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提案書様式第１号 

 

１ 管理運営の基本的な考え方 

（１）管理運営の基本的な考え方 

□本施設の管理に限定せず、指定管理者制度を用いた公の施設の管理運営のあり方に関す

る基本的な考え方について、「公の施設」及び「指定管理者」に係る制度の趣旨、目的

等を踏まえて、記述してください。 

 

公益財団法人千葉市保健医療事業団（以下「当事業団という」）は誰もが公平にサ

ービスを受けることができ、市民の福祉の増進に資する施設が「公の施設」あると考

えます。 

指定管理者として市民サービスを提供する「公の施設」を管理するにあたり、設置

者（千葉市）に代わり行政手続きの代行を含む施設運営管理を行なうということを念

頭に置き、最も重要である公共性・公益性に配慮した管理運営を行うため、各種法令

を遵守し、更なるサービスの向上や徹底した管理運営による経費削減を実現し、市民

の様々なニーズに柔軟に対応できる体制を確保し、市民の誰もが安全・安心に利用す

ることができる施設の提供を目途とし、もって「公の施設」の質の向上を図れるよう

な管理運営を行うことが大切と考えます。 

  

□本施設の各事業に関し、本施設の設置目的、ビジョン・ミッション、指定管理者に求め

られる役割等を踏まえ、次の点を記述してください。 

  

「事業実施の基本的な考え方」 

  千葉市休日救急診療所（以下「本施設」という）は、かかりつけ医療機関が開いてい

ない日曜・祝日及び年末年始に初期救急医療を提供すること並びに一般の歯科診療所で

の治療が困難な要介護高齢者と心身障害者（児）に歯科診療を提供し、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を目

的に設置された施設であると考えます。 

当事業団は、千葉市と一般社団法人千葉市医師会・一般社団法人千葉市歯科医師会・

一般社団法人千葉市薬剤師会が共同で設立した公益財団法人です。事業実施にあたって

はそれらの団体と協働・協力し、連携を図ることができるため、医師等の医療スタッフ

の安定した確保、重症患者の搬送先として二次医療機関との緊密な連携等により、休日

救急診療所の安定的・継続的な運営を行うことが可能であり、地域住民の安全で安心し

た生活の確保を目指します。 

  また、当事業団は当施設の開設時から本年度まで施設の管理運営を請け負っており、

今年の新型コロナ対応をはじめ、過去にあったＳＡＲＳ等のパンデミック時においても

適切な対応を行っており、平時はもとより緊急時においても、積み重ねたノウハウを生

かし、安定した施設管理を行うことできます。看護師や歯科衛生士等は当事業団が直接

雇用する職員であり、長年現場で経験を積み、あらゆるケースにも対応可能なスタッフ

として当事業団が持つ貴重な人的資産です。このように、積年のノウハウと有能なスタ

ッフで当施設を管理運営できることが当事業団の強みであります。 

このような、当事業団と他の関係機関との連携、当施設開設以来の管理運営のノウハ

ウはもとより、当事業団が千葉市から別途請け負う「二次医療機関を確保する事業」を
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含めて、当施設のビジョンである「いつでも必要な時に医療が受けられることにするこ

とで市民の安全・安心な生活を確保すること」を千葉市と協働で実現することが可能で

あり、本施設は千葉市の救急医療体制の重要なピースであることを踏まえ、指定管理者

としてのミッションの達成が使命であると考えます。 

 

 「具体的な事業内容（各年度の事業計画）」 

千葉市休日救急診療所条例（平成４年千葉市条例第５３号）に基づき以下のとおり

休日等の初期救急診療及び要介護高齢者・心身障害者（児）歯科診療の事業を実施し

ます。 

  

１ 診療所における診療業務等 

（１）休日等の初期救急診療 

診 療 日  日曜日、祝日、年末年始（１２／２９～１／３） 

診 療 時 間 午前９時～午後５時 

診 療 科 目 内科、小児科、外科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科 

診 療 日 数 

（単位：日） 

令和３年度  ７２日 

令和４年度  ７２日 

注１ 祝日は、国民の休日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

注２ 診療の受付時間は、午前 8時 30分～午前 11時 30分、午後 1時～午後 4時 30分 

 

（２）要介護高齢者・心身障害者（児）歯科診療 

診 療 日  木曜日 

診 療 時 間 午前 9時 30分～午後 0時 30分 

診 療 科 目 歯科 

診 療 日 数 

（単位：日） 

令和３年度 ４３日 

令和４年度 ４３日 

注１ 診療の対象は、歯科診療を受けたくても歯の治療を受けることが難しい要介護高

齢者や心身障害者（児）等の市民 

注２ 診療日及び診療時間は、市長が別に定めるとしているが、原則に従い実施 

注３ 診療は、完全予約制 

 

（３）報告 

管理運営に係る月毎の業務報告書（患者数・処方箋数・窓口収入額）を作成し、翌

月の１０日迄に千葉市へ報告するものとします。 

 

２ 備品等保守管理業務 

施設に整備されている医療機器及び測定機器等については、定期的に保守点検を実

施することにより正常な機能を維持し、診療に支障を及ぼさないように努めるととも

に、修繕が発生した場合においても診療に支障のないように迅速に対応します。 

   

３ 診療費及び文書料の徴収に関する業務 

千葉市休日救急診療所条例第６条及び千葉市休日救急診療所条例施行規則第２条に
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定められた診療費及び文書料を徴収し、徴収した日の翌日に（木曜日に実施する歯科

診療の分は、直近の日曜日等に実施される分と）千葉市の指定する金融機関の口座に

払い込むものとします。 

なお、徴収に際しては、未収金が発生しないよう千葉市と連携を図るものとしま

す。 

 

