
平成 30年度 えびの市各課・事務局の重点取組事項・目標 

 えびの市の課長等が 1年間を通して、どのようなことについて重点的に取り組んでいくのか、また

その目標を明らかにするために作成しています。（昨年度までの「課運営方針」としての公表を、各

課・事務局の具体的な取組事項をより分かりやすくお伝えするため改善したものです。） 

 目標達成に向け、全職員一丸となって取り組んでいきますので、市民の皆様には、ご理解とご協力

をお願いいたします。 

課長等 重点取組事項・目標 

総務課長 

 

宮浦 浩二 

①会計年度任用職員制度施行に向けての取り組み 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第

29号）に基づく、臨時・非常勤職員の任用の厳格化に対応するため、会計

年度任用職員制度の規定を整備します。 

②行政改革・組織再編の取り組みの実施 

社会情勢（時代の流れ）を的確に捉えた効果的な組織運営を行うため、

現行体制の検証を行い、組織再編に向けた取り組みを行います。 

③第 3次えびの市男女共同参画基本計画の策定 

第 2 次基本計画期間満了に伴い、引き続き男女共同参画社会の実現に向

けて、施策を総合的かつ計画的に推進するための第 3 次基本計画を策定し

ます。 

企画課長 

 

谷元 靖彦 

①総合計画・総合戦略・過疎計画に基づく各種施策および重点政策の推進 

 第 5 次えびの市総合計画に掲げる「市の将来像」の実現に向け、全庁的

に目標を共有し、「総合計画後期基本計画」や「えびの市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」、「えびの市過疎地域自立促進計画」に定めた諸施策や「重

点政策」の着実な推進を図ります。 

②公共交通対策（ＪＲ維持・公共交通網・えびの駅活用整備 等）の推進 

ＪＲ吉都線・肥薩線の路線維持に向けた施策やタクシー料金助成事業の

拡充、公共交通の利用促進などに取り組み、市民の方が利用しやすい公共

交通網の形成について施策の推進に努めます。 

特に、ＪＲ吉都線については、沿線自治体で組織する「ＪＲ吉都線利用

促進協議会」の会長・事務局担当を担い、関係機関と連携しながら、利用

促進を図ります。 

③広報広聴の充実による効果的な施策の推進 

施策の成果や効果について、市民アンケートや市民との対話の場の拡充

により市民意識の的確な把握を行いながら検証し、必要に応じた見直し等

を含め、効果的な施策推進に努めます。 

また、情報発信のあり方（ターゲット、方法、時期、頻度等）について

の意識を全庁的に高め、より効果的な施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

財政課長 

 

山口  忍 

①財政運営の検証、見直し 

 財政課だけではなく、全庁的な取り組みとして行政運営の見直し検証を

行い、効率化やコスト意識をもち、中長期的な展望に立った持続可能で健

全な財政運営に努めていきます。 

②財務規則の見直し 

 財務規則について、現在の事務処理と財務規則で整合性のとれていない

部分等はないかの点検を行い、見直しが必要な部分があれば規則改正等の

見直しを行います。 

③電子入札制度導入に向けた検討 

 入札手続きの透明性、コスト縮減、事務の迅速化などを目的として、電

子入札制度の導入に向けた検討を行います。 

基地・防災対策課長 

 

黒木 良二 

①防災食育センターの建設、運用開始に向けた事業の推進について 

平成 30 年 8 月に運用開始する防災食育センターの建設事業を推進して

いきながら、新たに防災食育センターに食糧や生活用品等の備蓄を年次的

に計画していくことにより、災害発災初期における市民の生命維持や生活

に最低限必要な物資の確保が図れるよう推進します。 

②地域防災活動に対する支援の強化 

地域防災の中核となりうる防災士の資格取得のための助成支援を行いな

がら、新たな取り組みとして、大規模災害への対応を目的として地域に根

差した防災リーダーとなる人材の育成を図ります。さらに、これまで防災

士資格を取得した方に対しても、それぞれの地域において防災啓発（防災

講座や防災訓練の計画・実施）等ができる人材の育成を図り、自主防災組

織の体制強化を推進します。 

③安心・安全なまちづくりのための交通安全対策・防犯対策の推進 

交通・防犯に係る関係機関との連携強化を図り、各対策に応じた啓発活

動を実施していきながら、引き続き交通弱者対策や各自治会が担う防犯活

動への支援を推進します。 

市民協働課長 

 

