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指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

評価

指定管理者制度による施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名

指 定 管 理 者 名

施設所管課（事務所）

評価基準

汐見台病院

公益社団法人神奈川県医師会

県立病院課

H23.4.1 H28.3.31指 定 期 間 評価期間 年度 年度H23 H25

Ａ：極めて良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：一部改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＣが１つ以上）
Ｄ：抜本的な改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＤが１つ以上）
　※　Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

評価理由及び今後の対応

　平成18年度から、２期に渡って指定管理者による汐見台病院の管理を行ってきたが、その間、一般的な診
療とともに救急医療や産科医療、また看護師等の臨床実習病院としての機能など、汐見台病院に求められる
役割を果たすにあたって、指定管理者制度は有効に機能してきたと評価している。
　今後の汐見台病院については、平成24年４月の「県立汐見台病院あり方検討委員会」の報告を踏まえ、現
在の場所で総合病院として存続することを前提に、県に代わる設置・運営主体を検討している。このため、
指定管理者制度による管理については、今回の指定期間の満了とともに終了する。

Ｂ

無有指定管理者制度による管理の有効性

1

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂが同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

項目別評価

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

確認の視点

□指定管理業務の総合的な運営方針が
守られているか
□委託した業務は適切に実施されてい
るか

施設の維持管理

老朽化に伴い、施設の維持管理の状
況が厳しくなっている中で、概ね適
切に実施されている。

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

確認項目 内容・評価理由

業務は概ね基本協定書どおりに適切
に実施されているため、Ｂ評価とし
た。

Ｂ

開放型病院として、平成25年度末現
在で300人以上の登録医がおり、施設
の共同利用や共同診療を行ってい
る。また、近隣医師会との連絡協議
会を設けるなど、地域医療機関との
連携を図っている。

Ｂ

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□施設の維持管理（清掃業務、ごみ収
集業務、保守点検業務、受付業務、警
備業務等）は事業計画どおり実施され
ているか

□地域人材の活用、地域との協力体制
の構築、ボランティア団体等の育成・
連携の取組を積極的に行っているか
□地域企業等への業務委託を行ってい
るか

評価結果 評価区分

Ｂ
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 ※目標値の設定方法 ア…募集時の提案事項のため、指定期間当初から設定

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

対基準値増減数
※下段は増減率

目標値

(利用者数)

利用者数

％

△ 1,463人 △ 5,550

評価結果

23年度 24年度 25年度

人217,638 217,638

人△ 6,804

97

人219,457

212,088 213,639人 人人

人

Ｂ

218,244

212,653

近隣住民向けの市民講座の開催、救急医療受入態勢の改善、来院者向
け無料巡回バスの運行など、ＰＲや利用促進のための取組を行ってい
る。また、若干減少傾向ではあるものの、年間700件台後半の分娩を
行っており、引き続き地域の産科医療において大きな役割を果たして
いる。利用者数（入院及び外来延患者数）は目標を若干下回ってはい
るものの、概ね横ばいである。

確認の視点

□事業の広報・ＰＲは効果的に実施さ
れているか

□自主事業は施設の設置目的に合致
し、利用促進につながっているか

□利用促進に向けた取組は適切か

人

99％ 98％ 97.9

人

入所施設等定員がある場合
Ａ：100％
Ｂ： 90％以上
Ｃ： 80％以上
Ｄ： 80％未満

利用者数と目標値を比較して（３か年平均）
Ａ：105％以上
Ｂ： 95％以上～105％未満
Ｃ： 85％以上～ 95％未満
Ｄ： 85％未満

対目標値増減率

２　施設の利用状況

216,175

設定方法：

３か年平均

人

施設の利用状況についての評価

％

評価区分
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％ ％ ％

人 人 人

※　複数回実施した場合や複数対象に向けて実施した場合等は、合計した数値を記載

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（総合満足度に係る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

23年度 24年度 25年度

評価結果

Ｂ

評価区分

３か年平均

％66.7

107 126

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

□調査の実施方法（対象、時期、回
数、配布方法等）は適切か

□利用者満足度向上に向けた取組は適
切か

調査の実施時期は例年、年度末近くとなっているが、空調など季節的
な要因もあることから、別の時期の実施についても提案した。利用者
の意見や要望には指定管理者として可能な範囲で対応している。

62.1 71.0 67.0

116

３　利用者満足度の状況

「満足」（５段階評価の場合、上位２段階）と答えた場合が（３か年平均）
Ａ： 80％以上
Ｂ： 60％以上～ 80％未満
Ｃ： 40％以上～ 60％未満
Ｄ： 40％未満　又はＡ～Ｃにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上