 ４ その他診療所の管理に必要な業務 

 （１）組織及び人員配置 

    本施設が医療法第１条の５第２項に規定する診療所であることを認識し、医療法

第１０条第２項に規定する管理者を定め管理を行います。本施設の管理にあたって

は、現行の医療法及びその他関係法令の人員基準に基づき、医師、看護師、放射線

技師、薬剤師及び事務員など、適正な医療サービスを実施するために、必要な体制

を確保します。 

（２）帳簿の作成及び管理 

業務の実施において、受診申込書及び問診票、診療費及び文書料の徴収に係る

帳簿等を作成し、備え置きます。 

（３）個人情報と情報公開 

「個人情報の保護に関する法律」及び「千葉市個人情報保護条例」等の規定に基

づき、「千葉市休日救急診療所個人情報保護要綱」を作成し、個人情報の取り扱い

に個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じま

す。 

（４）利用者への対応 

利用者への対応については、定期的に施設内を巡回し、目視による施設の安全管

理、施設の清掃を行うほか、施設利用者からの問い合わせに親切丁寧な対応に努め

ます。また、本施設内の導線や案内表示をわかりやすく使いやすいものとするな

ど、利用者の立場に立った管理運営を行います。 

（５）苦情・要望 

利用者及び近隣住民の意見、苦情等に対して、誠意をもって対応し、利用者が納

得するまで丁寧に説明します。要望については対応できないことははっきりと伝

え、理解を得るよう努め、対応出来ることは速やかに実施するよう努めます。 

（６）緊急時対応 

事故、第三者による加害が発生したときに備えて、日頃から対応マニュアルの作

成、訓練等により、適切に対応できる体制を整備し、緊急時には、利用者の避難、

誘導、安全確保等に迅速に対応します。 

また、事故等の緊急事態が発生したとき、あるいはこれらの事態が予見できると

きは、適切な処置を講じ、市に速やかに報告し指示を仰ぎます。 

（７）災害時対応 

災害等の発生に備えて、日頃から災害時の対応マニュアルの作成、防災訓練等に

より、適切に対応できる体制を整備し、緊急時には、利用者の避難、誘導、安全確

保等に迅速に対応します。 

また、災害等の緊急事態が発生した場合には、市に速やかに報告し指示を仰ぎま

す。 

災害発生時には千葉市地域防災計画に基づき拠点救護所である千葉市総合保健医
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療センター内で医療の提供や医薬品の供給について協力します。また、千葉市総合

保健医療センターで実施する消防訓練等に積極的に参加・協力するほか、本施設で

も個別の防災訓練を実施します。 

 

 ５ 経営管理業務 

   管理運営の基準に従い業務を実施するほか、関係機関との連絡調整手段の一つとし

て以下の事項を実施します。 

当事業団では、現在、本施設を管理運営するにあたり、医師等の専門家による運営

委員会を組織し、本施設のサービス向上や改善点の抽出、円滑な運営等についての検

討を行っています。 

次期指定管理期間においても、千葉市休日救急診療所管理運営の基準の趣旨を鑑

み、引き続き運営委員会を設置し、協議検討した結果は本施設の運営に生かし、施設

利用者へのサービス向上を図るものとします。 

 

「千葉市休日救急診療所運営委員会」 

ア 根拠規程等 

千葉市休日救急診療所運営委員会要綱（平成５年４月１日施行） 

イ 設置目的及び所掌事務 

本施設の運営を円滑に執行するため、診療所の運営に関すること及びその他関連

することを検討協議します。 

ウ 委員：１８名以内（令和２年４月１日現在１７名） 

エ 委員の任期：２年（改選予定年度：令和３年度。以降２年毎に改選） 

オ 開催月：原則６月・２月（２回／年） 

 ※年末年始の診療体制及びインフルエンザへの対応については上記委員のうち、

内科医師・小児科医師・耳鼻咽喉科医師・歯科医師・薬剤師・診療放射線技

師・臨床検査技師等による調整会議を適宜開催し、検討協議します。 

 

「要介護高齢者・心身障害者（児）歯科診療運営委員会」 

ア 根拠規程等  

要介護高齢者・心身障害者(児)歯科診療運営委員会要綱(平成５年４月１日施行) 

イ 設置目的及び所掌事務 

 当該事業の円滑な執行するため、要介護高齢者・心身障害者(児)歯科診療の運営

に関すること及び、その他関連することについて検討協議します。 

ウ 委員：１４名以内（令和２年４月１日現在１３人） 

エ 委員の任期：２年（改選予定年度：令和２年度。以降２年毎に改選） 

オ 開催月：原則６月・２月（２回／年） 

 

 

 

 

Ａ４判４枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（２）管理運営の執行体制 

□【管理運営の基準】にある本施設の管理運営業務全般の実施体制（人員配置、責任の所在、緊急

時の連絡体制等）を具体的に記述してください。 

 

１ 人員配置 

 （１）休日等の初期救急診療業務 

①管理者 

千葉市休日救急診療所長 

②医師：８人（ＧＷ・年末年始 11～12人） 

内科２人・整形外科１人・小児科２人・眼科１人・外科１人・耳鼻咽喉科１人 

③歯科医師：１人（ＧＷ・年末年始２～３人） 

④看護師：19～20人（ＧＷ・年末年始 24人～26人） 

  ⑤歯科衛生士：３～４人（ＧＷ・年末年始４～５人） 

  ⑥診療放射線技師：３人（ＧＷ・年末年始４人） 

  ⑦臨床検査技師：２人（ＧＷ・年末年始３人） 

  ⑧薬剤師：６人（ＧＷ・年末年始 8人） 

  ⑨事務：12人（ＧＷ・年末年始 17～20人） 

 

（２）要介護高齢者・心身障害者(児)歯科診療業務 

①管理者：千葉市休日救急診療所長 

②歯科医師：８人 

③看護師：２人 

  ④歯科衛生士：１４人 

  ⑤歯科技工士：１人 

  ⑥薬剤師：１人 

  ⑦事務：３人 

 

