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○国保匝瑳市民病院改革プラン評価及びあり方検討委員会設置規則  

平成 22 年 5 月 6 日  規則第 29 号  

 

(設置 ) 

第 1 条  国保匝瑳市民病院改革プラン (以下「改革プラン」という。 )の実施状況を

点検し、評価するとともに、病院のあり方について検討するため、国保匝瑳市民

病院改革プラン評価及びあり方検討委員会 (以下「委員会」という。)を設置する。  

(所掌事項 ) 

第 2 条  委員会は、次に掲げる事項を所掌する。  

(1) 改革プランの点検及び評価に関すること。  

(2) 前号の点検及び評価のため、必要な調査及び検討を行うこと。  

(3) 病院が担うべき役割、機能及び経営形態その他病院のあり方について検討を

行うこと。  

(組織 ) 

第 3 条  委員会は、委員 16 人以内で組織する。  

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。  

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。ただし、

委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(委員長及び副委員長 ) 

第 4 条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから市長が指名する者を

もって充てる。  

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。  

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。  

(会議 ) 

第 5 条  委員会の会議は、委員長が招集する。  

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。  

3  委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決

す  

るところによる。  

4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見

を聴くことができる。  

(庶務 ) 

第 6 条  委員会の庶務は、国保匝瑳市民病院において処理する。  

(その他 ) 

第 7 条  この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。  

附  則  

(施行期日 ) 

1 この規則は、公布の日から施行する。  

(平成 22 年度に委嘱し、又は任命した委員の任期の特例 ) 

2 第 3 条第 2 項の規定により、平成 22 年度に委員に委嘱し、又は任命した委員の

任期は、同条第 3 項の規定にかかわらず、平成 23 年 3 月 31 日までとする。  

(失効 ) 

3 この規則は、平成 25 年 3 月 31 日限り失効する。  



附  則 (平成 23 年 1 月 17 日規則第 4 号 ) 

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 23 年 8 月 26 日規則第 42 号 ) 

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国保匝瑳市民病院改革プラン評価及びあり方検討委員会の予定スケジュール（案） 

 

１０月 

  13日 

 

● 委員委嘱 

● 委員紹介 

● 平成２２年度プランに対する評価素案の検討 

 

 

１１月  

● 平成２２年度プランに対する評価素案修正内容の確認 

● 今後の医療の方向性の検討 

● 経営形態の検討 

 

 

１２月  

● 平成２２年度プランに対する評価のまとめ 

● 今後の医療の方向性の検討 

● 経営形態の検討 

 

 

１月  

● 今後の医療の方向性の検討 

● 経営形態についての報告（中間報告） 

 

 

２月  

● 今後の医療の方向性の検討及びまとめ 

 

 

３月  

● プランに対する評価、病院の方向性、経営形態(再掲)についての最終報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

国保匝瑳市民病院の再建に関する意見書 

（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 1 年 7 月 

 

新 生 匝 瑳 戦 略 会 議 
 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 市民病院再建への課題 

 

１ 病院経営の基本的な問題点 

 

自治体病院の経営改善の成功事例として有名な、香川県坂出市立病院の経営改善を行った塩谷泰

一氏は、自治体病院の経営に欠けているものとして次の五つの基本問題を挙げている。 

①基本理念がない。 

②明確・具体的・達成可能な組織目標がない。 

③品質管理システムがない。 

④組織としての一体感がない。 

⑤病院経営に対する責任感がない＝責任転嫁の体質。 

匝瑳市民病院は、公立病院ガイドラインに基づいて病院の改革プランを策定し公表している。果

たして、これらの改革プランや報告書は五つの基本問題を克服するものになっているのであろうか。

具体的な行動目標（数値目標）と行動計画を定めたとしても、職員が基本的な部分で意識や目標を

共有していなければ、それらの計画は実行の伴わないものになりかねない。今一度、基本問題の事

項の再確認を行うべきであろう。 

 

