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※　成果指標及び数値目標は、選定時に設定したものである。

資料1-1

合計 18,462 18,737 ▲ 275

成果指標

（２）その他利用状況を示す指標

※　数値目標は選定時に設定した数値であり、市設定の数値を上回る目標を指定管理者が設定している場合、
　　市設定の数値は括弧書きで表している。

※　達成状況：達成、概ね達成又は未達成で記入する。

指定管理者が対応可能な苦情の件数

利用者アンケートにおいて「休日救急
診療所があってよかった」と回答した
割合

3件以内

95％以上

（単位：人）

1件

95.3%

R1年度実績

達成

達成

達成状況※

千葉市美浜区幸町１丁目３番９号

平成２８年４月１日～令和３年３月３１日（５年）

非公募

（１）成果指標に係る数値目標の達成状況

主たる事業所の所在地

３　管理運営の成果・実績

指定期間

選定方法

非公募理由

管理運営費の財源

休日救急診療所は、「有資格者等による専門的なサービスの提供」や「収益性が見込めない
中でのサービスの提供」が強く求められる施設であり、公募になじまない施設であるため。

指定管理料

保健福祉局健康部医療政策課

２　指定管理者の基本情報

所管課

いつでも必要な時に医療が受けられるようにすることで、市民の安全・安心な生活を確保す
ること。

休日等における急病患者に対し医療を提供するため。
また、ねたきり老人、心身障害者等に対する歯科診療をあわせて行うため。

成果指標※

数値目標※

制度導入により見込まれる
効果

指定管理者名 (公財)千葉市保健医療事業団

ビジョン
（施設の目的・目指すべき方向性）

ミッション
（施設の社会的使命や役割）

令和元年度　指定管理者年度評価シート

１　公の施設の基本情報

施設名称 千葉市休日救急診療所

条例上の設置目的

利用者アンケートにおいて「休日救急診療所があってよかった」と回答した割合

指定管理者が対応可能な苦情の件数

95％以上

3件以内

施設利用者の満足度を向上させる。

・休日に病気やケガをした市民に対して初期救急医療を提供すること。
・一般の歯科診療所での治療が困難なねたきり老人と心身障害者（児）に歯科診療を提供す
ること。

数値目標※

指　標 R1年度実績 H30年度実績 増減

救急患者に対する初期診療 17,924 18,114 ▲ 190

ねたきり老人・心身障害者（児）歯科診療 538 623 ▲ 85
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(※)「利用料金制度」を導入していない

該当なし

※「計画」とは、事業年度ごとの事業計画書で定めた計画額を示す。

  「提案」とは、選定時の提案書、事業計画書で指定管理者が提案した見積額を示す。

間接費の配賦基準・算定根拠

人件費は従事割合で按分、事務費は人工割

（２）自主事業収支状況

計画 351,092 333,173 計画－提案 △ 5,910合計

実績 335,303 327,804 実績－計画 △ 15,789

提案 357,002 358,301

計画 計画－提案 4,501間接費

実績 実績－計画 △ 1,823

提案

9,774
7,951

5,273
10,710
9,920

5,288

計画 計画－提案 1,621委託費

実績 実績－計画 385

提案

51,353
51,738

49,732 49,731
46,654
48,242

医薬材料費、消耗品費等の減

計画 計画－提案 △ 7,047 （利用者の減に伴うもの）事務費

実績 実績－計画 △ 10,467

提案

43,828
33,361

50,875
41,432
35,877

51,608

計画 計画－提案 △ 4,985人件費

実績 実績－計画 △ 3,884

提案

246,137
242,253

251,122
234,377
233,765

251,674

    イ　支出

（単位：千円）

費　目 R1年度 H30年度
計画実績差異・要因分析

差異 主な要因

計画 351,092 333,173 計画－提案 △ 5,910合計

実績 328,133 321,160 実績－計画 △ 22,959

提案 357,002 358,301

0 計画－提案 0
提案 0 0

その他収入

実績 3,552 3,551 実績－計画 3,552 他会計振替（3550千円）

計画 0

351,092 333,173 計画－提案 △ 5,910

利用料金収入
(※)

実績 0 0 実績－計画 0

提案 0 0
計画 0 0 計画－提案 0

指定管理料

実績

費　目 R1年度 H30年度

４　収支状況

（１）必須業務収支状況

    ア　収入

主な要因

計画実績差異・要因分析

（単位：千円）

計画

提案

324,581
差異

357,002 358,301

317,609 実績－計画 △ 26,511
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(※)業務改革推進課設定の評価基準による評価が困難なため、以下のとおり評価を行った。

