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ふくしま地域活性化セミナー・事例発表（２０．９．３ふくしま自治研修センター） 

「県立病院の町移管と官民連携による地域医療再生の試み」 

  三春町保健福祉課長 遠藤誠作 

 

 

◎はじめに～ 自治体病院の何が問題か？ ～「経営能力の欠如」と「医師不足」      

１ 財政的な問題 

・国の診療報酬の抑制政策 

・累積欠損金の増大～一時借入金増大 

・破綻寸前の自治体財政～繰入金抑制 

・ 財政健全化法 

・ 公立病院改革ガイドライン 

・ 民営化～指定管理者制度・民間譲渡 

・ 施設の老朽化・建て替え 

・ 医療機器の購入 

・ 電子カルテの導入 

３ 医療の提供に関する問題 

・ 進歩する医療技術への対応 

・ 医療安全対策 

・ インフォームドコンセント 

・ カルテ開示 

・ 少ない人員・忙しすぎる環境 

・ セカンドオピニオン 

・ 医療事故の発生と相次ぐ訴訟 

２ 病院運営上の問題 

・ 勤務医の大量退職による医師不足 

・ 産科・小児科・救急医療の崩壊 

・ 新医療法による療養病床廃止 

・ ７対１看護 ： 看護師不足 

・ 後期高齢者医療制度 

 

４ 医療現場の問題 

・ 平均在院日数の短縮 

・ 病院間の競争激化 

・ 入院・外来患者の伸び悩み 

・ 強い労働組合 

・ 職員の無関心 

・ 高コスト体質 

① ２００７年３月２３日 公立深谷病院(宮城県）が５５億円の債務で「経営破綻」し、 

５４年の歴史を終え、閉院。 

「自治体病院はつぶれない」 

「公務員の身分は安定していて仕事を失うことはない」 という神話が崩れた。 

 

② 自治体病院は「不採算」医療を抱えているから赤字経営だ、と説明してきたが… 
<不採算医療＞は、つぎのようなもの… 
・  僻地、小児科、産科、救急、結核、感染症、精神、高度・専門医療など 

・  住民への健康教育、疾病予防など健康政策への協力、保健・福祉と連携した医 

療の提供、医療従事者への教育活動 

＊対応しているか……してなければ、一般会計から繰入れする理由がなくなる？ 
③ 地域にとって必要な病院か、住民のニーズに応えているかが、判断基準 
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○ この事例の評価と価値 

 地方自治体の財政悪化要因の一つに、自治体病院の経営破たんが上げられるが、

その対策として、総務省は有識者懇談会で、次の三つをあげている。 

実現したところは僅かで、三春町の事例は特筆されるという。 

 

１ 指定管理者制度を取り入れ、民間の力を活用したこと。 

２ 病院建設の手法を創意工夫して、民間並みの建築単価を実現したこと（資本費

を抑制）。坪 60万円以内。 医療機器も同じ手法。 

３ 指定管理者に減価償却費を負担してもらう協定をしたこと。  

 

   ◎これで、病院経営の 2大赤字要因の、人件費と資本費を大幅に抑えた。 

 

１ 三春病院のあゆみ 

 昭和２６年 ２月 福島県により開設（病床数３４床） 

 昭和２８年 ５月 付属准看護婦養成所設置（２年制・１学年１２名、５５年度で廃止） 

 昭和２８年 ６月 伝染病隔離病舎併設（２０床、平成１０年度末廃止） 

 昭和５０年 ３月 現在地に移転改築（病床数１００床） 

 昭和６１年１２月 病棟改修、一般病床１４床減、８６床に 

 昭和６３年２月 県立病院基本問題審議会、当面機能を維持するが、診療所を併設した老

人保健施設への転換への検討を答申 

 平成７年６月  県立病院基本問題審議会設置、存続、廃止両論併記、圏域内町村の運

営参加など、在り方検討すべきと答申 

平成１９年 ３月 県立病院廃止、三春町に移譲 

 平成１９年 ４月 町立三春病院開院（指定管理者:星総合病院により運営） 

 平成２０年 ５月 敷地隣に新病院を建設、引っ越し 

 

