
 

 

 

 

 

期期期期    間：平成間：平成間：平成間：平成 23232323 年年年年 10101010 月月月月 17171717 日～日～日～日～21212121 日まで日まで日まで日まで    

    

訪問先：愛媛県西条市・広島県福山市・大阪府門真市訪問先：愛媛県西条市・広島県福山市・大阪府門真市訪問先：愛媛県西条市・広島県福山市・大阪府門真市訪問先：愛媛県西条市・広島県福山市・大阪府門真市    

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    

民生文教常任委員会行政視察報告書民生文教常任委員会行政視察報告書民生文教常任委員会行政視察報告書民生文教常任委員会行政視察報告書    



◎民生文教常任委員会◎民生文教常任委員会◎民生文教常任委員会◎民生文教常任委員会    行政視察復命名簿行政視察復命名簿行政視察復命名簿行政視察復命名簿    

    

 ●議 員 

  委 員 長  吉田 孝史        

  副委員長  栃木 潤子        

  委  員  藤谷 良幸        

  委  員  伊藤 正志        

  委  員  松本 勝利        

  委  員  鈴木 茂行        

  委  員  鈴木 雅煕        

  委  員  佐藤 ゆかり       

  委  員  川崎 眞敏        

●参与 

  学校教育課   

主  査  遠藤 直仁        

●事務局随行 

  主  任  佐藤 千鶴        

  主  事  田中 寿貴        



    

【【【【視察地及び視察項目の選考について】視察地及び視察項目の選考について】視察地及び視察項目の選考について】視察地及び視察項目の選考について】    

    

今回の行政視察における視察地及び施策項目の選定に当たっては、委員各位に公募今回の行政視察における視察地及び施策項目の選定に当たっては、委員各位に公募今回の行政視察における視察地及び施策項目の選定に当たっては、委員各位に公募今回の行政視察における視察地及び施策項目の選定に当たっては、委員各位に公募しししし、、、、2222

年前・年前・年前・年前・4444 年前の民生文教委員会視察先および視察項目一覧、並びに直近に当市に視察に来た年前の民生文教委員会視察先および視察項目一覧、並びに直近に当市に視察に来た年前の民生文教委員会視察先および視察項目一覧、並びに直近に当市に視察に来た年前の民生文教委員会視察先および視察項目一覧、並びに直近に当市に視察に来た

自治体の一覧などを参考に作業に当たった。候補に挙がった項目としては、教育分野におい自治体の一覧などを参考に作業に当たった。候補に挙がった項目としては、教育分野におい自治体の一覧などを参考に作業に当たった。候補に挙がった項目としては、教育分野におい自治体の一覧などを参考に作業に当たった。候補に挙がった項目としては、教育分野におい

ては、学力向上・市立大学の経営（稚内北星大学の経営に共通し、参考となるものては、学力向上・市立大学の経営（稚内北星大学の経営に共通し、参考となるものては、学力向上・市立大学の経営（稚内北星大学の経営に共通し、参考となるものては、学力向上・市立大学の経営（稚内北星大学の経営に共通し、参考となるもの））））・ＰＦ・ＰＦ・ＰＦ・ＰＦ

Ｉ事業による学校建設・スポーツ合宿誘致Ｉ事業による学校建設・スポーツ合宿誘致Ｉ事業による学校建設・スポーツ合宿誘致Ｉ事業による学校建設・スポーツ合宿誘致。生活福祉。生活福祉。生活福祉。生活福祉分野においては、公共施設間の無料送分野においては、公共施設間の無料送分野においては、公共施設間の無料送分野においては、公共施設間の無料送

迎バス事業・高齢者ボランティアポイント事業、ごみ処分に係る先進事例などが候補とな迎バス事業・高齢者ボランティアポイント事業、ごみ処分に係る先進事例などが候補とな迎バス事業・高齢者ボランティアポイント事業、ごみ処分に係る先進事例などが候補とな迎バス事業・高齢者ボランティアポイント事業、ごみ処分に係る先進事例などが候補となっっっっ

た。委員各位と協議した後、た。委員各位と協議した後、た。委員各位と協議した後、た。委員各位と協議した後、受け入れ先と調整受け入れ先と調整受け入れ先と調整受け入れ先と調整し、し、し、し、了解了解了解了解していただいた愛媛県西条市「していただいた愛媛県西条市「していただいた愛媛県西条市「していただいた愛媛県西条市「合宿合宿合宿合宿

都市構想都市構想都市構想都市構想」・広島県福山市「福山市立大学」・大阪府門真市「」・広島県福山市「福山市立大学」・大阪府門真市「」・広島県福山市「福山市立大学」・大阪府門真市「」・広島県福山市「福山市立大学」・大阪府門真市「門真市立統合中学校整備門真市立統合中学校整備門真市立統合中学校整備門真市立統合中学校整備ＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩ

事業」事業」事業」事業」のののの 3333 項目項目項目項目となったとなったとなったとなった。。。。    

候補に挙がった視察受け入れ先候補に挙がった視察受け入れ先候補に挙がった視察受け入れ先候補に挙がった視察受け入れ先とととと調整した結果調整した結果調整した結果調整した結果、生活福祉分野がなくなり、いずれも教育、生活福祉分野がなくなり、いずれも教育、生活福祉分野がなくなり、いずれも教育、生活福祉分野がなくなり、いずれも教育

分野の分野の分野の分野の 3333 件になったが、合宿誘致の推進、稚内北星学園大学の運営・学生確保、学校の建設件になったが、合宿誘致の推進、稚内北星学園大学の運営・学生確保、学校の建設件になったが、合宿誘致の推進、稚内北星学園大学の運営・学生確保、学校の建設件になったが、合宿誘致の推進、稚内北星学園大学の運営・学生確保、学校の建設

手法など、いずれも本市において手法など、いずれも本市において手法など、いずれも本市において手法など、いずれも本市において重要な事項重要な事項重要な事項重要な事項であることからであることからであることからであることから、大いに学ぶべき事項であると、大いに学ぶべき事項であると、大いに学ぶべき事項であると、大いに学ぶべき事項であると

考え、決定した。考え、決定した。考え、決定した。考え、決定した。    

    

西条市西条市西条市西条市    

瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海    

福山市福山市福山市福山市    

大阪府大阪府大阪府大阪府    

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県    

広島県広島県広島県広島県    

岡山県岡山県岡山県岡山県    
兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県    

門真市門真市門真市門真市    



【調査事項】西条市合宿都市構想について【調査事項】西条市合宿都市構想について【調査事項】西条市合宿都市構想について【調査事項】西条市合宿都市構想について    

    

愛媛愛媛愛媛愛媛県県県県西条西条西条西条市市市市とはとはとはとは    

西条市は、面積西条市は、面積西条市は、面積西条市は、面積 509.07509.07509.07509.07 平方キロメートル。東西最長距離平方キロメートル。東西最長距離平方キロメートル。東西最長距離平方キロメートル。東西最長距離 29.7129.7129.7129.71 キロメートル、南北最長キロメートル、南北最長キロメートル、南北最長キロメートル、南北最長

距離距離距離距離 25.8625.8625.8625.86 キロメートル。愛媛県内では、久万高原町、西予市に次ぐ第キロメートル。愛媛県内では、久万高原町、西予市に次ぐ第キロメートル。愛媛県内では、久万高原町、西予市に次ぐ第キロメートル。愛媛県内では、久万高原町、西予市に次ぐ第 3333 位の面積を有して位の面積を有して位の面積を有して位の面積を有して

おり、南には西日本最高峰の石鎚山、北には瀬戸内海と、海と平野と山が揃った風光明媚なおり、南には西日本最高峰の石鎚山、北には瀬戸内海と、海と平野と山が揃った風光明媚なおり、南には西日本最高峰の石鎚山、北には瀬戸内海と、海と平野と山が揃った風光明媚なおり、南には西日本最高峰の石鎚山、北には瀬戸内海と、海と平野と山が揃った風光明媚な

ところでところでところでところであるあるあるある。。。。西条市の人口は、平成西条市の人口は、平成西条市の人口は、平成西条市の人口は、平成 23232323 年年年年 3333 月末日現在、男性が月末日現在、男性が月末日現在、男性が月末日現在、男性が 54,75554,75554,75554,755 人、女性は人、女性は人、女性は人、女性は 59,47259,47259,47259,472

人、合計人、合計人、合計人、合計 114,22114,22114,22114,227777 人、世帯数は人、世帯数は人、世帯数は人、世帯数は 48,19348,19348,19348,193 世帯。西条市の人口は、県下では松山市、今治市、世帯。西条市の人口は、県下では松山市、今治市、世帯。西条市の人口は、県下では松山市、今治市、世帯。西条市の人口は、県下では松山市、今治市、

新居浜市に次いで第新居浜市に次いで第新居浜市に次いで第新居浜市に次いで第 4444 位に当た位に当た位に当た位に当たるるるる。。。。    

    県内一を誇る水田面積は県内一を誇る水田面積は県内一を誇る水田面積は県内一を誇る水田面積は 4,0584,0584,0584,058 ヘクタールと、県内のヘクタールと、県内のヘクタールと、県内のヘクタールと、県内の 23.823.823.823.8％を占めており、県下第％を占めており、県下第％を占めており、県下第％を占めており、県下第 2222 位で位で位で位で

ある松山市ある松山市ある松山市ある松山市のののの 2222 倍以上倍以上倍以上倍以上のののの広さで広さで広さで広さであるあるあるある。また、全国一の生産量を誇る裸麦やあたご柿、春の七。また、全国一の生産量を誇る裸麦やあたご柿、春の七。また、全国一の生産量を誇る裸麦やあたご柿、春の七。また、全国一の生産量を誇る裸麦やあたご柿、春の七

草、県下一の収穫量を誇る水稲、メロン、にんじん、ほうれん草、ねぎ、いちご、キャベツ、草、県下一の収穫量を誇る水稲、メロン、にんじん、ほうれん草、ねぎ、いちご、キャベツ、草、県下一の収穫量を誇る水稲、メロン、にんじん、ほうれん草、ねぎ、いちご、キャベツ、草、県下一の収穫量を誇る水稲、メロン、にんじん、ほうれん草、ねぎ、いちご、キャベツ、

きゅうり、梅など多くの農作物を供給する生産都市となっていきゅうり、梅など多くの農作物を供給する生産都市となっていきゅうり、梅など多くの農作物を供給する生産都市となっていきゅうり、梅など多くの農作物を供給する生産都市となっているるるる。また、瀬戸内の豊かな海。また、瀬戸内の豊かな海。また、瀬戸内の豊かな海。また、瀬戸内の豊かな海

がががが育んだ伝統の海苔や瀬戸内海の魚介類など、水産業も育んだ伝統の海苔や瀬戸内海の魚介類など、水産業も育んだ伝統の海苔や瀬戸内海の魚介類など、水産業も育んだ伝統の海苔や瀬戸内海の魚介類など、水産業も盛んであることに加盛んであることに加盛んであることに加盛んであることに加え、え、え、え、臨海部の埋臨海部の埋臨海部の埋臨海部の埋

立地には立地には立地には立地には 30303030 万トン級のタンカーを建造する今治造船や、ルネサスエレクトロニクスの半導万トン級のタンカーを建造する今治造船や、ルネサスエレクトロニクスの半導万トン級のタンカーを建造する今治造船や、ルネサスエレクトロニクスの半導万トン級のタンカーを建造する今治造船や、ルネサスエレクトロニクスの半導

体工場、アサヒビール四国工場、日新製鋼、クラレ西条が立地するなど体工場、アサヒビール四国工場、日新製鋼、クラレ西条が立地するなど体工場、アサヒビール四国工場、日新製鋼、クラレ西条が立地するなど体工場、アサヒビール四国工場、日新製鋼、クラレ西条が立地するなど、、、、市内には大企業約市内には大企業約市内には大企業約市内には大企業約

230230230230 社、中小企業約社、中小企業約社、中小企業約社、中小企業約 2,4002,4002,4002,400 社社社社、、、、合計約合計約合計約合計約 2,6302,6302,6302,630 社の企業が立地してい社の企業が立地してい社の企業が立地してい社の企業が立地しているるるる。西条市全体の工業製。西条市全体の工業製。西条市全体の工業製。西条市全体の工業製

造品等出荷額は造品等出荷額は造品等出荷額は造品等出荷額は 6,7786,7786,7786,778 億円を上回っており、四国屈指の工業集積地となってい億円を上回っており、四国屈指の工業集積地となってい億円を上回っており、四国屈指の工業集積地となってい億円を上回っており、四国屈指の工業集積地となっているるるる。。。。    

    

【【【【選定の背景及び目的選定の背景及び目的選定の背景及び目的選定の背景及び目的】】】】    

稚内市が稚内市が稚内市が稚内市が「スポーツ都市宣言」「スポーツ都市宣言」「スポーツ都市宣言」「スポーツ都市宣言」を掲げてを掲げてを掲げてを掲げてからからからから 30303030 年年年年が経過した。が経過した。が経過した。が経過した。今までスポーツ振興に関今までスポーツ振興に関今までスポーツ振興に関今までスポーツ振興に関

する各種事業に取り組んできたところであるが、現在特に力をする各種事業に取り組んできたところであるが、現在特に力をする各種事業に取り組んできたところであるが、現在特に力をする各種事業に取り組んできたところであるが、現在特に力を入れて取り組んでいるのが、入れて取り組んでいるのが、入れて取り組んでいるのが、入れて取り組んでいるのが、

市と市と市と市と 27272727 のスポーツ団体を束ねる一般財団法人稚内市体育協会で行っている、のスポーツ団体を束ねる一般財団法人稚内市体育協会で行っている、のスポーツ団体を束ねる一般財団法人稚内市体育協会で行っている、のスポーツ団体を束ねる一般財団法人稚内市体育協会で行っている、社会人や社会人や社会人や社会人や高校・高校・高校・高校・

大学を対象にした合宿誘致大学を対象にした合宿誘致大学を対象にした合宿誘致大学を対象にした合宿誘致事業事業事業事業である。本事業は、平成である。本事業は、平成である。本事業は、平成である。本事業は、平成 19191919 年度から実施し、既に「年度から実施し、既に「年度から実施し、既に「年度から実施し、既に「稚内市稚内市稚内市稚内市

スポーツ合宿誘致スポーツ合宿誘致スポーツ合宿誘致スポーツ合宿誘致推進推進推進推進協議会」を協議会」を協議会」を協議会」を体育協会に事務局を置いて体育協会に事務局を置いて体育協会に事務局を置いて体育協会に事務局を置いて設置設置設置設置され、され、され、され、22222222 年度には年度には年度には年度には 16161616 団体団体団体団体、、、、

延べ延べ延べ延べ 2,4492,4492,4492,449 人の合宿誘致を実現している。合宿誘致は、人の合宿誘致を実現している。合宿誘致は、人の合宿誘致を実現している。合宿誘致は、人の合宿誘致を実現している。合宿誘致は、本市の児童生徒のスポーツの技術力本市の児童生徒のスポーツの技術力本市の児童生徒のスポーツの技術力本市の児童生徒のスポーツの技術力

向上にも繋がり、また観光産業の面からもメリットがあるなど、向上にも繋がり、また観光産業の面からもメリットがあるなど、向上にも繋がり、また観光産業の面からもメリットがあるなど、向上にも繋がり、また観光産業の面からもメリットがあるなど、経済効果を初めとした経済効果を初めとした経済効果を初めとした経済効果を初めとした様々様々様々様々

な魅力があるな魅力があるな魅力があるな魅力があると言える。と言える。と言える。と言える。反面、反面、反面、反面、本市本市本市本市の合宿誘致の合宿誘致の合宿誘致の合宿誘致における課題として、合宿における課題として、合宿における課題として、合宿における課題として、合宿者と観光客が夏期者と観光客が夏期者と観光客が夏期者と観光客が夏期

シーズンに集中するシーズンに集中するシーズンに集中するシーズンに集中するため、宿泊施設のため、宿泊施設のため、宿泊施設のため、宿泊施設の客室数客室数客室数客室数が足りなくなるなどが足りなくなるなどが足りなくなるなどが足りなくなるなどの問題などの問題などの問題などの問題などが挙げられるが挙げられるが挙げられるが挙げられるここここ

とからも、宿泊業界との密接な連携が必要不可欠である。とからも、宿泊業界との密接な連携が必要不可欠である。とからも、宿泊業界との密接な連携が必要不可欠である。とからも、宿泊業界との密接な連携が必要不可欠である。    

愛媛県西条市は、西条商工会議所と連携し「西条市合宿推進プロジェクト」を結成させ、愛媛県西条市は、西条商工会議所と連携し「西条市合宿推進プロジェクト」を結成させ、愛媛県西条市は、西条商工会議所と連携し「西条市合宿推進プロジェクト」を結成させ、愛媛県西条市は、西条商工会議所と連携し「西条市合宿推進プロジェクト」を結成させ、

全国にスポーツ合宿誘致を発信している。西条市内の宿泊施設や飲食業全国にスポーツ合宿誘致を発信している。西条市内の宿泊施設や飲食業全国にスポーツ合宿誘致を発信している。西条市内の宿泊施設や飲食業全国にスポーツ合宿誘致を発信している。西条市内の宿泊施設や飲食業とととと協力して協力して協力して協力して推し推し推し推し進め進め進め進め

ているスポーツ誘致策は、本市のイベントコンベンション誘致の強化策に大きな手がかりにているスポーツ誘致策は、本市のイベントコンベンション誘致の強化策に大きな手がかりにているスポーツ誘致策は、本市のイベントコンベンション誘致の強化策に大きな手がかりにているスポーツ誘致策は、本市のイベントコンベンション誘致の強化策に大きな手がかりに

なるとのなるとのなるとのなるとの見地見地見地見地から、から、から、から、本項目を選定するに至った本項目を選定するに至った本項目を選定するに至った本項目を選定するに至った。。。。    



西条市合宿都市構想の概要西条市合宿都市構想の概要西条市合宿都市構想の概要西条市合宿都市構想の概要    

地域の産業を振興するためには地域の産業を振興するためには地域の産業を振興するためには地域の産業を振興するためには、観光のみでは、観光のみでは、観光のみでは、観光のみではなく、さまざまなニーズなく、さまざまなニーズなく、さまざまなニーズなく、さまざまなニーズに目を向けて地域に目を向けて地域に目を向けて地域に目を向けて地域

の産業振興を図っていかなければならないの産業振興を図っていかなければならないの産業振興を図っていかなければならないの産業振興を図っていかなければならない。そこで、。そこで、。そこで、。そこで、西条市は西条市は西条市は西条市はその一つとしてその一つとしてその一つとしてその一つとして合宿合宿合宿合宿の誘致にの誘致にの誘致にの誘致に

目を向けた目を向けた目を向けた目を向けた。きっかけは、平成。きっかけは、平成。きっかけは、平成。きっかけは、平成 17171717 年度に年度に年度に年度に 2222 市市市市 2222 町、四つの行政体が町、四つの行政体が町、四つの行政体が町、四つの行政体が合併し合併し合併し合併したことにより、たことにより、たことにより、たことにより、

西条市が管理する西条市が管理する西条市が管理する西条市が管理する体育施設がかなり体育施設がかなり体育施設がかなり体育施設がかなり増加し増加し増加し増加したたたたことを受け、ことを受け、ことを受け、ことを受け、そのそのそのその有効活用を有効活用を有効活用を有効活用を図ると図ると図ると図るということで、いうことで、いうことで、いうことで、

