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令和２年１１月９日

健康管理部保健医療課

宮崎市夜間急病センター小児科の指定管理者候補者の選定について

宮崎市夜間急病センター小児科の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を選

定しました。

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和２年１２月議会で可決された場合

には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。

1.指定管理者候補者の概要

(1)団体の名称 公益社団法人 宮崎市郡医師会

(2)代表者名 会長 川名 隆司

(3)主たる事務所の所在地 宮崎市大字有田１１７３番地

(4)設立年月日 昭和２２年１２月１１日

(5)事業概要 医道の高揚、医学及び医術の発達普及並びに公衆衛生の向上

を図り、正しい医療を行い、地域住民の健康の維持及び増進

に寄与することを目的とし、その目的を達成するため下記の

事業に取り組んでいる。

１．宮崎市郡医師会病院の運営に関する事項

２．宮崎市郡医師会臨床検査センターの運営に関する事項

３．宮崎市郡医師会看護専門学校の運営に関する事項

４．宮崎市夜間急病センターの運営に関する事項

５．宮崎市郡医師会地域包括ケア推進センターの運営に関す

る事項

６．地域住民への公衆衛生の啓発指導に関する事項

７．地域保健、学校保健及び産業保健の向上に関する事項

８．地域医療の普及向上に関する事項

９．救急医療及び災害医療の充実に関する事項

１０．福祉と介護に関する事項

１１．医師の生涯研修に関する事項

１２．医学教育の向上に関する事項

１３．会員の福祉親睦に関する事項

１４．医師会の相互の連携に関する事項

１５．その他本会の目的を達するために必要な事項

(6)従業員数 ７７５人
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2.指定期間（予定）

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間）

3.施設及び業務の概要

(1)施設概要

① 施設名 宮崎市夜間急病センター小児科

② 所在地 宮崎市北高松町５番３０号県立宮崎病院敷地内

③ 施設規模等 延べ床面積 ２０１．７平方メートル

(2)業務概要

① 夜間における軽度の小児救急患者の診療に関すること。

② 診療報酬等の公金の徴収及び支出に関すること。

③ 備品の維持管理等に関すること。

(3)現在の管理方法

指定管理者 公益社団法人宮崎市郡医師会

（平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで）

4.事業計画の概要（事業提案概要）

（1)管理運営にあたっての基本方針

・宮崎市夜間急病センター小児科は、夜間において突発的に発症した急病患者のための施設

であり、一時的な痛みの軽減、解熱効果を上げるなどの応急処置を目的としており、投薬期

間は 1日分としている。

・救命のために必要な場合以外は、インフルエンザ等の迅速検査は行っていない。

・当センターを受診した翌日には、必ず「かかりつけ医」又は専門の医療機関を受診し、十分な

治療、検査を受けるよう指導している。

(2)市民の平等な利用の確保

・受付順に診察を行っている。ただし、救急搬送患者・重症患者については来院時のトリアージ

を迅速かつ効率的に行っている。

・地域の関係機関との連携により、全ての患者に適切な処置を施すとともに、居住地によること

なく、来所者全ての診療に応じている。

(3)施設の設置目的の理解と課題の認識

・宮崎市が開設者であるが、宮崎市郡医師会が管理運営を行うため、両者の連携が重要である

と考える。

・当センターは、一次救急を目的としており、二次救急が必要な場合は県立宮崎病院に対応を

お願いしている。さらに高度な医療が必要な場合には三次救急施設と連携を図っている。
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・現在の診療体制を維持していくうえで、高齢化が進む医師の人材確保が一番の課題であると

考える。また、急病患者以外の軽症患者が7割を超えており、保護者の都合による夜間の診療

所として利用する方も見受けられ、本当に急病な患者の治療に支障をきたす恐れもある。

(4)人的体制の確保

・当センターの医師は、宮崎市郡医師会会員、宮崎大学医学部及び宮崎大学医学部附属病院

勤務医、県外からの支援医師の協力のもと診療を行っている。

・勤務時間は、準夜帯：19：00～23：00、深夜帯：23：00～翌 7：00 である。準夜帯、深夜帯それぞ

れで勤務していただく場合と準夜帯、深夜帯を通しで勤務していただく場合がある。

・薬剤師、放射線技師に関しては、宮崎市郡薬剤師会、宮崎県放射線技師会の協力のもと診療

を行っている。薬剤師は医師同様、準夜帯、深夜帯それぞれ勤務していただいている。

・放射線技師に関しては、月・水・土・日祝の準夜のみの勤務である。

(5)職員の能力育成（研修体制）

・以前は、宮崎市郡医師会病院内に当センターがあったため、医師会病院主催の研修会に参加

していたが、平成 26 年 4 月より現住所に移転したため、現在は院内ネットワークから研修会の

資料を印刷し職員に供覧している。特に感染症対策の研修会は必ず供覧している。

・院内独自に職員間で手技や医療機器の研修会を実施している。

(6)事業計画の実現可能性（継続性、安定性）

①地域や関係機関との連携について

当センターは応急処置を目的としており、受診後は「かかりつけ医」や「専門医」を受診するよう

勧めており、重篤な患者については二次、三次の医療機関への連携も的確に行っている。

②市との連携について

宮崎市と連携しながら救急医療の充実や医師確保の推進をしていくことが重要である。また、

宮崎市近隣の医療充実を目標とし、全ての市民が同じレベルの医療が受けられる環境づくりや

医療機器の充実を図ることも重要と考えるため、今後も宮崎市と連携を図っていきたい。

(7)申請者の安定性、信頼性

・宮崎市郡医師会会員の各医会を通して会員に働きかけ、当センターの協力医を確保すること

が出来る唯一の団体であり、地域医療の普及と充実を目的とする医師会の役割の一環として

地域の医療機関と連携し、運営を行っている。

・宮崎市郡医師会は、昭和５４年の夜間急病センター開設時から宮崎市に協力し、市民に充実し

た医療サービスを提供している。

(8)災害対応など危機管理に対する対応

・隣接する県立宮崎病院と協力し対応している。建物に関しては県立宮崎病院からの賃借物で
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あるため、県立宮崎病院の指示のもと火災報知機や非常ベルの点検を行っている。