２ 町立三春病院の特色 

（１） 町は地域医療機能を存続させるため、移譲を受けた。 

（２） 福島県は、三春町の病院立ち上げを支援するため、病院資産の一切を無償

で町に移管した。立ち上げ時の初期投資費用として１９億円を支援。 

     県は病院職員の移管条件は付けない。 

（３） 町立病院は公設民営方式（指定管理者）により運営。 

（４） 指定管理者は福島県中通り地方の財団法人規模、８法人を対象に公募。 

公募条件 ①必要医師確保、 ②診療科目充実、 

③独立採算経営（赤字補填 なし）、 ④減価償却費の負担 

（５） 新病院は、設計施工一括のプロポーザル方式で公募。参加条件は  
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① 年間工事高５００億円、 ②工事期間 １年、 ③工事費 ６０００m2 で１１億円

以内（税込み。坪当たり６０万円）で建設。④瑕疵担保１０年、 ⑤工事への地

元業者参画と実績報告義務。 

 

３ 県立病院と町立病院の診療体制比較 

区 分 県立三春病院 町立三春病院 

開設 昭和 26 年（1951）2 月 平成 19 年（2007）4 月 1 日 

診 療 科 

（囲みは新

規開設科）            

(常設)内科・外科・産婦人科・耳鼻咽喉科

（非常設）小児科・整形外科・眼科 

             7 科 

 診察日 月～金（土日休み）        

(常設)内科・外科・小児科・整形外科 

(非常設)産婦人科・耳鼻咽喉科・皮膚科・ 

泌尿器科・心療内科・精神科・眼科    

10 科（3科新設） 診察日 月～土（全日）     

職員数(カッ

コ書きは臨

時、外数) 

医師５、薬剤師 4(1)、放射線２、検査２ 

(1)、看護師 43(5)、その他 8(1) 

合計 64＋臨時８＝72名 (18 年 3月) 

医師３(23)、薬剤師３、放射線１、検査３、 

看護 37、その他(栄養士・事務職員)6 

        合計 53 名 (19 年 4月) 

看護体制    2 対 1          2.5 対１ 

 

 

４ 県立三春病院の過去１０年間の損益状況 

項  目 8 年度 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 

医業収益 
医業費用 

1,044 
1,196 

1,103 
1,263 

1,116 
1,267 

1,089 
1,249 

1,110 
1,249 

1,042 
1,242 

1,027 
1,221 

1,005 
1,173 

963 
1,273 

827 
1,140 

753 
976 

差引： 
医業利益 

△152 
△
160 

△
151 

△
160 

△
139 

△
200 

△
194 

△
168 

△
310 

△
312 

△
223 

医業外収益 

医業外費用 

特別利益 

特別損失 

177 
23 
0 
1 

184 
22 
0 
1 

171 
20 
1 
0 

178 
18 
0 
1 

154 
15 
0 
0 

214 
13 
0 
1 

204 
10 
0 
1 

175 
7 
0 
0 

147 
4 
0 
0 

80 
2 
0 
1 

604 
2 
1 

569 

当期純損失 △0 △0 △0 △0 △1 △1 △1 △1 
△
168 

△
235 

△
189 
 

５ 過去９年間の受療動向 
 年度 入院患者延数 1 日平均 病床利用率 外来患者延数 1 日平均 
 １０  ２３，３９４人   ６４．１人  ７４．５％  ５４，６０７人 ２２２．９人 
 １１  ２３，１３５   ６３．２  ７３．７  ５３，４９５ ２１９．２ 
 １２  ２２，７５４   ６２．３  ７２．５  ５７，１３３ ２３３．２ 
 １３  ２１，１１７   ５７．９  ６７．３  ５５，９４６ ２２８．４ 
 １４  ２１，４３８   ５８．７  ６８．３  ５３，３４９ ２１７．８ 
 １５  ２１，０３５   ５７．５  ６６．８  ５２，４４５ ２１３．２ 
 １６  １９，１７０   ５２．５  ６１．１  ５２，２５７ ２１５．０ 
 １７  １６，３７１   ４４．９  ５２．２  ４６，０２０ １８８．６ 
 １８  １３，６４２   ３７．４  ４３．５  ３８，７７０ １５９．５ 
出典：福島県立病院年報各年度版 
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６ 三春病院廃止にむけた福島県の動き 