２ 責任の所在について 

   本施設の管理運営における責任の所在は、千葉市休日救急診療所長にあると考え、医療安全

管理指針に基づき各種マニュアルを作成し、医療従事者への周知を徹底し、緊急の事態が発生

した場合には、迅速に対応し当事業団の責任において処理し、診療日には責任者としてあらゆ

る事態に対応します。 

 

３ 緊急時の連絡体制について 

   当事業団では、緊急時の連絡体制を確立しており、緊急事態が発生した場合には、被害が拡

大しないように迅速に初期対応したうえで、経過・顛末について千葉市へ報告をします。 

   具体的な体制は次のとおりとします。 
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□本施設の管理運営業務の一部を再委託する場合には、業務の内容及び委託先選定方法など、再委

託の考え方を記述してください。 

 

本施設の業務のうち、医療機器の保守点検については専門の業者に委託します。また、医師

及技師等の確保、調剤業務等については、業務の特殊性・専門性を鑑み、千葉市医師会、千葉

市歯科医師会、千葉市薬剤師会等に委託し、直営部分との効率的な連携を図りながら業務を遂

行します。 

   業務の一部を再委託するケースは、業務の効率的な運営を優先し、上記のような専門的な業

務に限るものとし、診療日における医師や二次医療機関との折衝や看護師等の配置など、本施

設の管理運営の根幹を成す部分は当事業団のノウハウを生かし直営で行うものとします。 

   再委託先の選定方法については、業務の専門性から委託できる業者が限られる場合は当該業

者と契約するものとします。その他の業務は千葉市委託入札参加者名簿から千葉市内業者を優

先して契約することとし、契約方法は当事業団の規定により入札で行うなどして、業者選定に

は平等性と透明性を確保するよう努めます。 

 

千葉市 

関係機関 

千葉西警察署 

千葉市美浜消防署 千葉市休日救急診療所 

所長 

事務局長 

事務局長補佐 

看護師長 

業務係長 

管理係長 

三師会 

千葉市医師会 

千葉市歯科医師会 

千葉市薬剤師会 

 

千葉市総合保健医療センター 

中央監視室 

守衛室 



7 

 

□本施設の管理運営業務全般の組織体制を組織図を用いて記述してください。 

（組織図の例。配置する職員数を（ ）書で記載すること。） 

 

 

 

 

 

  

(1)

理事長

【要介護高齢者・心身障害者（児）歯科診療業務】

管理係長

(1)

事務局長 事務局長補佐 業務係長

歯科医師 看護師長

所　長
（非常勤嘱託１）

主任主事 医療事務

(1) (2) (1) (2) （派遣　1）

歯科衛生士
（派遣　８） （非常勤 11）

（派遣　１）

歯科麻酔医師 主任看護師

歯科技工士

主任歯科衛生士

(2)

（派遣　１） (2)

主任主事

(1)

(1)

薬剤師
（派遣　１）
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□組織図に記載した職員すべてについて、職種、雇用形態、勤務日数、担当業務の内容、年間人件

費（千円）を下記の従事者一覧表に記載してください。（社会保険料、福利厚生費などを含む一切

のもの） 

（１人工ではなく、従業員１人につき１行とすること。） 

職種（職名） 雇用形態 
勤務日数 

（月平均） 
担当業務の内容 

年間人件費 

（千円） 

所長 非常勤 6日 施設管理者 １，５９７ 

医師 派遣 6日 
休日救急診療業務（内科・小児科・外科・

整形外科・眼科・耳鼻咽喉科） 
８１，０８０ 

歯科医師 派遣 9～10日 休日救急診療業務・特殊歯科診療業務 １９，５０２ 

歯科麻酔医 派遣 3～4日 特殊歯科診療業務 ３，６８０ 

薬剤師 派遣 9～10日 休日救急診療・特殊歯科診療薬局業務 ２７，５００ 

歯科技工士 派遣 3～4日 特殊歯科診療歯科技工業務 ８４２ 

診療放射線技師 派遣 6日 休日救急診療レントゲン撮影業務 ５，３２３ 

理事長 非常勤 4～5日 業務執行責任者 ３１６ 

事務局長 常勤 4～5日 施設運営総括業務 １，２０８ 

事務局長補佐 常勤 17～18日 施設運営業務補佐 ３，２９９ 

管理係長 常勤 2～3日 施設管理業務、診療費出納業務 １，０１０ 

主任主事 常勤 2～3日 施設管理業務、診療費出納業務 ６１８ 

業務係長 常勤 11日 
休日救急診療・特殊歯科診療運営業務 

非常勤医療事務員の管理監督 
５，５２６ 

主任主事 常勤 13～14日 
休日救急診療・特殊歯科診療運営業務 

非常勤医療事務員の管理監督 
４，７５６ 

主任主事 常勤 8～9日 休日救急診療・特殊歯科診療運営業務 ３，７１３ 

看護師長 常勤 22日 
休日救急診療業務・特殊歯科診療業務 

非常勤看護師の管理監督 
１１，２３２ 

主任看護師 常勤 22日 
休日救急診療業務・特殊歯科診療業務 

非常勤看護師の管理監督 
８，１０８ 

主任看護師 常勤 22日 
休日救急診療業務・特殊歯科診療業務 

非常勤看護師の管理監督 
８，８０４ 

主任歯科衛生士 常勤 17～18日 
休日救急診療業務・特殊歯科診療業務 

非常勤歯科衛生士の管理監督 
８，１８２ 

主任歯科衛生士 常勤 17～18日 
休日救急診療業務・特殊歯科診療業務 

非常勤歯科衛生士の管理監督 
８，４０２ 

臨床検査技師 非常勤 6日 休日救急診療臨床検査業務 ４，３０１ 

医療事務 非常勤 9～10日 受付・コスト計算・会計業務 ９，９５９ 

看護師 非常勤 6日 休日救急診療業務 ３１，２０３ 

歯科衛生士 非常勤 9～10日 休日救急診療業務・特殊歯科診療業務 ９，６３５ 

事務員 非常勤 12～13日 休日救急診療庶務業務 １，２８５ 

計 ２６１，０８１ 

＊年間人件費の合計額は、収支予算書の【指定期間の最初の年度】の人件費の額と一致すること。 
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□１日における標準的な人員配置について、下記のような一覧表に、配置場所、配置の時間帯ごと