大木場 操 

①市民参加・協働のまちづくりの推進 

 市民活動の拠点となる市民活動支援センターの活動の充実を図り、えび

の市ぷらいど 21助成事業や市民提案型事業を推進してまいります。 

②地域運営協議会の活性化の推進 

 本年度で全ての地区に地域運営協議会が設立されるため、協議会で運営

できる事業については、権限移譲を進めていき、地域主体による運営方法

を推進してまいります。 

③長春市との交流の充実 

昨年に引き続き高校生等の派遣や、ライオンズクラブ等の民間組織を新

たに派遣することでホームステイや異文化交流の体験を通してさらに交流

を深めます。また日章学園九州国際高等学校を卒業した留学生と市民の交

流も検討してまいります。 

 



課長等 重点取組事項・目標 

財産管理課長 

 

築地 厚志郎 

①定住施策に向けた事業の推進 

 定住施策の一環として、引き続き移住者向け川原分譲宅地（残り 2区画）

の募集を行うとともに、移住者・定住者を支援するための住宅取得定住促

進支援金（事業最終年度）の実施や、予備移住者を含めた定住者向け住宅

としての京町定住促進住宅の管理運営を行います。 

②市有財産および市営住宅等の適正な管理 

市有財産や市営住宅の適正な維持管理を行い、市民サービスの向上に努

めます。 

③安心・安全なまちづくりの推進 

空家対策事業を推進するとともに、公共建物の建設や改修等について技

術支援、民間の木造住宅に対する耐震診断・耐震改修の補助を行います。 

税務課長 

 

中満 敦雄 

①市税の適正管理および適正評価 

 納税者の理解と信頼を得るために、適正な課税と適正な評価を実現する

ことによって自主財源の確保に努めます。 

②滞納処分の適正な執行による税収確保 

納期内納付されている多くの納税者の視点に立ち、法令等に定められた

手順にのっとり、滞納処分の適正な執行を行うことによって滞納整理の推

進と税収確保を図ります。 

③職員のスキルアップと連携強化 

課内研修・会議等により課内業務の連携強化を図るとともに、徴収対策

においては平成 28年度から取り組んでいる県税事務所および小林市、高原

町との併任人事交流による徴税吏員のスキルアップと連携強化に取り組み

ます。 

市民環境課長 

 

林  敏廣 

①戸籍・住民基本台帳事務の適正な執行 

戸籍・住民基本台帳事務などについて法令に基づく厳格な事務処理を行

うとともに、マイナンバーカードが広く市民に普及するよう円滑な交付に

努めます。 

②消費者問題対策の推進 

消費生活相談体制の充実や消費者問題啓発の推進を図るとともに、無料

法律相談による適切な救済支援を図っていきます。 

③環境保全活動の推進 

第二次えびの市環境基本計画に基づき環境保全活動を展開し、その成果

を検証しながら自然環境の維持・継承に努めます。 

④廃棄物処理施設の適正な管理運営 

廃棄物の処理に関して、美化センター、一般廃棄物最終処分場、環境セ

ンターの管理運営を適正に行い、施設の長寿命化を図っていきます。 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

健康保険課長 

 

原田 和紀 

①各種健（検）診の受診率向上および重症化予防対策の強化 

戸別訪問等による未受診者対策等の実施や集団検診のインターネット予

約制度導入により各種健（検）診の受診率向上を図り、疾病の早期発見、

早期治療の促進に努めます。また、リスクの高い被保険者に対し保健指導

を行い、糖尿病の重症化予防や人工透析への移行防止を図ることで医療費

の増加抑制につなげてまいります。 

②母子健康包括支援（相談支援等）の推進 

新たな取り組みとして、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目なく母

子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専

門的な見地から相談支援等を行うことで安心して産み育てられる環境の充

実を図ります。 

③国民健康保険税および後期高齢者保険料の収納率向上 

昨年に引続き、国民健康保険税および後期高齢者保険料の収納に対する

強化を行い、納税者の不公平感の解消と納税意欲の向上につなげ、国民健

康保険制度の安定的な運営に寄与できるよう努めます。 

介護保険課長 

 

