成２２年６月には４０９名中２６６名（約７０％）

が法人職員へ移行希望した） 

④法人服務規程、給与規程等の調節 

  ・法人職員給与は国立病院機構に準じる。県、市派遣職員は派遣元とする。 

⑤共済組合の調整は、職員引継型一般地方独立行政法人とする 

  ・山形県市町村職員共済へ引継ぐ。 

  ・退職金は払わず経験年数を引継ぐ。 

 

１０．経営改善に当たり特に目標としたこと 

１）財政の安定化 

①総務省公立病院の再編等に係る財政支援措置の導入 

  ・交付税の５年間現額維持など。 

②累積欠損金、不良債務の解消 

③営業収支比率（医業収支比率）９５％超、経常収支比率１００％超 

④当期純利益計上（目標、４年間で４億８００万円） 

目標に対する実績は以下のとおりです。 

Ｈ２０年 １億２，２００万円  Ｈ２１年 ２億５，５００万円 

Ｈ２２年 １億９，１００万円  Ｈ２３年 ３億１，１００万円 

⑤ロスコストの徹底見直しと収益アップ、施設基準の見直し 

⑥創造性を持った経営権 理事長のリーダーシップ 

⑦弾力性、スピード感のある健全経営の持続 毎週運営委員会 

⑧財務情報、諸会議内容の公表 情報の共有 

 

１１．統合・再編による経営の効率化 

経営の効率化として、統合前の市立酒田病院と県立日本海病院合わせて病床数９２８

床から段階的に、急性期と療養期ともに病床数を減らし７６０床（日本海総合病院６４

６床、酒田リハビリテーション病院１１４床）へと移行した。 

統合後、機能分化により法人全体としての患者数は減少したが、紹介率・逆紹介率の向

上により、日本海総合病院の平均在院日数を低下させ効率的な病床運用に努め、病床回

転率を向上さすことができた。 

また、医師の集約が進み新たな急性期患者の受け入れが増加し、手術件数が増加し、患

者１人当たりの入院単価の増へと繋がった。 



 
１２．延べ入院患者数・延べ外来患者数の推移 

延べ入院患者数は、再編前の平成１９年度と平成２９年度を比べると３４，６６２人の

減少となったが、実入院患者数は１，７８０人の増加となった。 

統合後の年間延べ入院患者数は、約２２万３，０００人で変化なく維持されている。 

また延べ外来患者数は、統合により他病院・診療所との機能分担が促進されたことで、

平成１９年度に対し平成２９年度は、６７，８６１人の減となったが、その後は３４万

人前後で推移している。 

 

１３．日本海総合病院の紹介率・逆紹介率と在院日数の変化 

外来患者は、法人系列の診療所に逆紹介し、総合病院は急性期病院へと実質転換してき

た。 

平成２９年度の紹介率は６５．５％、逆紹介率は１００．５％となっている。 

また、在院日数については、急性期（日本海総合病院）と療養期（酒田リハビリテーシ

ョン病院）の機能分化により急性期の日数は低下し、療養期は上昇している。 

急性期（日本海総合病院） 

：在院日数 平成１９年度１７．３日→平成２９年度１１．２日 

療養期（酒田リハビリテーション病院） 

：在院日数 平成１９年度１５．５日→平成２９年度６２．０日 

 

１４．医師数及び手術件数の推移 

医師数は、統合の前後で病床数は減少したが、機能分担が進み外科など医療技術が集約

化することで、統合時１０３名だった医師数が現在は１５７名（Ｈ３０年４月時）と増

えている。 

また、手術数は、急性期病院への医師の集約化により、手術件数の増加に対応できるよ

うになり、統合前の平成１９年度の５，２２７件に比べ、平成２９年度は６，３０４件

と１，０７７件増加した。 

 

１５．患者一人当たりの入院・外来単価 

入院単価は、統合前の平成１９年度の患者一人当たりの入院単価が、県立日本海病院が

３万９，３７３円から、平成２０年の統合後は４万４，４１６円。 

機能分担後の平成２３年度は、５万５，０５２円、平成２９年度は６万８，１１３円と

なった。 

一方の、市立酒田病院は、統合前の３万６、５６１円から、統合後の平成２０年度は３

万８，６４４円。機能分担後は、平成２３年度の１万６，０８１円から平成２９年度は

２万７，８８７円となった。 

 

機能分担することで、日本海総合病院の入院単価の向上に繋げ、酒田リハビリテーショ

ン病院も機能分担直後より入院単価も向上している。 

外来単価は、統合前の県立日本海病院が８，９５７円、市立酒田病院が７，７２０円。

統合後の、平成２９年度の日本海総合病院は１万５，２７６円となった。 

 

１６．病院経営の改善 

営業収益（入院・外来収益）は、平成１９年度の県立日本海病院と市立酒田病院の合算

と、平成２９年度の日本海総合病院と酒田リハビリテーション病院の合算で比較する

と、平成１９年度の営業収益が１４１億７，１００万円から、平成２９年度が２０２億

９，０００万と６１億１９００万円の増加となった。 



 
営業費用（給与費、材料費、経費、減価償却費）は、平成１９年度の１５３億４，９０

０万円から、平成２９年度は１９４億２，１００万円と、４０億７，２００万円の増加

となったが、営業収益に占める給与費は６０．０％から４２．６％と大きく改善してい

る。 

また、減価償却費が平成１９年度の６億２，７００万円から、平成２９年度は１３億９，

９００円と増えていることから、日本海総合病院が地域の中核病院として、先進医療に

力を入れていることも経営改善の効果に表れている。 

その結果、日本海総合病院は統合後の平成２０年から平成２９年までの１０年間で１

０期連続の黒字経営となっている。 

 