  

昭和６３年２月 県立病院基本問題審議会、当面機能は維持するが、診療所を併設した

老人保健施設への転換への検討を答申（第１次廃止論議） 

 平成７年６月  県立病院基本問題審議会設置、存続、廃止両論併記、圏域内町村の運

営参加など、在り方検討すべきと答申（第２次廃止論議） 

 
平成１５年３月 県行財政改革推進本部「包括外部監査結果」を公表 
      ５月 県立病院事業改革委員会設置 
平成１６年５月 県立病院改革審議会設置 
       ６月  三春町議会、三春病院対策特別委員会設置 
    １２月 三春町議会、住民団体から出された「病院機能存続」要望採択 
平成１７年３月 県立病院改革審議会、「県立病院としては廃止が適当」と答申 
          県行財政改革推進本部「三春病院廃止、地域医療を確保するため立

地自治体または民間移譲を検討」の基本方針決定 

 

 参考６―１ 福島県の県立病院改革のフレーム  

廃 止(3 病院１診療所)   統合(2病院) 存続(4病院) 

・三春 (町に移譲) 

・猪苗代 (同) 

・リハビリテーション飯坂温泉病院  

(民間に移譲) 

・同 本宮診療所 (町に移譲)   

・会津総合  

・喜多方 

(場所を移して

会津統合病院

を建設) 

・矢吹 

・南会津    

・宮下 

・大野 

 

参考６―２ 三春病院廃止反対運動の経緯 

 運動の実施時期と理由        主 な 主 張 

１ 県立病院改革審議会答申前 

（16年秋） 

 

 

○審議会の小委員会で廃止の方向

性が示されたのでこれを阻止する

ため、患者や病院を訪れる住民等

に、審議会の会長や小委員長にハ

ガキを出して要請する運動を呼び

かけた(文章案を例示：右) 

      ○要請ハガキの文例 

①病院が廃止されると郡山の病院に通院することになり、交通費の支

出が多くなり大変。 

②県に不足する小児医療センターなどの政策医療を行い、存続してほ

しい。 

③あぶくま地域は救急医療施設がないので、政策医療を行ってほし

い。 

④地域の医療のあり方を住民に示し、安心して医療を受けられる体制

が整ってから存続を考えるべき。 

⑤母子医療を担う目的の病院廃止は、少子高齢化で若者の地域離れが

懸念される。若者が安心して子供を産める環境の整備が必要だから

存続を。 

⑥入院する病院がなくなると患者や付添い、家族の負担が多くなるの

で存続を。 

⑦知事は中山間の振興を政策に掲げている。知事の政策と矛盾するの

では。 

     ○地域住民に対する啓発チラシの見出し 

(表)『廃止ありき』の審議会は問題！～医師不足解消で信頼される県

立病院へ 

「全適」は経営改善につながる？ 

医師 1人で年間 1.5 億円の収益 

「在り方」のない審議会！ 

(裏)『三春病院の在り方を考えよう～あぶくま地域の医療・小児医
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療・救急医療の充実を！』 