田中 良二 

①介護予防の推進 

 住民主体の介護予防の場である「はつらつ百歳体操」について、効果測

定などの継続支援を行いながら、新たにボランティアで活動していただく

「はつらつサポーター」の育成に努めます。また、「はつらつ百歳体操」の

場の継続的な活動が地域住民の互助の基盤となり、生活支援の基盤に繋が

るような取り組みを推進します。 

②認知症施策の推進 

 認知症の人とその家族や地域住民、各関係機関と連携して、啓発の推進

や地域の中での支え合い体制の構築に取り組み、認知症になっても安心し

て生活できる地域社会の実現を目指します 

③介護人材確保推進事業の推進・見直し 

 介護人材確保について、介護福祉士の確保者数が年間目標を下回ってい

ることから、事業所への周知の方法等も含め、必要に応じた見直し等を行

い、効果的な施策の推進に努めます。 

福祉事務所長 

 

萩原 博幸 

①障害者差別解消法の推進 

 障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現に向け、職員対応要領の策定に取り組

むことにより、平成 28年度から施行された障害者差別解消法の推進を図り

ます。 

②高齢者施策の推進 

新たに策定された「第７期えびの市高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で、健康で自立した生活が続け

られるよう、高齢者スポーツの促進や高齢者クラブ活動等への支援により、

高齢者の生きがいづくりや健康づくりを図るとともに、シルバー人材セン

ターへの支援を行い、就労の場の確保への支援などを促進に努めます。 

③子どもの貧困対策の推進 

「えびの市子どもの貧困対策推進計画」に基づきコーディネーターを中

心に具体的な施策の推進に向け関係機関や地域と連携し支援の充実を図り

ます。 

 



課長等 重点取組事項・目標 

観光商工課長 

 

白地 浩二 

①商工業の振興 

無料職業紹介所を新たに開設することにより市内企業と求職者のマッチ

ングを図るとともに、従業員の職場環境の改善や遠距離通勤者の通勤費に

対し補助を行う市内企業を支援し、市内企業の人材確保を推進します。ま

た、えびの市起業支援センターを核に起業家や市内商工業者の支援・育成

を図り、新たな起業家の誘致を図るともに、起業家の市内での事業化を推

進します。さらに、空き店舗が増加するなどの市内商工業における現状を

踏まえ、新たな商工業に対する支援策を検討します。 

買物弱者対策については、より詳細な住民ニーズの調査を行いながら、

えびの市にとって有効な対策に向けた検討を行います。 

②観光の振興 

観光振興計画や「アウトドアシティえびの」構想等に基づく取り組みと

して、えびの市の豊かな自然とアウトドア・アクティビティを生かした観

光ツールの提案などを行うことで、えびの市らしさの認知度向上、交流人

口の増加を図り、本市への新しい人の流れと地域の活力づくりを目指しま

す。 

京町温泉の活性化については、京町温泉駅観光交流センターを拠点に、

新たな交流人口の拡大と温泉郷への誘客を図る取り組みを行い、京町温泉

旅館の再生に向けた施策を検討します。 

えびの高原の観光振興については、国立公園満喫プロジェクトを基に、

キャンプ村のケビン等各種施設の整備を行うとともに、環境省や県と一体

となった誘客に取り組みます。 

企業誘致対策監 

 

松葉 洋之 

①企業立地の実現 

 企業訪問を精力的に行いながら企業立地に係る情報収集活動や誘致活動

を展開し、新たな企業立地や既存企業の工場増設等に努めます。特に造成

予定の産業団地への進出が有力な企業に対し、産業団地造成に向けた進捗

状況の報告や情報交換を密に行いながら、確実な企業立地につなげます。

②産業団地整備事業の推進 

 企業立地の受け皿となる工業用地等を確保するために、産業団地造成に

向けた地質調査、測量調査を行うとともに産業団地造成の実施設計を行い

ます。併せて、工業団地プロジェクトチームにおいて産業団地造成に係る

課題整理を行います。さらに、産業団地造成に係る関係法について、県等

の関係機関と連携を密にし、事前協議および調整を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

畜産農政課長 

 