１７．現在の経営状況 

平成２０年の統合・再編、法人設立以降１０期連続の黒字となっている。 

これは統合によるスケールメリットもあるが、それに加え２病院の機能分担による経

営の効率化が大きいと考える。 

また、地区医師会の理解と協力もあり、北庄内全体で役割分担をすることができた。こ

れらのことが黒字経営を維持している要因ではないかと考える。 

 

１８．その他 

１）庄内二次医療圏の状況について 

統合後、庄内地域の急性期医療は、日本海総合病院（６４６床）と鶴岡市立荘内病院（５

２０床）の二つの基幹病院に集約されている。 

また、病院の市場規模は、５００億円といわれているが、二つの病院の距離は２０キロ

メートル以上離れ、経営面での競合がない。 

   二次基幹病院： ２病院  経常収益：２８０億円 

   二次医療機関：１０病院  経常収益：１９０億円 

   精神病院  ： ４病院  経常収益： ３０億円 

 

２）経営形態の選択について 

一般型地方独立行政法人（非公務員型）へ 

  選択の視点 

  ・迅速な病院運営への対応ができる。 

  ・効率的で柔軟な病院運営システムができる。 

  ・医療資源の集約化と連携の強化ができる。 

  ・迅速で自律的な職場環境の改善ができる。 

  ・多様な患者サービス提供への対応ができる。 

 

３）雇用の拡大 

統合により一時的に職員数は減少したが、病院機能が拡大されることで、統合前と比較

すると多くの雇用を創出している。 

（平成１９年の１，３７０人から平成２０年が１，３３３人と減少し、平成３０年が１，

８７０人） 

 

【主なＱ＆Ａ】 

 