合宿都市構想が合宿都市構想が合宿都市構想が合宿都市構想が企画企画企画企画されされされされた。た。た。た。    

合宿都市構想は、合宿都市構想は、合宿都市構想は、合宿都市構想は、平成平成平成平成 19191919 年から進め年から進め年から進め年から進められられられられ、合宿都、合宿都、合宿都、合宿都市構想基本計画を市構想基本計画を市構想基本計画を市構想基本計画を平成平成平成平成 20202020 年に策定して年に策定して年に策定して年に策定して

いる。その理念として、いる。その理念として、いる。その理念として、いる。その理念として、「「「「合宿者に選び取られる魅力ある地域づくり合宿者に選び取られる魅力ある地域づくり合宿者に選び取られる魅力ある地域づくり合宿者に選び取られる魅力ある地域づくり」「」「」「」「関連産業の振興関連産業の振興関連産業の振興関連産業の振興」「」「」「」「元元元元

気な人づくり気な人づくり気な人づくり気な人づくり」」」」のののの 3333 点を掲げ、「点を掲げ、「点を掲げ、「点を掲げ、「来訪者のニーズに対応した環境づくり来訪者のニーズに対応した環境づくり来訪者のニーズに対応した環境づくり来訪者のニーズに対応した環境づくり」「」「」「」「市民への利益還元市民への利益還元市民への利益還元市民への利益還元」」」」

「「「「合宿環境を構築する上でのルールづくり合宿環境を構築する上でのルールづくり合宿環境を構築する上でのルールづくり合宿環境を構築する上でのルールづくり」」」」を進めている。を進めている。を進めている。を進めている。    

合宿誘致目標合宿誘致目標合宿誘致目標合宿誘致目標をををを平成平成平成平成 22223333 年度で年度で年度で年度で 40404040 団体、団体、団体、団体、24242424 年度年度年度年度 60606060 団体と団体と団体と団体と設定しており設定しており設定しており設定しており、経済、経済、経済、経済波及波及波及波及効果効果効果効果とととと

してしてしてしてはははは、、、、1111 団体団体団体団体約約約約 200200200200 万円万円万円万円の経済効果の経済効果の経済効果の経済効果があるという試算をもとにがあるという試算をもとにがあるという試算をもとにがあるという試算をもとに、、、、平成平成平成平成 22224444 年度については年度については年度については年度については約約約約

1111 億億億億 2,0002,0002,0002,000 万円万円万円万円の経済効果の経済効果の経済効果の経済効果をををを見込んでいる見込んでいる見込んでいる見込んでいる。。。。    

    

推進体制について推進体制について推進体制について推進体制について    

平成平成平成平成 19191919 年度から平成年度から平成年度から平成年度から平成 20202020 年度までは年度までは年度までは年度までは

西条市単体で活動していたが、平成西条市単体で活動していたが、平成西条市単体で活動していたが、平成西条市単体で活動していたが、平成 21212121

年度から年度から年度から年度からは、は、は、は、ふるさと雇用再生事業ふるさと雇用再生事業ふるさと雇用再生事業ふるさと雇用再生事業をををを

活用し、活用し、活用し、活用し、西条市合宿推進プロジェクト西条市合宿推進プロジェクト西条市合宿推進プロジェクト西条市合宿推進プロジェクト

を立ち上げ、を立ち上げ、を立ち上げ、を立ち上げ、これを西条商これを西条商これを西条商これを西条商工会議所に工会議所に工会議所に工会議所に

委託した中で委託した中で委託した中で委託した中で、西条市の、西条市の、西条市の、西条市のスポーツ健康スポーツ健康スポーツ健康スポーツ健康

課、健康増進課、商工労政課、ブラン課、健康増進課、商工労政課、ブラン課、健康増進課、商工労政課、ブラン課、健康増進課、商工労政課、ブラン

ド戦略課ド戦略課ド戦略課ド戦略課がががが協力協力協力協力して進めているして進めているして進めているして進めている。。。。    

    

ホームページの活用についてホームページの活用についてホームページの活用についてホームページの活用について    

合宿者が求める情報源をこと細かく合宿者が求める情報源をこと細かく合宿者が求める情報源をこと細かく合宿者が求める情報源をこと細かく発信する発信する発信する発信するためためためため、施設の紹介、施設の紹介、施設の紹介、施設の紹介・・・・天気情報天気情報天気情報天気情報・・・・救急医療情報救急医療情報救急医療情報救急医療情報・・・・

医療環境の情報・医療環境の情報・医療環境の情報・医療環境の情報・お土産物の情報お土産物の情報お土産物の情報お土産物の情報やその販売店の場所を掲載やその販売店の場所を掲載やその販売店の場所を掲載やその販売店の場所を掲載してしてしてしている。そのほか、特色としいる。そのほか、特色としいる。そのほか、特色としいる。そのほか、特色とし

ててててキャンプリポートというキャンプリポートというキャンプリポートというキャンプリポートというももももののののを掲載しておりを掲載しておりを掲載しておりを掲載しており、、、、合宿来訪者合宿来訪者合宿来訪者合宿来訪者に対しに対しに対しに対してててて西条市合宿推進プロ西条市合宿推進プロ西条市合宿推進プロ西条市合宿推進プロ

ジェクトジェクトジェクトジェクトが取材に行きが取材に行きが取材に行きが取材に行き、、、、感想やインタビューした映像を見られるようにしている。合宿者の感想やインタビューした映像を見られるようにしている。合宿者の感想やインタビューした映像を見られるようにしている。合宿者の感想やインタビューした映像を見られるようにしている。合宿者の

生の声や感想を知ることができ、非常に参考になる生の声や感想を知ることができ、非常に参考になる生の声や感想を知ることができ、非常に参考になる生の声や感想を知ることができ、非常に参考になるとの声があるとのこととの声があるとのこととの声があるとのこととの声があるとのこと。アクセス数は平。アクセス数は平。アクセス数は平。アクセス数は平

成成成成 23232323 年年年年 6666 月時点で月時点で月時点で月時点で 3333万万万万 1,0001,0001,0001,000 件件件件ありありありあり、リピーター、リピーター、リピーター、リピーターのののの確保にも確保にも確保にも確保にも寄与して寄与して寄与して寄与しているといるといるといるとのことのことのことのことであるであるであるである。。。。    

    

合宿誘致合宿誘致合宿誘致合宿誘致活動について活動について活動について活動について    

合宿合宿合宿合宿誘致誘致誘致誘致実績実績実績実績については、平成については、平成については、平成については、平成 19191919 年度年度年度年度 25252525 団体、団体、団体、団体、20202020 年度年度年度年度 29292929 団体、団体、団体、団体、21212121 年度年度年度年度 33331111 団体、団体、団体、団体、22222222 年年年年

度度度度 36363636 団体で、団体で、団体で、団体で、23232323 年度は年度は年度は年度は 40404040 団体を目標としている。団体を目標としている。団体を目標としている。団体を目標としている。    



○合宿誘致実績○合宿誘致実績○合宿誘致実績○合宿誘致実績    

    

現状では、現状では、現状では、現状では、1111 団体当たり平均として、人数団体当たり平均として、人数団体当たり平均として、人数団体当たり平均として、人数 12.912.912.912.9 名名名名、宿泊日数、宿泊日数、宿泊日数、宿泊日数 3.583.583.583.58 日日日日でででで、延、延、延、延べべべべ人数は人数は人数は人数は 46.246.246.246.2

人人人人となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、1111 団体当たり団体当たり団体当たり団体当たり実質経費として実質経費として実質経費として実質経費として 100100100100 万円、その他かかる経費を考慮すると万円、その他かかる経費を考慮すると万円、その他かかる経費を考慮すると万円、その他かかる経費を考慮すると 1111

団体当たり約団体当たり約団体当たり約団体当たり約 200200200200 万円の万円の万円の万円の経済経済経済経済波及効果波及効果波及効果波及効果があるがあるがあるがある。。。。    

西条市の場合西条市の場合西条市の場合西条市の場合、、、、宿泊については宿泊については宿泊については宿泊についてはルネサスルネサスルネサスルネサスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス・パナソニック・今治造船といっ・パナソニック・今治造船といっ・パナソニック・今治造船といっ・パナソニック・今治造船といっ

た工業関係の企業た工業関係の企業た工業関係の企業た工業関係の企業ををををターゲットとしたビジネスターゲットとしたビジネスターゲットとしたビジネスターゲットとしたビジネスホテルの展開がメインになっており、平成ホテルの展開がメインになっており、平成ホテルの展開がメインになっており、平成ホテルの展開がメインになっており、平成 19191919

年当時、年当時、年当時、年当時、宿泊関連業界では、まだ宿泊関連業界では、まだ宿泊関連業界では、まだ宿泊関連業界では、まだ合宿に対する合宿に対する合宿に対する合宿に対する利用利用利用利用認識という認識という認識という認識というものがものがものがものが希薄であった。希薄であった。希薄であった。希薄であった。ビジネビジネビジネビジネ

ススススを中心とする利用者を中心とする利用者を中心とする利用者を中心とする利用者はははは主に主に主に主に平日に平日に平日に平日にホテルを利用するため、休日におけるホテルを利用するため、休日におけるホテルを利用するため、休日におけるホテルを利用するため、休日における宿泊宿泊宿泊宿泊施設の利用は施設の利用は施設の利用は施設の利用は

少な少な少な少ない傾向にあい傾向にあい傾向にあい傾向にあったったったったが、が、が、が、合宿合宿合宿合宿は休日には休日には休日には休日に行う行う行う行う場合が多い場合が多い場合が多い場合が多いのののので、ホテルで、ホテルで、ホテルで、ホテルまたは旅館または旅館または旅館または旅館のののの有効利用有効利用有効利用有効利用にににに

大きく貢献しているという大きく貢献しているという大きく貢献しているという大きく貢献しているということである。ことである。ことである。ことである。    

またまたまたまた、合宿誘致の一貫として、、合宿誘致の一貫として、、合宿誘致の一貫として、、合宿誘致の一貫として、合宿推進合宿推進合宿推進合宿推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが中中中中四国・関西方面の高校と大学を四国・関西方面の高校と大学を四国・関西方面の高校と大学を四国・関西方面の高校と大学を

中心に中心に中心に中心にダイレクトメールダイレクトメールダイレクトメールダイレクトメールをををを送って送って送って送っており、その取り組みはおり、その取り組みはおり、その取り組みはおり、その取り組みは平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度にににに 340340340340 通、平成通、平成通、平成通、平成 23232323 年度年度年度年度

にににに 561561561561 通通通通となっている。となっている。となっている。となっている。急激に増えているのは社会人急激に増えているのは社会人急激に増えているのは社会人急激に増えているのは社会人ももももターゲットにしたためターゲットにしたためターゲットにしたためターゲットにしたためであるであるであるである。プロ。プロ。プロ。プロ

ジェクトの渉外担当者ジェクトの渉外担当者ジェクトの渉外担当者ジェクトの渉外担当者についてについてについてについてもももも、、、、中中中中国・関西方面の高校・大学に直接出向き、ＰＲ活動を国・関西方面の高校・大学に直接出向き、ＰＲ活動を国・関西方面の高校・大学に直接出向き、ＰＲ活動を国・関西方面の高校・大学に直接出向き、ＰＲ活動を

積極的に展開して積極的に展開して積極的に展開して積極的に展開しており、合宿者の新規獲得に大きく貢献しているおり、合宿者の新規獲得に大きく貢献しているおり、合宿者の新規獲得に大きく貢献しているおり、合宿者の新規獲得に大きく貢献している。。。。    

    

合宿受入業務について合宿受入業務について合宿受入業務について合宿受入業務について    

合宿合宿合宿合宿者に対して補助金者に対して補助金者に対して補助金者に対して補助金はははは出して出して出して出していないいないいないいないが、が、が、が、送迎サービスに対して補助を送迎サービスに対して補助を送迎サービスに対して補助を送迎サービスに対して補助を行って行って行って行っている。いる。いる。いる。合宿合宿合宿合宿

者に対する者に対する者に対する者に対する補助は地域にお金が補助は地域にお金が補助は地域にお金が補助は地域にお金が還元されるとは限らない還元されるとは限らない還元されるとは限らない還元されるとは限らないがががが、送迎サービスであればバス代と、送迎サービスであればバス代と、送迎サービスであればバス代と、送迎サービスであればバス代と

してしてしてして地域地域地域地域ののののバス会社に少なくともお金が回るバス会社に少なくともお金が回るバス会社に少なくともお金が回るバス会社に少なくともお金が回るとの考えからである。利用との考えからである。利用との考えからである。利用との考えからである。利用実績としては、平成実績としては、平成実績としては、平成実績としては、平成

21212121 年度年度年度年度 9999 団体、平成団体、平成団体、平成団体、平成 22222222 年度年度年度年度 10101010 団体で、団体で、団体で、団体で、一人一人一人一人当たり当たり当たり当たりの支出額がの支出額がの支出額がの支出額が 500500500500 円を下回る円を下回る円を下回る円を下回ることからも、ことからも、ことからも、ことからも、

費用対効果は高いと考えている。費用対効果は高いと考えている。費用対効果は高いと考えている。費用対効果は高いと考えている。    

    また、練習用また、練習用また、練習用また、練習用具の貸出サービスも行っており、具の貸出サービスも行っており、具の貸出サービスも行っており、具の貸出サービスも行っており、最新の最新の最新の最新のピッチングマシンなどを揃えるなどピッチングマシンなどを揃えるなどピッチングマシンなどを揃えるなどピッチングマシンなどを揃えるなど

してしてしてして、強豪校、強豪校、強豪校、強豪校などなどなどなどににににもももも好評好評好評好評を得ているとのことであったを得ているとのことであったを得ているとのことであったを得ているとのことであった。。。。    

    

食の料理教室や栄養学に関する講座食の料理教室や栄養学に関する講座食の料理教室や栄養学に関する講座食の料理教室や栄養学に関する講座    

アスリートをもてなす料理を西条市でアスリートをもてなす料理を西条市でアスリートをもてなす料理を西条市でアスリートをもてなす料理を西条市でつくるために、アスリート栄養管理のスペシャリスつくるために、アスリート栄養管理のスペシャリスつくるために、アスリート栄養管理のスペシャリスつくるために、アスリート栄養管理のスペシャリス

トに招きトに招きトに招きトに招き、、、、メニュー開発にも取り組んでいるメニュー開発にも取り組んでいるメニュー開発にも取り組んでいるメニュー開発にも取り組んでいる。ただ。ただ。ただ。ただしししし、、、、食というのは地元に定着させなけれ食というのは地元に定着させなけれ食というのは地元に定着させなけれ食というのは地元に定着させなけれ

    平成平成平成平成 19191919 年度年度年度年度    平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度    平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    

団 体団 体団 体団 体 数数数数    25252525    29292929    31313131    36363636    

人人人人        数（人）数（人）数（人）数（人）    922922922922    1,2881,2881,2881,288    1,3491,3491,3491,349    1,6741,6741,6741,674    

延べ人数（人）延べ人数（人）延べ人数（人）延べ人数（人）    4,4304,4304,4304,430    5,5295,5295,5295,529    6,4376,4376,4376,437    7,5947,5947,5947,594    

経済効果（千円）経済効果（千円）経済効果（千円）経済効果（千円）            31,30331,30331,30331,303    37,56237,56237,56237,562    



ばならないという観点から、市民に対するばならないという観点から、市民に対するばならないという観点から、市民に対するばならないという観点から、市民に対する料理教室というものも同時に行っている。料理教室というものも同時に行っている。料理教室というものも同時に行っている。料理教室というものも同時に行っている。開発し開発し開発し開発し

たたたたメニューを宿泊施設に提供しているが、メニューを宿泊施設に提供しているが、メニューを宿泊施設に提供しているが、メニューを宿泊施設に提供しているが、合合合合宿を受け入れるホテル・旅館等宿を受け入れるホテル・旅館等宿を受け入れるホテル・旅館等宿を受け入れるホテル・旅館等ののののコストコストコストコストの問題の問題の問題の問題、、、、

旬の旬の旬の旬の食材食材食材食材の問題などの問題などの問題などの問題など、、、、まだ課まだ課まだ課まだ課題もあるとのことであった題もあるとのことであった題もあるとのことであった題もあるとのことであった。。。。    

    

トレーナーの確保と育成・トレーニングプログラムの開発トレーナーの確保と育成・トレーニングプログラムの開発トレーナーの確保と育成・トレーニングプログラムの開発トレーナーの確保と育成・トレーニングプログラムの開発    

トレーナー制度の実施トレーナー制度の実施トレーナー制度の実施トレーナー制度の実施を計画しておを計画しておを計画しておを計画しており、テーピングり、テーピングり、テーピングり、テーピング技術技術技術技術やウェイトトレーニングやウェイトトレーニングやウェイトトレーニングやウェイトトレーニングの知識のの知識のの知識のの知識の

醸成のほか醸成のほか醸成のほか醸成のほか、医療機関と連携できる人材、医療機関と連携できる人材、医療機関と連携できる人材、医療機関と連携できる人材もももも育成育成育成育成し、し、し、し、今後今後今後今後、、、、国際的な大会に同行できる国際的な大会に同行できる国際的な大会に同行できる国際的な大会に同行できるようなようなようなような

トレーナトレーナトレーナトレーナーーーーをををを育成育成育成育成する地盤づくりを進めている。する地盤づくりを進めている。する地盤づくりを進めている。する地盤づくりを進めている。また、また、また、また、東海大学と連携して、標高東海大学と連携して、標高東海大学と連携して、標高東海大学と連携して、標高 1,5001,5001,5001,500 メーメーメーメー

トル以上のトル以上のトル以上のトル以上の高地高地高地高地環境を活用したトレーニングソフトの開発を行って環境を活用したトレーニングソフトの開発を行って環境を活用したトレーニングソフトの開発を行って環境を活用したトレーニングソフトの開発を行っているいるいるいる。効果はウォーキン。効果はウォーキン。効果はウォーキン。効果はウォーキン

グでも確認できるというこグでも確認できるというこグでも確認できるというこグでも確認できるということで、市民向けの運動教室も実施しており、エネルギー消費量のとで、市民向けの運動教室も実施しており、エネルギー消費量のとで、市民向けの運動教室も実施しており、エネルギー消費量のとで、市民向けの運動教室も実施しており、エネルギー消費量の

増加・増加・増加・増加・肥満予防肥満予防肥満予防肥満予防・・・・心身リフレッシュ効果心身リフレッシュ効果心身リフレッシュ効果心身リフレッシュ効果・・・・筋肉量を減らさず脂肪を減少筋肉量を減らさず脂肪を減少筋肉量を減らさず脂肪を減少筋肉量を減らさず脂肪を減少させるさせるさせるさせるなどなどなどなど、データ、データ、データ、データ

としても効果が実証されている。今年度は、としても効果が実証されている。今年度は、としても効果が実証されている。今年度は、としても効果が実証されている。今年度は、経済経済経済経済ベースにこれを乗せられるかということで、ベースにこれを乗せられるかということで、ベースにこれを乗せられるかということで、ベースにこれを乗せられるかということで、

アンケートを実施し、アンケートを実施し、アンケートを実施し、アンケートを実施し、事業化へ向けた調査も行っている。事業化へ向けた調査も行っている。事業化へ向けた調査も行っている。事業化へ向けた調査も行っている。    

    

【ビバ・スポルディアＳＡＩＪＯ現地視察】【ビバ・スポルディアＳＡＩＪＯ現地視察】【ビバ・スポルディアＳＡＩＪＯ現地視察】【ビバ・スポルディアＳＡＩＪＯ現地視察】    

合宿都市構想を推進する拠点施設の一つ。合宿都市構想を推進する拠点施設の一つ。合宿都市構想を推進する拠点施設の一つ。合宿都市構想を推進する拠点施設の一つ。    

総建設費約総建設費約総建設費約総建設費約 16161616 億円億円億円億円    

主競技場：面積主競技場：面積主競技場：面積主競技場：面積    約約約約 7,200m7,200m7,200m7,200m2222（（（（90m×80m90m×80m90m×80m90m×80m））））    