米倉 健一 

①農業後継者・新規就農者の確保 

地方創生の重要課題である農業後継者や新規就農者の確保については、

就農初期の経営安定を図るため、国や市独自の事業による支援を行うとと

もに、農業後継者の機械導入、施設整備、家畜導入等の規模拡大について

は、市独自の事業による支援を行います。また、県（普及センター）と連

携しながら、新規就農者が営農技法・農業経営等について学ぶ機会を設け

る等就農支援を行います。 

②魅力のある農業の推進 

 本市農畜産物の更なるブランド化と高品質化を進め、併せて生産コスト

の削減を図り、「儲かる農業」＝「魅力のある農業」の推進に努めます。 

ブランド化については、「えびの産ヒノヒカリ」や「宮崎牛」など、すでに

ブランド化された農畜産物の他にも本市にはたくさんの農畜産物がありま

すので、都市部での物産フェアーやふるさと納税の返礼品、また、道の駅

での販売などを通し、市内外に PRし、ブランド化を図ってまいります。 

 高品質化については、えびの米の品質向上や優良繁殖素牛の保留・導入

による和牛の資質改良を図り、えびの産農畜産物の高品質化を進めてまい

ります。 

 生産コストの削減については、これまでの苗代助成、機械導入助成、畜

舎整備助成や貸付家畜制度などに加え、ロボット技術や ICT（情報通信技

術）等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産を可能にするスマート

農業の取り組みを支援します。 

③道の駅拡張事業 

 道の駅えびのは、来場者数、売上額ともに開館前の予想を上回る実績と

なっており、道の駅として高い評価を得ています。一方、売り場、駐車場、

トイレ等の不足といった課題もでてきており、課題解決に向け関係者で検

討をしています。 

 平成 30年度に喫緊の課題の一つである「物産販売スペースの拡張」につ

いて、物産販売スペースの増築および屋根付き休憩スペースの新築工事を

実施します。 

 また、平成 30年 3月からＥＴＣ2.0の実証実験が開始されたことにより

更なる来場者の増が見込まれることから、駐車場の拡張についても早急に

対応する必要があり、関係機関と協議を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

建設課長 

 

森  隆秀 

①市道拡幅改良の推進 

 加久藤橋については本年度に竣工することから、都市計画道路・宮崎水

俣線の計画的な整備に努め、安全性や利便性の向上を図ります。また、栗

下上江線等の歩道設置を行うことにより歩行者と自動車交通の分離を図

り、歩行者の安全性向上を図ります。 

②都市計画道路の見直し 

 都市計画道路については、昭和 40 年・50 年代の高度成長期に都市計画

決定されましたが、必要性や位置付けに変化が生じており、平成 21年度に

西部地区、平成 27・28年度に東部・南部・中部地区の見直し案を作成しま

した。本年度、都市計画審議会等の事務手続きを進め、まちづくりと連動

し、まちづくりに資する都市計画道路の整備が進むように都市計画決定・

変更を行ってまいります。 

③えびの市景観計画の策定 

 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議において、景観の優れた観光

資源の保全・活用による観光地の魅力向上のためのビジョンが示されたこ

とにより、えびの市では昨年度より景観計画策定に取り組んでいます。本

年度、えびの市景観計画を策定し、えびの市のまちづくりに関する事項に

ついての景観面におけるルールやえびの市の景観づくりの基本的な方向性

を示してまいります。 

農林整備課長 

 

寺園 久志 

①農地基盤整備の推進 

 西諸畑地かんがい事業について、県営畑総事業実施地区の早期完成およ

び推進地区の計画的採択を目指し、推進に努めます。また水田ほ場整備の

推進地区についても農地中間管理事業を活用した推進に努め、農地基盤整

備による農業経営の効率化・省力化を目指します。 

②土地改良施設等の機能維持 

 農道や排水路等について、各管理組織の充実を図るとともに、補助事業

を活用しながら適切な機能維持に努めます。 

③有害鳥獣対策の充実 

 有害鳥獣対策の実施について、えびの市鳥獣被害対策実施隊による有害

鳥獣の定期的な追払いおよび捕獲を行うことにより、農作物への被害軽減

に努めます。 

④森林整備の推進 

 山地災害防止や水源かん養機能などの公益的機能の増進および地域雇用

の創出を図るために、伐採跡地の再造林などの森林整備を推進し、森林機

能の増進に努めます。 

 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

会計管理者 

 