Ｑ 統合・再編後の職員への対応として、市民病院の職員は全員、一般型地方独立行政法

人（以下、法人という。）に移行ということであるが、県立病院の職員に対し法人に 



 
残るか、県職に戻るかの選択が問題となる。 

法人の日本海総合病院で働きながら、移行希望者に対する選択期間を３年間の猶予を

設けている。 

その移行先である県立病院が、山形県には４カ所あるが、移行先の県立病院にも職員

定数があると思うが、どのような形で移行して行ったのか。 

Ａ 移行に関しては、看護師とか人数の多い職種が問題になった。 

一度に希望者全てを移行すると、法人は人手不足、県立病院は受け入れのキャパがな

かった。 

それで毎年３０人から４０人を順次移行する形をとった。 

県立病院は、毎年５０人から６０人の看護師を採用している。その枠を減らすことで

移行が可能になった。 

他の職種も３年の移行期間であったが、県の協力で３年から５年の間で移行できるよ

うにし、その間の採用を抑制して県立病院への移行ができた。 

県が、移行期間中は県から法人に対する派遣職員という形で協力してくれたことで移

行がうまくできた。 

Ｑ 法人を選ぶか県立病院に帰るか、どの位の人が法人を選んだのか。 

Ａ 最初は９０％が（身分が不安ということで）県立病院に戻ると言われた。 

  そうすると３年間の間に看護師は不足になってしまう。 

それで移行時に１回目の調査をしたときは、７０％の看護師が各県立病院移行したい

という意思表示をした。 

移行調査は毎年したが、最終的には７０％の看護師が法人に残った。 

看護師の補充に対する新規採用に関しても順調に行われた。 

したがって、移行に関する問題はなかった。 

Ｑ 移行期間中の県からの派遣職員となった元県立病院の職員に対する給与はどの様に支

払ったのか。 

Ａ 法人が、県の給与体系に応じて支払った。 

Ｑ ベッド数が統合前の９２８床から、統合後７６０床になり、入院単価、ベッド稼働率

も上がり、経営も黒字に転換しているが、病床数の決定はどのような判断で決定した

のか。 

Ａ 病床数は総務省の地域医療圏の統計（指数）を参考に決めた。 

Ｑ 病院経営には医師の確保は必要であるが、貴病院は常勤医師、研修医も充分に確保さ

れているように感じられるが、どのような策を講じているのか。 

Ａ 山形大学との連携は常時取っている。また、病院に魅力がなければ医師は来ないと思

う。 

Ｑ 国立山形大学と常に連携・交流をしているのですか。 

Ａ 法人への医師派遣は、７０％から８０％が山形大学からの派遣。 

また、山形大学の学生の病院実習があり、常に各担当の診療科と情報交換等はしてい

る。 

Ｑ 山形大学に対し、医学生に県内の病院で就職するようお願することはあるのか。 

Ａ ない。病院の魅力がなくなれば若い医師は集まらない。 

医師が集まらないのは病院が悪いからだ。 

Ｑ 法人への移行について伺うが、市立酒田病院の市職の事務職の方も法人に移行された

のか。 

Ａ 全員移行している。再編する前に何回か説明会を開いた。 

Ｑ 組合の対応は。 

Ａ 組合は理解してくれた。 



 
Ｑ 法人に移行すると公務員の資格が外れる。民間になるということか。 

Ａ そのとおり。しかし、社会保険は公務員と同じ。この制度はいいとこ取りである。職

員共済組合も継続している。 

  市民病院の職員には、移行に関して他に選択肢がないといった。 

  （今の経営状況から）他に何かあるなら教えてほしいと尋ねた。 

Ｑ 平成１９年に有識者委員会では、一般地方行政法人が望ましいということだったが、

望ましいと結論を出された理由はあるのか。いろんな選択があったと思うが。 

Ａ 有識者委員会にお願いしたが、結局は理事長が決めた。それより方法がないと判断し

た。 

県でも市でもない組織が必要と思った。 

Ｑ 法人化により経営に関して自由度が増したか。 

Ａ 増した。設置者が関わることがないので。 

Ｑ 給与体系も法人で決めるのか。 

Ａ 基本となる給与体系は国立病院機構に準じる。期末手当とか厚生制度等は法人で決め

る。 

Ｑ 職員もやる気になるのか。 

Ａ うまくいけばなる。やり方次第。 

しかし、今の独立行政法人は全体として経営状態は落ちている。 

Ｑ 接遇の問題についてはどのような教育・指導をしているのか。 

Ａ 接遇に関しては統合・再編後とりたててよくなったとは思わない。 

  特別な指導等はしていない。 

この地域では急性期病院の競合病院がなく接遇が経営に対する大きな問題になってい

ない。 

ただ、放置しておくといつかしっぺ返しがくる。 

競合して消耗戦に勝つためには、接遇を含めた戦略・戦術をしっかりマネージメント

しないといけない。 

  日本海総合病院は、他に比べると経営がよい方だから、今は接遇を含め問題がない。 

Ｑ 経営改善には何が必要か。 

Ａ 引き締めとか、接遇とかは、本質的な問題ではない。 

  スタッフに急性期の現場を担っているという自信と誇りを持たすこと、それと接遇と

をどのようにミックスさせていくか。その前提としてある業務量・業務構想がしっか

りすること。 

Ｑ 経営形態が変わって、経営方針も違ってくると思うが職員の自覚も変わったのか。 

Ａ わからない。 

  法人化により、経営がよくなり予算措置とかが早く出来るので変わってきた。 

Ｑ 議員も赤穂市民病院の経営改善に向け、改善に努力されている病院を訪問し勉強させ

て頂いている。その中で病院長等のリーダーの影響を感じるが。 

Ａ リーダーに必要なのは、誰にまかせればうまくいくか分かることである。 

Ｑ 午後の診察はしているか。 

Ａ 診察に関しては赤穂市民病院と同じ。 

Ｑ 患者さんの送迎は 

Ａ 送迎は、個別の送迎はしていない。ただし、日本海総合病院と日本海酒田リハビリ病

院と各診療所の間は送迎バスを動かしている。 

Ｑ 法人は、送迎等で民間の病院の利益を圧迫してはいけないのか。 

Ａ それはない。 

Ｑ 今後の日本海総合病院の課題はあるか。 



 
Ａ この地域の少子高齢化と人口減少が一番大きな課題。 

  それに対応するためにどうするかを検討している。 

  病床稼働率も８０％弱位になっている。稼働状態が下がってきた場合の対応を真剣に

考えて行かないといけない。 

 

【所 感】 

 

〇理事長の強いリーダーシップのもと、２つの病院の統合・再編をやり遂げられ、独立行

政法人化以来、黒字経営を続けられている。 

職員の身分は現状の身分を確保され、医師や看護師は統合による増員により余裕のある

人員配置となり、さらに医師や看護師が集まるという環境になっている。 

独立行政法人化したことにより、決定、実行のスピードが図れることや長期的視野にた

った経営、財務の運営ができるなどの説明を受けた。 

現状のままで赤穂市民病院を独立行政法人化することは難しいが、病院経営の改善を図

るためには、強いリーダーシップを発揮できる人材とそれに協力・支援する環境の醸成

が必要と感じた。 

 

〇統合・再編後の日本海総合病院は、午後の一般診察は無く、患者さんの無料送迎なども

行っていない中で病床稼働率が９０％を超え、安定した経営をしている。近くに競合す

る病院が無いことが現在の赤穂市との違いを感じた。また病院理事長の事業経営に対す

る強いリーダーシップも感じた。 

 

〇病院経営については、医療を熟知した、意思決定のできるトップリーダーが求められる

のではないかと感じた。 

 

〇法人化が経営改善につながった要因の一つではあるが、独立行政法人化以外にも経営改

善につながる大きな要因がいくつかあったように思う。 

一つはトップに立つ人間の熱意と資質。二つ目は同じ地域にある二つの大病院が合併し

たことによる無駄の解消（役割の重複する部分があった）と競合がなくなったことであ

る。 

赤穂市の現状と照らし合わせると、状況が異なる部分も多くあるため、それらを踏まえ

ながら参考にしていきたい。 

 

〇理事長の法人運営に対する意気込みを強く感じた。またリーダーに必要なのは、“誰に

まかせればうまくいくか分かること”と言われたのが印象に残った。また、法人化して

もうまくいかない病院も増えていると言われた。診療報酬の改定による経営の不安定要

素と医療圏域の人口問題、同規模病院との競合、国の方針がベッド数を減少することを

考えるとその通りだと思う。 

日本海総合病院が、統合・再編で経営改善ができたのは、二つの公立病院の統合による

機能分担（急性期と療養期）と競合の解消による地域医療の安定にある。 

赤穂市は、急性期基幹病院が官民二つある。官が独立地方行政法人となり民と統合した

とき、地域医療の安定が維持できるか考えると不安要素がある。 

また、市民病院を法人化しても現状と変わらない。リーダーの強い意思決定が求められ

る。 

 

 



 
【説明者】 

 