（93.7％未満）

業務改革推進課設定評価基準

（60％未満）

（60％以上85％未満）

（85％以上105％未満）

（105％以上120％未満）

（120％以上）

（101.1%以上～103.2％未満）

Ｃ
91%以上～96％未満

苦情件数が3件以下
（95.7%以上～101.1％未満）

Ｄ
89%以上～91％未満

苦情件数が4件以上6件未満
（93.7%以上～95.8％未満）

市の指定管理料支出の削減 Ｂ 選定時の提案額から約6.1%削減した(2千万円程度の削減)

【評価の内容】※数値はいずれも原則であり、特殊な事情がある場合は当該事情も含め、総合的に判断する。
　Ａ：選定時の提案額から１０％以上の削減
　Ｂ：選定時の提案額から５％以上１０％未満の削減
　Ｃ：選定時の提案額と同額又は５％未満の削減
　（Ｄ・Ｅ：選定時の提案額を超える支出を行うことはないため、該当なし）
　－：対象外（市の指定管理料支出がない。）

（２）市の施設管理経費縮減への寄与

評価項目 市の評価 特記事項

利用者アンケートにおいて「休日救急診療
所があってよかった」と回答した割合 Ｃ 目標値　　95%、実績　95.3%

指定管理者が対応可能な苦情の件数 Ｃ 目標件数　3件、実績　1件　　　

①利用者アンケート ②苦情件数

Ａ
98%以上 苦情件数が0件かつ①においてＢ以上の評価

となっていること（103.2%以上）

Ｂ
96%以上～98％未満 苦情件数が0件かつ①においてＣ以上の評価

となっていること

Ｅ
89%未満

苦情件数が6件以上

総支出 335,303 327,804
収　支 △ 7,170 △ 6,644

―

R1年度 【参考】H30年度

総収入 328,133 321,160

△ 6,644

自主事業

収入合計 ― ―
支出合計 ― ―
収　支 ―

５　管理運営状況の評価

（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）

評価項目 市の評価(※) 特記事項

利益の還元額 ― ―

利益還元の内容 ― ―

（３）収支状況

必須業務

収入合計

支出合計

収　支

328,133 321,160
335,303 327,804

△ 7,170

（単位：千円）
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―

（４）保健福祉局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応

意見の内容 意見対象年度 対応・改善の内容

― ―

３　施設の効用の発揮

各種マニュアルに基づき、着実な事業実施と、
丁寧な接客に努めており、苦情も目標件数以内
に収まっている。

利用者への支援

利用者意見聴取・自己モニタリング

（１）利用者サービスの充実

Ｃ Ｃ

【評価の内容】
　Ａ：管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を上回る、特に優れた管理運営が行われていた。
　Ｂ：管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を上回るなど、優れた管理運営が行われていた。
　Ｃ：概ね管理運営の基準・事業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていた。
　Ｄ：一部、管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、改善の余地がある管理運営が行われていた。
　Ｅ：管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、速やかな改善が求められる管理運営が行われていた。

Ｃ

（２）施設の維持管理業務

施設の保守管理

設備・備品の管理・清掃・警備等

（１）人的組織体制の充実

管理運営の執行体制

必要な専門職員の配置

従業員の能力向上

Ｃ
三師会との良好な関係により、医師・歯科医
師・薬剤師の確保はもとより、看護師等のコメ
ディカルについても確保に努め、診療体制を安
定的に維持できた。

Ｃ Ｃ 診療に影響が出ないよう、備品等が適切に管理
されている。

リスク管理・緊急時対応

２　施設管理能力

（３）管理運営の履行状況

評価項目 自己評価 市の評価 特記事項

Ｃ 千葉市保健医療事業団情報公開規程・個人情報
保護規程に基づく運営を適切に実施している。Ｃ

１　市民の平等利用の確保・施設の適正管理

市民の平等利用の確保

関係法令等の遵守
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1 実施期間 　平成31年4月～令和2年3月 

2 主な質問項目及び回答

（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応

主な意見・苦情 市・指定管理者の対応

　インフルエンザの症状が出ていたため、休日診にて
診察をしたところ、検査もされずそのまま風邪と診断
され、帰宅後、さらに熱が上がったため、別の病院で
診察したところインフルエンザの診断が出た。
　さらに、受診待ちの間、自分よりも遅く来た方々が
どんどん先に受診しており、スタッフに確認すると問
診票が見当たらず、診察まで時間がかかってしまっ
た。