２ 基本理念と経営戦略 

 

匝瑳市民病院の基本理念は何か。前述の改革プランや報告書をどう読んでも市民病院独自の基本

理念は浮かび上がってこない。 

自治体病院は、地域のニーズを踏まえて基本理念の設定や経営戦略の策定をしていかなければな

らない。匝瑳市民病院の改革プランや運営委員会の報告書は、どこまで行政部門と協力して進める

ことができたのか、そして地域住民のニーズを踏まえた基本理念と経営戦略をどこまで組み込んだ

ものになっているのだろうか。再検討を要望する。 

 

３ 市長と院長の相互理解 

 

地域住民のニーズを踏まえた基本理念の設定や経営戦略の策定には、市長と院長の相互信頼・相

互理解が不可欠であろう。地方公営企業法の一部適用であろうが全部適用であろうが、自治体病院

の経営問題を考えるに当たっては行政と病院、市長と院長及び病院事業管理者の透明度の高い日ご

ろのコミュニケーションから構築される相互理解と相互信頼が最も重要である。 

行政サイドや市長が考慮し、絶えず反省すべき点は列挙すれば切りがないが、敢えて挙げておく。 

①自治体行政として、地域や時代のニーズに応じた医療施策を策定し、そのどの部分を自らの病

院に担わせるのかを明確にしているのか。 

②市長には地域住民の健康と命を守る責任があることを認識しているのか。 

③病院の経営実態を正確に把握し、的確な指令を出しているのか。 

④病院の運営を院長に任せきりにしていないか。 

⑤赤字経営の責任は、最終的には行政側にあることを認識しているのか。 

⑥効率的かつ良質な医療が提供できるように、物心両面からの支援ができているのか。 

⑦行政の一般職員と同じように、わずかの期間での人事異動を繰り返してはいないか。 

⑧病院側の抱えている悩みや問題を十分に認識しているのか。 

⑨病院を頻回に訪れ、職員を叱咤激励しているのか。 

⑩赤字を生み出す病院をお荷物と考えてはいないか。 



⑪病院を本当に大切に思っているのか。 

⑫何のために病院を設置・運営しているのかを考えたことがあるのか。 

 

一方、病院側や院長も、行政や市長のことを本当に理解しているのだろうか。考慮すべき点、絶

えず反省すべき点を列挙すれば次のようになろう。 

①市民病院職員は、病院の職員であると同時に地方公務員であることを十分に認識しているのか。 

②市長の気持ちをわかろうとする謙虚さを忘れてはいないか。 

③院内の運営に関して、院長はすべての部署を掌握しながら的確な指示を出せているのか。 

④病院の方向性を明確にしているか。 

⑤院長は運営の全責任を担っているのか。 

⑥院長は院長室に閉じこもっていないか。 

⑦院長は病院職員の顔を一人ひとり思い浮かべることができるのか。 

⑧院長は行政側との折衝を事務局長に任せきりにしてはいないか。 

行政と病院あるいは市長と院長が自らの果たすべき役割と責任をしっかりと認識し、お互いに無

関心で任せきりにしないことにある。やるべきことは、病院の運営方針について絶えず意見を交換

し、基本的な部分において一致しておくことである。 

今まさに、市民病院とその開設母体である匝瑳市行政の真価が問われていると言えよう。 

 

４ 市民病院の新しい役割の構築 

 