地方独立法人山形県・酒田市病院機構 

理事長                   栗谷義樹 氏 

日本海総合病院院長             島貫隆夫 氏 

地方独立法人山形県・酒田市病院機構 

法人管理部長                五十嵐誠一 氏  

日本海ヘルスケアネット推進室長        菅原 司 氏 

日本海総合病院経営企画課長          渡部 実 氏 

（兼 日本海ヘルスケアネット推進室課長）  

日本海総合病院経営企画課長補佐        榊原伸能 氏 

日本海総合病院経営企画課会計係長       矢野 剛 氏 

日本海総合病院経営企画課主事         伊藤俊明 氏 

（兼 日本海ヘルスケアネット推進室主事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
視察市：山形県酒田市  

平成３０年１１月６日（火） ９：００～１１：３０ 

 

【目 的】 

 

北前船の寄港地として日本遺産に認定された酒田市における北前船を核としたまちづく

りなどについて、その取組み状況を勉強したく視察を行った。 

 

【説明・内容】 

 

Ⅰ．日本遺産北前船の取組み状況について ～経緯、ＰＲ等～ 

 

１．北前船を中心とした酒田市の観光客誘致の現状 

９月２９日のＮＨＫブラタモリの放送で反響があり、酒田市最古の木造建築物であり

県指定文化財の本間家旧本邸には昨年の倍以上の観光客が来た。 

その中で、北前船が米を運んで帰りに、船のバランスを取るために運び込まれた色鮮や

かな、青や赤の石がある。その石を本邸に配置している。 

それをブラタモリで紹介した為に、見に来る人が増えた。 

本当は、本間美術館に配置している石の方が本邸より綺麗だが、テレビの影響で思いも

しないような場所に関心を持って頂くようになった。 

 

このブラタモリ誘致・放送までに、２年かかった。 

酒田市が、ＮＨＫ山形支局に鳥海山・飛島ジオパークが“地形・地質”、日本遺産が“歴

史・文化”、そこに人の暮らし、営みを重ねることで５案の放映ルートを自分たちでつ

くり、酒田市に来てほしいと何度もデモテープを送り続けた。 

酒田市にＮＨＫの調査隊は入っていると情報が入ると、さらに資料を編集しなおし送

ると、ＮＨＫから連絡がきた。 

話しはとんとん拍子で進み、テレビ放送にこぎつけた。 

（酒田市の担当者は、東京のＮＨＫ放送担当者と何度も会いテレビを利用した知名度

アップと観光客誘致に対する努力している。） 

 

１）酒田市の現状 

人口減少が進み、現在の人口１０万３，０００人から１０年後には７万人を切ることが

予想されている。市として人口減少にそなえた様々な対策を行っている。 

その一つが観光客の誘致に、市が人材を活用し力を入れている。また市の持つ地形・地

質（ジオパーク）、日本遺産である文化歴史を活用し市独自の取組みもしている。 

日本遺産だけでは活動が狭まるので、酒田市の観光課を中心にジオパーク、日本遺産と

クルーズ船が酒田市に集まるようになり、新しい活動「おもてなし市民会議」を設置し、

新たな取り組みをしている。 

また、酒田市には２，０００室の宿泊施設しかない為、夜間計画を含めた観光誘致にも 

限界がある。観光客の減少もあり、多くの課題があるのが現状である。 

 

２．酒田市の中長期観光戦略 

酒田市は、観光客の周遊場所に乏しく知名度も低い。 

知名度を高め観光客を誘致するために、キャッチフレーズ「広めよう酒田自慢 増やそ

う酒田ファン」をつくり、酒田市の持つ歴史と伝統、酒田自慢の酒田ラーメン・日本酒・



 
酒田ワインや海と山という自然環境を活かし、日本遺産である「北前船寄港地・船主集

落」と自然の地形地質を活かした、鳥海山・飛島ジオパークという２つを土台とし、①

歴史と文化、②交易と豪商、③食と文化、④自然環境の４つの柱を中心に観光に活かす。 

・日本ジオパーク活動を、他市との交流事業を進め酒田をアピールして行く。 

・ＮＨＫブラタモリ効果から、観光戦略としてメディアに積極的なアプローチを行う。 

 

３．日本遺産「北前船寄港地・船主集落」 

北前船は、１６７２年に河村瑞賢が江戸の食糧難を救うために、コメを江戸に運んだの

が始まり。 

北前船は、寄港地ごとに商いをする「のこぎり商い」を行い、寄港地を含め栄えていっ

た。北前船寄港地・船主集落は、都会と異なる異空間に入ったような趣がある。 

・酒田市は、平成２９年４月２８日に日本遺産に認定された。 

・認定申請には、酒田市が申請部会をつくり取りまとめをしている。 

多くの自治体が参加し、現在３８自治体が参加している。 

・北前船寄港地は、日本各地に約３００を超えると言われ、「北前船寄港地・船主集落」

参加には、北前船の寄港だけでなく北前船の活動の痕跡が必要で、参加希望する“ま

ち”の見どころや、素材を示すことが条件となる。 

 

４．北前船がもたらしたもの 

北前船がもたらしたものは人、物、文化といわれている。 

今は、北前船を通して新たな繋がりができ、組織体としては、北前船日本遺産推進協議

会が３８の自治体で構成されている。 

また、一般社団法人北前船交流推進機構という各自治体の連携支援をするための組織

がある。 

酒田市は、昨年度、酒田市独自の北前船推進協議会を立ち上げた。 

市の商工会議所、観光物産協会、本間家、ＪＲ酒田駅などが加入し、市あげて北前船を

活用することが目的。 

酒田市は、このように独自の協議会を立ち上げ新たな取り組みが始まっている。市の予

算で運営しているが、役所の職員は取り組みを、民間の皆さんの前で報告ができモチベ

ーションが上がっている。 

役所も動くが、役所の背を押してくれる組織があることは大きな意義がある。 

 