ロングパイル人工芝ロングパイル人工芝ロングパイル人工芝ロングパイル人工芝    約約約約 5,460m5,460m5,460m5,460m2222（（（（84m×65m84m×65m84m×65m84m×65m））））    

クレー（黒土）約クレー（黒土）約クレー（黒土）約クレー（黒土）約 900m900m900m900m2222（（（（90m×10m90m×10m90m×10m90m×10m））））    

ウレタンウレタンウレタンウレタン    幅幅幅幅 2.5m2.5m2.5m2.5m    1111 周約周約周約周約 300m300m300m300m    

サッカーサッカーサッカーサッカー場として場として場として場として 1111 面、フットサル場として面、フットサル場として面、フットサル場として面、フットサル場として

4444 面とれるとのこと。面とれるとのこと。面とれるとのこと。面とれるとのこと。最大最大最大最大でででで 6666 分割分割分割分割することすることすることすること

ができる。ができる。ができる。ができる。    

運動会・展示会・式典などにも使用可能運動会・展示会・式典などにも使用可能運動会・展示会・式典などにも使用可能運動会・展示会・式典などにも使用可能。。。。



【質疑応答】【質疑応答】【質疑応答】【質疑応答】    

質問質問質問質問    プロのチームは来ているのか。プロのチームは来ているのか。プロのチームは来ているのか。プロのチームは来ているのか。    

回答回答回答回答    プロ等は来ていない。プロ等は来ていない。プロ等は来ていない。プロ等は来ていない。    

    

質問質問質問質問    宿泊宿泊宿泊宿泊関係者関係者関係者関係者の協会等の協会等の協会等の協会等とととと話し合い話し合い話し合い話し合いははははしているのか。しているのか。しているのか。しているのか。    

回答回答回答回答    もちろん話し合いはしている。もちろん話し合いはしている。もちろん話し合いはしている。もちろん話し合いはしている。まず、まず、まず、まず、旅館組合と旅館組合と旅館組合と旅館組合と合宿受け入れについて合宿受け入れについて合宿受け入れについて合宿受け入れについて話を進めてい話を進めてい話を進めてい話を進めてい

たが、たが、たが、たが、そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの 1111 社が社が社が社が合宿都市構想に賛同できない合宿都市構想に賛同できない合宿都市構想に賛同できない合宿都市構想に賛同できないとととというこというこというこということだっだっだっだったので、旅館組合たので、旅館組合たので、旅館組合たので、旅館組合

としてとしてとしてとしてのののの協力はできないということであった。そこで、協力はできないということであった。そこで、協力はできないということであった。そこで、協力はできないということであった。そこで、この構想にこの構想にこの構想にこの構想に賛同いただけるホテ賛同いただけるホテ賛同いただけるホテ賛同いただけるホテ

ル・旅館関係のル・旅館関係のル・旅館関係のル・旅館関係の支配人など支配人など支配人など支配人など、、、、有志の方有志の方有志の方有志の方にににに合宿都市構想推進協議会に合宿都市構想推進協議会に合宿都市構想推進協議会に合宿都市構想推進協議会に参加してもら参加してもら参加してもら参加してもらい、い、い、い、協協協協

議を進めている議を進めている議を進めている議を進めている状況である。状況である。状況である。状況である。    

    

質問質問質問質問    市単独の宿泊施設は持っているのか。本市市単独の宿泊施設は持っているのか。本市市単独の宿泊施設は持っているのか。本市市単独の宿泊施設は持っているのか。本市だと少年自然の家がありだと少年自然の家がありだと少年自然の家がありだと少年自然の家があり、、、、格安格安格安格安のののの料金料金料金料金設定設定設定設定

になってになってになってになっているが、そういう施設はいるが、そういう施設はいるが、そういう施設はいるが、そういう施設はあるのかあるのかあるのかあるのか。。。。    

回答回答回答回答    市として市として市として市として 2222 つの宿泊つの宿泊つの宿泊つの宿泊施設施設施設施設をををを持っている持っている持っている持っているが、これらは指定管理にしているので、それなが、これらは指定管理にしているので、それなが、これらは指定管理にしているので、それなが、これらは指定管理にしているので、それな

りに料金はとっている。りに料金はとっている。りに料金はとっている。りに料金はとっている。スタンスとしては、スタンスとしては、スタンスとしては、スタンスとしては、格安で呼ぶというより、しっかりした対応格安で呼ぶというより、しっかりした対応格安で呼ぶというより、しっかりした対応格安で呼ぶというより、しっかりした対応

でででで誘致をしていきたい誘致をしていきたい誘致をしていきたい誘致をしていきたい。。。。    

    

質問質問質問質問    本市本市本市本市の場合の場合の場合の場合、、、、合宿に来た団体に合宿に来た団体に合宿に来た団体に合宿に来た団体に 10101010 万万万万円円円円、、、、15151515 万万万万円円円円という補助金を出している。という補助金を出している。という補助金を出している。という補助金を出している。本市本市本市本市はははは

遠方にあるので、交通費の遠方にあるので、交通費の遠方にあるので、交通費の遠方にあるので、交通費の補助的な意味合いで出しているが、補助的な意味合いで出しているが、補助的な意味合いで出しているが、補助的な意味合いで出しているが、合宿をした合宿をした合宿をした合宿をした際に市民や際に市民や際に市民や際に市民や地地地地

元の子供たちに対して教室を開くというのが条件になっている。そういう元の子供たちに対して教室を開くというのが条件になっている。そういう元の子供たちに対して教室を開くというのが条件になっている。そういう元の子供たちに対して教室を開くというのが条件になっている。そういうことことことことはやってはやってはやってはやって

いるか。いるか。いるか。いるか。    

回答回答回答回答    合宿に来る大学等はトレーニングを目的に来る合宿に来る大学等はトレーニングを目的に来る合宿に来る大学等はトレーニングを目的に来る合宿に来る大学等はトレーニングを目的に来るので、ので、ので、ので、教室の開催をしてもらうこと教室の開催をしてもらうこと教室の開催をしてもらうこと教室の開催をしてもらうことはははは

難しいと考えている難しいと考えている難しいと考えている難しいと考えている。ただし、東海大学。ただし、東海大学。ただし、東海大学。ただし、東海大学は連携させてもらっているので、は連携させてもらっているので、は連携させてもらっているので、は連携させてもらっているので、他の他の他の他の事業を活事業を活事業を活事業を活

用して、用して、用して、用して、有名なアスリートと有名なアスリートと有名なアスリートと有名なアスリートと市民の交流の場市民の交流の場市民の交流の場市民の交流の場をををを設け設け設け設けるなどの取り組みはしてるなどの取り組みはしてるなどの取り組みはしてるなどの取り組みはしている。いる。いる。いる。    

    

質問質問質問質問    国の補助として、国の補助として、国の補助として、国の補助として、ふるさと雇用再生事業を活用しているということだが、何年間の補ふるさと雇用再生事業を活用しているということだが、何年間の補ふるさと雇用再生事業を活用しているということだが、何年間の補ふるさと雇用再生事業を活用しているということだが、何年間の補

助なのか。助なのか。助なのか。助なのか。    

回答回答回答回答    3333 年間年間年間年間である。これは、である。これは、である。これは、である。これは、地域の特色地域の特色地域の特色地域の特色に特化して雇用に特化して雇用に特化して雇用に特化して雇用を創出しを創出しを創出しを創出し、、、、産業を定着させる目的産業を定着させる目的産業を定着させる目的産業を定着させる目的

があり、があり、があり、があり、かかった人件費の倍を国が補助するという内容である。かかった人件費の倍を国が補助するという内容である。かかった人件費の倍を国が補助するという内容である。かかった人件費の倍を国が補助するという内容である。    

    

質問質問質問質問    合宿に来て合宿に来て合宿に来て合宿に来てもらうもらうもらうもらう際、宿泊施設の方に宿泊料を下げてもらうよう際、宿泊施設の方に宿泊料を下げてもらうよう際、宿泊施設の方に宿泊料を下げてもらうよう際、宿泊施設の方に宿泊料を下げてもらうよう市から市から市から市から依頼依頼依頼依頼ははははしていしていしていしてい

るるるるか。か。か。か。    

回答回答回答回答    合宿者に対して宿泊施設の案内はしているが、実際に料金にまで介入することは難し合宿者に対して宿泊施設の案内はしているが、実際に料金にまで介入することは難し合宿者に対して宿泊施設の案内はしているが、実際に料金にまで介入することは難し合宿者に対して宿泊施設の案内はしているが、実際に料金にまで介入することは難し

いのでやっていない。ただし、宿泊業者が配慮して安くしてくれているようだ。いのでやっていない。ただし、宿泊業者が配慮して安くしてくれているようだ。いのでやっていない。ただし、宿泊業者が配慮して安くしてくれているようだ。いのでやっていない。ただし、宿泊業者が配慮して安くしてくれているようだ。    



質問質問質問質問    組織機構の部分で、稚内市ではスポーツ関係組織機構の部分で、稚内市ではスポーツ関係組織機構の部分で、稚内市ではスポーツ関係組織機構の部分で、稚内市ではスポーツ関係をををを教育教育教育教育委員会委員会委員会委員会が一手に担っているが、西が一手に担っているが、西が一手に担っているが、西が一手に担っているが、西

条市では保健福祉部なども絡んでいる。このようになった経過は。条市では保健福祉部なども絡んでいる。このようになった経過は。条市では保健福祉部なども絡んでいる。このようになった経過は。条市では保健福祉部なども絡んでいる。このようになった経過は。    

回答回答回答回答    生涯スポ生涯スポ生涯スポ生涯スポーツや社会体育の部分が市長の意向で市長部局に移ーツや社会体育の部分が市長の意向で市長部局に移ーツや社会体育の部分が市長の意向で市長部局に移ーツや社会体育の部分が市長の意向で市長部局に移したためしたためしたためしたため。。。。スポーツ関係スポーツ関係スポーツ関係スポーツ関係

ををををすべて教育委員会すべて教育委員会すべて教育委員会すべて教育委員会のののの所管にすると、市長のやりたいことがなかなかできないが、所管にすると、市長のやりたいことがなかなかできないが、所管にすると、市長のやりたいことがなかなかできないが、所管にすると、市長のやりたいことがなかなかできないが、市長市長市長市長

部局に移したことに部局に移したことに部局に移したことに部局に移したことによって、動きもとりやすくなった。よって、動きもとりやすくなった。よって、動きもとりやすくなった。よって、動きもとりやすくなった。    

    

質問質問質問質問    これからの誘致策ということで、民間企業を含めたワーキンググループをつくっていこれからの誘致策ということで、民間企業を含めたワーキンググループをつくっていこれからの誘致策ということで、民間企業を含めたワーキンググループをつくっていこれからの誘致策ということで、民間企業を含めたワーキンググループをつくってい

るとのことだが、その具体的な中身は。るとのことだが、その具体的な中身は。るとのことだが、その具体的な中身は。るとのことだが、その具体的な中身は。    

回答回答回答回答    日本トラベルな日本トラベルな日本トラベルな日本トラベルなどの大手代理店に設定して施設を利用できないかという考え方どの大手代理店に設定して施設を利用できないかという考え方どの大手代理店に設定して施設を利用できないかという考え方どの大手代理店に設定して施設を利用できないかという考え方、、、、行政行政行政行政

に部門を設置しに部門を設置しに部門を設置しに部門を設置し、積極的な関わりを求めるという考え方、旅館関係でＮＰＯ法人をつ、積極的な関わりを求めるという考え方、旅館関係でＮＰＯ法人をつ、積極的な関わりを求めるという考え方、旅館関係でＮＰＯ法人をつ、積極的な関わりを求めるという考え方、旅館関係でＮＰＯ法人をつ

くって推進する体制を構築、このくって推進する体制を構築、このくって推進する体制を構築、このくって推進する体制を構築、この 3333 案案案案でででで現状は現状は現状は現状は進めている。進めている。進めている。進めている。    

    

質問質問質問質問    誘致策をもっと前に進めていこうということで誘致策をもっと前に進めていこうということで誘致策をもっと前に進めていこうということで誘致策をもっと前に進めていこうということで、、、、新たにワーキンググループを設ける新たにワーキンググループを設ける新たにワーキンググループを設ける新たにワーキンググループを設ける

ということか。ということか。ということか。ということか。    

回答回答回答回答    そのとおりである。そのとおりである。そのとおりである。そのとおりである。現在現在現在現在、、、、合宿で来ているのが合宿で来ているのが合宿で来ているのが合宿で来ているのが主に主に主に主に野球・サッカー・ソフトボール・野球・サッカー・ソフトボール・野球・サッカー・ソフトボール・野球・サッカー・ソフトボール・

陸上関連であるが、これらについては施設陸上関連であるが、これらについては施設陸上関連であるが、これらについては施設陸上関連であるが、これらについては施設のののの利用利用利用利用がががが飽和状態になっている。飽和状態になっている。飽和状態になっている。飽和状態になっている。そこで、そこで、そこで、そこで、ババババ

スケットボールやサイクリングなどスケットボールやサイクリングなどスケットボールやサイクリングなどスケットボールやサイクリングなどののののスポーツスポーツスポーツスポーツのほかのほかのほかのほか、、、、吹奏楽など文化系吹奏楽など文化系吹奏楽など文化系吹奏楽など文化系にも手を広げにも手を広げにも手を広げにも手を広げ

ていかなければならないと考えており、ていかなければならないと考えており、ていかなければならないと考えており、ていかなければならないと考えており、実際にビジネスをしているところと組んで実際にビジネスをしているところと組んで実際にビジネスをしているところと組んで実際にビジネスをしているところと組んで誘致誘致誘致誘致

していきたいと考えている。ただし、すべての施設を満杯にすると市民が使えなくしていきたいと考えている。ただし、すべての施設を満杯にすると市民が使えなくしていきたいと考えている。ただし、すべての施設を満杯にすると市民が使えなくしていきたいと考えている。ただし、すべての施設を満杯にすると市民が使えなくなっなっなっなっ

てしまうので、そこら辺の住み分けをどうすればいいかも検討していく。てしまうので、そこら辺の住み分けをどうすればいいかも検討していく。てしまうので、そこら辺の住み分けをどうすればいいかも検討していく。てしまうので、そこら辺の住み分けをどうすればいいかも検討していく。    

    

質問質問質問質問    市で持っている宿泊施設は指定管理とのことだが、宿泊料金は指定管理者が独自に決市で持っている宿泊施設は指定管理とのことだが、宿泊料金は指定管理者が独自に決市で持っている宿泊施設は指定管理とのことだが、宿泊料金は指定管理者が独自に決市で持っている宿泊施設は指定管理とのことだが、宿泊料金は指定管理者が独自に決

められるのか。められるのか。められるのか。められるのか。    

回答回答回答回答    原則原則原則原則、、、、指定管理者は条例で定められた金額より安くはできるが指定管理者は条例で定められた金額より安くはできるが指定管理者は条例で定められた金額より安くはできるが指定管理者は条例で定められた金額より安くはできるが、、、、高くはできない。事高くはできない。事高くはできない。事高くはできない。事

前に行政と折衝して宿泊料金を決めているが、法外に安い料金にすると民業圧迫につな前に行政と折衝して宿泊料金を決めているが、法外に安い料金にすると民業圧迫につな前に行政と折衝して宿泊料金を決めているが、法外に安い料金にすると民業圧迫につな前に行政と折衝して宿泊料金を決めているが、法外に安い料金にすると民業圧迫につな

がるので、がるので、がるので、がるので、余り料金を安くすることはしない余り料金を安くすることはしない余り料金を安くすることはしない余り料金を安くすることはしない。。。。    

    

質問質問質問質問    施設の利用料は、市民も合宿者も同じか。施設の利用料は、市民も合宿者も同じか。施設の利用料は、市民も合宿者も同じか。施設の利用料は、市民も合宿者も同じか。    

回答回答回答回答    同じである。同じである。同じである。同じである。    

    

質問質問質問質問    文化系の誘致ということだったが、状況は。文化系の誘致ということだったが、状況は。文化系の誘致ということだったが、状況は。文化系の誘致ということだったが、状況は。    

回答回答回答回答    大阪の吹奏楽大阪の吹奏楽大阪の吹奏楽大阪の吹奏楽部に来てもらったが、文化系が合宿すること自体少ないので、そこをど部に来てもらったが、文化系が合宿すること自体少ないので、そこをど部に来てもらったが、文化系が合宿すること自体少ないので、そこをど部に来てもらったが、文化系が合宿すること自体少ないので、そこをど

うするかが現在課題になっている。うするかが現在課題になっている。うするかが現在課題になっている。うするかが現在課題になっている。    



【西条市視察まとめ】【西条市視察まとめ】【西条市視察まとめ】【西条市視察まとめ】    

四国を代表する四国を代表する四国を代表する四国を代表するおおおお祭りである「西条まつり」の翌日の訪問祭りである「西条まつり」の翌日の訪問祭りである「西条まつり」の翌日の訪問祭りである「西条まつり」の翌日の訪問ということで、職員の方も大変ということで、職員の方も大変ということで、職員の方も大変ということで、職員の方も大変

疲れているにもかかわらず、非常に親切・丁寧に対応していただいた。西条市に入り、疲れているにもかかわらず、非常に親切・丁寧に対応していただいた。西条市に入り、疲れているにもかかわらず、非常に親切・丁寧に対応していただいた。西条市に入り、疲れているにもかかわらず、非常に親切・丁寧に対応していただいた。西条市に入り、まずまずまずまず

体感したのは、瀬戸内特有の温暖な気候であった。体感したのは、瀬戸内特有の温暖な気候であった。体感したのは、瀬戸内特有の温暖な気候であった。体感したのは、瀬戸内特有の温暖な気候であった。夏はやはり暑いのだろうが、夏はやはり暑いのだろうが、夏はやはり暑いのだろうが、夏はやはり暑いのだろうが、四季を通し四季を通し四季を通し四季を通し

て合宿て合宿て合宿て合宿をするをするをするをするには最適の環境には最適の環境には最適の環境には最適の環境であるであるであるであると感じた。と感じた。と感じた。と感じた。    

西条市の合宿誘致は「ふるさと雇用再生事業」を活用し、西条市の合宿誘致は「ふるさと雇用再生事業」を活用し、西条市の合宿誘致は「ふるさと雇用再生事業」を活用し、西条市の合宿誘致は「ふるさと雇用再生事業」を活用し、西条市合宿推進プロジェクトを西条市合宿推進プロジェクトを西条市合宿推進プロジェクトを西条市合宿推進プロジェクトを

立ち上げ、立ち上げ、立ち上げ、立ち上げ、平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度ににににおいておいておいておいてはははは約約約約 3333 千万円千万円千万円千万円のののの助成を受けて助成を受けて助成を受けて助成を受けて活動して活動して活動して活動しているとの説明であっいるとの説明であっいるとの説明であっいるとの説明であっ

た。経済効果はた。経済効果はた。経済効果はた。経済効果は 1111 団体当たり団体当たり団体当たり団体当たり 200200200200 万円で万円で万円で万円で、、、、23232323 年度は年度は年度は年度は 7,5007,5007,5007,500 万円と見込んでいるとのこと。万円と見込んでいるとのこと。万円と見込んでいるとのこと。万円と見込んでいるとのこと。行行行行