2



４　苦情・要望等への対応

意見の内容

病室に冷蔵庫を置いてほしい
との要望

産婦人科病棟で子供が面会で
きるよう要望

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

□積極的に苦情・要望等の把握に取り
組んでいるか

□把握した内容を事業等へ適切に反映
する仕組みを整備しているか

□苦情・要望等への対応は適切か

病院という施設の性格から、専門的な内容に関する医療提供側と利用
者との認識のずれや、多忙を極める現場、また、指定管理者として抜
本的な施設の改善が困難など、苦情・要望への対応が難しい中で努力
していると評価している。

職員に喫煙場所や休憩時間について改め
て周知徹底した。

感染症予防のため制限している旨理解を
求めた。

Ａ：要望等を積極的に把握して改善を行う等、サービス向上を図った。
Ｂ：指定管理者に起因しない苦情・要望等があったが、適切に対応した（苦情・要望等が
ない場合も含む）。
Ｃ：指定管理者に起因する苦情・要望等があったが、適切に対応した。または、指定管理
者に起因しない苦情・要望等があり、適切に対応していない。
Ｄ：指定管理者に起因する苦情・要望等があり、適切に対応していない。

業務時間中に職員が外で喫煙
しているとの苦情

年月

Ｂ

評価結果

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

平成24年3月

平成24年3月

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

スペースの問題などにより対応は困難。平成23年4月
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事故・不祥事等の
概要と対応状況

評価結果

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

特段の問題がなく、特筆すべき事項がないため、Ｂ評価とした。

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

Ｂ

Ａ：事故・不祥事等を防止するために積極的に取り組み、事故等が発生しなかった。
Ｂ：軽微な事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した（事故等が発生していない場合
も含む）。
Ｃ：事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した。または、軽微な事故・不祥事等が発
生し、適切に対応していない。
Ｄ：事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

□事故・不祥事等防止に向けた仕組み
が構築されているか

□事故・不祥事等発生時の対応は適切
か
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。25年度は速報値

Ｂ

評価区分

収支差額

4,655,094

4,655,094

確認の視点 収支状況についての評価

□収入増加に向けた取組の内容は適切
か

□経費節減に向けた取組の内容は適切
か

来院者向け無料送迎バスの運行などによる利用者サービスの向上や、
地域の医師会を通じた診療所との連携強化による紹介率の向上、平均
在院日数の短縮など、収入増加に取組むとともに、業務委託範囲や契
約における入札の拡大、診療報酬の増加につながる施設基準の整備、
後発医薬品の導入推進など経費節減の取組みをおこなっており、評価
できる。

(4,865,294)

累計

14,239,175

(14,530,101)

14,239,175

(14,530,101)

0

(0)

内訳
(4,101,007)(765,075)

4,766,028

(3,300)

支出

評価結果

(4,025,845)

(4,869,382)

24年度

4,818,053

(4,795,425)

(3,300)

利用料金 その他

774,820

利用料金 その他

25年度

4,766,028

23年度

６　収支状況

(766,280) (3,300)(764,299)(4,097,695)

収支計画（支出額）と比較して
Ａ：収支状況が良好である（収支差額のプラスが10％以上）。
Ｂ：概ね計画どおりの収支状況である（収支差額がプラスマイナス10％未満）。
Ｃ：計画と異なり、収支差額に10％以上20％未満のマイナスが生じている。
Ｄ：計画と異なり、収支差額に20％以上の大幅なマイナスが生じている。

(0)

4,818,053

(4,795,425)

0

(0)

0.0%

(4,865,294)

0

(0)

収支計画比

(4,869,382)

0

収入

指定管理料 利用料金 その他

2,303,11811,886,22549,830

(5,631,586)(8,888,615)(9,900)

7,585

指定管理料 利用料金 その他

764,0333,876,99614,064

指定管理料

4,015,05228,181764,2653,994,177

指定管理料
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Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＡが２つ）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価がＡとＢ、またはＢが２つ）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

内容・評価理由

概ね適切な執行体制がとられている
と評価できる。

特段の問題がなく、特筆すべき事項
がないため、Ｂ評価とした。

Ｂ

確認項目

７　業務遂行能力

評価結果 評価区分

確認の視点

□管理運営にあたって適切な人員が配
置されているか

□人材育成や職員採用が適切に行われ
ているか

□指定管理業務の実施にあたって法令
違反等の行為はないか
□個人情報の取扱いは適切か
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用の状況は適切か

コンプライアン
ス、社会貢献

人的な能力、執行
体制

項目別評価

Ｂ

4