５．これからの展開・取組み 

１）ターゲットの設定 

日本遺産である「北前船寄港地・船主集落」と自然の地形地質を活かした鳥海山・飛島

ジオパークという２つを土台とし、誰をターゲットに取組むかが見えないと、動きも方

向性も合致しないので、観光客誘致に向けたターゲットの設定を行った。 

・ターゲットは２０代から４０代の女性 

・セカンドターゲットは中高年夫婦、ゲーム・アニメマニアの男性、外国人 

２）メディアの利用 

“北前船”という言葉はほとんど知られていない。これからも一般的に知られる言葉に

なるとは考えられない。 

また、河村瑞賢も北前船の“西回り航路”や“江戸時代の公共事業”に力を尽くしたが、

歴史的は評価が低い。 

そこで、知名度を上げるために、ＮＨＫに対し、歴史ヒストリー等の番組に取り上げる

ようにお願いしている。 



 
６．平成３０年度の全体事業 

全体事業は日本遺産とジオパークに集束される。また国内外から多くの観光客が来る。

何を求めて来るのか調べてマーケティングする。 

日本遺産を歴史・文化を含め重要な観光事業と捉え進めている。 

・ホームページに新たに追加登録された自治体の情報を追加する。 

・英語版のホームページの作成。 

・北前船寄港地・船主集落は広範囲にあり、北前船に対する統一した考えが必要。全国

の各地域のガイド・学芸員が同じ考えで活動できるようにセミナー等を開催する。 

・山形県内の大学で日本遺産を教育の中に取り入れる。 

・観光周遊ルートを設定する。 

ＪＴＢに委託して観光周遊ルートを設定している。 

（市の事業とは別に全体事業として） 

中学生の授業で日本遺産やジオパークに触れる機会を設ける。 

 

Ⅱ．議会運営全般について   

酒田市議会関係資料を受領 

 

 

【Ｑ＆Ａ】 

 

Ｑ 酒田市は独自の北前船推進協議会を立ち上げたが、観光予算の中で北前船に対しどの

位の年間予算を組んでいるのか。 

Ａ 予算は３００万円。 

  ミュージカル「北前ざんぶりこ」に２５０万円使った。 

Ｑ 補助金はないのか。 

Ａ 今はない。 

市の単独事業であり補助金はない。 

Ｑ 日本遺産北前船推進協議会は３８の自治体で構成されている。 

  加入自治体による北前船サミットのようなものはあるのか。 

Ａ 北前船寄港地フォーラムを一般社団法人北前船交流推進機構が行っている。 

全国で、年４回開催している。３８の自治体と協力企業が集まり、北前船を活用したテ

ーマを決めて講演会をしている。 

Ｑ 全国１５道県の３８市が、北前船日本遺産推進協議会に加入しているが堺市が入って

いない。 

北前船の西回り航路は、北海道から大阪迄であるが、数多くある寄港地の中でも、「東

の酒田」「西の堺」といわれているが、堺市が加入していないのは何故か。 

Ａ 連絡を取り呼びかけているが未だ入っていない。今後も加入について努力したいと考

えている。 

Ｑ Ｖｏ．１日本遺産通信、２０１８年３月発行の日本遺産の北前船の操業形態に、瀬戸

内での買入物に陶器、ガラス、砂糖、和紙、素麺とあるが、“塩”も重要な商品と思う

が入っていない（紹介されていない）。少し残念な気がする。 

Ａ 話を伺うまで“塩”は頭になかった。 

 北前船寄港地・船主集落の全体事業の中で、いろんな思いや歴史が各地域で異なる。情

報を共有するために、ガイド・学芸員などを育成することで質問の対応に繋げたい。 

Ｑ ＮＨＫに行かれていると言われたが、マスコミへのアプローチは市をあげてしている

のか。 



 
Ａ していない。 

Ｑ ＮＨＫと人脈があるのか。 

Ａ ない。 

ないとなかなかＮＨＫに行けないが、今回、ＮＨＫのブラタモリで知り合った担当ディ

レクターの方はいる。 

Ｑ 日本遺産である「北前船寄港地・船主集落」と自然の地形地質を活かした鳥海山・飛

島ジオパークを活かした観光客誘致に向け、ターゲットを２０代から４０代の女性と

設定したと言われたがその経緯は。 

Ａ コンサルと検討した。 

Ｑ 北前船を題材にして若い女性を観光客として呼び込む。意外な感じがしたが。 

Ａ そういう視点が、功を奏するということもある。 

   

 

 

【所 感】 

 

〇日本遺産の北前船だけでなく、鳥海山・飛島ジオパークとセットで事業を展開されてい

た。 

ターゲットは２０から４０代の女性をメインターゲットとし、セカンドターゲットとし

て、既存の中高年グループや夫婦、また、ゲームやアニメ好きの男性や外国人とかなり

絞り込んでいた。 

全国を５ブロックに分け、協力関係は維持して取組は共有するが、差別化を図って、個

別の知恵比べをして北前船の認知度を高めていくとの説明を受けた。 

本市は本年度追加認定を受けたが、坂越浦や周辺の歴史のさらなる掘り下げ、活用を図

り、他地域との差別化を推進していく必要がある。 

 