き渡ったき渡ったき渡ったき渡った送迎サービス送迎サービス送迎サービス送迎サービスに加え、に加え、に加え、に加え、キャキャキャキャンンンンプリポートなどプリポートなどプリポートなどプリポートなどの工夫もの工夫もの工夫もの工夫も盛り込んだホームページの充盛り込んだホームページの充盛り込んだホームページの充盛り込んだホームページの充

実、実、実、実、栄養栄養栄養栄養面面面面の配慮を目的としたの配慮を目的としたの配慮を目的としたの配慮を目的とした食事メニューの開発、または食事メニューの開発、または食事メニューの開発、または食事メニューの開発、または栄養学栄養学栄養学栄養学講座講座講座講座などなどなどなど、、、、合宿者合宿者合宿者合宿者に対すに対すに対すに対す

るサービスに並々ならぬ努力を注いでいるサービスに並々ならぬ努力を注いでいるサービスに並々ならぬ努力を注いでいるサービスに並々ならぬ努力を注いでいるるるる。。。。    

誘致活動については、学校や企業に直接出向いて積極的な営業を行っており誘致活動については、学校や企業に直接出向いて積極的な営業を行っており誘致活動については、学校や企業に直接出向いて積極的な営業を行っており誘致活動については、学校や企業に直接出向いて積極的な営業を行っており、、、、主に新規団主に新規団主に新規団主に新規団

体を誘致するに当たって大きな効果を生み出しているとのことで、体を誘致するに当たって大きな効果を生み出しているとのことで、体を誘致するに当たって大きな効果を生み出しているとのことで、体を誘致するに当たって大きな効果を生み出しているとのことで、本市としても学ぶ本市としても学ぶ本市としても学ぶ本市としても学ぶべき姿べき姿べき姿べき姿

勢である勢である勢である勢であると考えると考えると考えると考える。また、西条市の「合宿都市構想」のコンセプトであるスポーツを通。また、西条市の「合宿都市構想」のコンセプトであるスポーツを通。また、西条市の「合宿都市構想」のコンセプトであるスポーツを通。また、西条市の「合宿都市構想」のコンセプトであるスポーツを通じたじたじたじた

交流人口の拡大交流人口の拡大交流人口の拡大交流人口の拡大はははは、、、、自治体を活性化する上でも非常に重要な要素ではないだろうか。自治体を活性化する上でも非常に重要な要素ではないだろうか。自治体を活性化する上でも非常に重要な要素ではないだろうか。自治体を活性化する上でも非常に重要な要素ではないだろうか。    

西条市は西条市は西条市は西条市は四国屈指の工業集積地四国屈指の工業集積地四国屈指の工業集積地四国屈指の工業集積地であり、それをであり、それをであり、それをであり、それを強みとした強みとした強みとした強みとした社会人団体の集客ノウハウは存社会人団体の集客ノウハウは存社会人団体の集客ノウハウは存社会人団体の集客ノウハウは存

分に発揮していると感じた。宿泊業者の推進協議会への参加や、商工会議所へのプロジェク分に発揮していると感じた。宿泊業者の推進協議会への参加や、商工会議所へのプロジェク分に発揮していると感じた。宿泊業者の推進協議会への参加や、商工会議所へのプロジェク分に発揮していると感じた。宿泊業者の推進協議会への参加や、商工会議所へのプロジェク

トの委託トの委託トの委託トの委託など、など、など、など、関係関係関係関係業界を取り込んでいく業界を取り込んでいく業界を取り込んでいく業界を取り込んでいく手法は大いに参考に手法は大いに参考に手法は大いに参考に手法は大いに参考にすべき点であった。すべき点であった。すべき点であった。すべき点であった。    

最後に、最後に、最後に、最後に、施設見学として西条市が誇る総工費施設見学として西条市が誇る総工費施設見学として西条市が誇る総工費施設見学として西条市が誇る総工費 16161616 億円の天蓋付き億円の天蓋付き億円の天蓋付き億円の天蓋付きスポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設「ビバ・ス「ビバ・ス「ビバ・ス「ビバ・ス

ポルティアＳＡＩＪＯ」を訪ポルティアＳＡＩＪＯ」を訪ポルティアＳＡＩＪＯ」を訪ポルティアＳＡＩＪＯ」を訪問した。サッカー場が一面とれ問した。サッカー場が一面とれ問した。サッカー場が一面とれ問した。サッカー場が一面とれるほどの大きな施設でるほどの大きな施設でるほどの大きな施設でるほどの大きな施設で、、、、各種各種各種各種備備備備

品関係も品関係も品関係も品関係も整って整って整って整っており、素晴らしい施設であった。施設の管理者から話を聞くとおり、素晴らしい施設であった。施設の管理者から話を聞くとおり、素晴らしい施設であった。施設の管理者から話を聞くとおり、素晴らしい施設であった。施設の管理者から話を聞くと、、、、もう少し広もう少し広もう少し広もう少し広

さが欲しかった、観客席の柱の位置をもう少し考慮してほしかった、さが欲しかった、観客席の柱の位置をもう少し考慮してほしかった、さが欲しかった、観客席の柱の位置をもう少し考慮してほしかった、さが欲しかった、観客席の柱の位置をもう少し考慮してほしかった、などの反省点も聞かれなどの反省点も聞かれなどの反省点も聞かれなどの反省点も聞かれ

たたたたことから、ことから、ことから、ことから、これだけの施設でも、これだけの施設でも、これだけの施設でも、これだけの施設でも、設計段階における設計段階における設計段階における設計段階における利用者・利用者・利用者・利用者・施設施設施設施設管理者管理者管理者管理者ととととのののの綿密な綿密な綿密な綿密な調整が調整が調整が調整が

いかにいかにいかにいかに重要重要重要重要かかかかということということということということを感を感を感を感

じたところであるじたところであるじたところであるじたところである。。。。    

稚内市の今後の合宿誘致に稚内市の今後の合宿誘致に稚内市の今後の合宿誘致に稚内市の今後の合宿誘致に

対する考え方や、推進するため対する考え方や、推進するため対する考え方や、推進するため対する考え方や、推進するため

の組織づくり強化など、西条市の組織づくり強化など、西条市の組織づくり強化など、西条市の組織づくり強化など、西条市

が現在行っている様々な取りが現在行っている様々な取りが現在行っている様々な取りが現在行っている様々な取り

組みが参考になった。スポーツ組みが参考になった。スポーツ組みが参考になった。スポーツ組みが参考になった。スポーツ

を通じた効果の大きさを改めを通じた効果の大きさを改めを通じた効果の大きさを改めを通じた効果の大きさを改め

て理て理て理て理解したところであり、今後解したところであり、今後解したところであり、今後解したところであり、今後

の稚内市政に生かせるの稚内市政に生かせるの稚内市政に生かせるの稚内市政に生かせる、、、、非常に非常に非常に非常に

身のある視察訪問となった。身のある視察訪問となった。身のある視察訪問となった。身のある視察訪問となった。



【調査事項】福山市立大学について【調査事項】福山市立大学について【調査事項】福山市立大学について【調査事項】福山市立大学について    

    

広島広島広島広島県県県県福山福山福山福山市市市市とはとはとはとは    

瀬戸内海の瀬戸内海の瀬戸内海の瀬戸内海の中央部中央部中央部中央部で、広島県南で、広島県南で、広島県南で、広島県南東端に位置し東端に位置し東端に位置し東端に位置し、三原市、三原市、三原市、三原市北部の北部の北部の北部の大和町大和町大和町大和町を源とするを源とするを源とするを源とする芦田川芦田川芦田川芦田川の河の河の河の河

口に広がる福山平野に市の中心地がある。口に広がる福山平野に市の中心地がある。口に広がる福山平野に市の中心地がある。口に広がる福山平野に市の中心地がある。1998199819981998 年（平成年（平成年（平成年（平成 10101010 年）年）年）年）にににに中核市へ中核市へ中核市へ中核市へ移し、移し、移し、移し、2003200320032003 年（平年（平年（平年（平

成成成成 15151515 年）に内海町・新市町、年）に内海町・新市町、年）に内海町・新市町、年）に内海町・新市町、2005200520052005 年（平成年（平成年（平成年（平成 17171717 年）に沼隈町、年）に沼隈町、年）に沼隈町、年）に沼隈町、2006200620062006 年（平成年（平成年（平成年（平成 18181818 年）年）年）年）に神辺に神辺に神辺に神辺

町と合併を重ね、現在は町と合併を重ね、現在は町と合併を重ね、現在は町と合併を重ね、現在は、市域、市域、市域、市域 518.07518.07518.07518.07 平方キロメートル、人口約平方キロメートル、人口約平方キロメートル、人口約平方キロメートル、人口約 47474747 万人を擁し、中国地方万人を擁し、中国地方万人を擁し、中国地方万人を擁し、中国地方

でででで 4444 番目の都市となってい番目の都市となってい番目の都市となってい番目の都市となっているるるる。。。。地場産業では地場産業では地場産業では地場産業では、、、、繊維・電子機器・ポンプ・クレーン・機械繊維・電子機器・ポンプ・クレーン・機械繊維・電子機器・ポンプ・クレーン・機械繊維・電子機器・ポンプ・クレーン・機械検検検検

査機器・食品トレー・ゴム製造業などの一大製造拠点になって査機器・食品トレー・ゴム製造業などの一大製造拠点になって査機器・食品トレー・ゴム製造業などの一大製造拠点になって査機器・食品トレー・ゴム製造業などの一大製造拠点になっており、まおり、まおり、まおり、また上場企業やその業た上場企業やその業た上場企業やその業た上場企業やその業

種のオンリーワン種のオンリーワン種のオンリーワン種のオンリーワン・ナンバーワン・ナンバーワン・ナンバーワン・ナンバーワン企業が都市規模の割合に比較しても非常に多く、国内地方企業が都市規模の割合に比較しても非常に多く、国内地方企業が都市規模の割合に比較しても非常に多く、国内地方企業が都市規模の割合に比較しても非常に多く、国内地方

都市では都市では都市では都市では静岡県浜松地区静岡県浜松地区静岡県浜松地区静岡県浜松地区に次ぐ上場・トップシェア企業に次ぐ上場・トップシェア企業に次ぐ上場・トップシェア企業に次ぐ上場・トップシェア企業数を誇っている。数を誇っている。数を誇っている。数を誇っている。    

    

【【【【選定の背景と目的選定の背景と目的選定の背景と目的選定の背景と目的】】】】    

    稚内北星稚内北星稚内北星稚内北星学園学園学園学園大学は、公設民営の、言うなれば大学は、公設民営の、言うなれば大学は、公設民営の、言うなれば大学は、公設民営の、言うなれば市立大学と言市立大学と言市立大学と言市立大学と言っても過言ではないっても過言ではないっても過言ではないっても過言ではない存在であ存在であ存在であ存在であ

る。前身は、昭和る。前身は、昭和る。前身は、昭和る。前身は、昭和 62626262 年年年年にににに開学開学開学開学されたされたされたされた稚内北星短期大学である。開学時の学科は、情報経営稚内北星短期大学である。開学時の学科は、情報経営稚内北星短期大学である。開学時の学科は、情報経営稚内北星短期大学である。開学時の学科は、情報経営

学科及び英文科であった。全国的に短期学科及び英文科であった。全国的に短期学科及び英文科であった。全国的に短期学科及び英文科であった。全国的に短期大学が先細りの中、平成大学が先細りの中、平成大学が先細りの中、平成大学が先細りの中、平成 12121212 年に年に年に年に 4444 年制大学として年制大学として年制大学として年制大学として

改組転換を図り、情報メディア学部情報メディア学科改組転換を図り、情報メディア学部情報メディア学科改組転換を図り、情報メディア学部情報メディア学科改組転換を図り、情報メディア学部情報メディア学科を置いてを置いてを置いてを置いて 4444 年制年制年制年制をスタートさせ、平成をスタートさせ、平成をスタートさせ、平成をスタートさせ、平成

21212121 年度からは年度からは年度からは年度からは新たに新たに新たに新たに地域創造学科を開設し、今日に至っている。資格課程は、教員免許（高地域創造学科を開設し、今日に至っている。資格課程は、教員免許（高地域創造学科を開設し、今日に至っている。資格課程は、教員免許（高地域創造学科を開設し、今日に至っている。資格課程は、教員免許（高

校・中学校・中学校・中学校・中学 1111 種）数学、（高校種）数学、（高校種）数学、（高校種）数学、（高校 1111 種）情報等である。しかし、大学全入時代である現在、平成種）情報等である。しかし、大学全入時代である現在、平成種）情報等である。しかし、大学全入時代である現在、平成種）情報等である。しかし、大学全入時代である現在、平成

20202020 年度には年度には年度には年度には、、、、全国全国全国全国のののの 4444 年制私立大学の定員割れは年制私立大学の定員割れは年制私立大学の定員割れは年制私立大学の定員割れは 47.147.147.147.1％に％に％に％に上り上り上り上り、その背景には、、その背景には、、その背景には、、その背景には、18181818 歳人口歳人口歳人口歳人口

の減少だけではなく大学の減少だけではなく大学の減少だけではなく大学の減少だけではなく大学自体の数の増加や、都市部の大規模大学へ集中する傾向が顕著に自体の数の増加や、都市部の大規模大学へ集中する傾向が顕著に自体の数の増加や、都市部の大規模大学へ集中する傾向が顕著に自体の数の増加や、都市部の大規模大学へ集中する傾向が顕著に

なっていることがなっていることがなっていることがなっていることが挙げられる。挙げられる。挙げられる。挙げられる。結果、地方にある大学は結果、地方にある大学は結果、地方にある大学は結果、地方にある大学は学生確保学生確保学生確保学生確保に苦戦を強いられに苦戦を強いられに苦戦を強いられに苦戦を強いられ、稚内北、稚内北、稚内北、稚内北

星大学においても同様星大学においても同様星大学においても同様星大学においても同様の状況になっているの状況になっているの状況になっているの状況になっている。。。。こうした中、こうした中、こうした中、こうした中、本年度においても定員本年度においても定員本年度においても定員本年度においても定員 340340340340 名のと名のと名のと名のと

ころころころころ、、、、193193193193 名の学生を有し名の学生を有し名の学生を有し名の学生を有し、これによって私学振興事業団からの補助金が確定したが、厳し、これによって私学振興事業団からの補助金が確定したが、厳し、これによって私学振興事業団からの補助金が確定したが、厳し、これによって私学振興事業団からの補助金が確定したが、厳し

い状況は依然変わい状況は依然変わい状況は依然変わい状況は依然変わっていっていっていっていない。ない。ない。ない。    

今回今回今回今回、、、、視察視察視察視察したしたしたした「福山市立大学」は、今年度「福山市立大学」は、今年度「福山市立大学」は、今年度「福山市立大学」は、今年度に新設されたに新設されたに新設されたに新設されたばかりであるが、近隣には広島ばかりであるが、近隣には広島ばかりであるが、近隣には広島ばかりであるが、近隣には広島

大学や岡山大学の有名国立大学、また隣の尾道市には尾道市立大学があるなど、公立大学が大学や岡山大学の有名国立大学、また隣の尾道市には尾道市立大学があるなど、公立大学が大学や岡山大学の有名国立大学、また隣の尾道市には尾道市立大学があるなど、公立大学が大学や岡山大学の有名国立大学、また隣の尾道市には尾道市立大学があるなど、公立大学が

ひしめく地域であるひしめく地域であるひしめく地域であるひしめく地域であるにも関わらず人気が沸騰。注目度が高い大学である。加えて、教育学部・にも関わらず人気が沸騰。注目度が高い大学である。加えて、教育学部・にも関わらず人気が沸騰。注目度が高い大学である。加えて、教育学部・にも関わらず人気が沸騰。注目度が高い大学である。加えて、教育学部・

都市経営学部と、学部も極めて稚内北星都市経営学部と、学部も極めて稚内北星都市経営学部と、学部も極めて稚内北星都市経営学部と、学部も極めて稚内北星大学と大学と大学と大学と類似しており、大きなヒントがあるものと期類似しており、大きなヒントがあるものと期類似しており、大きなヒントがあるものと期類似しており、大きなヒントがあるものと期

待し、選定に至った待し、選定に至った待し、選定に至った待し、選定に至った。。。。    

    

四四四四年制大学の設立趣旨年制大学の設立趣旨年制大学の設立趣旨年制大学の設立趣旨    

18181818 歳人口が都会へ流出する歳人口が都会へ流出する歳人口が都会へ流出する歳人口が都会へ流出するのが問題になっているがのが問題になっているがのが問題になっているがのが問題になっているが、これは福山市においても同様である。、これは福山市においても同様である。、これは福山市においても同様である。、これは福山市においても同様である。

50505050 万都市とは万都市とは万都市とは万都市とはいえどもいえどもいえどもいえども、多くの学生が都会の大学へ行ってしま、多くの学生が都会の大学へ行ってしま、多くの学生が都会の大学へ行ってしま、多くの学生が都会の大学へ行ってしまう。そうなると、必然的にう。そうなると、必然的にう。そうなると、必然的にう。そうなると、必然的に人人人人

材が材が材が材が地元へ戻って地元へ戻って地元へ戻って地元へ戻ってくる確率は低くくる確率は低くくる確率は低くくる確率は低くなりなりなりなり、、、、これが将来的に続くとこれが将来的に続くとこれが将来的に続くとこれが将来的に続くとまちがまちがまちがまちが高齢化高齢化高齢化高齢化していくしていくしていくしていくというというというという



問題も問題も問題も問題も併発して併発して併発して併発して出て出て出て出てきてしまうきてしまうきてしまうきてしまう。。。。そこで、大学を設置することにより、そこで、大学を設置することにより、そこで、大学を設置することにより、そこで、大学を設置することにより、地元に地元に地元に地元に定着する人材定着する人材定着する人材定着する人材

をををを地元で地元で地元で地元で育成し、育成し、育成し、育成し、持続的な地域社会を発展させてい持続的な地域社会を発展させてい持続的な地域社会を発展させてい持続的な地域社会を発展させていくくくくことによってことによってことによってことによって、、、、高齢化に歯止めをかけ高齢化に歯止めをかけ高齢化に歯止めをかけ高齢化に歯止めをかけ

るるるるここここととととが、大学が、大学が、大学が、大学設置の設置の設置の設置の大きな大きな大きな大きな趣旨趣旨趣旨趣旨となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

大学の設置の意義大学の設置の意義大学の設置の意義大学の設置の意義    

○地域で人材育成○地域で人材育成○地域で人材育成○地域で人材育成    

一番重要なことであり、最大の目的である。人材一番重要なことであり、最大の目的である。人材一番重要なことであり、最大の目的である。人材一番重要なことであり、最大の目的である。人材をををを育成することによって、産業の基盤育成することによって、産業の基盤育成することによって、産業の基盤育成することによって、産業の基盤

を支え、労働人口を確保する。また、企業を誘致するよりはを支え、労働人口を確保する。また、企業を誘致するよりはを支え、労働人口を確保する。また、企業を誘致するよりはを支え、労働人口を確保する。また、企業を誘致するよりは、、、、地場産業を育てた方が雇用地場産業を育てた方が雇用地場産業を育てた方が雇用地場産業を育てた方が雇用

機会も生み出され機会も生み出され機会も生み出され機会も生み出され、あらゆる意味で継続性がある。、あらゆる意味で継続性がある。、あらゆる意味で継続性がある。、あらゆる意味で継続性がある。    