白濱 美保子 

①各課から送付を受けた支出命令等の適正かつ迅速な審査の実施 

 支出命令の元になる関係書類は完備しているか、法令または予算に反し

ていないか等厳正な審査を行うとともに、会計事務担当者の資質向上に向

けた取り組みを行うことで支出命令関係書類の誤りの削減に努め、迅速な

審査に繋げていきます。 

②効率的な会計事務についての検討 

 会計事務の効率化として、以前から公共料金一括振替システムの導入な

どを実施していますが、今後も先進自治体の事例等を参考にしながら、よ

り効率的な支払方法や多様な収納方法等について検討を行います。 

③歳計現金等の運用の実施 

 利回りが低い状況が続いていますが、支払資金に余裕がある場合は、安

全性および確実性を優先しながら有利な方法による資金運用を行います。

また、地方債等による運用について、常に情報を得ながら運用のタイミン

グを計ります。 

議会事務局長 

 

坂本 和彦 

①議会運営の円滑化 

議会基本条例に則った議会・委員会活動のため、情報提供やサポートに

努めるとともに、円滑な議会運営を行うため、本会議や委員会開催前の事

前準備を徹底します。 

②議会活動の発信 

ホームページの更新、議会報告会の実施、議会だよりの発行など市民へ

の情報発信のサポートを充実します。 

③議会事務の効率化 

タブレット導入について、職員および議員でその必要性を検討します。 

選挙管理委員会 

事務局長 

 

宮浦 浩二（併任） 

①県知事・県議会議員選挙執行 

 改選を迎える県知事・県議会議員選挙について、公平公正、円滑かつ厳

正な選挙執行ができるよう万全を期します。 

②選挙啓発・投票環境向上 

若者の投票率向上対策として、１８歳の誕生日を迎え、初めて選挙人名

簿に登録される新有権者に対し、選挙の仕組みや投票の方法等に関する啓

発を行います。また、投票環境の向上についても、先進地の取り組みを参

考にしながら調査・研究を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

監査委員事務局長 

 

永田 祐雄 

①適正な事務事業執行の検証 

 「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進

に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければな

らない。」と規定する地方自治法第 2 条第 14 項に基づき、市の事務事業が

法令等に基づき適正で効率的に執行されているか、最少の経費で最大の効

果があげられているか、また、同条第 15項に基づき組織や運営の規模の適

正化に努められているかなどに重点を置き、同法第 198 条の 3 の規定にの

っとり、常に公正不偏の態度により監査業務を行います。 

②適正な事務事業執行の推進 

毎月の出納現金検査、決算審査、財政援助団体等監査、定期監査を一連

の監査として連動して行い、監査委員（事務局）による各検査等における

担当者等への指導を行いながら、必要に応じ所属長への指導や措置状況の

報告を求めるなど、適正かつ効果的な事務執行の徹底に努めます。 

農業委員会事務局長 

 

吉留 伸也 

①農地法等関係法令の遵守と適正な事務処理の実施 

 農地の売買・貸借・転用等については、農地法や経営基盤強化促進法等

関係法令を遵守し、適正・迅速な事務処理と運用に努めてまいります。 

②農地等の利用の最適化の推進 

農業委員や農地利用最適化推進委員の皆さんとともに、「農地等の利用の

最適化の推進に関する指針」に基づき、農地中間管理機構等関係機関と連

携し、担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規

参入の促進等に関する業務に取り組んでまいります。 

学校教育課長 

 

川野 利光 

①幼保小中高一貫教育の推進 

えびの市一貫教育推進基本計画をもとに、一人ひとりを大切にしたきめ

細やかな指導のための 30人学級編制の完全実施を行い、各小中学校の連携

はもとより、幼保小連携・接続の推進、飯野高等学校との連携・支援に積

極的に取り組み、幼保小中高一貫教育を推進します。特に英語教育につい

ては、就学前の段階から英語活動に取り組むため、ＡＬＴを増員して幼稚

園・保育園へ派遣します。またＡＬＴとの複数の教員による授業を通して、

英語力と実践的なコミュニケーション能力の向上を推進します。 

②教育環境の整備 

学校施設・設備の計画的な改修、修繕および樹木の適正な管理を継続し

て行うとともに、小中学校校舎の空調設置を進め、快適で安心・安全な教

育環境を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

社会教育課長 

 