〇北前船日本遺産推進協議会（１５道県・３８市町）の連携活動以外に酒田市独自に酒田

市北前船推進協議会を立ち上げて様々な事業活動をして地域の活性化に努めていた。 

〇酒田市の呼びかけにより、３８の自治体が「北前船の日本遺産」に認定され、文化庁の

補助金を受け、フォーラム等を開催して活動を展開しているが、堺市の参加していない

北前船寄港地の日本遺産は、魅力に欠ける「感」は否めない。 

今後の発展的な取組みに期待したい。 

 

〇北前船に本来興味がありそうな高い年齢層の方をターゲットにせず、若い女性をメイン

ターゲットと考えていることから、既に興味を持っている年齢層にアプローチして行く

のではなく、新たに興味を持ってもらいたい年齢層にアプローチして行くことで永く日

本遺産北前船を観光資源として活用して行きたいという気持ちが感じられた。 

赤穂市においても忠臣蔵は年齢層の高い人しか興味を持っておらず、若い人は興味がな

いどころか認知すらしていない、と年齢層を絞ってしまい、既に興味を持っている年齢

層ばかりにアプローチして行くだけでなく、新たな年齢層に興味を持っていただくには

どうするか考えて行かないといけないと感じた。 

そうしなければ、将来忠臣蔵は赤穂の中の人だけが知っている観光資源になってしまう

かもしれない。 

 

〇酒田市は、観光客の周遊場所に乏しく知名度も低いと説明を受けた。 



 
観光戦略として、日本遺産北前船と鳥海山・飛島ジオパークを土台に、メディアに積極

的なアプローチを行い知名度アップと、集客を目的とした周遊回路の開発に力を入れて

いる。また、北前船日本遺産推進協議会にしても、知名度と集客のために計算されたも

のと感じた。そこには市を挙げての取組みが感じられた。 

赤穂市は、忠臣蔵で知名度があるが、今や限られた年齢層となっている。また遺跡史跡

も豊富であるが、観光誘致に利用する取組みが限定されている。 

忠臣蔵をイベント化し、幅広い年齢層を赤穂に呼び込む仕組みつくりが必要である。集

客のための周遊回路の整備もだが、酒田市の話を聞くと、赤穂市はもう少し力を入れる

必要性を感じた。 

 

【説明者】 

 

酒田市地域創生部交流観光課課長       佐々木好信 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
視察市：新潟県新発田市  

平成３０年１１月７日（水） ９：３０～１１：３０ 

 

【目 的】 

 

滞在型のスポーツ活動を誘致するスポーツツーリズムを通じて、まちの活性化を目指して

いる新発田市の取組状況について勉強したく、視察を行った。  
【説明・内容】  
Ⅰ．スポーツツーリズムと新発田市の活動概要  
１．スポーツツーリズムの取組み状況 
スポーツツーリズム事業は、現市長の公約でツーリズム事業を推進していくことから

始まった事業。 
スポーツ施設のＰＲ等を中心に活動している。 
現在、取組み強化のために、専門職（スポーツカルチャー専門官、２人）を配置し、ツ

ーリズム事業の誘致のために、主に関東圏を中心にしたＰＲ活動している。 
昨年度の実績は、スポーツだけを取り上げると、新発田市の体育施設の利用者は、合

宿・大会等で約２２万人いた（市の定期利用を除く）。その内、宿泊者が約１万１，０

００人いた。 
市外や県外の方々が、スポーツあるいは文化施設を利用していただき、新発田市を満喫

していただけるような事業を進めて行きたいと考えている。 
  また、専門官は、各地で新発田市のゆるキャラ（しばたのアスパラガス）や農産物を

宣伝し、地場産物のお土産を持ってセールスもしスポーツに繋がることは何でもして

いる。  
２．スポーツツーリズムとは 
スポーツツーリズムとは、スポーツと滞在型の旅行、あるいは宿泊を伴う旅行活動で、

スポーツと組合せたものがスポーツツーリズムという名になっている。 
新発田市は、そこにカルチャーを組み合わせて、文化教養的な活動も行い、スポーツと

文化を「する」「みる」という、旅行・宿泊や周辺地域の観光に加え、そこにスポーツ

活動やカルチャー活動を「支える」という、「みる」「する」「支える」という３点から

スポーツツーリズムが成り立っている。  
３．スポーツツーリズム取組みの経緯 

市長の公約の中に「住みよいまち日本一、健康田園都市」という言葉がある。それを実

現する一つに、活気のあるまちづくり「観光振興を核とした産業振興」がある。合わせ

て観光振興することで交流人口を増す。人を呼び込む。交流人口の増加を図ることによ

り、まちや農漁村、温泉（月岡温泉）、どこの温泉も頑張らないと人が集まってこない

という現状であり、温泉の活性化も含め考えている。 

そういうことを考えるなかで、人が集う最適なツールは何かと考えるときに、スポーツ

ツーリズムが一つの手法として市長から提案があった。 

 

４．現在の活動内容 

新発田市は、スポーツツーリズム事業を推進するに当たり、２０２０東京オリンピッ

ク・パラリンピックというのは非常に良い機会であり、これを機に「スポーツ」に馴染



 
むというカテゴリーを利用した「新発田市シティプロモーション」を展開することで、

新発田市の良い所を全国各地に周知させていくために、企業チーム、大学等教育機関、

クラブチーム等に積極的に誘致活動を行っている。 

 

市長がその先頭を走ってトップセールスをしている。 

またスポーツを「する」、「みる」だけでなくて、大会運営を「支える」という部分につ

いて地域・団体などにも着目しており、「支えるスポーツ」としての価値を見出し、市

民のＱＯＬ、生活の質の向上をめざしているものも含めて現在の活動と考えている。 

 

