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経営指標名（単位）

医業利益率 

経常利益率

病床利用率 

材料費比率 

医薬品費比率

人件費比率 

委託費比率 

ケアミックス病院

１００～１９９床 ２００～２９９床
中央病院
（平成２５

年度決算）

経費比率 

職員１人当り人件費 

常勤看護師１人当り人件費 

常勤医師１人当り人件費

外来患者１人１日当り外来収益

※　患者１人１日当り入院収益

外来/入院比

職員１人当り医業収益

2.75

25.7

看護師１人当り入院患者数

医師１人当り外来患者数

医師１人当り入院患者数

自治体病院

87

8

4.9

20,443

5,652 7,130

11

7.6

17,189

74.8

9.5 16.4

18,278 18,297

医療法人 自治体病院 医療法人

－４５．６

5.3 -2 6.2 -2.1 －１１．４

5.2 -13.2 5.7 -11

１４．４

57.8 68.4 58.7 63.8 ８５．０

86.4 72.7 ３４．３

14 18.3 15.3 23 ２１．５

１６，３０７

6,041 5,316 6,235 5,324 ５，７８２

5 7.3 １６．５

7.1 8.3 5.4 7.7 ２７．０

３．１０

27,047 28,506 26,318 34,301 ３１，７２０

5,645 7,727 ７，９８２

9,884 10,633 9,752 12,125 ９，３９５

1.08 1.73 1.561.02

１２．２７

3.09 1.64 3.26 1.19 １．２１

9,707 11,765 １０，２３７

12.19 8.22 14.18 6.95 ３．９５

9,034

10.63 10.32

9,079

13.16 11.39

３．７７

30.8 １２．８５

５２の指標の内主要と思われる２０項目を抜粋　　※延入院数で計算

紹介率

看護師１人当り外来患者数

30.6

2.78 1.88

20.7

2.74

２０１４.１０/VOL.0１０

SMILE REPORT
小林信保 議会・活動報告レポート

大月市第７次（H２９年～）総合計画策定に向けて！

①総合計画とは、将来、大月市をどのような「まち」にしていくのか、という構想

や基本的な計画を策定し、その「まち」をつくる為にどんなことを実施していく

のかを、総合的・体系的にまとめたものです。都市計画や環境、福祉といった

すべての計画の基本となるもので、いわば大月市の「まちづくりを進めていく

ための道しるべ」であり非常に大切な物であると言えます。

日本が迎えた人口減少社会という状況の中で大局的観点を持ち、どのように

して持続可能な大月市となるのかを示す基本構想を策定する事が求められます。

急激な人口減少に苦しむ大月市では、これまで通り、あれもこれも全ての望みを

並列に記載するような楽観的な総合計画では効率的な行政運営はできません。

公共施設等総合管理計画の策定が予定されている現在、財政的な裏付けを持つ

と同時に、優先すべき事業を明確にし、これまでとかく総花的になりがちで

あった大月市の総合計画の在り方を根底から考え直す必要があります。

現状とねらい
私は、前回（第６次）の総合計画策定審議委員を経験しました。

当時 私は、総合計画とはどのような物なのかがおぼろげに解るという程

度でどのような計画を作らなくてはならないのか？という事が理解できて

いませんでした。又、策定にかかわった殆どの方々が総合計画のあるべき

姿を理解できないまま、策定を進めて行ってしまったと感じています。

人口減少社会において求められる総合計画とはどのような物なのか、計画

を作る上で必要な事を明確にし、共有する事が必要であると考えます。

又、議論に必要なデータを示す際にも行政としてのこれまでの取り組みや

問題点、等の考察を示し、より議論が深まるようなデータを示す必要があ

ると思い質問しました。

Ｑ１
総合計画策定に際し、３つの提案について訊く

提案①

前回の策定に係った人たちに策定方法を含めた検証を行ってもらい

今後の総合計画の策定方法の検討を行うべきである。

提案②

人口減少時代の総合計画のあり方研究会を立ち上げ、行政と住民の

総合計画のあるべき姿の共有を図る事が必要である。

提案③

策定に入る段階では、市民がそれぞれの視点や関心・動機から地域

の課題を提案し計画策定過程に関与する事ができるように、行政内

部や行政と市民との間で問題となっている「争点情報」、計画立案

に不可欠な統計や地図データ、近隣市との比較に関する「基礎情

報」、個別計画の検討に必要な「専門情報」が掲載された冊子を作

成して提示する事が必要である。

Ａ１
提案①②については、総合計画策定委員会等で委員さんにこの提案

を諮る。提案③については、必要と思われるデータを示していく。

意見
三鷹市で総合計画を策定した時に作った「三鷹を考える論点データ

集」を参考に必要なデータとは何なのかをしっかり検討して、とか

く総花的になりやすい総合計画を人口減少時代に合った実効性のあ

る物にしていく為に必要なデータの提示をするべきであると考える。

「三鷹を考える論点データ集」は三鷹市のHPで公開されています。

是非見てみてください。

http://www.mitaka-ebook.jp/book/book25/ax_book25/FLASH/index.html

「市立中央病院の経営に必要な比較検討が

できる客観的データ」が示されました！