○大学教育を受ける場の提供○大学教育を受ける場の提供○大学教育を受ける場の提供○大学教育を受ける場の提供    

大学受験生が少しでも身近な大学で、どれだけ学部を選択できるか。福山市には、私立大学受験生が少しでも身近な大学で、どれだけ学部を選択できるか。福山市には、私立大学受験生が少しでも身近な大学で、どれだけ学部を選択できるか。福山市には、私立大学受験生が少しでも身近な大学で、どれだけ学部を選択できるか。福山市には、私立

福山大学、平成大学、そして福山市立大学とあるが、それぞれ共存・共有ができるよう、福山大学、平成大学、そして福山市立大学とあるが、それぞれ共存・共有ができるよう、福山大学、平成大学、そして福山市立大学とあるが、それぞれ共存・共有ができるよう、福山大学、平成大学、そして福山市立大学とあるが、それぞれ共存・共有ができるよう、

学部のバッティングを避けている。また、学部のバッティングを避けている。また、学部のバッティングを避けている。また、学部のバッティングを避けている。また、経済負担を軽減するため、経済負担を軽減するため、経済負担を軽減するため、経済負担を軽減するため、一人暮らしをしなけ一人暮らしをしなけ一人暮らしをしなけ一人暮らしをしなけ

ればならないようなればならないようなればならないようなればならないような遠くの大学遠くの大学遠くの大学遠くの大学に行かせるに行かせるに行かせるに行かせるより近くの大学へ行かせたいとニーズに応えより近くの大学へ行かせたいとニーズに応えより近くの大学へ行かせたいとニーズに応えより近くの大学へ行かせたいとニーズに応え

ることができる。ることができる。ることができる。ることができる。    

○○○○地域の課題に即した教育研究地域の課題に即した教育研究地域の課題に即した教育研究地域の課題に即した教育研究    

地域それぞれのいろいろな文化あるいは教育水準の向上、あるいは活性化、また地域課地域それぞれのいろいろな文化あるいは教育水準の向上、あるいは活性化、また地域課地域それぞれのいろいろな文化あるいは教育水準の向上、あるいは活性化、また地域課地域それぞれのいろいろな文化あるいは教育水準の向上、あるいは活性化、また地域課

題に即した教育題に即した教育題に即した教育題に即した教育など、地域のニーズや課題、また実情に合ったシンクタンクとしてなど、地域のニーズや課題、また実情に合ったシンクタンクとしてなど、地域のニーズや課題、また実情に合ったシンクタンクとしてなど、地域のニーズや課題、また実情に合ったシンクタンクとして運営を運営を運営を運営を

していく。していく。していく。していく。    

○○○○地域社会への様々な情報発信地域社会への様々な情報発信地域社会への様々な情報発信地域社会への様々な情報発信    

    課題解決に向けた努力も情報発信の一つであるし、先生方がいろいろな市民課題解決に向けた努力も情報発信の一つであるし、先生方がいろいろな市民課題解決に向けた努力も情報発信の一つであるし、先生方がいろいろな市民課題解決に向けた努力も情報発信の一つであるし、先生方がいろいろな市民と出会うこと出会うこと出会うこと出会うこ

とによってとによってとによってとによって情報発信につながって情報発信につながって情報発信につながって情報発信につながっていく。さらには、学生がいろいろなところで活動するこいく。さらには、学生がいろいろなところで活動するこいく。さらには、学生がいろいろなところで活動するこいく。さらには、学生がいろいろなところで活動するこ

とによって、大学あるいは学生の力が情報発信につながり、それらをもろもろ含めると地とによって、大学あるいは学生の力が情報発信につながり、それらをもろもろ含めると地とによって、大学あるいは学生の力が情報発信につながり、それらをもろもろ含めると地とによって、大学あるいは学生の力が情報発信につながり、それらをもろもろ含めると地

域の活性化にもつながっていく。域の活性化にもつながっていく。域の活性化にもつながっていく。域の活性化にもつながっていく。    

○○○○地域の活性化に寄与地域の活性化に寄与地域の活性化に寄与地域の活性化に寄与    

4444 学年で学年で学年で学年で 1,0001,0001,0001,000 人の大学人の大学人の大学人の大学だが、このだが、このだが、このだが、この 1,0001,0001,0001,000 人が地元人が地元人が地元人が地元にににに残り、未来の福山市を担っていく残り、未来の福山市を担っていく残り、未来の福山市を担っていく残り、未来の福山市を担っていく

とととといういういういう観点から観点から観点から観点から見る見る見る見るとととと、地域の活性化には必ず寄与、地域の活性化には必ず寄与、地域の活性化には必ず寄与、地域の活性化には必ず寄与できるできるできるできると考えと考えと考えと考え、経済効果、経済効果、経済効果、経済効果の面から見ての面から見ての面から見ての面から見て

もおよそもおよそもおよそもおよそ 30303030 数億数億数億数億円から円から円から円から 50505050 億億億億円円円円はははは貢献できると貢献できると貢献できると貢献できると見込見込見込見込んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    

○○○○「福山」ブランド力の向上に寄与「福山」ブランド力の向上に寄与「福山」ブランド力の向上に寄与「福山」ブランド力の向上に寄与    

50505050 万人都市であるにもかかわらず、万人都市であるにもかかわらず、万人都市であるにもかかわらず、万人都市であるにもかかわらず、全国で名前が全国で名前が全国で名前が全国で名前が余り余り余り余り知られていないとい知られていないとい知られていないとい知られていないという非常に大う非常に大う非常に大う非常に大

きな命題がきな命題がきな命題がきな命題がある。ある。ある。ある。都市宣伝に都市宣伝に都市宣伝に都市宣伝に力を力を力を力を入れているが、入れたくても入れているが、入れたくても入れているが、入れたくても入れているが、入れたくてもそのためのそのためのそのためのそのための資源というもの資源というもの資源というもの資源というもの

がなかなかなく、商業活動がなかなかなく、商業活動がなかなかなく、商業活動がなかなかなく、商業活動ををををする上においても、福山というものを相手方に理解してもらする上においても、福山というものを相手方に理解してもらする上においても、福山というものを相手方に理解してもらする上においても、福山というものを相手方に理解してもら

えないのが大きな課題となっている。そこで、えないのが大きな課題となっている。そこで、えないのが大きな課題となっている。そこで、えないのが大きな課題となっている。そこで、新たに新たに新たに新たに大学を大学を大学を大学を開設する開設する開設する開設することによことによことによことにより、福山市り、福山市り、福山市り、福山市

の総合的なの総合的なの総合的なの総合的なブランド力の向上を図っていく。ブランド力の向上を図っていく。ブランド力の向上を図っていく。ブランド力の向上を図っていく。    



キャンパスは街、学ぶのは未来キャンパスは街、学ぶのは未来キャンパスは街、学ぶのは未来キャンパスは街、学ぶのは未来    

大学を中心部へ持ってきたということ、それ大学を中心部へ持ってきたということ、それ大学を中心部へ持ってきたということ、それ大学を中心部へ持ってきたということ、それ

から公立であるということ、それからから公立であるということ、それからから公立であるということ、それからから公立であるということ、それからコンパクコンパクコンパクコンパク

トな大学トな大学トな大学トな大学ということで考え、塀も設置せず、逆ということで考え、塀も設置せず、逆ということで考え、塀も設置せず、逆ということで考え、塀も設置せず、逆

に街全体をキャンパスととらえた。に街全体をキャンパスととらえた。に街全体をキャンパスととらえた。に街全体をキャンパスととらえた。    

このような考え方から、このような考え方から、このような考え方から、このような考え方から、福山市福山市福山市福山市立大学には立大学には立大学には立大学には

プールプールプールプール・・・・運動場運動場運動場運動場・球技場が・球技場が・球技場が・球技場がない。これは、公立ない。これは、公立ない。これは、公立ない。これは、公立

の施設の施設の施設の施設、例えば、例えば、例えば、例えば社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設などを、などを、などを、などを、空いてい空いてい空いてい空いてい

るときにるときにるときにるときに使用する使用する使用する使用するというというというという考えである考えである考えである考えである。。。。県立・国県立・国県立・国県立・国

立だと全部つくるので膨大な予算がかかるが、立だと全部つくるので膨大な予算がかかるが、立だと全部つくるので膨大な予算がかかるが、立だと全部つくるので膨大な予算がかかるが、

その分建設費の抑制につなげたその分建設費の抑制につなげたその分建設費の抑制につなげたその分建設費の抑制につなげた。。。。    

    

大学の概要大学の概要大学の概要大学の概要    

学部構成は、教育学部と都市経営学部の学部構成は、教育学部と都市経営学部の学部構成は、教育学部と都市経営学部の学部構成は、教育学部と都市経営学部の 2222 学部学部学部学部 2222 学科となっている。学科となっている。学科となっている。学科となっている。    

    

    

    

    

    

    

    

○○○○沿革について。沿革について。沿革について。沿革について。    

建設費については建設費については建設費については建設費については約約約約 50505050 億円。億円。億円。億円。土地代は市有地なので土地代は市有地なので土地代は市有地なので土地代は市有地なのでかかっていない。これに加えてかかっていない。これに加えてかかっていない。これに加えてかかっていない。これに加えて、、、、

当然ソフト当然ソフト当然ソフト当然ソフト部分部分部分部分の整備の整備の整備の整備があり、システムがあり、システムがあり、システムがあり、システムの導入などの導入などの導入などの導入などにににに 6666 億円かかっている。議会は、億円かかっている。議会は、億円かかっている。議会は、億円かかっている。議会は、

全会派が大学をつくるべきというスタンスだったが、市民からは反対の声もあり、報全会派が大学をつくるべきというスタンスだったが、市民からは反対の声もあり、報全会派が大学をつくるべきというスタンスだったが、市民からは反対の声もあり、報全会派が大学をつくるべきというスタンスだったが、市民からは反対の声もあり、報

道からも異議・意見が出されるなど、反発もあった。大学はつくればいいというもの道からも異議・意見が出されるなど、反発もあった。大学はつくればいいというもの道からも異議・意見が出されるなど、反発もあった。大学はつくればいいというもの道からも異議・意見が出されるなど、反発もあった。大学はつくればいいというもの

ではなく、課題はではなく、課題はではなく、課題はではなく、課題は 4444 年後に就職をどうやっていくべきか、継続したサイクルに持って年後に就職をどうやっていくべきか、継続したサイクルに持って年後に就職をどうやっていくべきか、継続したサイクルに持って年後に就職をどうやっていくべきか、継続したサイクルに持って

いけるのかどうかが重要であり、これからが重要。いけるのかどうかが重要であり、これからが重要。いけるのかどうかが重要であり、これからが重要。いけるのかどうかが重要であり、これからが重要。    

○○○○学納金について学納金について学納金について学納金について    

授業料は授業料は授業料は授業料は 53535353 万万万万 5,8005,8005,8005,800 円と、他の国公立大学とほぼ同等。入学料については若干ばら円と、他の国公立大学とほぼ同等。入学料については若干ばら円と、他の国公立大学とほぼ同等。入学料については若干ばら円と、他の国公立大学とほぼ同等。入学料については若干ばら

つきがあるが、大きく国公立と変わるものではない。ただし、市内枠つきがあるが、大きく国公立と変わるものではない。ただし、市内枠つきがあるが、大きく国公立と変わるものではない。ただし、市内枠つきがあるが、大きく国公立と変わるものではない。ただし、市内枠 25252525 万万万万 3333,,,,000000000000 円、円、円、円、

市外枠市外枠市外枠市外枠 42424242 万万万万 3,0003,0003,0003,000 円としている。円としている。円としている。円としている。    

この歳入で歳出を賄うことはこの歳入で歳出を賄うことはこの歳入で歳出を賄うことはこの歳入で歳出を賄うことは 100100100100％できない。ベストな定員としては、％できない。ベストな定員としては、％できない。ベストな定員としては、％できない。ベストな定員としては、1,0001,0001,0001,000 人より人より人より人より

はははは 2,0002,0002,0002,000 人から人から人から人から 2,5002,5002,5002,500 人くらいの人数が望ましい。しかし、残念ながらその半数にな人くらいの人数が望ましい。しかし、残念ながらその半数にな人くらいの人数が望ましい。しかし、残念ながらその半数にな人くらいの人数が望ましい。しかし、残念ながらその半数にな

るので、持ち出し覚悟で大学をつくっている。るので、持ち出し覚悟で大学をつくっている。るので、持ち出し覚悟で大学をつくっている。るので、持ち出し覚悟で大学をつくっている。    

学部学部学部学部    学科学科学科学科    入学定員入学定員入学定員入学定員    専任教員専任教員専任教員専任教員    

教 育 学教 育 学教 育 学教 育 学 部部部部    

児童教育学科児童教育学科児童教育学科児童教育学科    

教育コース教育コース教育コース教育コース    50505050    
27272727    

保育コース保育コース保育コース保育コース    50505050    

都市経営学部都市経営学部都市経営学部都市経営学部    

都市経営学科都市経営学科都市経営学科都市経営学科    
150150150150    25252525    

合合合合    計計計計    250250250250    27272727    



当然、市には、いろいろな小学校・中学校・幼稚園・保育所など教育に直結する現当然、市には、いろいろな小学校・中学校・幼稚園・保育所など教育に直結する現当然、市には、いろいろな小学校・中学校・幼稚園・保育所など教育に直結する現当然、市には、いろいろな小学校・中学校・幼稚園・保育所など教育に直結する現

場を持っている教育委員会がある。市立大学で教育学部場を持っている教育委員会がある。市立大学で教育学部場を持っている教育委員会がある。市立大学で教育学部場を持っている教育委員会がある。市立大学で教育学部があるメリットとしてがあるメリットとしてがあるメリットとしてがあるメリットとして、、、、市の市の市の市の

教育委員会と密接にかかわることができ、大学における研究で出した成果を地域に生教育委員会と密接にかかわることができ、大学における研究で出した成果を地域に生教育委員会と密接にかかわることができ、大学における研究で出した成果を地域に生教育委員会と密接にかかわることができ、大学における研究で出した成果を地域に生

かしてかしてかしてかしていけるということ。これは、いけるということ。これは、いけるということ。これは、いけるということ。これは、病院病院病院病院の研究の研究の研究の研究と同様と同様と同様と同様に地域に地域に地域に地域に大きくに大きくに大きくに大きく貢献でき貢献でき貢献でき貢献できるのでるのでるのでるので

はないかという観点から、最大の特徴としてとらはないかという観点から、最大の特徴としてとらはないかという観点から、最大の特徴としてとらはないかという観点から、最大の特徴としてとらええええている。ている。ている。ている。    

現代社会が抱え現代社会が抱え現代社会が抱え現代社会が抱える課題というのはる課題というのはる課題というのはる課題というのは、単独の、単独の、単独の、単独の分野だけでは解決できない複合的な分野分野だけでは解決できない複合的な分野分野だけでは解決できない複合的な分野分野だけでは解決できない複合的な分野

がたくさんある。それらを解決するために、いろいろな分野の知識をがたくさんある。それらを解決するために、いろいろな分野の知識をがたくさんある。それらを解決するために、いろいろな分野の知識をがたくさんある。それらを解決するために、いろいろな分野の知識を幅広く幅広く幅広く幅広く持った人持った人持った人持った人

材が必要になる材が必要になる材が必要になる材が必要になるという観点から、という観点から、という観点から、という観点から、複合的な知識複合的な知識複合的な知識複合的な知識を持つ人材を育成するを持つ人材を育成するを持つ人材を育成するを持つ人材を育成する都市経営学部を都市経営学部を都市経営学部を都市経営学部を

設けている。設けている。設けている。設けている。    

    ○○○○報奨制度について報奨制度について報奨制度について報奨制度について    

報償制度として入学料・授業料は免報償制度として入学料・授業料は免報償制度として入学料・授業料は免報償制度として入学料・授業料は免

除する特待生制度を設けているが、該除する特待生制度を設けているが、該除する特待生制度を設けているが、該除する特待生制度を設けているが、該

当者はいなかった。当者はいなかった。当者はいなかった。当者はいなかった。    

奨学金制度については、福山市独自奨学金制度については、福山市独自奨学金制度については、福山市独自奨学金制度については、福山市独自

に奨学金制度を持っているが、日本奨に奨学金制度を持っているが、日本奨に奨学金制度を持っているが、日本奨に奨学金制度を持っているが、日本奨

学金の学金の学金の学金の方が条件としていいこともあり、方が条件としていいこともあり、方が条件としていいこともあり、方が条件としていいこともあり、

そちらそちらそちらそちらががががだめであればだめであればだめであればだめであれば福山市奨学金と福山市奨学金と福山市奨学金と福山市奨学金と

いう形いう形いう形いう形でででで福山市福山市福山市福山市出身の学生に活用して出身の学生に活用して出身の学生に活用して出身の学生に活用して

もらうものである。福山市立大学におもらうものである。福山市立大学におもらうものである。福山市立大学におもらうものである。福山市立大学にお

いては、約いては、約いては、約いては、約 5555 割の学生が奨学金を活用している割の学生が奨学金を活用している割の学生が奨学金を活用している割の学生が奨学金を活用している。。。。    

○○○○学生支援について学生支援について学生支援について学生支援について    

学生支援の部分で、教育交流支援センター・教育支援センター・キャリアデザイン学生支援の部分で、教育交流支援センター・教育支援センター・キャリアデザイン学生支援の部分で、教育交流支援センター・教育支援センター・キャリアデザイン学生支援の部分で、教育交流支援センター・教育支援センター・キャリアデザイン

センターを設けている。センターを設けている。センターを設けている。センターを設けている。    

○○○○社会連携について社会連携について社会連携について社会連携について    

特別講演会という特別講演会という特別講演会という特別講演会ということことことことで、フィンランドの元教育大臣オッリペッカ・ヘイノネン氏で、フィンランドの元教育大臣オッリペッカ・ヘイノネン氏で、フィンランドの元教育大臣オッリペッカ・ヘイノネン氏で、フィンランドの元教育大臣オッリペッカ・ヘイノネン氏

を迎え、講演会を行うなどしている。これは、この大学から新たな情報発信というイを迎え、講演会を行うなどしている。これは、この大学から新たな情報発信というイを迎え、講演会を行うなどしている。これは、この大学から新たな情報発信というイを迎え、講演会を行うなどしている。これは、この大学から新たな情報発信というイ

メーメーメーメージを醸し出すために、こういう機会を生み出しジを醸し出すために、こういう機会を生み出しジを醸し出すために、こういう機会を生み出しジを醸し出すために、こういう機会を生み出したいということで、このたいということで、このたいということで、このたいということで、この小さな大小さな大小さな大小さな大

学でもこんな学でもこんな学でもこんな学でもこんな著名な著名な著名な著名な人が呼べる人が呼べる人が呼べる人が呼べるとととというイメージをいうイメージをいうイメージをいうイメージを市民に市民に市民に市民に持ってもらう狙いもある。持ってもらう狙いもある。持ってもらう狙いもある。持ってもらう狙いもある。    

    

福山市立大学の特色福山市立大学の特色福山市立大学の特色福山市立大学の特色    

    福山市立大学の特色として、次の福山市立大学の特色として、次の福山市立大学の特色として、次の福山市立大学の特色として、次の 4444 点が挙げられる。点が挙げられる。点が挙げられる。点が挙げられる。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公立大学では唯一の教育学部公立大学では唯一の教育学部公立大学では唯一の教育学部公立大学では唯一の教育学部    

日本で初めて設ける都市経営学部日本で初めて設ける都市経営学部日本で初めて設ける都市経営学部日本で初めて設ける都市経営学部    



前後期の前後期の前後期の前後期の 2222 学期制学期制学期制学期制大学大学大学大学が大半が大半が大半が大半であるが、この前後期をさらにであるが、この前後期をさらにであるが、この前後期をさらにであるが、この前後期をさらに 2222 分割し、学習時間・分割し、学習時間・分割し、学習時間・分割し、学習時間・