に記述してください。 

 

【休日救急診療業務】 

配置場所 時間帯 配置する職名及び人員数 

  所   長 9:00～19:30 医師       1名 

 
 
 
 
 
 

医 

科 

診 

察 

室 

内 科 
9:00～17:00 医師       ２名 

8:30～18:30 非常勤看護師   ４名 

小 児 科 
9:00～17:00 医師       ２名 

8:30～18:30 非常勤看護師   ４名 

外 科 
9:00～17:00 医師       １名 

8:30～18:30 非常勤看護師   ２名 

整 形 外 科 
9:00～17:00 医師       １名 

8:30～18:30 非常勤看護師   ３名 

眼 科 
9:00～17:00 医師       １名 

8:30～18:30 非常勤看護師   ２名 

耳鼻咽喉科 
9:00～17:00 医師       １名 

8:30～18:30 非常勤看護師   ３名 

 8:00～19:30 常勤看護師    ３名 

歯 科 診 察 室 

9:00～17:00 歯科医師     １名 

8:30～18:00 非常勤歯科衛生士 ２名 

8:00～19:00 常勤歯科衛生士  ２名 

 薬 局 9:00～17:30 薬剤師      ６名 

レントゲン室  9:00～17:30 診療放射線技師  ３名 

  検 査 室 9:00～17:30 臨床検査技師   ２名 

事 務 局 長  8:30～17:30 事務局長（もしくは事務局長補佐）２名 

医 

事 

室 

受 付 事 務 8:30～17:30 非常勤医療事務員 ３名 

会 計 事 務 8:30～18:00 非常勤医療事務員 １名 

コスト計算 8:30～17:30 非常勤医療事務員 ３名 

 8:00～19:30 常勤職員（管理係含む）５名 
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【要介護高齢者・心身障害者（児）歯科診療業務】 

配置場所 時間帯 配置する職名及び人員数 

歯 科 診 察 室 

9:00～16:00 歯科医師       ８名 

9:00～14:00 歯科麻酔医      １名 

8:30～17:00 非常勤歯科衛生士  １２名 

8:00～19:00 常勤歯科衛生士    ２名 

8:30～14:00 非常勤医療事務員   １名 

  歯科技工室 9:00～14:00 歯科技工士      １名 

医

事

室 

会 計 事 務 9:00～14:00 常勤職員       ３名 

コスト計算 9:00～14:00 医療事務員（非常勤職員） １名 
 

Ａ４判１０枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第３号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（３）必要な専門職員の配置 

□本施設の管理にあたっての、医療行為、医療機器取扱い等に関する有資格者の配置につ

いて基本的な考え方を記述してください。 

本施設の業務は人命を預かる医療行為であることから、医療従事者一人ひとりが医療安

全の必要性・重要性を自ら認識し、安全な医療提供のための業務遂行を徹底することが重

要と考えます。 

「休日救急診療業務」「要介護高齢者・心身障害者（児）歯科診療業務」を実施するにあ

たり、医療行為、医療機器取扱等に関しては、千葉市医師会・千葉市歯科医師会・千葉市

薬剤師会・千葉県診療放射線技師会・千葉県歯科技工士会と委託契約を結び、医師・歯科

医師・薬剤師・診療放射線技師・歯科技工士の派遣を受け、また看護師・歯科衛生士・臨

床検査技師を非常勤職員として直接雇用し、必要かつ十分な医療スタッフ等を安定的・継

続的に配置し安全な医療体制の確立を図ります。 

□本施設の管理に必要な資格者の配置計画について、下記のような一覧表により記述して

ください（補足事項がある場合は、表の下部に記載してください。）。 

 【休日救急診療業務】  標準的な配置 

資格 法令 人数 配置方法 

所長 医療法 1人 所長室（所長代理も可） 

医師 医師法 8人 各医科診察室 

歯科医師 歯科医師法 1人 歯科診察室 

薬剤師 薬剤師法 6人  薬局 

看護師 保健師助産師看護師法 20人 各医科診察室 

歯科衛生士 歯科衛生士法 4人 歯科診察室 

特定化学物質・四アル

キル鉛等作業主任者 
労働安全衛生法 2人 歯科診察室 

診療放射線技師 診療放射線技師法 3人 レントゲン室 

臨床検査技師 臨床検査技師法 2人 検査室 

 

 【要介護高齢者・心身障害者（児）歯科診療業務】 

資格 法令 人数 配置方法 

歯科医師 歯科医師法 8人 歯科診察室 

歯科麻酔医師 歯科医師法 1人 歯科診察室 

薬剤師 薬剤師法 1人  薬局 

歯科衛生士 歯科衛生士法 14人 歯科診療室 

特定化学物質・四アル

キル鉛等作業主任者 
労働安全衛生法 2人 歯科診察室 

歯科技工士 歯科技工士法 1人 歯科技工室 
 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 



12 

提案書様式第４号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（４）従業員の管理能力向上策 

□本施設の管理運営業務に従事する職員の業務水準を維持、向上させる方策を具体的に

記述してください。 

 

従業員の管理能力向上策 

   従業員のうち、医師・歯科医師・薬剤師・放射線技師については、それぞれ医師

会・歯科医師会・薬剤師会・放射線技師会から派遣されているため、業務に必要不

可欠な業務水準は維持されています。また下記のとおり、初めて休日救急診療所に

従事する場合でも、業務内容が判るように各職能別のマニュアルが整備されていま

す。 

   さらに、医療従事者の管理能力向上のため、診療業務という特殊性により、医療

安全意識を高め、事故を未然に回避することを目的に休日救急診療所の基本方針と

して、「医療安全管理指針」に基づき業務水準の維持、向上に努めます。 

さらに、これを補完する職能ごとのマニュアルを作成するとともに、各種職員研 

  修等を実施し、職員育成及び管理能力の向上を図ります。 

 