訪問診療を充実すべき 

県立病院として政策的医療を担うべき 

県に不足する小児医療センター併設を！ 

２ 県立病院改革審議会答申に抗

議 

    （17 年 3月） 

○10箇所のうち6箇所の統廃合答

申に抗議するファックスを知事に

送る運動 

○知事へ送る意見の内容 

①福島県の医療に対する意見 

②県立病院廃止に対する声 

③自分や家族などが診察を受けたときの感想など 

・主張：いつでも、どこでも、だれでも、安心してかかれる地域医療

の確立を 

３ 県立三春病院の充実と存続を

求める要請署名活動 

    （17 年 4～5月実施） 

○県職組合員が町内各戸を訪問

し、町民の 66.5％に当る 12,812

名の署名を集めた。 

8年度に県が策定した「第3次福島県立病院事業経営長期計画」

に挙げた。 

①田村郡西部地域の日常的な疾病に対する医療の提供 

②高齢化が進んでいることから … 高齢化に配慮した 2 次医

療を提供 

③整形外科の常勤化 

④地元町村との連携を図る、などの計画を実施しない中で一方的

とも思える「廃止先行の答申」に反対し、県立三春病院の存続と

充実を要請する。 

    ○廃止反対署名に対する協力お礼折込チラシの見出し 

『町民の 3人に 2人が廃止反対』『県立三春病院の充実こそ必要

です』『知事に要請署名を提出』『6月議会が最大の焦点に』 

資料：福島県職員労働組合、福島県病院局労働組合などによる呼びかけチラシの主張を再構成した。 

 
 
７ 病院存続に向けた三春町の動き 
 平成１６年６月  三春町議会、三春病院対策特別委員会設置 
     １２月 三春町議会、住民団体から出された「病院機能存続」要望採択 
 
平成１７年４月 役場行財政改革室に「三春病院対策班」を設置 
        ４月 町、団体代表により「三春病院対策委員会」を設置 
        ６月 対策委員会、町に「移譲を受け、存続すべき」と中間答申。これを

受けて、町は「地域医療確保のため受け入れる」対処方針を決定。 
７月 県知事に面会し伝える。県の行革推進本部、県立病院改革実行
方策決定。 

１２月 県と町、「県立病院移譲合意書」を締結。県の支援内容、現病院
無償譲渡、初期投資資金１９億円分割交付、職員引受条件付け
ず。 

平成１８年 ３月 町立病院運営を指定管理者方式でいくため、指定管理者公募。 
        ５月 指定管理者を選定 

12 月 新病院建設のため、設計施工一括発注によるプロポーザル公募 
平成１９年 1 月 特定者決定。細部協議。 
      2 月 清水建設と工事請負契約。         
平成１９年 ３月 県と町、病院移譲の財産譲渡協定締結。 
        ４月 町立病院オープン  町病院対策委員会解散 
      ６月  新病院建設工事、起工式 
平成２０年 ５月 新病院に移転 
       ９月 旧病院解体撤去、駐車場・外構工事完成、グランドオープン 
       ４月 新病院北側に、養護老人ホーム建設工事契約（２１年１０月完成予

定） 
 
（参考７－１）福島県立三春病院廃止についての対処方針 

                     平成１７年６月２９日    三 春 町 
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１ 基本的な考え方 