自治体病院の役割は終わってしまったという意見もよく聞く。しかし、自治体病院の本質的な使

命が否定されたわけではない。これまでの「古い枠組み」で、現在におけるその存在意義を評価で

きなくなってきたということに過ぎない。 

一つは、自治体病院の個別性であろう。自治体病院がなすべき政策医療とは、地域に不足してい

る医療であり、自治体が責任を担うべき医療である。言い換えれば、自治体病院だからこそやらな

ければならない医療と言うことになろう。 

二つ目は、地域における医療秩序であろう。地域全体の医療レベル向上に貢献する行動をとらな

ければ自治体病院に対する社会的共感は得られない。これからの自治体病院には、地域のコーディ

ネーターとしての役割が求められていると言っても差し支えない。それ故、自治体病院には、地域

に存在する医療秩序に対し地域住民にとっての妥当性の検証が求められている。それが正しいもの

であれば継承・発展させ、そうでなければ解体・再構築しなければならない。 

三つ目は、医療に対する時代の要請を実現する推進役になることであろう。現代において、医療

の質と透明性、そして効率性は時代の要請であり、自治体病院こそがそれらを推進し、セイフティ

ネットとしての医療提供体制を構築していかなければならない。    

個別性、地域における医療秩序、そして時代の要請という三つのキーワードに、匝瑳市民病院は

どのように対処していくのか。匝瑳市民病院の責任は重い。 

 

 

 

 



Ⅵ 患者との信頼関係から新しい市民参加スタイルへ 

 

医療は、医療提供者と患者との間の信頼関係の構築が重要であり、近年、更に進んで、患者も治

療の各段階でスタッフの一員として積極的に発言し、医療に参加する患者参加型医療が提唱されて

いる。まさに、医療は患者との「共同生産」とでも呼ぶような状況に入りつつあると言えよう。こ

のため、地域住民を病院のシンパに変えることが重要であり、患者がその自治体病院を知っている

というだけでは足りず、自治体病院の提供する医療に関してある程度信頼感を持ってもらうための

活動が必要となっている。 

地域の病院がそれぞれ得意とする機能を明確化し、地域連携に取り組む事例は多々見られるが、

病院の枠を超えて積極的に地域の関係者との協力関係を構築している病院は、自治体病院、民間病

院を問わず活性化しているようである。それら活性化している病院には共通点がある。それは、医

師や病院スタッフが、自分たちが地域医療を担っているという強い責任感と意志、プライドを持っ

て取り組んでいることである。加えて、住民がその医療機関の大事さをしっかりと受け止めている

こと、更に進んで住民側にこの病院を自分たちが支えるのだという意識ができていることである。 

果たして、匝瑳市民病院のスタッフは、自分たちが地域医療を担っているという強い責任感と意

志、プライドをどれだけ持って取り組んでいるのであろうか。また、匝瑳市民は、市民病院を自分

たちが支えるのだという意識をどれだけ持っているのであろうか。戦略会議では「ひとごと」から

「自分ごと」へがキーワードになりつつあるが、市民病院問題も市行政側、病院側、そして匝瑳市

民が「自分ごと」として捉えることが再建の一番の近道であることと認識しなければならない。 

 



 

 

国 保 匝 瑳 市 民 病 院 改 革 プ ラ ン 

平成２２年度進捗状況等の評価書(素案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年１０月 

 

 

 

 



１ 数値目標に対する実績数値 

(1) 財務に関する数値目標                                       （％） 

年度 

項目 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実績 実績 実績 目標 実績 比較 目標 

経常収支比率 99.6 100.8 98.0 99.2 99.8 0.6 100.0 

職員給与費比率 56.8 60.8 61.3 60.0 60.0 0 59.4 

病床利用率 68.5 58.6 54.7 65.0 60.6 ▲4.4 66.0 

 (2) 公立病院としての医療機能に係る数値目標                            （人、件） 

年度 

項目 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実績 実績 実績 目標 実績 比較 目標 

１日平均入院患者数 107.5 92.0 85.8 102.1 95.2 ▲6.9 103.6 

１日平均外来患者数 351.6 332.0 340.0 345.0 329.4 ▲15.6 345.0 

手術件数 368 334 380 380 378 ▲2 380 

 (3)一般会計等からの繰入金の見通し                              （単位：百万円） 

 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

決算 決算 決算 計画 決算 比較 計画 

収益的収支 274 415 344 293 316 23 291 

資本的収支 5 9 242 261 261 0 260 

合計 279 424 586 554 577 23 551 

 