  「職能別マニュアル」 

①医科 「担当医師の診療マニュアル」（医師用） 

「休日診療マニュアル（科目別）」（看護師用） 

「標準予防策（スタンダードプリコーション）」（全スタッフ用） 

②歯科 「高齢者歯科診療マニュアル」、「障害者歯科診療マニュアル」（歯科

医師用）、「要介護高齢者・心身障害者（児）診療マニュアル」（歯科

衛生士用） 

③薬局 「千葉市休日救急診療所参加薬剤師業務マニュアル」 

 

   「職員研修」 

   ①事業団職員（医療従事者含む）  

医療事務などの専門的な研修に関しては、民間研修会社で実施される研修にも

受講させることとし、また、外郭団体連絡協議会等の外部研修（接遇研修等）に

も積極的に参加することとします。 

さらにＯＪＴとして、事業団作成の「医療安全管理指針」「院内暴力対応マニ

ュアル」「災害対策マニュアル」等について、職員自らが随時、見直し・修正等

を行うことにより、必要な能力向上を図り、人員育成、管理能力向上策に活かし

ます。 

   ②看護師、歯科衛生士（非常勤含む） 

カンファレンス（外部講師による講習会含む）を行い、実務における人員育成

等に活かします。 

常勤看護師については、市医師会等で主催される医療事故・感染性疾患の取扱

に関する研修についても積極的に参加することとします。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第５号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（５）設備及び備品の保守管理の考え方 

□本施設の設備及び備品の保守管理に関する点検方法、予防保全策、修繕の考え方等を記

述してください。 

 

○設備及び備品の保守管理の考え方 

本施設の設備及び備品は医療行為に係わる重要なものであり、機器の有効性・安全性

を常に確保するために予防保全を重視し、定期的に施設内を巡回し、目視による点検を

行うほか、専門業者による各種点検や保守管理を徹底して行なうことにより、大きな故

障や不具合を未然に防止し、安全な診療体制を維持することができるように努めます。 

  万が一、診療日に不具合が生じた場合でも、各医療関係機器メーカーによる修繕等の 

即日対応が取れるように連絡体制を構築しており、診療に支障を及ぼさないように努め

ます。 

  本施設における医療設備・備品の管理については、「千葉市休日救急診療所医療安全

管理指針」に基づいて医療機器安全管理責任者を定め、外部委託による定期的な保守

点検・整備及び医療従事者自らが行う日々の事前点検を含めた保守点検計画を策定す

るものとします。 

  なお、薬局内における設備・備品の管理については、休日救急診療所管理薬剤師が行

うものとします。 

  医療機器保守については製造メーカー等と年間保守委託契約を結び、定期的な保守点 

検を実施し十分な性能維持を保ち、診療に支障の出ないように努めます。 

千葉市の財産である備品については、千葉市備品台帳に基づき定期的に確認、点検を 

実施し紛失や破損等のないようにします。 

修繕については、予算の範囲内で対応をしていきますが、大きな修繕が発生した場合

には千葉市と協議をして対応を図ります。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。  
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提案書様式第６号 

 

３ 施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（１）関係法令等の遵守 

□本施設の管理にあたり、個人情報の保護の取扱いに関する考え方及び具体的な取組みを

記述してください。 

  当事業団においても千葉市個人情報保護条例に準拠した取扱いを行っており、本事業

の個人情報の特殊性（病名・診療情報等）は個人情報の中でも、極めて重要度が高い情

報であり、これは医師法等の個別法においても規定されており、医療従事者のみならず

当事業団職員の誰もが「正当な理由なく、業務上で知り得た人の秘密は洩らしてはなら

ない」という個人情報の保護を遵守します。 

また、具体的な取組みとしては、（公財）千葉市保健医療事業団個人情報保護規程及

び千葉市休日救急医診療所個人情報保護要綱に基づき、非常勤職員などを含めた研修を

実施し、個人情報の不正利用及び不正取得等の流出を防ぐものとします。 

□本施設の管理にあたり、市民に対する情報提供及び情報公開の取扱いに関する考え方及

び具体的な取組みを記述してください。 

当事業団ホームページ及び市政だよりといった広報媒体により本施設の医療情報を配

信し、利用者が必要な情報を正確かつ容易に取得できるよう努めます。 

また、患者から診療情報等、個人情報の開示を請求された場合は、（公財）千葉市保

健医療事業団個人情報保護規程及び千葉市休日救急医診療所個人情報保護要綱に基づ

き、適切な手続きを経た後、原則開示するものとします。 

□本施設の管理にあたり要求される、行政手続の明確化や透明化の取扱いに関する考え方

及び具体的な取組みを記述してください。 

  本施設の使用料（診療費）及び手数料（診断書代）については、千葉市休日救急診療 

所条例により、健康保険法等に基づく診療報酬制度に準じて請求しており、極めて明確

化されています。 

また、診療報酬の請求に係る各種届出は報告等も含めて多種多様に渡っているため、 

診療所として取得している加算等については、院内に掲示しており、さらに市所管課等 

との情報を共有することなどにより、各種届出の確認を行うこととします。 

 

□本施設の管理にあたり、適正な労働条件の確保に関する考え方及び具体的な取組みを記

述してください。 

本施設の管理にあたり、適正な労働条件の確保については、労働基準法、労働契約

法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、次世代育成支援対

策推進法等の労働法全般の規定を順守し、当事業団の就業規程により実施します。 

法律改正時の規定改正、法定の各種届出、法定事項の確認等の対応については、当事

業団の顧問社会保険労務士との連携・助言等により適切に行います。 

Ａ４判３枚以内で具体的に記述してください。 

 

 



15 

提案書様式第７号 

 

３ 施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（２）リスク管理及び緊急時の対応 

□火災、盗難、災害等の事故・事件の防止（防災）対策について記述してください。 

 