福島県は、県立病院改革審議会の答申を受け、「三春病院を廃止する」という方針を「行財政

改革推進本部（本部長：知事）」で決定した。 

三春町は、この方針が実行される場合には、病院が立地し利用者の７割が居住する自治体とし

て、地域医療の確保を図るためこれを受け入れるものとする。 

２ 対処方針 

(1) 平成 16年 12 月 2 日、三春町各地区代表区長及び地区まちづくり協会長から町及び議会に

提出され同月 22 日、町議会で採択された「三春病院存続についての要望」並びに三春病院対

策委員会からの答申を重く受け止め、福島県が基本方針通り三春病院を廃止する場合は、町が

移譲を受けるものとする。 

(2) 県から町への病院移譲時及び移譲後に、町の財政負担が伴わないよう、設置者である県に

十分な支援を求めるものとする。 

(3) 病院の経営には、民間のノウハウが活かせる公設民営方式を採用し、独立採算を原則とし

た運営を行うものとする。 

(4) 以上のことから、病院施設及び土地は無償で譲渡を受けるものとする。ただし、職員は公

設民営方式導入の障害になりかねないので、引き受けないものとする。 

(5)病院施設は昭和 50年 3 月の建築から 30 年が経過し、老朽化が進行しているので、耐震度の

調査と対策及び敷地内の医療廃棄物の所在確認と処理、整備計画の策定並びにこれに基づく大

規模改修費用については県に負担を求めるものとする。 

(6)新しい病院は、住民に最も密着した町が開設する利点を最大限に発揮して、少子高齢化や疾

病構造の変化に対応し、保健・医療・福祉サービスを一体的、計画的に提供することによって、

住民が安心して暮らせるまちづくりが推進できるような構想をもとに計画するものとする。 

(7) 病院の運営や診療科目の検討にあたっては、利用圏のニーズを把握するとともに、町内医

療機関との連携を図るなど、将来展望が開ける構想をまとめるものとする。  
 
８ 病院廃止で考えられる影響 

（1）受診するには郡山市内の総合病院に行かなければならなくなり、町民の医療を受ける時間

と費用負担が増加する。 

（2）町内に入院できる施設がなくなり、軽症の入院も急性期医療を終えた後の療養も郡山市内

に依存することになり、通院など家族の負担が大きくなる。 

（3）郡内に数少ない産婦人科がなくなる。 

（4）安心して生活できないことで、不便な町になってしまう。 

（5）予防接種、健診、介護認定審査、在宅医療、母子保健との連携、養護老人ホーム三春町

敬老園・特別養護老人ホームあぶくま荘の保健医など、地域の保健医療分野を幅広く支え

てきた医師・専門家がいなくなる。 

（6）車という足を持たない高齢者は、病院通院のついでに買い物をするという人も多く、病院が

廃止されれば商店街の売り上げに影響する。タクシーなど交通機関の利用者も減少する。 

（7）三春病院の業務に従事していた 70 名の雇用が喪失する。 

（8）三春病院に医療用品や食材、物品等を納入している業者の売上げが減少する。 

 
 
９ 指定管理者方式の採用と取り組み 
   ４つの選択肢 

① 公設公営 

② 公設民営 
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③ 町と町内医療機関が設置した法人による運営 

④ 民間事業者への移譲 

 （参考９－１） 県立病院の移譲及びその後の運営形態の比較 

  移譲及び運営形態別区分       長  所      短  所 

 

１ 地元自治体への移譲 

 

１－１ 公設公営 

 (町が移譲を受け、直接運営) 

・町にとって必要な医療サービス

を町民に提供できる。 

・病床数などによって交付税措置

される。 

・町の一般会計から繰出しがなく

運営できるかは疑問。 

・職員給与が地方公務員法により

定められるので人件費比率が高

くなり、県立病院の二の舞になる

危険性がある。 

・医師の確保ができるか。また病

院経営を熟知している職員が

いない。 

・将来、設備投資する際には地方

公営企業法に基づき一般財源

の負担が伴う。 

 

 

 

１―２ 公設民営 

（町が移譲を受け、管理を委託） 

・町に不足する医療を提供するな

ど、町の考えに基づいた病院経

営ができる。 

・受託機関があるかは不透明。 

・民間の病院等に委託する場合、

町の財政支援を伴うのが一般

的となっている。 

・町内医療機関との連携を図るた

めには、「町医師会」への委託

が考えられるが、医師会は旧郡

単位の組織で委託できない。 

 

１―３ 町と町内医療機関が

設置した法人による運営 

・町も基本財産を出資することに

より、経営に参画できる。 

・設立後、町の負担が伴わない。 

・病院経営は院長に任せるべきだ

が、町はチェック機能を果たせ

るか。 

・町に基本財産を出資する余裕が

あるか。地域にそのような力が

あるか。 

 

２ 民間病院や公的医療機関（注）

に移譲 

 （地元自治体が受けない場合、 

現在地で経営することが前

提） 

 