５．スポーツツーリズムの取り組み 

１）トップセールス 

市長が自ら誘致セールスを行う。 

専門官もセール先に随行して行くが、市長が行くと話が決まりやすい。 

２）専門官や協力員、地域の人材活用 

新発田市は新潟県内で初めて自治体専門官制度をつくった。 

現在、「産業」「農業」「定住」「スポーツツーリズム」と４人の専門官がいつ。定期的に

専門官会議を開き市長との交流も深めていつ。 

また、新発田市には２名の協力員がいつ。協力員には東京や関東方面で合宿地を探して

いる大学や高校、そして企業等の情報の収集と紹介をお願いしている。 

  専門官と協力員が協力し誘致活動を行っている。 

３）地域とともに 

新発田市には、地域も協力してスポーツ・カルチャーツーリズム推進事業実行委員会が

ある。 

委員会の委員長は商工会議所の会長が就いている。誘致の際には実行委員会が母体と

なり運営に携わっている。 

事業に関しては行政主導だが、他業種、異業種の方が加わることで民意を取り入れるこ

とができ、民間の人材を活用して理解を得ながらツーリズム活動に取組んでいる。 

 

６．新発田市の地域力として 

新発田市は、地域の人材を生かし、スポーツツーリズムにも取組んでいる。 

地元新発田市に関係のあるオリンピアンとの繋がりから、日本代表候補が所属するチ

ームの試合、合宿の誘致や、パラスポーツにも積極的な誘致を行っている。 

パラスポーツは、健常者スポーツに比べ補助制度が不足し、選手に費用的な負担がかか

ることから、パラスポーツ応援振興助成金を設定している。 

そういう取組みから、日本財団パラリンピックサポートセンターとの繋がりができ、合

宿などの誘致が可能になってきた。 

パラスポーツが、新聞や雑誌で取り上げられることが多くなり、ふるさと納税もパラス

ポーツに使ってくださいと支援も多くなっている。 

 

７・誘致の実績 

１）大会の誘致 

・プロ野球イースタンリーグ公式戦の誘致。 

東京六大学野球オールスターゲーム in新発田の誘致。 

将来のプロ選手が見られる。多くの子ども達が来てくれた。同時に野球教室も開

催した。 

・ランニングバイク全国大会の誘致。 



 
    会場を月岡温泉とし、ペダルのない足漕ぎ自転車の子ども達の全国大会だが、多

くの子どもと父兄、祖父母が集まり月岡温泉に宿泊される方もいた。 

・日本体育大学集団行動合宿の誘致。 

・女子ラグビーサーキット新潟大会の誘致。 

・ジャパントップリーグ（ラグビー）クボタ VSトヨタ自動車の試合誘致。 

・中部日本大学生バトミントン選手権大会の誘致。 

・東日本医科学生総合体育大会サッカー試合の誘致。 

数多くの大会を開催し継続的なスポーツツーリズム事業として実績を残している。 

２）招致合宿（スポーツ合宿、ゼミ合宿）として 

  招致合宿としては、大学や実業団チームが来ている。 

  ・ゴールドジム（野球、バスケットボール）の合宿。 

    スポーツメーカで３年続けて合宿をしている。 

 ・法政大学バドミントン部の合宿。 

  ・フェリス女学院大学のゼミ合宿など。 

３）協力事業として 

  ・大相撲夏巡業新発田場所。 

    先代の豊山が新発田市の出身であり、現豊山の後援会もあり、後援会主催で開催

している。市も共催の形で支援している。 

  ・新潟県マラソン選手権大会。 

３０回目だが、市が後援している。入賞者は東京マラソンへの出場権を得る。 

４）学会の誘致 

 ・日本婦人科がん会議。 

カルチャーということで、学会の誘致もしている。月岡温泉地で開催し約２００名が

集まり温泉施設を利用された。 

５）スポーツで「人づくり・夢づくり」事業として 

・スポーツ指導者対象指導法講習会。 

   スポーツを支える側の人材育成。子供達は、技術等を教えても中学・高校を卒業 

すると外に出てしまう。長く地域にいてくれる指導者の支援をということで、昨

年度からスポーツ指導者を対象に講習会を行っている。 

 

８．効果 

１）経済効果 

・市のスポーツ施設の利用者の増加により、利用料収入の増加が見込める。 

・市外、県外からの滞在者が多くなることで、お土産購入や観光宿泊の入込があり経 

済効果が見込める 

２）スポーツ振興 

  ・トップ選手の活動を観ることで、スポーツ意識が高くなることから、スポーツ活動

者人口（子ども）やスポーツ技術の向上が見込める。 

・トップ指導者の技術を学べることから、効果的な指導が行えるようになる。 

  ・パラスポーツ活動を積極的に支援することで、障がい者スポーツへの関心が高まっ

ている。 

  ・利用団体の多様化により、施設設備の消耗が進むが、事業が広くシティプロモーシ

ョンに効果があるとわかると、計画的な施設整備が可能となってきた。 

３）シティプロモーション 

  ・スポーツという爽やかなツールを推進することで、多くのマスコミから取り上げら

れ、「スポーツ活動が進む街」や「元気な街しばた」というイメージの定着や、積極



 
的なパラスポーツ活動の支援に取り組むことで、「優しい街しばた」というイメージ

が定着しつつある。 

４）その他 

・「スポーツ・しばた」のイメージが定着し、ふるさと納税制度にて、スポーツツーリ

ズムに活用指定寄付があり、スポーツ振興に役立てることが可能になった。 

 