密度を変えず密度を変えず密度を変えず密度を変えずにににに 4444 学期とし学期とし学期とし学期としている。メリットている。メリットている。メリットている。メリットとしてとしてとしてとしては、確実に学ばせは、確実に学ばせは、確実に学ばせは、確実に学ばせててててから次の段階から次の段階から次の段階から次の段階

へいけること。へいけること。へいけること。へいけること。一遍一遍一遍一遍にににに 40404040 科目などはなかなか身につかないが、その半分の科目などはなかなか身につかないが、その半分の科目などはなかなか身につかないが、その半分の科目などはなかなか身につかないが、その半分の 20202020 科目で科目で科目で科目で

あれば身につけやすくなる。デメあれば身につけやすくなる。デメあれば身につけやすくなる。デメあれば身につけやすくなる。デメリットとして、リットとして、リットとして、リットとして、学生にとっては学生にとっては学生にとっては学生にとっては年に試験が年に試験が年に試験が年に試験が 4444 回ある回ある回ある回ある

ということの辛さ、またということの辛さ、またということの辛さ、またということの辛さ、また教授陣教授陣教授陣教授陣にとっては、授業の自由度が高くなるということからにとっては、授業の自由度が高くなるということからにとっては、授業の自由度が高くなるということからにとっては、授業の自由度が高くなるということから、、、、

授業授業授業授業の構成・の構成・の構成・の構成・構築が難しくなるということがある構築が難しくなるということがある構築が難しくなるということがある構築が難しくなるということがある。しかし、。しかし、。しかし、。しかし、諸外国では諸外国では諸外国では諸外国では 4444 学期制が当学期制が当学期制が当学期制が当

然のように行われていることから然のように行われていることから然のように行われていることから然のように行われていることからもももも、定着、定着、定着、定着していくしていくしていくしていくよう進めていく。よう進めていく。よう進めていく。よう進めていく。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答】】】】    

質問質問質問質問    大学の大学の大学の大学の総建設費は総建設費は総建設費は総建設費は 50505050 億円となっているが、市の持ち出しは幾らか。億円となっているが、市の持ち出しは幾らか。億円となっているが、市の持ち出しは幾らか。億円となっているが、市の持ち出しは幾らか。また、また、また、また、交付金交付金交付金交付金やややや

国からの国からの国からの国からの補助金はどうなっているのか。補助金はどうなっているのか。補助金はどうなっているのか。補助金はどうなっているのか。    

回答回答回答回答    交付金・補助金は全くない。すべて市単費である。交付金・補助金は全くない。すべて市単費である。交付金・補助金は全くない。すべて市単費である。交付金・補助金は全くない。すべて市単費である。    

    

質問質問質問質問    市立というのはどちらかというと、地元で活躍できる市立というのはどちらかというと、地元で活躍できる市立というのはどちらかというと、地元で活躍できる市立というのはどちらかというと、地元で活躍できるような形で学科が組まれてような形で学科が組まれてような形で学科が組まれてような形で学科が組まれておおおおり、り、り、り、

それがそれがそれがそれが市立大学の市立大学の市立大学の市立大学のよよよよささささだだだだと考えると考えると考えると考える。そうした中で、福山市。そうした中で、福山市。そうした中で、福山市。そうした中で、福山市立大学卒業生の立大学卒業生の立大学卒業生の立大学卒業生の優位性優位性優位性優位性としてとしてとしてとして

どのようなことがどのようなことがどのようなことがどのようなことが挙げ挙げ挙げ挙げられるか。られるか。られるか。られるか。    

回答回答回答回答    福山市は、オンリーワン・福山市は、オンリーワン・福山市は、オンリーワン・福山市は、オンリーワン・ナンバーワン企業がたくさんある。これらの企業が、すべナンバーワン企業がたくさんある。これらの企業が、すべナンバーワン企業がたくさんある。これらの企業が、すべナンバーワン企業がたくさんある。これらの企業が、すべ

て東南アジアを中心にして事業展開をしている。したがって、ここにとどまるための知て東南アジアを中心にして事業展開をしている。したがって、ここにとどまるための知て東南アジアを中心にして事業展開をしている。したがって、ここにとどまるための知て東南アジアを中心にして事業展開をしている。したがって、ここにとどまるための知

識を育成する識を育成する識を育成する識を育成するだけではだけではだけではだけではなく、なく、なく、なく、英語や中国語などをコミュニケーションのツールとして身英語や中国語などをコミュニケーションのツールとして身英語や中国語などをコミュニケーションのツールとして身英語や中国語などをコミュニケーションのツールとして身

につけさせ、につけさせ、につけさせ、につけさせ、世界世界世界世界にもにもにもにも進出進出進出進出できできできできるような知識るような知識るような知識るような知識もももも身につけさせることを念頭に置いている。身につけさせることを念頭に置いている。身につけさせることを念頭に置いている。身につけさせることを念頭に置いている。    

    

質問質問質問質問    地元地元地元地元の学生の学生の学生の学生を優先を優先を優先を優先して入学させるして入学させるして入学させるして入学させるべきではべきではべきではべきではとととという思いいう思いいう思いいう思いががががあるがあるがあるがあるが、、、、そのそのそのその考え方は考え方は考え方は考え方は。。。。    

回答回答回答回答    全国に全国に全国に全国に福山市という名前を売りたいのと、競争性を確保して熱意がある福山市という名前を売りたいのと、競争性を確保して熱意がある福山市という名前を売りたいのと、競争性を確保して熱意がある福山市という名前を売りたいのと、競争性を確保して熱意がある学生を集めた学生を集めた学生を集めた学生を集めた

いいいいとととといういういういう考え考え考え考えがあがあがあがあるるるる。。。。推薦枠を広げることによって競争率が下がり推薦枠を広げることによって競争率が下がり推薦枠を広げることによって競争率が下がり推薦枠を広げることによって競争率が下がり、学生の質が落ち、学生の質が落ち、学生の質が落ち、学生の質が落ちてててて

しまうと、しまうと、しまうと、しまうと、当然当然当然当然教授教授教授教授の質も落ちの質も落ちの質も落ちの質も落ちてしまうてしまうてしまうてしまう。そうすると。そうすると。そうすると。そうすると福山市立大学が福山市立大学が福山市立大学が福山市立大学が選ばれな選ばれな選ばれな選ばれなくなってくなってくなってくなって

しまうとしまうとしまうとしまうという負のスパイラルに陥ってしまういう負のスパイラルに陥ってしまういう負のスパイラルに陥ってしまういう負のスパイラルに陥ってしまうということで、ということで、ということで、ということで、1111 割にとどめて割にとどめて割にとどめて割にとどめているいるいるいる。。。。    

    

質問質問質問質問    当市の大学生は、当市の大学生は、当市の大学生は、当市の大学生は、放課後放課後放課後放課後やややや休業期間中の休業期間中の休業期間中の休業期間中の学習支援や学習支援や学習支援や学習支援や教育相談所等教育相談所等教育相談所等教育相談所等のサポートのサポートのサポートのサポートなどをボなどをボなどをボなどをボ

ランティアとして行っておりランティアとして行っておりランティアとして行っておりランティアとして行っており、、、、学生たちにとって学生たちにとって学生たちにとって学生たちにとって地域で活躍できるいい機会として地域で活躍できるいい機会として地域で活躍できるいい機会として地域で活躍できるいい機会として効果効果効果効果

を挙げているを挙げているを挙げているを挙げているが、そういった形のボが、そういった形のボが、そういった形のボが、そういった形のボランティアランティアランティアランティアはははは行って行って行って行ってないのか。ないのか。ないのか。ないのか。    

回答回答回答回答    ボランティアボランティアボランティアボランティア自体が自体が自体が自体がキャリアデザインであり、教育であるとキャリアデザインであり、教育であるとキャリアデザインであり、教育であるとキャリアデザインであり、教育であるという考えで、いう考えで、いう考えで、いう考えで、社会体験の社会体験の社会体験の社会体験の

一貫一貫一貫一貫としてとしてとしてとしてややややるべきだるべきだるべきだるべきだと考えていると考えていると考えていると考えているが、教育委員会としてまだ具体的なものはないが、教育委員会としてまだ具体的なものはないが、教育委員会としてまだ具体的なものはないが、教育委員会としてまだ具体的なものはない。。。。    

日本では珍しい日本では珍しい日本では珍しい日本では珍しい 4444 学期制学期制学期制学期制    

体験型・参加型授業を充実体験型・参加型授業を充実体験型・参加型授業を充実体験型・参加型授業を充実    



【福山市視察まとめ】【福山市視察まとめ】【福山市視察まとめ】【福山市視察まとめ】    

    冒頭、冒頭、冒頭、冒頭、学学学学長にあいさつをいただいた中で、長にあいさつをいただいた中で、長にあいさつをいただいた中で、長にあいさつをいただいた中で、福山市における福山市における福山市における福山市における市立大学の必要性を市立大学の必要性を市立大学の必要性を市立大学の必要性を強く語っ強く語っ強く語っ強く語っ

ていただいた。大学設立ていただいた。大学設立ていただいた。大学設立ていただいた。大学設立に当たってに当たってに当たってに当たっての思いの思いの思いの思いやややや趣旨は、本市の趣旨は、本市の趣旨は、本市の趣旨は、本市の北星学園大学設立北星学園大学設立北星学園大学設立北星学園大学設立時と似ていた。時と似ていた。時と似ていた。時と似ていた。

地域の人材育成地域の人材育成地域の人材育成地域の人材育成を重要視しを重要視しを重要視しを重要視し、大学を通して福山市のブランド、大学を通して福山市のブランド、大学を通して福山市のブランド、大学を通して福山市のブランド力向上力向上力向上力向上をををを図るということが説明図るということが説明図るということが説明図るということが説明

の中でうかがえたが、一方の中でうかがえたが、一方の中でうかがえたが、一方の中でうかがえたが、一方、、、、大学のスタンスとして、地域に大学のスタンスとして、地域に大学のスタンスとして、地域に大学のスタンスとして、地域に根ざし、地元を活性化させる目根ざし、地元を活性化させる目根ざし、地元を活性化させる目根ざし、地元を活性化させる目

的のほかに的のほかに的のほかに的のほかに、、、、全国から優秀な学生を集め、全国から優秀な学生を集め、全国から優秀な学生を集め、全国から優秀な学生を集め、それぞれの分野で活躍できる人材や、それぞれの分野で活躍できる人材や、それぞれの分野で活躍できる人材や、それぞれの分野で活躍できる人材や、海外に進出海外に進出海外に進出海外に進出

していけるしていけるしていけるしていける国際的な人材国際的な人材国際的な人材国際的な人材などなどなどなどを養成したい意欲を養成したい意欲を養成したい意欲を養成したい意欲もももも感じられた。感じられた。感じられた。感じられた。    

23232323 年度の入試倍率年度の入試倍率年度の入試倍率年度の入試倍率をををを見見見見ると、その勢いの背景が見てると、その勢いの背景が見てると、その勢いの背景が見てると、その勢いの背景が見て取れる。募集人員取れる。募集人員取れる。募集人員取れる。募集人員 250250250250 名に対し、志願名に対し、志願名に対し、志願名に対し、志願

者はその者はその者はその者はその 10101010 倍を超える倍を超える倍を超える倍を超える 2,8882,8882,8882,888 人、倍率は前後期人、倍率は前後期人、倍率は前後期人、倍率は前後期・・・・推薦平均で推薦平均で推薦平均で推薦平均で 11.611.611.611.6 倍倍倍倍とのことであり、とのことであり、とのことであり、とのことであり、これこれこれこれ

には委員一同驚いた。出願はには委員一同驚いた。出願はには委員一同驚いた。出願はには委員一同驚いた。出願は 45454545 都道府県からあったということだが、残念ながら入学者に都道府県からあったということだが、残念ながら入学者に都道府県からあったということだが、残念ながら入学者に都道府県からあったということだが、残念ながら入学者に

北海道北海道北海道北海道出身者はいなかった。出身者はいなかった。出身者はいなかった。出身者はいなかった。これだけの倍率を誇るということは、相対的に偏差値も高くなこれだけの倍率を誇るということは、相対的に偏差値も高くなこれだけの倍率を誇るということは、相対的に偏差値も高くなこれだけの倍率を誇るということは、相対的に偏差値も高くな

るるるることことことことであろう。であろう。であろう。であろう。    

質疑の中質疑の中質疑の中質疑の中においては、全国から優秀な学生を集め、福山市立大学の卒業生を全国に打ってにおいては、全国から優秀な学生を集め、福山市立大学の卒業生を全国に打ってにおいては、全国から優秀な学生を集め、福山市立大学の卒業生を全国に打ってにおいては、全国から優秀な学生を集め、福山市立大学の卒業生を全国に打って

出す出す出す出す勢い勢い勢い勢いも大事だが、市立であることからも地元に帰着させるも大事だが、市立であることからも地元に帰着させるも大事だが、市立であることからも地元に帰着させるも大事だが、市立であることからも地元に帰着させる視点が必要では視点が必要では視点が必要では視点が必要ではないか、ないか、ないか、ないか、地域地域地域地域

の高校生を育て、の高校生を育て、の高校生を育て、の高校生を育て、地元枠地元枠地元枠地元枠をもっとをもっとをもっとをもっとふふふふややややすべきでは、という質問すべきでは、という質問すべきでは、という質問すべきでは、という質問が数名の委員から出されたが数名の委員から出されたが数名の委員から出されたが数名の委員から出されたとととと

ころであるころであるころであるころである。。。。北海道の北海道の北海道の北海道の市立大学市立大学市立大学市立大学はいずれもはいずれもはいずれもはいずれも健闘している健闘している健闘している健闘している。札幌医科大学は別として、。札幌医科大学は別として、。札幌医科大学は別として、。札幌医科大学は別として、札幌市札幌市札幌市札幌市

立立立立大学大学大学大学のデザイン学部をはじめのデザイン学部をはじめのデザイン学部をはじめのデザイン学部をはじめ、名寄市立、名寄市立、名寄市立、名寄市立大学大学大学大学の保健福祉学部の保健福祉学部の保健福祉学部の保健福祉学部、釧路公立、釧路公立、釧路公立、釧路公立大学大学大学大学の経済学部、の経済学部、の経済学部、の経済学部、

公立はこだて未来大学公立はこだて未来大学公立はこだて未来大学公立はこだて未来大学ののののシステムシステムシステムシステム情報科学情報科学情報科学情報科学部部部部とととと、、、、いずれをとっても、それぞれ地域独自の特いずれをとっても、それぞれ地域独自の特いずれをとっても、それぞれ地域独自の特いずれをとっても、それぞれ地域独自の特

色を出し色を出し色を出し色を出していることが成功につなていることが成功につなていることが成功につなていることが成功につながっているがっているがっているがっている認識があるからである認識があるからである認識があるからである認識があるからである。。。。本市の北星学園本市の北星学園本市の北星学園本市の北星学園大学に大学に大学に大学に

おいても、過去には「最北端は最先端」おいても、過去には「最北端は最先端」おいても、過去には「最北端は最先端」おいても、過去には「最北端は最先端」

ををををうたい文句に、優秀な教授陣を擁し、うたい文句に、優秀な教授陣を擁し、うたい文句に、優秀な教授陣を擁し、うたい文句に、優秀な教授陣を擁し、

全国から学生が殺到した経験がある。全国から学生が殺到した経験がある。全国から学生が殺到した経験がある。全国から学生が殺到した経験がある。

その経験その経験その経験その経験値値値値からからからから意見を交えた意見を交えた意見を交えた意見を交えたところでところでところでところで

あるが、あるが、あるが、あるが、開学したてで勢いのある福山開学したてで勢いのある福山開学したてで勢いのある福山開学したてで勢いのある福山

市立市立市立市立大学には遠く聞こえたかもしれな大学には遠く聞こえたかもしれな大学には遠く聞こえたかもしれな大学には遠く聞こえたかもしれな

い。しかし、学長や事務局長の揺るぎい。しかし、学長や事務局長の揺るぎい。しかし、学長や事務局長の揺るぎい。しかし、学長や事務局長の揺るぎ

の無い経営理念には感心させられた。の無い経営理念には感心させられた。の無い経営理念には感心させられた。の無い経営理念には感心させられた。

ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、5555 年後に同じテーマで同大学を訪年後に同じテーマで同大学を訪年後に同じテーマで同大学を訪年後に同じテーマで同大学を訪

問してみたい。問してみたい。問してみたい。問してみたい。    

本市の稚内北星学園大学も、明年本市の稚内北星学園大学も、明年本市の稚内北星学園大学も、明年本市の稚内北星学園大学も、明年 4444 月の入学者数が、大学の運営の大きな要素となる時期月の入学者数が、大学の運営の大きな要素となる時期月の入学者数が、大学の運営の大きな要素となる時期月の入学者数が、大学の運営の大きな要素となる時期

を迎えようとしている。稚内になを迎えようとしている。稚内になを迎えようとしている。稚内になを迎えようとしている。稚内になぜ大学が必要かを今一度考え、設立の原点を振り返り、市ぜ大学が必要かを今一度考え、設立の原点を振り返り、市ぜ大学が必要かを今一度考え、設立の原点を振り返り、市ぜ大学が必要かを今一度考え、設立の原点を振り返り、市

全体でこの最高教育機関を大切な施設であるという認識を関係者一同で共有し、成長させる全体でこの最高教育機関を大切な施設であるという認識を関係者一同で共有し、成長させる全体でこの最高教育機関を大切な施設であるという認識を関係者一同で共有し、成長させる全体でこの最高教育機関を大切な施設であるという認識を関係者一同で共有し、成長させる

ことが急務であると考える。今回の大学視察は非常にタイミングが良く、今後の大学運営にことが急務であると考える。今回の大学視察は非常にタイミングが良く、今後の大学運営にことが急務であると考える。今回の大学視察は非常にタイミングが良く、今後の大学運営にことが急務であると考える。今回の大学視察は非常にタイミングが良く、今後の大学運営に

も効果の上がる視察であったと確信している。も効果の上がる視察であったと確信している。も効果の上がる視察であったと確信している。も効果の上がる視察であったと確信している。    



【調査事項】門真市立統合中学校整備ＰＦＩ事業について【調査事項】門真市立統合中学校整備ＰＦＩ事業について【調査事項】門真市立統合中学校整備ＰＦＩ事業について【調査事項】門真市立統合中学校整備ＰＦＩ事業について    

    

大阪府門真大阪府門真大阪府門真大阪府門真市市市市とはとはとはとは    

大阪府の北東部にあり、市域は東西大阪府の北東部にあり、市域は東西大阪府の北東部にあり、市域は東西大阪府の北東部にあり、市域は東西 5km5km5km5km、南北、南北、南北、南北 4.5km4.5km4.5km4.5km で、面積はで、面積はで、面積はで、面積は 12.2812.2812.2812.28 ㎢㎢㎢㎢。門真市は、も。門真市は、も。門真市は、も。門真市は、も

ともと穀倉地帯で、河内蓮根が特産物だったが、宅地造成により、農村地帯から産業都市へともと穀倉地帯で、河内蓮根が特産物だったが、宅地造成により、農村地帯から産業都市へともと穀倉地帯で、河内蓮根が特産物だったが、宅地造成により、農村地帯から産業都市へともと穀倉地帯で、河内蓮根が特産物だったが、宅地造成により、農村地帯から産業都市へ