・町の財政負担が伴わず病院が存

続できる。 

・民間病院の場合、将来にわたっ

て病院が存続する保証はない。 

・町内の診療所との競争が起きる

ことが懸念され、開業医の理解

は得にくい。 

注：公的医療機関とは、日本赤十字社、済生会、厚生農協連などである。 
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（参考９－２） 指定管理者の審査基準 

審査基準   配点 

(1)医療機能 25 点 

(2)地域医療全体の質の向上に向けた役割 25 点 

(3)患者及び来院者へのサービス提供 10 点 

(4)開院時の体制 10 点 

(5)病院のスタッフ管理の体制 10 点 

(6)指定管理料等について 20 点 

       合計 100 点 

 
 
１０ 公立病院再生と指定管理者制度導入の是非     

自治体関係者： 「営利目的の民間病院が、どこまで地域医療に責任をもてるのか」 

研 究 者  ：  「組織の硬直化や経営意識の欠如など自治体が直接経営するのは   

限界に来ている。自治体が施設を設置することで公益性を担保しつつ、民間の医

療法人が緊張感を持って運営すれば効率的に行える。委託を受けた医療法人が

放漫な経営をすれば、影響はその法人自体に及ぶので手は抜けない。（井関友

伸）」    (20 年 2月 21日付け朝日新聞福島版)。 

 

 

１１ 三春病院を例にした病院再生の試算～平成１６年度決算をもとに計算すると 

  ◎問題は、医師確保と運営コスト削減 

   項 目  三春病院 再生試算       説  明 

医業収益 

（１００％） 

９６２，６７９千円 

（１００．０％） 

９６２，６７９千円 

（１００．０％） 

 

医業費用 給与費  ７５９，８３６ 

  （７８．９％） 

５３１，８８５ 

（５５．３） 

給与費を民間水準に合わ

せ７０％と見積る。 

材料費  ２６０，２４１ 

  （２７．０％） 

２０８，１９２ 

  （２１．６） 

薬品費、食事材料、医療材

料等。８０％と見積る。 

      経費  １７９，０１５ 

  （１８．６％） 

１５２，１６３ 

  （１５．８） 

光熱水費、燃料費、修繕

費、その他を８５％と見る。 

    減価償却費 

    資産減耗費 

  ８１，１１３ 

  （ ８．４％） 

 ５６，７７８ 

  （ ５．９） 

固定資産の取得費を７０％

で調達できると見る。 

    研究研修費    ８，４６２ 

  （ ０．９％） 

 １３，６６１ 

  （ １．４） 

職員の資質向上、専門職の

技術研修に予算を使う。 

医業費用 計 １， ２８８，６６７ 

 （１３３．９％） 

９６２，６７９ 

（１００．０） 

医業収支均衡を目標に試

算 
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１２ 新病院建設に向けた取り組み 

 

○ 成功のポイント 

１ 設計施工一括プロポーザル方式による一度限りの業者選定、実施設計前の一括

契約 

２ 公共工事単価・歩掛抜きで「民間並みの建築単価」を実現 

３ 提案から実施設計、工事完成まで、「１年４ヶ月間の短時間」で工事完了 

４ 減価償却費相当額を負担する「指定管理者（民間）のノウハウ活用」した費用圧縮 

５ 「病院職員の現場感覚」と「経験豊富なゼネコン技術者」、「発注者」が一つになっ

て、夢を共有してまとめた実施設計 

６ 町と議会の連携、地域住民の期待が「世論」を後押し 

７ 県の関係部局の組織的な技術支援 

 