 

 

 

 



匝瑳市民病院改革プランの点検評価シート 

 

Ⅰ 数値目標達成に向けての取組 

１ 経営の効率化に係る計画 

項目 内容 点検 平成 21 年度評価 平成 22 年度評価案 

経営改善 

 

 対象年度収支計画 平成 20 年度の決算がまとまり次第、収

支計画を見直すことを前提に、収支計

画を実行する。 

一般会計からの繰入金の見通し並び

に収支計画及び経常収支比率等の見

直しによる収支計画の変更 

実施済み。 実施済み。 

  

  

民間的経営手法の導入 

 (1)業務委託・契約 業務委託のみならず、契約方法、入札

方式の見直しを行う。また、委託先、

契約更新の見直しを定期的に行うこと

とし、保守契約についても見直しを行

う。 

・契約方法の見直し 

・入札方式の見直し 

・委託先の定期的見直し 

・契約更新時期の見直し 

・保守契約の見直し 

 

市長部局と連携・協力し、病院では契約

事務の適正な運用を徹底することとし、

入札案件は病院では実施せずにノウハ

ウのある市財政課に依頼して実施する

こととしたため、効率化に寄与した。 

・市財政課に契約事務を依頼し、一般

競争入札を実施した。 

・医療機器の購入については、参加者

がなく、中止となるケースが多々あっ

た。中止は 8 件中 5 件。 

・病院施設警備、病院内洗濯、病院清

掃について入札を行った結果、7,327

千円の削減ができた。 

  

  

  

 (2)業務委託の管理徹底、モニタリン

グの強化等 

業務委託の仕様の見直し、管理徹底等

の監視の強化を行い、一層の 

・業務委託仕様の見直し 

・業務委託のモニタリング 

一部の業務について入札を行った結果、

費用の節減につながったが、委託全体に

未実施 



  業務効率化を推進する。また、委託業

務の拡大について検討する。 

・業務委託の効率化 

・業務委託の拡大 

占める割合はわずかであるため、より一

層の節減努力が必要。 

 (3)財務分析（管理会計） 管理会計的な考え方を導入する（診療

科別、病棟別、医師別、患者別等の損

益管理等）。 

・診療科別、医師別の医業費用対診療

収入の状況の分析 

・病棟別、患者別の損益管理 

診療科別の収支状況について試算を行

ったが、医師の開示にとどまった。 

診療科別（科別の医師１人当たり収

益）について分析を行い、病院運営委

員会で公表した。 

経費節減・抑制対策 

  

 (1)職員給与の適正化 人事、給与、研修制度の改正に向けた抜

本的な取り組みに着手する（職員のモチ

ベーションの維持・向上を念頭に、努力

が報われる人事制度の導入、キャリアア

ップのための研修制度の導入、充実、さ

らには、人材確保の視点から、多様な就

業形態を可能とする制度の導入等）。 

人事、給与、研修制度の改正に向けた

抜本的な取り組みの検討、実施 

経営形態の見直しを踏まえた取組が課

題である。 

看護師、医療技術者を中心に行っている

各種研修により、医療サービスの向上に

つながってはいるが、市民アンケートで

は高い評価は得られていない現状から、

さらなる職員の意識改革が必要である。 

旭中央病院など黒字病院と比較すると、

給与水準は高い。匝瑳市全体の問題とし

て検討する必要がある。 

・各種職員研修による医療サービスの

向上を図った。 

・職員給与費の近隣病院との比較を行

った。 

・給与水準に関する対応策は未検討 

  

  

  

  

 (2)作業の効率化 医師事務補助作業員の導入について検

討する。 

医師事務補助作業員（病棟クラーク）

の導入 

病棟クラークを 2 名採用した結果、看

護業務の負担軽減に寄与した。 

前年度からの採用を継続したことに

より、看護業務の負担軽減が継続。   

 

 