当事業団において、休日救急診療所の運営中における、火災、地震及び大規模災害など

に対して、緊急時対応マニュアルを策定しており、適切に対応できる体制を整備しており

ます。 

また、当事業団は、指定管理事業である休日救急診療所事業のほかに千葉市総合保健医

療センター管理委託業務も千葉市から受託しているため、その中における「警備委託仕様

書」に基づき、警備会社と協力し建築物及び敷地内における不法行為の防止と早期発見・

通報及び出入口管理と監視業務を行います。 

さらに同様の業務委託における「設備保守管理委託仕様書」に基づき、設備保守管理会

社に中央監視室において非常警報設備・消防用設備等の監視を行わせており、当事業団職

員とともに火災・盗難などの事故防止に努めます。 

 

１ 火災防止 

 職員による定期的な巡回、上記警備会社及び設備管理会社等の巡回により、常時火元

確認ができる体制をとり、火災の発生を未然に防ぎます。また、年２回の総合保健医療

センター全体での消防訓練（法定訓練）の他に、休日救急診療所として年１回程度、看

護師・コメディカル・事務職員などが参加する避難訓練を実施し、寝たきり患者役など

の分担や火災発生場所の設定、消防車の動員など、実践を想定した訓練を実施します。 

 

 ２ 盗難・事件防止 

職員による定期的な巡回、上記警備会社及び設備管理会社、清掃会社等と連携し、本施

設内の防犯体制をとり、盗難等の犯罪行為を未然に防ぎます。 

 

 ３ 災害等の事故防止対策 

  大雨、台風等の自然災害時に本施設利用者が被害を受けないよう、職員による定期的な

巡回、上記警備会社及び設備管理会社等の巡回を行い、濡れた床面、ドアの開閉、ガラス

の破片、倒木等で被害が出る恐れのある個所を把握し、未然に被害を防ぐよう努めます。 

  また、自然災害時の停電については中央監視室と連携し、速やかに復旧できるよう努め

ます。 
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□火災、盗難、災害等の事故・事件発生時、需要変動、第三者への賠償が必要となった場合

の対応方法について記述してください。 

 

  火災、盗難、その他の災害等が発生した場合、警備員及び中央監視室勤務員は速やかに

事務局長（防火管理者）に報告するとともに、連携して市所管課を含めた関係部署（消防

署、警察署など）に連絡するなど、緊急時の連絡体制を構築しています。 

  また、当事業団で策定した本施設における「災害対策マニュアル」により、火災・地

震・津波やその他の有事における災害避難手順をフロー化し、各職員にあらためて周知し

ます。 

   

１ 火災対応 

   定期的な巡回または火災警報により火災が発見された場合は初期消火・消防への通報

を行うと同時に、施設利用者を誘導し、安全の確保できる屋外まで非難させます。 

  

２ 盗難・事件 

   盗難や事件が発生した場合は、速やかに警察へ通報し、被害者については別室へ案

内・避難させるなど、本施設の通常運営に支障のないよう配慮します。 

  

３ 需要変動 

   本施設は、治療等を要する方に対する施設であり、時期による利用者数の増減を需要

変動と考えます。需要増の場合、受付から診察、会計までのスムーズな流れを確保し、

千葉市保健所内の他施設を借用するなどして、管理運営に支障が出ないよう努めます。 

  

４ 第三者への賠償 

医師・歯科医師が行った医療行為等により、患者の身体及び財物に損害を与える、い

わゆる医療事故等が起こった場合には、速やかに市所管課に報告するとともに、患者及

び家族等に対しても必要なフォローを行ない、市と協議をしながら適切に対応するほ

か、第三者への賠償が必要となった場合には、市の責任に帰すべき原因による場合を除

き、当事業団において賠償責任保険等に加入し、対応します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。  
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提案書様式第８号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（１）施設利用者への支援計画 

□サービスの向上策など、予定している施設利用者への支援方策について、本施設の設置

目的やビジョン・ミッション等を踏まえ、具体的に記述してください。 

 

  本施設の目的（ビジョン）が、「いつでも必要なとき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。」であることから、本事業団の施設

利用者への最大の支援は、施設利用者である患者に対し「すべての患者に対して差別な

く均一なサービス（診療業務）を継続的・持続可能な体制で行うこと。」であると考え

ます。 

  そのためには、医療スタッフの確保と充実が必須ですが、当事業団は千葉市医師会・

千葉市歯科医師会・千葉市薬剤師会と連携し、千葉市の救急医療体制に寄与することが

でき、平成 5年の本施設開設以来、医師や薬剤師等の医療スタッフが不足し、業務に支

障が生じたことは一度もなく、安定した管理運営を実現しています。 

このような管理運営のもと、本施設の目的（ビジョン）を達成するための施設利用者

への支援方策として以下の事項を実施します。 

 

１ 申し込み時間内に本施設を訪れた施設利用者はすべて診察します。 

２ 本施設のトイレの入口付近の段差を解消するなどし、車いすでの利用に支障が出

ないよう施設のバリアフリー化を図ります。 

３ 外国人の患者に対応するため、医師会の協力のもと、英語・中国語・韓国語・ス 

イン語の 4か国語の問診票を作成や双方向で通訳が可能な通信機器の導入、英語が

話せるスタッフの配置により、グローバルな利用者への対応を可能とします。 

４ 「新型コロナウイルス感染症」等の感染防止対策として、診療所内の備品等の消

毒を頻繁に実施するとともに、患者とスタッフが相対する窓口に透明のシートを設

置します。また待合室での「密」状態を避けるため必要に応じて千葉市総合保健医

療センター内諸室を借用する等、感染拡大防止に努め、安全・安心な施設運営を行

います。 

 

  当事業団は上記の管理運営を継続して安定的に実施できるほか、救急搬送の際の医

師との折衝、救急隊との連絡調整、容体が重篤な場合の二次医療機関との折衝等をス

ムーズに行うことができ、本施設のミッションについても、達成できるものと考えま

す。 

 