と移と移と移と移行、現在は東大阪工業地帯の重要な位置を占めている。行、現在は東大阪工業地帯の重要な位置を占めている。行、現在は東大阪工業地帯の重要な位置を占めている。行、現在は東大阪工業地帯の重要な位置を占めている。企業城下町としての熟成に伴い、企業城下町としての熟成に伴い、企業城下町としての熟成に伴い、企業城下町としての熟成に伴い、

1963196319631963 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 38383838 年年年年）に市制を施）に市制を施）に市制を施）に市制を施行。行。行。行。高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期にはにはにはには大阪都市圏の大阪都市圏の大阪都市圏の大阪都市圏の人口の受け皿として人口の受け皿として人口の受け皿として人口の受け皿として

人が流入することにより、当初人が流入することにより、当初人が流入することにより、当初人が流入することにより、当初、、、、約約約約 6666 万人であった人口が万人であった人口が万人であった人口が万人であった人口が 1970197019701970 年頃には約年頃には約年頃には約年頃には約 14141414 万人にまで急万人にまで急万人にまで急万人にまで急

増増増増したしたしたした。。。。2010201020102010 年（平成年（平成年（平成年（平成 22222222 年）から年）から年）から年）から、、、、第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画第五次総合計画をスをスをスをスタートさせタートさせタートさせタートさせ、、、、その内容は教育、福その内容は教育、福その内容は教育、福その内容は教育、福

祉、地域力、安全面の強化、緑化、産業の活性化等の促進といったもので祉、地域力、安全面の強化、緑化、産業の活性化等の促進といったもので祉、地域力、安全面の強化、緑化、産業の活性化等の促進といったもので祉、地域力、安全面の強化、緑化、産業の活性化等の促進といったもので、、、、公民協働による公民協働による公民協働による公民協働による

総合的なまちづくりを目指すものである。計画の期間は総合的なまちづくりを目指すものである。計画の期間は総合的なまちづくりを目指すものである。計画の期間は総合的なまちづくりを目指すものである。計画の期間は 10101010 年間で、その中でも北西部の「幸年間で、その中でも北西部の「幸年間で、その中でも北西部の「幸年間で、その中でも北西部の「幸

福町・垣内町・中町地区まちづくり」プロジェクトは福町・垣内町・中町地区まちづくり」プロジェクトは福町・垣内町・中町地区まちづくり」プロジェクトは福町・垣内町・中町地区まちづくり」プロジェクトは、、、、統合中学校・公園・広場・新庁舎の統合中学校・公園・広場・新庁舎の統合中学校・公園・広場・新庁舎の統合中学校・公園・広場・新庁舎の

設置等、新たな市の顔づくりとして位置づけられている。設置等、新たな市の顔づくりとして位置づけられている。設置等、新たな市の顔づくりとして位置づけられている。設置等、新たな市の顔づくりとして位置づけられている。    

    

【【【【選定の背景及び目的選定の背景及び目的選定の背景及び目的選定の背景及び目的】】】】    

    本市における学校建設本市における学校建設本市における学校建設本市における学校建設の現状としての現状としての現状としての現状として、平成、平成、平成、平成 23232323 年度に年度に年度に年度に東中学校の着工に至った東中学校の着工に至った東中学校の着工に至った東中学校の着工に至った。総工費は。総工費は。総工費は。総工費は

約約約約 21212121 億億億億 6666 千円である。千円である。千円である。千円である。「整備計画」の優先順位から見ると、「整備計画」の優先順位から見ると、「整備計画」の優先順位から見ると、「整備計画」の優先順位から見ると、次は老朽化が顕著次は老朽化が顕著次は老朽化が顕著次は老朽化が顕著である南小学である南小学である南小学である南小学

校の整備が校の整備が校の整備が校の整備が上位上位上位上位である。南小学校である。南小学校である。南小学校である。南小学校は、耐震化にも問題があることから迅速な着工が望まれるは、耐震化にも問題があることから迅速な着工が望まれるは、耐震化にも問題があることから迅速な着工が望まれるは、耐震化にも問題があることから迅速な着工が望まれる

が、問題が、問題が、問題が、問題となるのとなるのとなるのとなるのは財源である。公立学校は、これまで約は財源である。公立学校は、これまで約は財源である。公立学校は、これまで約は財源である。公立学校は、これまで約 2222 分の分の分の分の 1111 が国庫補助金（約が国庫補助金（約が国庫補助金（約が国庫補助金（約 8888 億円）、億円）、億円）、億円）、

これに義務教育施設等整備事業債（うちこれに義務教育施設等整備事業債（うちこれに義務教育施設等整備事業債（うちこれに義務教育施設等整備事業債（うち 90909090％が交付税対象となり、その％が交付税対象となり、その％が交付税対象となり、その％が交付税対象となり、その 50505050％～％～％～％～70707070％が交付％が交付％が交付％が交付

税措置税措置税措置税措置されるされるされるされる）を発行し約）を発行し約）を発行し約）を発行し約 11111111 億円、そして一般財源億円、そして一般財源億円、そして一般財源億円、そして一般財源 2222 億億億億 6666 千万で残りを賄うという組み合千万で残りを賄うという組み合千万で残りを賄うという組み合千万で残りを賄うという組み合

わせで整備してきた。しかし、わせで整備してきた。しかし、わせで整備してきた。しかし、わせで整備してきた。しかし、3333 月月月月 11111111 日の東日本大震災以降、国においては日の東日本大震災以降、国においては日の東日本大震災以降、国においては日の東日本大震災以降、国においては復興が国是とな復興が国是とな復興が国是とな復興が国是とな

り、補助金においても影響が懸念されるり、補助金においても影響が懸念されるり、補助金においても影響が懸念されるり、補助金においても影響が懸念される。総工費は約。総工費は約。総工費は約。総工費は約 24242424 億円、うち一般財源は約億円、うち一般財源は約億円、うち一般財源は約億円、うち一般財源は約 3333 億円億円億円億円超、超、超、超、

加えて償還加えて償還加えて償還加えて償還 25252525 年の公債費の増加は、公債費率のみならず将来負担比率、財政力指数にも大年の公債費の増加は、公債費率のみならず将来負担比率、財政力指数にも大年の公債費の増加は、公債費率のみならず将来負担比率、財政力指数にも大年の公債費の増加は、公債費率のみならず将来負担比率、財政力指数にも大

きな影響を及ぼす。きな影響を及ぼす。きな影響を及ぼす。きな影響を及ぼす。    

こうした中、民間資本による公共施設の整備こうした中、民間資本による公共施設の整備こうした中、民間資本による公共施設の整備こうした中、民間資本による公共施設の整備手法である手法である手法である手法であるＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩが、教育が、教育が、教育が、教育施設においても全施設においても全施設においても全施設においても全

国国国国的に検討・展開されつつある。本視察では、教育施設においては困難だと的に検討・展開されつつある。本視察では、教育施設においては困難だと的に検討・展開されつつある。本視察では、教育施設においては困難だと的に検討・展開されつつある。本視察では、教育施設においては困難だと思われていた思われていた思われていた思われていたＰＰＰＰ

ＦＩＦＩＦＩＦＩ手法を採用した学校が完成間近である大阪府門真市において、直にその導入の経緯と期手法を採用した学校が完成間近である大阪府門真市において、直にその導入の経緯と期手法を採用した学校が完成間近である大阪府門真市において、直にその導入の経緯と期手法を採用した学校が完成間近である大阪府門真市において、直にその導入の経緯と期

待され待され待され待される効果について、意見る効果について、意見る効果について、意見る効果について、意見交換交換交換交換を交えを交えを交えを交えてててて検検検検証し、本市におけるＰＦＩによる学校建設の可証し、本市におけるＰＦＩによる学校建設の可証し、本市におけるＰＦＩによる学校建設の可証し、本市におけるＰＦＩによる学校建設の可

能性を探る目的で訪問した能性を探る目的で訪問した能性を探る目的で訪問した能性を探る目的で訪問した。。。。    

    

統合中学校整備ＰＦＩ事業の背景について統合中学校整備ＰＦＩ事業の背景について統合中学校整備ＰＦＩ事業の背景について統合中学校整備ＰＦＩ事業の背景について    

門真市門真市門真市門真市はははは、、、、企業城下町企業城下町企業城下町企業城下町であったが、昭和の高経済成長でであったが、昭和の高経済成長でであったが、昭和の高経済成長でであったが、昭和の高経済成長で大きく大きく大きく大きく揺れたまちである。門真市揺れたまちである。門真市揺れたまちである。門真市揺れたまちである。門真市

の面積としての面積としての面積としての面積として 12.2812.2812.2812.28    kkkk ㎡㎡㎡㎡、稚内市と比べて、稚内市と比べて、稚内市と比べて、稚内市と比べて 63636363 分の分の分の分の 1111 という狭い土地である。という狭い土地である。という狭い土地である。という狭い土地である。そういう中で、そういう中で、そういう中で、そういう中で、

高度経済成長以前は、ほとんどが田畑であり、レンコンができていた。高度経済成長以前は、ほとんどが田畑であり、レンコンができていた。高度経済成長以前は、ほとんどが田畑であり、レンコンができていた。高度経済成長以前は、ほとんどが田畑であり、レンコンができていた。そこそこそこそこにににに松下電工が以松下電工が以松下電工が以松下電工が以



前からあ前からあ前からあ前からありりりり、、、、それを中心に高度経済成長の中で小企業・零細企業がどんどん建っていき、それを中心に高度経済成長の中で小企業・零細企業がどんどん建っていき、それを中心に高度経済成長の中で小企業・零細企業がどんどん建っていき、それを中心に高度経済成長の中で小企業・零細企業がどんどん建っていき、そそそそ

の労働力として一挙にまちの人口が拡大していった。地方の村がの労働力として一挙にまちの人口が拡大していった。地方の村がの労働力として一挙にまちの人口が拡大していった。地方の村がの労働力として一挙にまちの人口が拡大していった。地方の村が、、、、わずかわずかわずかわずか 10101010 年ほどの間に年ほどの間に年ほどの間に年ほどの間に

14141414 万万万万人人人人のまちになったのまちになったのまちになったのまちになったことにより、その経過の中でものすごく過密なまちが生まれていったことにより、その経過の中でものすごく過密なまちが生まれていったことにより、その経過の中でものすごく過密なまちが生まれていったことにより、その経過の中でものすごく過密なまちが生まれていった。。。。    

しかし、しかし、しかし、しかし、少子高齢少子高齢少子高齢少子高齢化化化化によってによってによってによってどんどん子供の数が減少する中で、どんどん子供の数が減少する中で、どんどん子供の数が減少する中で、どんどん子供の数が減少する中で、財政難という状況の中、財政難という状況の中、財政難という状況の中、財政難という状況の中、

学校の統廃合という問題が次から次学校の統廃合という問題が次から次学校の統廃合という問題が次から次学校の統廃合という問題が次から次

へ起こってくるという状況を迎えてへ起こってくるという状況を迎えてへ起こってくるという状況を迎えてへ起こってくるという状況を迎えて

いる。いる。いる。いる。    

門真市立第一中学校と第六中学校門真市立第一中学校と第六中学校門真市立第一中学校と第六中学校門真市立第一中学校と第六中学校

を包含する市役所エリアで、都市イを包含する市役所エリアで、都市イを包含する市役所エリアで、都市イを包含する市役所エリアで、都市イ

メージを先導するまちづくりの第一メージを先導するまちづくりの第一メージを先導するまちづくりの第一メージを先導するまちづくりの第一

歩となる学校整備として、両歩となる学校整備として、両歩となる学校整備として、両歩となる学校整備として、両中学校中学校中学校中学校

を統合し、を統合し、を統合し、を統合し、ＰＦＩ事業を使ってＰＦＩ事業を使ってＰＦＩ事業を使ってＰＦＩ事業を使って新校新校新校新校

舎を舎を舎を舎を建設していくという建設していくという建設していくという建設していくということになっことになっことになっことになっ

た。た。た。た。    

    

    

※※※※    門真市門真市門真市門真市幸福町・中町まちづ幸福町・中町まちづ幸福町・中町まちづ幸福町・中町まちづ    

くり基本計画より抜粋くり基本計画より抜粋くり基本計画より抜粋くり基本計画より抜粋    

    

    第一中学校と第六中学校を第一中学校と第六中学校を第一中学校と第六中学校を第一中学校と第六中学校を

統合し、中央小学校統合し、中央小学校統合し、中央小学校統合し、中央小学校跡地跡地跡地跡地ににににそのそのそのその

統合中学校を統合中学校を統合中学校を統合中学校を建設している。建設している。建設している。建設している。    

    

    

    

    

    

門真市幸福町・中町まちづくり門真市幸福町・中町まちづくり門真市幸福町・中町まちづくり門真市幸福町・中町まちづくり基本計画について基本計画について基本計画について基本計画について    

ＰＦＩ事業の統合中学校を整備しようというきっかけになった計画ＰＦＩ事業の統合中学校を整備しようというきっかけになった計画ＰＦＩ事業の統合中学校を整備しようというきっかけになった計画ＰＦＩ事業の統合中学校を整備しようというきっかけになった計画であるであるであるである。平成。平成。平成。平成 18181818 年か年か年か年か

ら、門真市都市ビジョンという中期計画を策定し、ら、門真市都市ビジョンという中期計画を策定し、ら、門真市都市ビジョンという中期計画を策定し、ら、門真市都市ビジョンという中期計画を策定し、19191919 年度に年度に年度に年度に幸福町・中町基本構想、幸福町・中町基本構想、幸福町・中町基本構想、幸福町・中町基本構想、20202020 年年年年

度に度に度に度に基本計画を基本計画を基本計画を基本計画を策定している。策定している。策定している。策定している。住宅市街地総合整備事業という住宅市街地総合整備事業という住宅市街地総合整備事業という住宅市街地総合整備事業という、密集事業とも呼ばれる、密集事業とも呼ばれる、密集事業とも呼ばれる、密集事業とも呼ばれる国の国の国の国の

制度を活用し制度を活用し制度を活用し制度を活用し、まちづくり基本計画の対象区域、まちづくり基本計画の対象区域、まちづくり基本計画の対象区域、まちづくり基本計画の対象区域 22.722.722.722.7 ヘクタールの活性化を進めていヘクタールの活性化を進めていヘクタールの活性化を進めていヘクタールの活性化を進めていくくくく。そ。そ。そ。そ

のまちづくりの第のまちづくりの第のまちづくりの第のまちづくりの第 1111 弾として取り組む弾として取り組む弾として取り組む弾として取り組むのが、今回ののが、今回ののが、今回ののが、今回の統合中学校整備ＰＦＩ事業である。統合中学校整備ＰＦＩ事業である。統合中学校整備ＰＦＩ事業である。統合中学校整備ＰＦＩ事業である。    

    



ＰＦＩ事業の概要ＰＦＩ事業の概要ＰＦＩ事業の概要ＰＦＩ事業の概要についてについてについてについて    

項目項目項目項目    内容内容内容内容    

施施施施    

設設設設    

概概概概    

要要要要    

発注者発注者発注者発注者    門真市門真市門真市門真市    

対象対象対象対象施設施設施設施設    中学校中学校中学校中学校    

所在地所在地所在地所在地    大阪府門真市中町大阪府門真市中町大阪府門真市中町大阪府門真市中町 2222 番番番番    

施設概要施設概要施設概要施設概要    

敷地面積：約敷地面積：約敷地面積：約敷地面積：約 1,650ha1,650ha1,650ha1,650ha    

延床面積：延床面積：延床面積：延床面積：9,447.709,447.709,447.709,447.70 ㎡㎡㎡㎡    

規規規規        模：校舎棟（普通教室模：校舎棟（普通教室模：校舎棟（普通教室模：校舎棟（普通教室 18181818 室等）、屋内運動場棟、プール室等）、屋内運動場棟、プール室等）、屋内運動場棟、プール室等）、屋内運動場棟、プール

棟、屋外運動場、屋外付帯施設棟、屋外運動場、屋外付帯施設棟、屋外運動場、屋外付帯施設棟、屋外運動場、屋外付帯施設    

事事事事    

業業業業    

概概概概    

要要要要    

事業の経緯事業の経緯事業の経緯事業の経緯    

・都市ビジョン（平成・都市ビジョン（平成・都市ビジョン（平成・都市ビジョン（平成 19191919 年年年年 3333 月策定）において、まちづくり月策定）において、まちづくり月策定）において、まちづくり月策定）において、まちづくり

の一環としての一環としての一環としての一環として 2222 つの中学校の統合整備が決定した。つの中学校の統合整備が決定した。つの中学校の統合整備が決定した。つの中学校の統合整備が決定した。    

・その後の基本構想作成段階で、当時の財政状況と従前からの・その後の基本構想作成段階で、当時の財政状況と従前からの・その後の基本構想作成段階で、当時の財政状況と従前からの・その後の基本構想作成段階で、当時の財政状況と従前からの

行革方針でＰＦＩ等民活がうたわれていたことを鑑み、統合行革方針でＰＦＩ等民活がうたわれていたことを鑑み、統合行革方針でＰＦＩ等民活がうたわれていたことを鑑み、統合行革方針でＰＦＩ等民活がうたわれていたことを鑑み、統合

中学校の整備手法としてＰＦＩ方式が浮上し、導入可能性調中学校の整備手法としてＰＦＩ方式が浮上し、導入可能性調中学校の整備手法としてＰＦＩ方式が浮上し、導入可能性調中学校の整備手法としてＰＦＩ方式が浮上し、導入可能性調

査が実査が実査が実査が実施された。施された。施された。施された。    

事業方式事業方式事業方式事業方式    ＢＴＯ方式ＢＴＯ方式ＢＴＯ方式ＢＴＯ方式    

→→→→BuildBuildBuildBuild（建設）（建設）（建設）（建設）    TransferTransferTransferTransfer（譲渡）（譲渡）（譲渡）（譲渡）    OperateOperateOperateOperate（運営）（運営）（運営）（運営）    

    民間が施設などを建設し、施設完成直後に公共に所有権民間が施設などを建設し、施設完成直後に公共に所有権民間が施設などを建設し、施設完成直後に公共に所有権民間が施設などを建設し、施設完成直後に公共に所有権

を移転し、民間事業者が維持・管理および運営を行う事を移転し、民間事業者が維持・管理および運営を行う事を移転し、民間事業者が維持・管理および運営を行う事を移転し、民間事業者が維持・管理および運営を行う事

業方式業方式業方式業方式    

事業類型事業類型事業類型事業類型    サービス購入型サービス購入型サービス購入型サービス購入型    

    →→→→ＰＦＩ事業の事業類型の一つで、民間事業者は、自ら調達ＰＦＩ事業の事業類型の一つで、民間事業者は、自ら調達ＰＦＩ事業の事業類型の一つで、民間事業者は、自ら調達ＰＦＩ事業の事業類型の一つで、民間事業者は、自ら調達

した資金により施設を設計・建設し、維持管理及び運営をした資金により施設を設計・建設し、維持管理及び運営をした資金により施設を設計・建設し、維持管理及び運営をした資金により施設を設計・建設し、維持管理及び運営を

行う。地方公共団体は、そのサービスの提供に対して対価行う。地方公共団体は、そのサービスの提供に対して対価行う。地方公共団体は、そのサービスの提供に対して対価行う。地方公共団体は、そのサービスの提供に対して対価

を支払う事業類型を支払う事業類型を支払う事業類型を支払う事業類型    

事業者の収入事業者の収入事業者の収入事業者の収入    ・学校施設の整備に係る費用（一括支払いあり）・学校施設の整備に係る費用（一括支払いあり）・学校施設の整備に係る費用（一括支払いあり）・学校施設の整備に係る費用（一括支払いあり）    