項目 内容 点検 平成 21 年度評価 平成 22 年度評価案 

 (3)医薬品・材料費の削減 医薬品・材料の購入については、時期等

を含め契約形態を工夫し、材料について

の品目数の集約化を実施する。 

・材料の品目数の集約 

・購入の契約形態の工夫 

一部の品目について集約したが、節減効

果としては小さい。 

・品目の集約については、継続して行

った（各部署で使用している電極 3 品

目→1 品目。その他の品目は、各科の

特殊性から集約できず）。 

・国保直診協会を通じて他院と価格、

納入方法についての情報交換を行っ

た。今後の価格交渉の材料とする。 

 

  

 (4)在庫管理 在庫圧縮（定数管理、期限切れ等のチェ

ック徹底等）に向けた取組を強化する。 

・在庫圧縮（定数管理、期限切れ等の

チェック）の強化 

・期限切れ対策 

必要最小限の原則のもと在庫数は計算

されているが、その結果緊急時の欠品等

で現場に支障をきたす場合もあるため、

各材料個別に在庫数を検討する必要が

ある。 

定数管理については、各部署からの在

庫定数の変更依頼に応じて(月 10 品

目)行っており、概ね最小在庫数での

運用が行えているが、中には期限切れ

になる品目もあるため、さらなる検討

が必要である。 

  

  

 (5)共同購入 医療連携を検討している東総地域医療

連携協議会の構成病院（当院、国保旭中

央病院、銚子市立総合病院、国保東庄病

院）あるいは近隣の東陽病院、多古中央

病院等との間で、仕入れに関する情報交

換（価格交渉が有利になる）、共同購入

について検討を進める。 

東総地域・近隣病院での共同購入につ

いての検討 

共同購入のための取組は行っていない。 共同購入に向けて検討を継続中。他院

と使用する診材の品目、価格などの情

報の共有を行っている。 

  

  

  

  



 (6)その他経費の削減 

  

 

 

 

 

 

東総地域医療連携協議会の構成病院あ

るいは近隣病院等との間で、医療機器の

仕様の統一化や共同購入や、（単年度の

複数台購入より、複数年度での平準的な

購入の方が価格交渉に有利であること

から、）購入のスケジュール化等につい

て検討する。 

診療材料の共同購入及びスケジュー

ル化の検討 

共同購入と単独の入札のメリット・デメ

リットの点検を行い、方向性を検討する

必要がある。 

 

 

 

 

・診療材料の共同購入について、国保

直診協会で検討した。 

・スケジュール化は未検討 

 

 

 

 

 

収入増加・確保対策 

  

 (1)患者の確保、病床利用率の向上 病診連携、病病連携をより一層推進す

る。地域の他の医療機関向けの研修会

の実施、交流会の実施、紹介医療機関、

後方支援医療機関の開拓（営業）等を

行う。なお、実施に当たっては、職種

の枠を超えた対応を検討する。 

・病診連携、病病連携のさらなる推進 

 

①開業医からの患者紹介など、ある程度

の連携は図れているが、さらなる強化を

図るためには、信頼される病院になる必

要がある。 

②医師派遣、患者のやり取りなどの連携

は継続して実施する必要がある。 

旭中央病院や診療所との患者受入れ

において連携を図った。 

〔実績値〕 

 H21 H22 

旭中央 40 件 41 件 

その他 不明 19 件 
 

  

  

 

 

 

 

 

 



項目 内容 点検 平成 21 年度評価 平成 22 年度評価案 

(2)病床利用と管理 ベッドコントロールの権限を、実態を

最もよく把握している看護師へ委譲す

る。 

ベッドコントロールの権限の病棟師

長への委譲及び３単位の入院患者数

の平均化による混合病棟の効率化 

 

未実施（平成 22年 11月から実施した。） ・ベッドコントロールの権限委譲実施

済み。 

・１Ｆと３Ｆにバランスよく入院患者

の振り分けができている。（H22 利

用率 １Ｆ：70.7％、 

３Ｆ：62.7％） 

・尐ない看護スタッフの補てんに 

  