○ その経緯 

平成 18年 12月１日 新病院の建設を急ぐため、設計施工一括発注方式の採用を決

定。募集開始 

４つの条件  ① 瑕疵担保 10 年 ②協力業者に地元業者の参加 

③ 工期短縮  ④低コスト提案  
12 月 25日  提出期限までに３社応募。 提案は坪当たり 60万円前後 

平成19年1月19日  プロポーザル審査委員会(委員長・葛西福島県立医大教授)、

清水建設㈱を選定したことを町長に報告。町、同社を特定者に決定。 

2月22日    同社と工事請負契約を締結（本体10億3000万円、税別） 

    6 月 8 日  新病院建設工事の起工式を挙行 

平成 20年 1月 21日  新病院外構及び旧病院解体撤去工事発注は病院関連工事

審査委員会の議を経て、清水建設と契約。医療機器購入

は機器を運用し、減価償却費を負担する指定管理者の意

向を尊重 

4月末日   病院完成引渡し 

5 月 7日   新病院開院 

８月末      外構工事、旧病院解体工事完成 

     ４月    病院に隣接して「養護老人ホーム敬老園」改築工事着手。 

                （プロポーザル方式で、坪６０万円以内） 

 
（参考 1２） 町立三春病院の新病院建設方式の検討 

  種類・方式の概要     長    所    短     所 
①設計施工一括発注方式 

 

【概要】 

高度または特殊な技術力を要

し、設計と施工が一体で開発され

るなど、個々の業者等が有する特

殊な設計・施工技術を一括して活

・単一組織が明確な責任を持つ。 

・発注者自身の調整統合業務を軽

減できる。 

・設計と施工期間をオーバーラッ

プさせることにより、工期が短

縮できる。 

・さらに段階的施工を採用するこ

・設備工事の施工者などが全て元

請け会社の下請けとなり、その

契約内容が直接見えない。 

・専門業者のインセンティブを引

き出しにくい。 

・全ての工事に元請けの経費が加

算される恐れがある。 
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用することが適当と思われる工

事について、価格競争及び総合評

価により業者を決定し、設計・施

工を一括して発注する方式であ

る。 

とで時間削減が期待できる。 

・施工専門家が設計の当初から関

わることによるコストダウン

や時間削減が期待できる。 

・受注者側に設計に関するリスク

を移転できる。 

・事業の早期段階で事業費を固め

ることが可能である。 

②分離発注方式 

【概要】 

建築や設備など種類の異なる

工事を分けてそれぞれ別の専門

施工者に発注する方式。 

・工事費と工事ごとの責任の透明

化が図れる。 

・一括の場合の元請け側の管理経

費を節約できる。 

・各施工者が独自で頑張ることが

できる。 

・工事中及びアフターケアの窓口

が複数になり、各工事の谷間部

分についての責任の所在が不

明確になることがある。 

・発注段階から工事に至るまでの

業務量が増える。 

・万全な設計監理体制が必要。 

③ＣＭ(コンストラクション・マ

ネジメント)方式 

【概要】 

建設会社が有償で自治体の発注

業務を代行する仕組み。発注者の

代理人として、発注方法や工程管

理など工事全体を総括する。発注

者は対価として手数料を支払う。

無償協力と違い、正式な契約を結

ぶため、透明性を確保し易い利点

がある。 

工事種別の分離発注と設計、施

工、監理をクライアント又はクラ

イアントの代理人が行う方式。 

・工事が細分化して発注されるの

で、工事費と工事内容が透明に

なる。 

・中間経費を節約できるので工事

費削減の可能性がある。 

・専門工事業者の参加機会を増や

す効果がある。 

・町内に元請けとなるような施工

能力と責任を果たせる業者が

いない。 

・通常の発注方式に比べ、工期が

長くなる傾向がある。特に複雑

な構造となる病院建築におい

ては、工期は延びる可能性が高

い・ 

・施工と設計の両方に通じている

ＣＭＲがいないと、ＣＭ本来の

効果は発揮できない。人選が難

しい上、病院建築という特殊な

建築物の経験が豊富なマネー

ジャーは皆無に等しい。 

・完成した物件に対する責任の所

在が不明確。ＣＭＲは一般に体

力がないため責任を負えない

ため発注者のリスクが大きく

なる可能性がある。 

・追加工事が頻発し、事業費が当

初計画額を上回る場合もある。 

 
 