今後も患者の立場に立った施設運営を行うため、休日救急事業や夜急診などの初期診

療では対応できない重症者等の後方支援医療機関の確保事業の充実や、本当に診療が必

要としている患者が受診できるよう、救急医療知識の普及啓発事業等の充実を図ること

で、本施設のビジョン・ミッションに寄与できるものと考えます。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。
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・提案書様式第９号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（２）利用者の意見聴取、自己モニタリングの考え方 

□利用者アンケートの実施方法及びサービス水準に対する利用者の評価の収集方法（利用

者が参加する運営会議の開催等）並びにそれらの評価を踏まえた対応方策について記述

してください。 

 

 １ 利用者アンケートについて 

診療を終えて、会計待ちをしている方にアンケートの協力を依頼します。 

  体調の悪い方などが対象者となるため、負担のかからないように、容易に回答できる 

形式のアンケート用紙にします。（アンケート内容は別添資料１参照） 

 アンケートは年間 400件実施します（１か月につき 30～35件程度。母数 18,000に対

して、統計学的にサンプル数がどれくらい必要かをインターネットにより調査）。アン

ケートにより、問題点や改善点などを把握し、貴重な意見や要望等について迅速に対応

し、以降の業務に反映させるよう努めます。 

アンケート結果については、翌々月に千葉市へ月次報告書とともに提出します。 

 

２ 意見箱 

「所長への手紙」を診療所内に設置し、広く意見要望を求めます。 

 苦情が寄せられた場合は、内容を吟味し、速やかに状況の確認及び事実確認を行った 

うえ、適切な対応を取るとともに、所長へ報告し、改善に努めます。 

 また、手紙の内容が市に関わるもの（診療時間の延長等、診療科目の増）等について 

は、速やかに市に報告するものとします。 

□利用者の苦情等があった場合の対処方法について記述してください。 

  

想定される苦情として、薬の処方が原則 1日分であることや診療費の休日加算がある

ことに対すること等があげられます。本施設が休日のみの営業でかかりつけ医になりえ

ないこともありますが、苦情等の対応として以下のとおり対応いたします。 

   

実際に窓口で苦情があった場合、どのような状況であったにせよ不快な気持ちを与え

ているので、第一に真摯な姿勢で利用者の感情が鎮静化するように話をよく聞くなど誠

心誠意の対応を取ることを心がけます。その後、状況確認や事実確認のうえ解決可能な

件であれば解決策を提示します。最終的には利用者が納得のいくまで丁寧な対応で解決

を図ります。 

  電話での苦情等の場合、苦情内容を正確に聞き、速やかに状況確認や事実確認をし、

回答には時間を掛けずに、利用者に連絡を取り対応していきます。苦情の対応は極力最

初に電話に出た者で対処し、電話を他の者に取り次ぐことが無いよう努めます。 

  どのような内容の苦情等であっても、記録を残して職員ミーティングにおいて全体周

知するとともに、対応策についても検討し同様の事例が発生しないように職員全員が共

通理解し、対応できるようにしていきます。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。  
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提案書様式第１０号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（３）成果指標の数値目標達成の考え方 

□募集要項で定める成果指標について、指定管理者として設定する目標を記述してください。 

また、市が設定した成果指標に加え、その他の指標を設定する場合は、その指標と目標

を記述してください。 

成果指標 設定する目標 市が設定した目標 

利用者アンケートにおいて「休日救

急診療所に来てよかった（あってよ

かった）」と回答する割合 

９６％以上とする ９５％以上 

指定管理者が対応可能な苦情の件数 年間３件以内 年間３件以内 
 

□上記で設定した数値目標を達成するための具体的方策について記述してください。 

 

施設利用者は休日の突然の体調不良や持病の悪化、幼い子供の発熱等により、かかりつ

け医に行けないことで大きな不安を抱えることとなります。そのような場合、事前に本施

設が営業していることを承知していれば幾分か心に余裕ができるものと考えます。当事業

団の使命は本施設のミッションでもある休日の初期診療の提供です。当事業団のホームペ

ージや各種広報媒体を積極的に活用し、本施設の周知を図り、休日の発病に不安を抱える

利用者を少しでも減らすことが上記の数値目標を達成できる一つの成果であると考えま

す。 

また、実際に本施設を利用した方に対しては、利用者の立場を第一に考えて親切・丁寧

な対応を心がけ、受付から会計までストレスなく診療が進むような環境づくりや接遇をし

ていきます。具体的には受付や診療中の親切・丁寧な対応を徹底し、特に言葉づかいには

注意を払います。また年末年始などの混雑が予想される場合には、あらかじめ動線を変え

て入退所者が混乱しないように配慮したり、待機場所が少なくなる場合は他に待機場所を

確保したりして、待機時間が長くなった場合でもストレスとならないように配慮します。

待合室での患者の体調急変が見られた場合等にはすぐに声掛け対応ができるように常に気

配り、目配りを心掛けます。自力で帰宅が困難な利用者に対しては、タクシーを案内する

などの対応をし、車いす利用者については使用後の車いすの回収を補助するなど、診察後

の利用者がストレスなく帰宅できるよう配慮します。 

 

上記の対応により、数値目標を達成できることはもとより、利用者満足度を上げ、本施

設のイメージアップにつながり、千葉市の救急医療行政に対する理解が深まるものである

と考えます。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１１号 

 

５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること。 

（１）収入支出見積りの妥当性（支出見込） 

□管理運営経費の見積り条件・算出根拠等を具体的に記述してください。 

なお、間接費※を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算

出根拠や配賦基準を詳細に記載してください。 

※  本部における総務・会計・人事・福利厚生等に係る費用など組織を維持運営してい

くための費用、又は、本部における当該業務の管理に係る費用など現場業務を管理運

営するために必要な直接業務費以外の費用 

 