 

 

 

  ついては、外来、手術室の業務量の尐

ない時間帯は病棟支援に出向くスタ

イルでフォローしている。 

その他・意識改革  

 (1)意識改革 職員主体の業務改善を進め、マネジメ

ント面の強化を図る（理念の明確化、

バランススコアカードの導入、組織横

断的な業務効率化の取組の推進等）。 

・職員主体の業務改善 

・マネジメント面の強化 

① 経営改善のための意識改革に寄与し

たが、さらなる取組が必要。 

② 継続して検討する必要がある。 

 

・意識改革に資するため、職員提案を

募りその結果を文書で職員周知する

とともに、運営会議で公表した。 

・マネジメント面の強化は未実施 

  

  

 (2)住民サービス 

 

地域サービスを展開する（住民向け公

開講座の実施等）。 

地域サービスの展開 広報委員会の設置及び病院ＨＰの開設

については、実施済み。 

・よかっぺ祭りへ新規に参加した。 

・市広報での病院特集ページを確保し

た。 

・看護の日のイベントを実施した。 



(3)医療安全・質の確保 医療の質・安全を確保するための取り

組みを強化する。 

医療の質・安全を確保するための取り

組みの実施 

時宜に適ったテーマの研修会を開催す

るなど医療安全・質の向上に寄与した。   

医療安全のための院内研修会を２回

開催した。出席者数は、  合わせて

延べ 289 人。 

  

（4）診療の請求精度強化 診療請求漏れのチェック体制を強化

する。 

レセプト点検事務の強化及び職員教

育 

継続して実施する必要がある。 診療報酬の改定に併せ院内研修を実

施した。（Ｈ22.5.20 診療報酬研修会

実施：65 人参加） 

（5）未収金管理 ケースワーカーの協力、自治体の福祉

部署との連携強化等による未収金管

理の徹底する。 

未収金対策強化 臨戸訪問により対策の強化を図ってい

るが、未収金は依然として解消されてい

ない。一層の改善努力が必要である。 

臨戸訪問、郵便、電話による催告を実

施した。 

〔回数〕 郵便１回、臨戸 2 回（市内、

市外）、電話随時 

〔回収金額〕 326 千円 

（6）診療環境１ 

患者・職員にとって魅力のある病院づ

くりに努める（患者アンケートの実

施、暫定的な院内改修・改装の実施

等）。 

患者・職員にとって魅力のある病院づ

くり 

病棟・病室の改装及び食堂の再開等によ

り、診療環境の改善が図れた。 

・総合受付の待合の椅子を全面的に新

調。 

・移動ナースステーション（Ｈ

22.5.15） 

・キッズナース１日体験（〃7.3） 

・サマーコンサート（〃7.10） 

・秋のコンサート（〃11.6） 

  

女性医師の招聘、看護師の確保等のた

めに院内保育所の設置を検討する。 

・女性医師の招聘 

・院内保育所の開設 

保育所開設の準備作業は適正と評価さ

れる。 

院内保育所開設 （7）診療環境２  

  



Ⅱ 再編・ネットワーク化に関する検討      

項目 内容 点検 平成 21 年度評価 平成 22 年度評価案 

再編・ネットワーク化 

 (1)機能分化 旭中央病院及び市内の一般診療所と

の機能分担・連携により、二次医療機

関としての機能を果たしていく。 

県の地域医療再生プログラムに基づ

き、市民病院の役割である手術対応、

救急対応に向けた強化 

検討作業が進行中である。機能分化に向

け順調に協議がされている。 

県の地域医療再生プログラムに基づ

く機能分化について、病院運営委員会

において検討した。 

  

  