・施設内の設備及び医療機器に異常が生じた場合は、宮崎市及び県立宮崎病院と連携を図りな

がら対応している。

(9)雇用に対する基本的な考え方

・深夜帯に関しては、人材確保が難しい状況にあるため、現在、当センターに勤務する職員の８

割はパート職員である。今後、正職員への切替を検討していくことで、より専門性の高い人材確

保が出来ると考えられる。

・また、そのことで、働く人の意識や意欲も変化し、仕事の効率化につながるのでないかと考えて

いる。

(10)環境に配慮した施設管理

・職員全員で、使用していない箇所のエアコンや照明のスイッチをこまめに切るようにしている。

また、ゴミの分別にも力を入れており、不要になったコピー用紙、FAX用紙についてはメモ紙とし

て再利用している。

※ 上記、事業計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定します。

5.収支計画の概要

■収入 （単位：千円）

■支出 （単位：千円）

※ 上記の収支計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定

します。

項 目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヵ年合計

指定管理料 147,593 147,593 147,593 147,593 147,593 737,965

そ の 他 0 0 0 0 0 0

収入合計 147,593 147,593 147,593 147,593 147,593 737,965

項 目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヵ年合計

人 件 費 137,144 137,144 137,144 137,144 137,144 685,720

物 品 費 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 28,200

役 務 費 820 820 820 820 820 4,100

委 託 料 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 14,710

そ の 他 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 5,235

支出合計 147,593 147,593 147,593 147,593 147,593 737,965
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■参考

【令和元年度管理運営費収支決算】

［収入］計１４１，４０１千円

・指定管理料１４１，４０１千円

［支出］計１４０，８３９千円

・人件費１３１，７７８千円 ・物品費５，３８２千円 ・役務費７３８千円

・委託料 １，７２５千円 ・その他１，２１６千円

6.選定結果の概要

(1)概況

①選定方法 非公募

②募集日程

第１回選定委員会 令和２年８月４日～８月６日

※新型コロナウイルスの影響により個別審議

要項及び申請書類様式の配布 令和２年 ８月１２日

提出書類Ａの受付（１次締切） 令和２年 ９月 ４日

提出書類Ｂの受付（最終締切） 令和２年 ９月２３日

第２回選定委員会（プレゼン・審査）令和２年１０月１４日

(2)指定管理者候補者選定委員会（健康管理部）

(3)選定の概況

ア 選定理由（非公募理由）

第１回指定管理者候補者選定委員会において、「宮崎市公の施設における指定管理者制

度に関する基本方針」の「５ 事業の選定（２）非公募の要件「②専門的かつ高度な技術、

ノウハウなどを有する特定の団体を指定することが適切な施設の管理運営に資すると認

められる場合」に該当するため、非公募による選定を行うことが承認され、非公募によ

る選定手続きを開始した。

その後、第２回指定管理者候補者選定委員会において、申請者である公益社団法人宮

崎市郡医師会からの応募書類及びヒアリングをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理

者の指定の手続等に関する条例」で定める次の基準により、総合的に審査を行った。

所属及び職名 氏名

委員長 宮崎市健康管理部長 長嶺 郁夫

委員 公立大学法人宮崎県立看護大学 准教授 松本 憲子

委員 宮崎市自治会連合会 会長 時任 孝俊

委員 宮崎市保育会 会長 髙妻 秀次

委員 宮崎市消防局長 杉村 廣一
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① 事業計画書に基づく当該施設の運営が市民の平等な利用を確保するものであること

② 事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであること

③ 事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること

④ 事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているものである

こと

その結果、宮崎市郡医師会会員や宮崎大学医学部附属病院勤務医等の協力の下、夜間

急病センターの当番医を確保することができる唯一の団体であり、重篤な患者に対して

は二次三次の医療機関との連携により的確に対応するなど、充実した医療サービスの提

供が可能であること、また、宮崎市郡医師会病院の運営も行っており、使用料・手数料

の徴収業務や備品等の維持管理に関する業務についても、適切な履行が見込まれること

から、公益社団法人宮崎市郡医師会を指定管理者候補者として選定した。

イ 審査結果一覧

選定の基準

満点

（配点×

委員数）

最低

基準点

候補者

公益社団法人

宮崎市郡医師会

１．事業計画書に基づく施設の運営が、市民の平等

な利用を確保するものとなっているか。
150 122

２．事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も

効果的に達成するものとなっているか。
100 84

３．事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費

の縮減を図るものとなっているか。
100 80

４．事業計画書に沿った管理を安定して行うための

十分な能力を有しているものとなっているか。

【重要基準】

175

105

（満点×

60％）

139

５．安全管理は適切か。 50 45

６．労働福祉の考え方は明確か。 25 18

７．環境保護への配慮はあるか。 25 19

合計得点 625

375

（満点×

60％）

507