 １  管理運営経費の見積もり条件・算出根拠等 

医療サービスの安定的な供給のため、業務に支障が出ないよう過去の実績を踏まえ、

経費を見積もります。 

 

（１）人件費  

①職員費 

・正規職員の給与及び諸手当（期末勤勉手当他）を千葉市職員の規程に準じて見積

もります。 

 ・福利厚生費については、正規職員の社会保険料、労働保険料、健康診断料などの

法定の費用等を見積もります。 

 ・退職給付引当金については、千葉市職員の規程に準じ、正規職員の勤務年数に応

じた退職金を見積もります。 

②役員費 

 ・役員の報酬及び諸手当（期末手当）を見積もります。 

 ・福利厚生費については、役員の社会保険料、健康診断料などの法定の費用を見積

もります。 

③事業費 

 ・非常勤職員の賃金、診療所長・所長代理の報酬及び労働保険料等の福利厚生費を

見積もります。 

 ・医師・歯科医師、薬剤師・診療放射線技師・歯科技工士の人件費については、過

去の実績を踏まえ適正な額を見積もります。 

 

（２）事務費・管理費  

  過去の利用実績等を踏まえ、以下の費用を適正に見積もります。 

①諸謝金 

・診断書等の作成費用を条例の範囲内で積算します。 

・各運営委員会の委員謝礼金、研修会の講師謝礼 

  ②会議費 

   各運営委員会出席委員の賄費等 

  ③旅費交通費 

   各医療機関への事務連絡時の旅費、看護師の研修旅費等 

  ④消耗品費 
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   レントゲンフィルムやカルテ等の診療業務に必要な消耗品費 

  ⑤修繕費 

   医療機器については、日常点検、年間定期点検などを実施し、大きな修繕が発生し

ないように努めていますが、経年劣化による不具合等による小規模な修繕を考慮し

積算しています。 

  ⑥印刷製本費 

   レントゲン袋、申込書等の印刷費用 

  ⑦燃料費 

   事務連絡等で使用する車両のガソリン代 

⑧通信運搬費 

 医師や医療機関等との事務連絡用の切手代 

⑨医薬材料費 

 ・検査試薬等の費用 

・災害時の備蓄用薬品費用 

⑩手数料 

 診療業務で使用した白衣や寝具等の洗濯費用 

⑪保険料 

 診療所を管理運営する上でのリスク回避のため、医師の賠償責任保険、施設の賠償

責任の保険の加入費用を見積もります。 

⑫賃借料 

 医事システムや歯科麻酔器等の診療業務に必要な医療機器のリース費用 

⑬租税公課費 

 消費税及び契約書印紙代 

⑭負担金 

 千葉市医師会への年会費、千葉県看護協会主催の研修参加費 

 

（３）委託費 

   ・医師等確保のための事務費 

・調剤管理費 

・診療放射線技師確保のための事務費 

・歯科技工士確保のための事務費 

  

２  管理運営経費に間接費を（ ☑含める・□含めない ） 

 

３  管理運営経費に間接費を含める場合、間接費となる支出項目名、間接費の算出根

拠・配賦基準 

 

  以下の経費を間接費として見積もります。 

１ 人件費 

（１）職員費 

  管理部門正規職員人件費（２名）の従事割合である各 10%を間接費として計上 

（２）役員費 

  役員人件費（２名）の従事割合である各 20%を間接費として計上 
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（３）事業費 

  ①賃金及び福利厚生費 

管理部門非常勤職員人件費（１名）の 42%を間接費として計上 

※間接費は当事業団の管理費を事業ごとに人工割で按分し、管理経費の 42%を

本部経費として計上しています。 

 

  ２ 事務費・管理費（当事業団管理経費の 42%を計上） 

  （１）通信運搬費 

  （２）消耗品費 

  （３）印刷製本費 

  （４）燃料費 

  （５）手数料 

  （６）賃借料 

  （７）租税公課※職員費、役員費の租税公課は人件費と同様に計上 

   

  ３ 委託費 

   当事業団管理経費の 42%を計上 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 

※ 上記の条件下における支出の見積りを、提案書様式第１３号から第１４号までに記入

してください。 

※ 収入の見込み及び支出の見積りは、指定期間について単年度ごとに算出してください。

また、見積り等に関連する参考資料があれば添付してください。 
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提案書様式第１２号 

 

６ その他市長が定める基準 

（１）市内業者の育成 

□指定管理業務において再委託、発注、調達を行う場合の相手先の考え方を記述してくだ

さい。また、施設における事業において、市内業者との連携を図っていく等の考えがあ

る場合は記述してください。 

 

 １ 再委託、発注、調達を行う場合の相手先の考え方 

本施設の業務のうち、医療機器の保守点検については専門の業者に委託します。ま

た、医師及技師等の確保、調剤業務等については、業務の特殊性・専門性を鑑み、千

葉市医師会、千葉市歯科医師会、千葉市薬剤師会等に委託し、直営部分との効率的な

連携を図りながら業務を遂行します。 

   年末年始やゴールデンウィーク等連休時にも営業している施設の特性上、突発的に

調達物品の必要が出た場合でも対応のできる市内業者と契約し、診療に支障の出ない

ように努めます。 

   その他、業務の委託、物品の調達を行う場合は千葉市内業者を優先して契約するこ

ととし、契約方法は当事業団の規定により入札で行うなどして、業者選定には平等性

と透明性を確保するよう努めます。 

 

 ２ 市内業者との連携 

 本施設の自動ドアやエレベーター、消防設備、医療ガスなど、法律で点検が定められ

ているものや空調・電気・照明設備などの保守、施設内の清掃・警備については指定管

理業務とは別に当事業団が専門業者に発注をしている業務であり、本施設の管理運営上

欠かせないものです。 

 上記の専門業者は当事業団との契約で本施設の管理運営に支障が出ないよう 24 時間

365 日対応することとなっており、これまでも当事業団が本施設の安全で安定した管理

運営を行ううえで大きなメリットとなっています。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 