９．課題 

１）合宿等の誘致による施設利用の飽和状態 

  市民のスポーツ活動に支障が無いように、誘致活動を行うが利用希望が重なることが

多く、調整が困難になっている。 

２）支えるスポーツ（スポーツボランティア）に対する意識付けが不足している 

「夢つくり・人つくり」事業で、人材育成に力を入れているが、市民の意識調査では、

スポーツボランティアについては意識が高くない結果が出た。 

スポーツツーリズムは行政のみでは行えない、種目別団体や市民の理解と協力をいた

だく必要がある。 

スポーツボランティア活動により、ＱＯＬを高め、質の高い生活を営んでいただくの

も、ツーリズム実施の一つの目的。意識づけから取り組みまでをなんらかの形で周知す

る必要がある。 

３）組織体制の見直しの必要 

  市長によるトップセールス、専門官、協力員によるセールスが、基本的な誘致手段だ

が、個々の能力にも限界がある。一方で限界が近づいてからでは後任を探すことも難

しくなる。 

過去に何らかの競技に関わっていただけの知識ではセールスは厳しく、横断的な知識

を持つ人材の育成や、組織建てた誘致の整備が必要。 

４）地域の武器の発掘 

  メジャースポーツの合宿誘致は難しい。的を絞って誘致しなければ成功しない。 

新発田市は関東圏から近くなく、また「夏は涼しく、冬は暖かいや、高地での練習が 

可能」という好条件も揃っていない。限られた地域資源の特徴を捉えたセールスが行え

ないと、誘致が難しいので、有識者は利用者の意見を聞き地域の武器の発掘が急務であ

る。 

 

Ⅱ．議会運営全般について   

新発田市議会関係資料を受領 

 

 

【Ｑ＆Ａ】 

 

Ｑ 合宿、大会等の誘致件数と誘致のための営業活動は。 

Ａ 合宿、大会等の誘致件数は非常に多いが把握していない。 

これだけ多くの合宿等が誘致できているのは、専門官や協力員、また市長の営業活動

等によるものである。 

Ｑ 市長自らが誘致活動に参加し、人脈を頼るなど、熱心に誘致を行っているが具体的に

どのような誘致活動をしているのか。 

Ａ 人脈を頼るなど情報を収集し、訪問先を決めると積極的に熱心に訪問し誘致活動をお

こなう。「来るな」といわれるまで訪問する。 

Ｑ スポーツ合宿等招致活動について熱心であるが、宿泊施設についてはどうなのか。 



 
Ａ 合宿は公民館等、利用しているが利用の重なる時もあり、施設のキャパにも限界があ

るので調整が困難な事もあり今後の課題となっている。 

Ｑ 観光課との接点はあるのか。 

Ａ ある。一番大事で、ツーリズム事業を始める時に月岡温泉宿泊に対し、ツーリズム料

金を設定していただいた。 

  その他の宿泊施設も、小・中・高校の体育連盟料金を設定し送迎も無料で行ってい

る。 

Ｑ スポーツ合宿する場合の施設利用に対する補助制度はないのか。 

Ａ ないが、新発田市で開催される学会、会議、競技会、企業ミィーテイング等で、県外

参加者３０名以上の方が市内に宿泊する場合、開催に要する経費の一部を補助すると

いう、新発田市コンベンション開催支援補助金がある。 

 

 

 

【所 感】 

 

〇非常に多くの合宿や大会等を誘致していることから、日ごろの営業活動に費やす労力は

膨大なものだろうと推察できる。 

赤穂市ではスポーツ都市宣言をしているが、外への営業活動はどの程度おこなっている

のだろうか。 

スポーツを入り口として人を集め、そこから観光などの別のジャンルにつなげていくこ

とでまちを理想の姿に近づけていくという考え方は参考になった。 

 

〇新発田市でも、少子高齢化が進み人口減少が続いている。 

 市の目指す将来像にスポーツツーリズムによる、交流人口の増加を図っているが、交通

の不便、雪国という自然の悪条件を諸ともせず、誘致活動に熱心に取組んでいる姿には

頭が下がる思いがする。 

 

〇新発田市は、非常に素晴らしいスポーツ施設が３か所あり、その施設管理に高額費用を

支出している。 

その施設を利用していただくスポーツツーリズム活動の推進に対して、市長自らがトッ

プセールスを行っている。 

スポーツツーリズム活動の推進により、交流人口の増加と市の活性化に努めていた。 

 

〇市長のトップセールスをはじめ、市職員４名の専門官制度、東京で活動されている２名

の民間協力員、民間も入った推進実行委員会などにより、滞在してくれるスポーツ団体

の誘致に努め、多くの団体が利用されていた。 

スポーツツーリズムの取組みにより、経済効果やスポーツ振興、スポーツしばたのイメ

ージが定着しつつあるとの説明を受けた。 

本市においては「スポーツ都市」を宣言しており、スポーツ推進を図るための別の面か

らのアプローチであり、今後充実していく必要を感じた。 

 

〇スポーツツーリズム事業は市長の公約事業で、市長自らがトップセールをしていると聞

いた。 

 事業は、「トップの決断と行動が職員のモチベーションに大きく影響し、結果が出る」

と、職員の説明から感じ取った。 



 
赤穂市も、スポーツ都市を宣言しスポーツ推進に力を入れ、剣道大会等で全国から多く

の方が来ている。新発田市の取組みは参考になるのではないか。 
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