１３ 町立病院を核にした地域医療の展開 
 
（１） 健康をテーマにしたまちづくり    ～「健康まちづくり宣言」 
   
（２） 地域医療と町の保健・福祉行政が連携するシステムづくり 
 
 
（３） 福島県立医科大学の医学教育研修プログラムとの連携  

「家庭医」の後期研修病院の１つに位置づけ 
 

（４） 患者の要求を突きつけるのではなく、地域医療の質を向上させるため、役場
も議会も、町民も勉強する体制づくり  
～丸投げしない、町も長寿社会への地域医療のあり方を共同研究し実践、 

 
（５） 町立病院運営の評価と地域医療全体を評価 ～地域医療学術評価委員会 
 
（６）  その他 
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●さいごに ～何ごとも 「人」 につきる 

 

○ 行政に対する外部からの批判 

～行政の計画やプロジェクトには「主語」がない。～誰がやるか書いてない、 

組織がやれるか？～やれない（人事異動で壊滅的打撃）～仕事は人につく。 

 

・ 総力戦～ 日頃からの「人的ネット構築＋情報収集力」が明暗を分ける 

 

 仕事の流れ ヒントを得た人たち（組織というより人的ネット） 

県との移譲協議 前任者が収集した情報、町のトップと係員、県職員、親戚（医師）、

県内の大規模医療法人、新潟県下の類似病院、総務省・厚労省

（審議会委員、公営企業経営アドバイザー就任の縁）、日本政策

投資銀行（水道アウトソーシング調査で来町）、県外の首長など 

指定管理者選定 町の係員、ＪＣ仲間（医師など）、町内開業医その他、日本政策投

資銀行→日本経済研究所、親戚（医師）、学生時代の友人、知

人、地域医療振興協会 

新病院建設 

（プロポーザル、

一括発注、ＣＭ

方式など） 

国立保健医療科学院（出講）、日本下水道協会役員（委員）→全

国自治体病院協議会・自治体病院施設センター、ゼネコン・サブ

コン職員、郡山市・公立岩瀬病院職員、河北新報・秋田魁など出

張講義旅先で収集して保存していた新聞切り抜き・パンフ・古書な

どから情報探索） 

指定管理者→医大、会計士、かかりつけ建築士 

運営段階 北海道大学公共政策大学院→国立社会保障・人口問題研究所

→全国の地域医療改革の実践者、大学研究者、マスコミ、県外の

病院管理者、政策投資銀・公営公庫・シティバンクなど、親戚（医

療関係者）,民間医局… 

 

○会った人 ５００人、読んだ本３００冊、収集・蓄積した切り抜き帳など２０冊… 

 

○ 人的ネット拡大の例～  

 

① １８年の北大院・時事通信社共催の「水道の民営化」セミナーと出版→ 
② 厚労省検討会→ 
③ １９年の国立社会保障人口問題研究所・科研費調査の研究会・分担執筆→ 
④ ２０年１月の北大大学院・政策投資銀共催のセミナ→ 
⑤ ５月の日本経済研機関誌出稿→ 
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⑥ ７月の自治体病院再生セミナー(日本経済研・政策投資銀行）の基調講演Ⅱ→ 
⑦ 総務省・公立病院改革ガイドライン座長から→９月からＳ県Ｋ病院改革推進委
員会への委員就任要請と制度解説書の執筆依頼→… 

 

・情報は発信したところに戻ってくる～仕事を文章で記録し、機会を見て公表 

 

・ 仕事の推移を見ながら外部の専門家と情報交換、議論などを重ねていくと、

情報網や交流範囲がどんどん拡大していく・・・ 

 

・ カネをかけてもできないような全国的なリーダー階層の人脈が自然にできて

いく。（表面に出ない財産） 

 

 

 

その結果、大局的判断が自信をもってできるようになる： 

 

行政課題はいくらでもある～ 

実戦で鍛える…一つの仕事を成し遂げれば応用がきく 

 

トップは方針を決めたらぶれない、任せて 

職員には達成感のある仕事をさせることが大事  

 

… 報告、連絡、相談が自然にあるようになる。 

 

 

 

これからの自治体職員には、行政実務者、研究者、経営者の３つの素養が必要。 