昨年１２月議会で私が反対討論をした時に作成をすべきと意見した

データが今回の決算審査特別委員会で示されました。

そのデータとは、厚生労働省が類似病院毎の平均値を病院の経営の参

考とするように経営指標として公開している物です。中央病院の実績

と類似病院の指標が併記され比較が可能となりましたので私なりの考

察をしてみました。

考察：下の表を見ると患者１人当りの入院収益は外来収益の３倍もあ

る事が分かります。市立中央病院は常勤医が少なく入院患者を受け入

れにくい為、医療収益が上りません。地域としての医療を守る為には

頭痛、腹痛等軽微と言える医療は町のお医者さんに、救急や重度な医

療は中央病院にとする医療連携が中央病院で働くお医者さんの働きや

すい環境整備に繋がり常勤医確保へと繋がっていくため、紹介率と逆

紹介率の向上を図るべきであると言えます。この事が救急患者の受け

入れの向上にもつながっていくと考えます。

又、人件費、委託費、経費の割合が高く検証が必要であります。

基本計画

実施計画

総合計画

基本構想



月 日

7

22
23
24
5
8
13
17
29
29
30
3
4
6
7
13
14
16
18
19
19
20
22
24
25
25
26
27
30

大月東中学校　創建祭
子ども子育て会議　

大月市立中央病院運営委員会　傍聴
病院待合番号表示システム　視察
やまなし暮らし支援センター　視察
会派スマイル　井戸端会議

内    　　       容

大月市役所
大月市役所

甲府市内

市議会定例会　閉会

市議会定例会　決算審査特別委員会
市議会定例会　決算審査特別委員会

市議会定例会　開会

全員協議会

子ども子育て会議　
空き家バンク視察
リニア開業効果の活用に関する勉強会（来山会）

9

市議会定例会　総務産業常任委員会　傍聴

大月市民会館
大月市民会館

リニア見学センター

市制施行６０周年記念式典

自治体決算の基本と実践
～行政評価を活用した決算審査～

全国市町村国際文化研修所

大月市民会館

大月市役所

大月市役所

総合福祉センター

東京交通会館（有楽町）

第一回国民健康保険運営委員会

活　動　内　容
場        所

大月市役所

大月市民会館
山梨市役所

千葉西総合病院

7

8

農業委員会

市議会定例会　一般質問
来山会　定例会
敬老会
社会福祉協議会チャリティーゴルフ

お月見会（夕やけ市）
市議会定例会　決算審査特別委員会

シオジ森の学校　
市議会定例会　社会文教常任委員会

16
18

大月市役所
大月市民会館

農業委員会
大月東小学校　安全祈願祭
大月東小学校　運動会

大月市役所
大月市役所

大月市役所

大月市内
大月駅前

大月市民会館
大月東小学校
大月東小学校

総合福祉センター
花咲カントリークラブ

大月東中学校
大月市民会館

「つぶやき」を「かたち」に！！

皆さんのつぶやき（意見・質問等）を募集しています。

TEL ０９０－３０９５－０１０４

FAX ０５５４－２３－０１５０

MAIL info@nobuyasu.jp

皆さんの所へお話を伺いにいきます。

日 付：１１月 １日（土） ※雨天中止

時 間：午前７：３０集合～午後３：２０頃解散

集 合 場 所：水下ベニヤ商会

参 加 費：無 料

持 ち 物：飲み物、弁当、雨具、保険証のコピー、タオル等

服 装：ハイキングにふさわしい服装、靴

天候により軽い防寒着や着替え等

申 し 込 み：０９０－３０９５－０１０４（小林まで）

車が無い方は申し込み時に申し出てください

大月市観光ガイドさんに随行頂きますので、安心してお申込み下さい

８：３０登山開始（三ツ峠駐車場）～（大幡八丁峠）～（清八山）～
（清八峠）～（本社ケ丸）～（清八峠）～１４：３０下山（笹子発電所）

〒401- 0013 山梨県大月市大月3-4-15
ＴＥＬ：0554-22-2755

ＦＡＸ：0554-23-0150

小林信保と皆の笑顔があふれる大月にする会
E-Mail ：info@nobuyasu.jp ホームページ ：http://nobuyasu.jp/

ツイッター http://twitter.com/#!/nobukoba

Facebock: http://www.facebook.com/nobuyasu.kobayashi

小林信保と皆の笑顔があふれる大月にする会 発行

平成２５年５月１７日 秀麗富嶽十二景第４番 滝子山に登ってきました。

朝８時 大月に集合して車で出発！

今回は、道証地蔵～鎮西ケ池～山頂～大谷ケ丸～ゴンドウ丸～曲り沢峠～

道証地蔵へ戻るという行程でなかなかきつかったです。

当日はとても天気がよく、鮮やかな新緑の中、沢沿いを歩いていくと、

滝子山と言うだけあっていくつもの滝が現れ、目を楽しませてくれます。

すると突然、目の前に大量の雪と倒木が現れ道をふさいでいて道も良く

分からない状況でした。

２月の大雪は山道にもこのように大きな影響を与えていて自然の力の

大きさを目の当たりにする事となりました。

山頂からの眺めは、三ツ峠とおおきな富士の山！振り返れば雁が腹摺山。

最高の登山となりました。

滝子山からの富士山

病院内の番号表示モニターの前に座ってなくても自由な場所

で自分の順番が確認できるる待合番号表示アプリ「病院待合

番号システム」を中央病院でも導入すべきと思います。

リニア開業効果の活用等に関する勉強会

来山会

病院待合番号表示システム視察

千葉西総合病院

移住定住・就農政策視察

やまなし暮らし支援センター

自治体決算の基本と実践

全国市町村国際文化研修所

移住定住・就農政策視察

やまなし暮らし支援センター