 (2)医療連携とネットワーク化 旭中央病院が再整備、経営形態変更を

行った後も、同院との円滑な機能分

担・連携が可能になるよう、東総地域

医療連携協議会等の場での検討を継

続する。 

県の地域医療再生プログラムに基づ

く医療連携・ネットワーク化 

検討作業が進行中である。医療連携・ネ

ットワーク化に向け順調に協議がされ

ている。 

旭中央病院からの医師の派遣及び患

者の受入れにおいて連携を図った。  

  

 

Ⅲ 経営形態の見直しに関する検討 

          

項目 内容 点検 平成 21 年度評価 平成 22 年度評価案 

経営形態の見直しの方向性 

  (1) 

地方公営企業法の全部適用への変更

を検討する。 

地方公営企業法の全部適用への変更

の検討 

全部適用のメリット・デメリット等の整

理が必要である。 

・給与水準等について、旭中央病院と

の比較を行った。 

・経営形態に対する市民の考えを把握

するため、市民意識調査を実施した。 

経営形態の見直しの方向性 中期的な視点で、職員資質の向上、人

件費の適正化等も併せて行うことが

望ましく、一般会計行政職とは切り離

・人事体系の検討 

・給与体系の検討 

・研修体系の検討 

全部適用のメリット・デメリット等の整

理と併せ、人事、給与、研修体系の情報

収集及び分析等の整理が必要である。 

・給与水準等について、旭中央病院と

の比較を行った。 

・人事体系の検討は未実施 

  (2) 

  



  した形での職種毎のきめ細かな給与

表の作成、努力が報われる人事制度の

導入等に向けて、人事、給与、研修体

系の抜本的な改定を検討する。 

・研修体系の検討は未実施 

   

 

Ⅳ 一般会計負担金の考え方 

項目 内容 点検 平成 21 年度評価 平成 22 年度評価案 

繰出基準の整理 病院債の元利償還金全額について、基

準外繰り入れとして、一般会計で負担

する。 

元金償還金の全額の繰入れ 県の指導に合わせて、元金償還金を収益

的収入から資本的収入へ移し替えると

ともに、新たに医師確保対策等を収益的

収入に加えることで、経営の安定に寄与

した。 

依然として多額の繰入を行っているこ

とから、縮減のためさらなる経営改善が

必要である。 

元利償還金 279,114 千円について、全

額一般会計から繰り入れた。   

一般会計等からの繰入金の見通し 繰入金の見通し計画を実行する。 

 

・一般会計からの繰入金の取扱いの見

直し 

・計画の作成 

・見直し計画の実施 

病院収益の悪化に対応するため、繰入金

を大幅に増額することで、経営の安定に

寄与した。 

見直し計画未作成 

 

 

 

 



 

その他提出資料 

 

・ 平成２２年９月版「国保匝瑳市民病院のあり方」に係る市民意識調査結果報告書、国保匝瑳市民病院改革プラン、国保匝瑳市民病院改革プラ

ン平成２１年度進捗状況等の評価書及び平成２２年度病院事業会計決算の概要は、匝瑳市のホームページの中（国保匝瑳市民病院、財政課）

から検索してください。 

 

平成２２年９月版「国保匝瑳市民病院のあり方」に係る市民意識調査結果報告書 

検索方法＝匝瑳市ホームページ→お役立ちリンク国保匝瑳市民病院→「国保匝瑳市民病院のあり方」に係る市民意識調査結果報告書について 

 

国保匝瑳市民病院改革プラン 

検索方法＝匝瑳市ホームページ→お役立ちリンク国保匝瑳市民病院→国保匝瑳市民病院改革プランについて 

 

国保匝瑳市民病院改革プラン及び国保匝瑳市民病院改革プラン平成２１年度進捗状況等の評価書 

検索方法＝匝瑳市ホームページ→お役立ちリンク国保匝瑳市民病院→国保匝瑳市民病院改革プラン平成２１年度進捗状況等の評価書について 

 

 平成２２年度病院事業会計決算の概要 

検索方法＝匝瑳市ホームページ→行政情報財政→平成２２年度決算の概要について→病院事業決算の概要 

 

 