・学校施設の維持管理・学校施設の維持管理・学校施設の維持管理・学校施設の維持管理業務に係る費用業務に係る費用業務に係る費用業務に係る費用    

検討～事業契約締結検討～事業契約締結検討～事業契約締結検討～事業契約締結    平成平成平成平成 19191919 年年年年 4444 月～平成月～平成月～平成月～平成 22222222 年年年年 3333 月（月（月（月（3333 年）年）年）年）    

事業期間事業期間事業期間事業期間    
設計・建設設計・建設設計・建設設計・建設    平成平成平成平成 22222222 年年年年 3333 月～平成月～平成月～平成月～平成 24242424 年年年年 2222 月（月（月（月（2222 年）年）年）年）    

運営運営運営運営    平成平成平成平成 24242424 年年年年 4444 月～平成月～平成月～平成月～平成 39393939 年年年年 3333 月（月（月（月（15151515 年）年）年）年）    

事業者の業務範囲事業者の業務範囲事業者の業務範囲事業者の業務範囲    ・学校施設の整備業務（設計・建設、市立体育館の解体等）・学校施設の整備業務（設計・建設、市立体育館の解体等）・学校施設の整備業務（設計・建設、市立体育館の解体等）・学校施設の整備業務（設計・建設、市立体育館の解体等）    

・学校施設の維持管理業務（建築設備保守、警備、清掃等）・学校施設の維持管理業務（建築設備保守、警備、清掃等）・学校施設の維持管理業務（建築設備保守、警備、清掃等）・学校施設の維持管理業務（建築設備保守、警備、清掃等）    

事業者選定方式事業者選定方式事業者選定方式事業者選定方式    総合評価一般競争入札方式総合評価一般競争入札方式総合評価一般競争入札方式総合評価一般競争入札方式    

    →提案内容→提案内容→提案内容→提案内容 50505050 点、入札金額点、入札金額点、入札金額点、入札金額 50505050 点で総合的に評価点で総合的に評価点で総合的に評価点で総合的に評価    

契約金額契約金額契約金額契約金額    2,741,093,1682,741,093,1682,741,093,1682,741,093,168 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込）        ※予定価格は※予定価格は※予定価格は※予定価格は 34343434 億円億円億円億円    

ＶＶＶＶ Ｆ ＭＦ ＭＦ ＭＦ Ｍ    

*1*1*1*1    

特定事業選定時特定事業選定時特定事業選定時特定事業選定時    11111111％％％％    

事業者選定時事業者選定時事業者選定時事業者選定時    31313131％％％％    

※※※※1 1 1 1 ＶＦＭ→ＶＦＭ→ＶＦＭ→ＶＦＭ→バリューフォーマネーバリューフォーマネーバリューフォーマネーバリューフォーマネーの略での略での略での略で、ＰＦＩによる行政コストを把握する際に使わ、ＰＦＩによる行政コストを把握する際に使わ、ＰＦＩによる行政コストを把握する際に使わ、ＰＦＩによる行政コストを把握する際に使わ

れている。れている。れている。れている。従来の方式と比べて総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合従来の方式と比べて総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合従来の方式と比べて総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合従来の方式と比べて総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合    



【【【【質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答】】】】    

質問質問質問質問    学校が点在している稚内市と違い、統合はしやすいのかなと考える。その中で学校が点在している稚内市と違い、統合はしやすいのかなと考える。その中で学校が点在している稚内市と違い、統合はしやすいのかなと考える。その中で学校が点在している稚内市と違い、統合はしやすいのかなと考える。その中で、、、、小中小中小中小中

一貫という発想が出てきてもおかしくないと一貫という発想が出てきてもおかしくないと一貫という発想が出てきてもおかしくないと一貫という発想が出てきてもおかしくないとはははは思うが、思うが、思うが、思うが、中学校のみの中学校のみの中学校のみの中学校のみの統合となった経緯統合となった経緯統合となった経緯統合となった経緯

はははは。。。。    

回答回答回答回答    門真市においては門真市においては門真市においては門真市においては、、、、少子化で小中学生の数が少子化で小中学生の数が少子化で小中学生の数が少子化で小中学生の数がピーク時のピーク時のピーク時のピーク時の 2222 万万万万 4,0004,0004,0004,000 人から人から人から人から 1111 万人近万人近万人近万人近くくくく

減っている。小中一貫校という減っている。小中一貫校という減っている。小中一貫校という減っている。小中一貫校ということになると、小学校と中学校の数やことになると、小学校と中学校の数やことになると、小学校と中学校の数やことになると、小学校と中学校の数や、地域的な問題な、地域的な問題な、地域的な問題な、地域的な問題な

どどどどが発生が発生が発生が発生するするするするので、小学校と中学校それぞれので、小学校と中学校それぞれので、小学校と中学校それぞれので、小学校と中学校それぞれをををを統合していき、中学校区の中で小学校と統合していき、中学校区の中で小学校と統合していき、中学校区の中で小学校と統合していき、中学校区の中で小学校と

中学校が連携し、バランスのとれた小中一貫連携を行うという方向で考えている。中学校が連携し、バランスのとれた小中一貫連携を行うという方向で考えている。中学校が連携し、バランスのとれた小中一貫連携を行うという方向で考えている。中学校が連携し、バランスのとれた小中一貫連携を行うという方向で考えている。    

    

質問質問質問質問    維持管理費として約維持管理費として約維持管理費として約維持管理費として約 2222 億億億億 7,5007,5007,5007,500 万となっているが、従来の維持管理費と比較するとど万となっているが、従来の維持管理費と比較するとど万となっているが、従来の維持管理費と比較するとど万となっているが、従来の維持管理費と比較するとど

れぐらいの差があるのか。れぐらいの差があるのか。れぐらいの差があるのか。れぐらいの差があるのか。    

回答回答回答回答    単純に比較はできないが、今回約単純に比較はできないが、今回約単純に比較はできないが、今回約単純に比較はできないが、今回約 3333 億を予定価格として設定していたので、億を予定価格として設定していたので、億を予定価格として設定していたので、億を予定価格として設定していたので、約約約約 3,0003,0003,0003,000

万削減されたと見てもらってよい。万削減されたと見てもらってよい。万削減されたと見てもらってよい。万削減されたと見てもらってよい。    

    

質問質問質問質問    落札金額が約落札金額が約落札金額が約落札金額が約 27272727 億億億億 4,0004,0004,0004,000 万だが、単費で行う場合と比較してどのく万だが、単費で行う場合と比較してどのく万だが、単費で行う場合と比較してどのく万だが、単費で行う場合と比較してどのくらいの差があるらいの差があるらいの差があるらいの差がある

のか。のか。のか。のか。    

回答回答回答回答    予定価格より予定価格より予定価格より予定価格より 20202020％以上％以上％以上％以上はははは抑えられた。抑えられた。抑えられた。抑えられた。    

    

【門真市視察まとめ】【門真市視察まとめ】【門真市視察まとめ】【門真市視察まとめ】    

門真市は、街づくりにおいて、平門真市は、街づくりにおいて、平門真市は、街づくりにおいて、平門真市は、街づくりにおいて、平

成成成成 19191919 年に策定した「門真市都市ビ年に策定した「門真市都市ビ年に策定した「門真市都市ビ年に策定した「門真市都市ビ

ジョン」を基に、翌年ジョン」を基に、翌年ジョン」を基に、翌年ジョン」を基に、翌年 20202020 年に「幸福年に「幸福年に「幸福年に「幸福

町・中町まちづくり基本構想」、そし町・中町まちづくり基本構想」、そし町・中町まちづくり基本構想」、そし町・中町まちづくり基本構想」、そし

てててて 21212121 年に「基本計画」を定め、計画年に「基本計画」を定め、計画年に「基本計画」を定め、計画年に「基本計画」を定め、計画

策定協議会での検討を踏まえて、統策定協議会での検討を踏まえて、統策定協議会での検討を踏まえて、統策定協議会での検討を踏まえて、統

合中学校の建設に至ったものである。合中学校の建設に至ったものである。合中学校の建設に至ったものである。合中学校の建設に至ったものである。

面積面積面積面積15151515㎢㎢㎢㎢にも満たない狭い土地柄にも満たない狭い土地柄にも満たない狭い土地柄にも満たない狭い土地柄なななな

らではのらではのらではのらではの丁寧かつ細心な「まちづく丁寧かつ細心な「まちづく丁寧かつ細心な「まちづく丁寧かつ細心な「まちづく

り」のり」のり」のり」の手法手法手法手法が伺い知れた。また、門が伺い知れた。また、門が伺い知れた。また、門が伺い知れた。また、門

真市といえばパナソニックの代表的な企業城下町であったが、海外移転・事業縮小により、真市といえばパナソニックの代表的な企業城下町であったが、海外移転・事業縮小により、真市といえばパナソニックの代表的な企業城下町であったが、海外移転・事業縮小により、真市といえばパナソニックの代表的な企業城下町であったが、海外移転・事業縮小により、

門真市は自門真市は自門真市は自門真市は自主自立が急務となり、まちづくりに苦心と努力が根底にあると感じた。市街地整主自立が急務となり、まちづくりに苦心と努力が根底にあると感じた。市街地整主自立が急務となり、まちづくりに苦心と努力が根底にあると感じた。市街地整主自立が急務となり、まちづくりに苦心と努力が根底にあると感じた。市街地整

備をはじめ、文化住宅や学校建設まで、統一したデザインを採用。高層マンションが立ち並備をはじめ、文化住宅や学校建設まで、統一したデザインを採用。高層マンションが立ち並備をはじめ、文化住宅や学校建設まで、統一したデザインを採用。高層マンションが立ち並備をはじめ、文化住宅や学校建設まで、統一したデザインを採用。高層マンションが立ち並

ぶ隣町である守口市などとの差別化、オンリーワンを目指したまちづくりが見て取れた。まぶ隣町である守口市などとの差別化、オンリーワンを目指したまちづくりが見て取れた。まぶ隣町である守口市などとの差別化、オンリーワンを目指したまちづくりが見て取れた。まぶ隣町である守口市などとの差別化、オンリーワンを目指したまちづくりが見て取れた。ま

た、壊しながら造っていくという苦心のまちづくりた、壊しながら造っていくという苦心のまちづくりた、壊しながら造っていくという苦心のまちづくりた、壊しながら造っていくという苦心のまちづくりを受け入れながらもを受け入れながらもを受け入れながらもを受け入れながらも、他方、狭いゆえの、他方、狭いゆえの、他方、狭いゆえの、他方、狭いゆえの

少しのスペースも無駄にしない工夫も多く、計画性を重んじたまちづくりには共感を得た。少しのスペースも無駄にしない工夫も多く、計画性を重んじたまちづくりには共感を得た。少しのスペースも無駄にしない工夫も多く、計画性を重んじたまちづくりには共感を得た。少しのスペースも無駄にしない工夫も多く、計画性を重んじたまちづくりには共感を得た。



我が町も、こうした計画性や統一性、まちづくりに関する住民参加は、大いに学ぶべきであ我が町も、こうした計画性や統一性、まちづくりに関する住民参加は、大いに学ぶべきであ我が町も、こうした計画性や統一性、まちづくりに関する住民参加は、大いに学ぶべきであ我が町も、こうした計画性や統一性、まちづくりに関する住民参加は、大いに学ぶべきであ

るテーマであるるテーマであるるテーマであるるテーマである。。。。学校建設におけ学校建設におけ学校建設におけ学校建設におけるＰＦＩ事業は、予想以上に順調にいっているようだ。るＰＦＩ事業は、予想以上に順調にいっているようだ。るＰＦＩ事業は、予想以上に順調にいっているようだ。るＰＦＩ事業は、予想以上に順調にいっているようだ。門門門門

真市真市真市真市教育長は、「期待した以上の効果」と自信教育長は、「期待した以上の効果」と自信教育長は、「期待した以上の効果」と自信教育長は、「期待した以上の効果」と自信を持ってを持ってを持ってを持って語っていた。語っていた。語っていた。語っていた。    

避難所でもあるため、断水時の水洗トイレ対策として屋上に「プール」を設置。震災経験避難所でもあるため、断水時の水洗トイレ対策として屋上に「プール」を設置。震災経験避難所でもあるため、断水時の水洗トイレ対策として屋上に「プール」を設置。震災経験避難所でもあるため、断水時の水洗トイレ対策として屋上に「プール」を設置。震災経験

地域ならではの発想地域ならではの発想地域ならではの発想地域ならではの発想ではないだろうかではないだろうかではないだろうかではないだろうか。また、給食業務は。また、給食業務は。また、給食業務は。また、給食業務は、、、、センターセンターセンターセンターのののの給食ではなく自校給食ではなく自校給食ではなく自校給食ではなく自校でででで

給食給食給食給食業務業務業務業務を行っていた。を行っていた。を行っていた。を行っていた。    

門真市では、門真市では、門真市では、門真市では、巴コーポレー巴コーポレー巴コーポレー巴コーポレー

ションのほか、地元の中小規ションのほか、地元の中小規ションのほか、地元の中小規ションのほか、地元の中小規

模の企業模の企業模の企業模の企業7777社社社社で構成で構成で構成で構成された共された共された共された共

同企業体同企業体同企業体同企業体がががが落札した。結果、落札した。結果、落札した。結果、落札した。結果、

学校現場や保護者の意見が学校現場や保護者の意見が学校現場や保護者の意見が学校現場や保護者の意見が

反映しやすい態勢をつくる反映しやすい態勢をつくる反映しやすい態勢をつくる反映しやすい態勢をつくる

ことができことができことができことができたと教育長がたと教育長がたと教育長がたと教育長が

語っていたのが印象的語っていたのが印象的語っていたのが印象的語っていたのが印象的であであであであ

り、り、り、り、我々が想我々が想我々が想我々が想像した以上に、像した以上に、像した以上に、像した以上に、

学校建設並びに学校運営と学校建設並びに学校運営と学校建設並びに学校運営と学校建設並びに学校運営と

学校管理はスムーズに進ん学校管理はスムーズに進ん学校管理はスムーズに進ん学校管理はスムーズに進ん

ででででいると感じた。いると感じた。いると感じた。いると感じた。門真市の門真市の門真市の門真市の

「都市ビジョン」から「まちづくり目標」ま「都市ビジョン」から「まちづくり目標」ま「都市ビジョン」から「まちづくり目標」ま「都市ビジョン」から「まちづくり目標」までの一連の流れを基本での一連の流れを基本での一連の流れを基本での一連の流れを基本ととととした土地利用のした土地利用のした土地利用のした土地利用の検討・検討・検討・検討・

ゾーニングはゾーニングはゾーニングはゾーニングは効率的であると効率的であると効率的であると効率的であるともももも感じ感じ感じ感じたところであるたところであるたところであるたところである。。。。広大な面積を擁する広大な面積を擁する広大な面積を擁する広大な面積を擁する稚内稚内稚内稚内市とは異なり、市とは異なり、市とは異なり、市とは異なり、

門真市には、大阪市をはじめ、守口市・大東市・寝屋川市が隣接。依って立っていたパナソ門真市には、大阪市をはじめ、守口市・大東市・寝屋川市が隣接。依って立っていたパナソ門真市には、大阪市をはじめ、守口市・大東市・寝屋川市が隣接。依って立っていたパナソ門真市には、大阪市をはじめ、守口市・大東市・寝屋川市が隣接。依って立っていたパナソ

ニックが縮小された中で、隣接都市との市民サービスの競合の回避、また特色ある「まちづニックが縮小された中で、隣接都市との市民サービスの競合の回避、また特色ある「まちづニックが縮小された中で、隣接都市との市民サービスの競合の回避、また特色ある「まちづニックが縮小された中で、隣接都市との市民サービスの競合の回避、また特色ある「まちづ

くり」には苦労が多いと実感した。くり」には苦労が多いと実感した。くり」には苦労が多いと実感した。くり」には苦労が多いと実感した。    

門真市の全体の門真市の全体の門真市の全体の門真市の全体のまちまちまちまちづくりは学校建設をキッカケと位置づけられておづくりは学校建設をキッカケと位置づけられておづくりは学校建設をキッカケと位置づけられておづくりは学校建設をキッカケと位置づけられており、今後の計画に位り、今後の計画に位り、今後の計画に位り、今後の計画に位

置づけられている置づけられている置づけられている置づけられている    ①面的整備；広場・公園・庁舎や市民会館、市立体育館等の公共施設の①面的整備；広場・公園・庁舎や市民会館、市立体育館等の公共施設の①面的整備；広場・公園・庁舎や市民会館、市立体育館等の公共施設の①面的整備；広場・公園・庁舎や市民会館、市立体育館等の公共施設の

再編再編再編再編    ②民間の大規模整備：マンションや商業施設の整備②民間の大規模整備：マンションや商業施設の整備②民間の大規模整備：マンションや商業施設の整備②民間の大規模整備：マンションや商業施設の整備    ③個別の建替え：協働及び共同③個別の建替え：協働及び共同③個別の建替え：協働及び共同③個別の建替え：協働及び共同

立替による個人住宅の更新はこれからであり、「はじめの一歩」であるＰＦＩ手法による「統立替による個人住宅の更新はこれからであり、「はじめの一歩」であるＰＦＩ手法による「統立替による個人住宅の更新はこれからであり、「はじめの一歩」であるＰＦＩ手法による「統立替による個人住宅の更新はこれからであり、「はじめの一歩」であるＰＦＩ手法による「統

合中学校建設」にかける強い思いは伝わってきた。その後、統合中学校の工事現場合中学校建設」にかける強い思いは伝わってきた。その後、統合中学校の工事現場合中学校建設」にかける強い思いは伝わってきた。その後、統合中学校の工事現場合中学校建設」にかける強い思いは伝わってきた。その後、統合中学校の工事現場の現地の現地の現地の現地視視視視

察を行った。察を行った。察を行った。察を行った。    

本市においての、教育施設におけるＰＦＩ導入については、問題点として事業費約本市においての、教育施設におけるＰＦＩ導入については、問題点として事業費約本市においての、教育施設におけるＰＦＩ導入については、問題点として事業費約本市においての、教育施設におけるＰＦＩ導入については、問題点として事業費約 27272727 億億億億

円のうち、円のうち、円のうち、円のうち、2222 億億億億 7777 千万円の委託事業が成立し得るのか（空調や警備事業を担う千万円の委託事業が成立し得るのか（空調や警備事業を担う千万円の委託事業が成立し得るのか（空調や警備事業を担う千万円の委託事業が成立し得るのか（空調や警備事業を担う業者は、当市業者は、当市業者は、当市業者は、当市

では考えにくい）、また、落札業者にでは考えにくい）、また、落札業者にでは考えにくい）、また、落札業者にでは考えにくい）、また、落札業者に 15151515 年間委託を継続することは、落札できなかった地元年間委託を継続することは、落札できなかった地元年間委託を継続することは、落札できなかった地元年間委託を継続することは、落札できなかった地元

業者に影響を及ぼすことへの配慮も必要である。しかし、民間資本の活用による学校建設に業者に影響を及ぼすことへの配慮も必要である。しかし、民間資本の活用による学校建設に業者に影響を及ぼすことへの配慮も必要である。しかし、民間資本の活用による学校建設に業者に影響を及ぼすことへの配慮も必要である。しかし、民間資本の活用による学校建設に

ついては、一つの選択肢として可能性の高い手法ということを学んだ。ついては、一つの選択肢として可能性の高い手法ということを学んだ。ついては、一つの選択肢として可能性の高い手法ということを学んだ。ついては、一つの選択肢として可能性の高い手法ということを学んだ。    