不快な思いをさせたことに対して謝罪し、原因と改善策について以
下のとおり回答を行った。
〇インフルエンザの簡易迅速検査は、多くの方が検査を受けること
により待ち時間が長くなってしまうことや、簡易な検査であるため
十分な結果が出ないこともあり、患者が大幅に増加する千葉県の
「インフルエンザ注意報」の発令後は原則中止としている。
〇問診票については、患者案内の際の呼びかけへの反応を確認でき
ず、患者とのやり取りの際、問診票のある場所の確認に手間取って
しまうといった事態が発生した。今後は、受付や問診後の案内を徹
底するよう運用の改善に努める。

申込書、問診票などパソコンで記入できるようにして
はどうか

書類の電子書式化については、費用、データ管理などの観点から現
在のところ計画はないことを書面で回答した。

駐車場の白線が見えない部分があるので、引き直しを
してほしい。

手紙は無記名であったため、回答なし。
内容は千葉市総合保健医療センターに属することであるため、千葉
市総合保健医療センター施設管理業務委託に基づき千葉市健康企画
課（現医療政策課）へ報告した。

結果
「知っている」55%　「知らなかった」44%

他医療機関との違い（初期救急対応） 「知っている」73%　「知らなかった」27%

他医療機関との違い（医師の輪番制） 「知っている」64%　「知らなかった」35%

「休日診があってよかった」95.3%　「平日診療でもよ
かった」1%　「どちらでもない」3.7%

利用者満足度

６　利用者ニーズ・満足度等の把握

（１）指定管理者が行ったアンケート調査

実施内容

調査方法

回答者数

質問項目

来所した患者及び付添い者にアンケート用紙を配布し、会計時に回収

360人

案内表示の分りやすさ、待合室の環境、受付の手続き、
受付から会計までの所要時間、
他の医療機関との違い（休日加算、医師の輪番制等）の認知度、利用者満足度

案内表示の分りやすさ 「わかりやすい」78％　「わかりづらい」6％　「どちらでもない」15％

待合室の環境 「快適」70％　「不快」1％　「どちらでもない」29％

受付の手続き 「わかりやすい」88％　「わかりづらい」2％　「どちらでもない」9％

受付から会計までの所要時間 「60分以内」39%　「30分以内」39%　「90分以内」10%

他医療機関との違い（休日加算）
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（３）保健福祉局指定管理者選定評価委員会の意見

・財務状況については、本部会に提出された財務諸表等の資料を確認した範囲内では、倒産や撤退等のリスクは認められ
ず、特段の問題はないと認められる。健全な財務体質と理解できる。
・管理運営については、概ね適切に管理が行われていると認められるが、次の事項に留意されたい。
　① アンケート回収方法の創意工夫やアンケート以外の手法も検討する等、より一層、施設利用者の意見や満足度の把握
に努められたい。

（２）市による評価

総括
評価 Ｃ 所見

　三師会等、当番制で診療に携わる医療スタッフと十分に連携を図りながら円
滑に医療が提供できている。また、市と指定管理者についても、毎月定期的な
報告や調整により連携が図られていた。
　また、ゴールデンウィークの9連続診療の対応についても、特に運営上の問
題等は発生せず、適切な運営を行っていたと考えられる。
　全体として、概ね市が指定管理者に求める水準に則した、良好な管理運営が
行われていた。

【評価の内容】
　Ａ：市が指定管理者に求める水準等を大きく上回る、特に優れた管理運営が行われていた。
　Ｂ：市が指定管理者に求める水準等を上回る、優れた管理運営が行われていた。
　Ｃ：概ね市が指定管理者に求める水準等に則した、良好な管理運営が行われていた。
　Ｄ：管理運営の一部において市が指定管理者に求める水準等に達しておらず、改善の余地のある管理運営が行われていた。
　Ｅ：管理運営全般において市が指定管理者に求める水準等に達しておらず、速やかな改善が求められる管理運営が行われていた。

７　総括

（１）指定管理者による自己評価

総括
評価 Ｃ 所見

利用者アンケートにおける「休日救急診療所があってよかった」の数値目標は
９５％以上であり、今回９５．３％であった。目標は達成できたと考えるとと
もに、その数字から市民にとって休日救急診療所の必要度は高いと認識してい
る。
令和元年度はＧＷ９連続での診療があったが、三師会との良好な関係により、
スタッフの増員体制を組むことができ、またコメディカルの確保にも努め円滑
な診療を維持できた。
患者アンケートにも「皆さん親切で助かりました」等感謝の言葉も多数いただ
けた。全体として、概ね千葉市の求めた水準に即した管理運営が行えたと考え
る。
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