領家 修司 

①生涯学習の振興と社会教育の推進 

 生涯学習の推進と内容の充実、社会教育関係団体の活動の充実、人権・

同和教育の推進、指定管理者と連携した図書館運営の充実を図ります。 

②生涯スポーツの推進 

スポーツ活動の推進、指定管理者と連携した体育施設の有効活用、各種

団体の指導・育成を図ります。 

③文化の推進 

文化活動の振興、文化財の保護と活用、指定管理者と連携した資料館の

充実を図ります。 

④文化施設・設備および体育施設・設備の整備充実 

老朽化した施設・設備の改修・修繕を計画的に行い、安心・安全な文化・

スポーツ環境の整備を図ります。 

給食センター所長 

 

下牟田 一仁 

①安全でおいしい学校給食の提供 

栄養バランスのとれた給食献立の立案および児童生徒にとっておいしい

給食献立を提供できるよう創意工夫・改善に努め、市内各学校との連絡を

密にし、リクエスト給食の実施や安全でおいしい学校給食の提供に努めま

す。アレルギーを有する児童生徒については、その実態を把握するととも

に代替食対応により安全性を最優先した給食の提供に努めます。また、非

常時にも、安全な給食が提供できるように、絶えず非常食の備蓄を行い有

効活用を図ります。 

②えびの市食育推進計画に基づく食育の推進 

栄養教諭による、学校教育活動における食に関する指導が充実したもの

となるよう学校との連携を図り、児童生徒および保護者に正しい食に関す

る知識と望ましい食習慣を身に付けるよう「こんだて表」、「給食だより」

を活用して食育活動を推進します。さらに 8 月末に稼働予定の新施設（防

災食育センター）は、防災、給食業務を兼ね備えた施設であり、特に 2 階

は実際に給食を調理する様子を見学し学習できる施設となっており、施設

を活用した食育の学習も推進したいと考えます。 

③安全管理と衛生管理の徹底 

学校給食の安全性を確保するため、現在の施設の維持管理、調理機器の

保守に努めるとともに、8 月末に稼働予定の新施設においては、安全衛生

作業マニュアルを見直し調理機器の作業方法などを十分把握したうえで、

運用、管理等に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 



課長等 重点取組事項・目標 

水道課長 

 

馬越脇 浩 

①給水収益増加への取り組み 

 給水区域内における水道未普及地区対策事業を実施することにより、給

水人口の増加に努めるとともに、給水収益の増加を図ります。また、現行

の市要綱による配水管布設に係る市負担分について、市民から延長増の要

望があることから、市負担分の拡大を検討します。 

②簡易水道統合事業 

 地域住民へ安心で安全な水を安定的に供給するため、要望書が提出され

ている大迫妙見地区簡易水道の上水道への統合整備事業について、平成 31

年度から 32年度の事業実施を目指し、宮崎県など関係機関と協議を図って

いきます。 

市立病院事務長 

 

藺牟田 順子 

①病院改革の推進 

平成 29年 3月に策定した「新えびの市立病院改革プラン」に掲げる「経

営の効率化、医療の再編・ネットワーク化、経営形態の見直し、病院の役

割の明確化」の 4 つの視点に立った病院改革の推進に取り組み、地域医療

を継続的に提供できる病院体制の確立を目指してまいります。特に、基幹

病院としての機能を果たすため、医療機器等については計画的な更新を実

施してまいります。また、質の高い医療に見合った収入を確保するため、

入院基本料 15：1から 13：1への早期達成による収益増の確保に努めます。 

②医療提供体制の充実 

医療提供体制を整えるため医師・薬剤師および放射線技師の欠員解消に

努めます。特に医師確保については、従来の対策に加え、インターネット

の活用や人材紹介型の医師募集を県と県内自治体病院で組織する「宮崎県

地域医療支援機構」で取り組むこととなったため、積極的な募集を行い安

定した医療体制の構築を目指します。 

③地域包括ケアシステムの構築 

経営収支の改善や将来の超高齢化社会に対応するため、医療と介護とが

連携しスムーズな在宅復帰などを支援する地域包括ケアシステムの一環と

して、地域包括ケア病床の導入に向けての準備作業を引き続き行い、平成

31年 4月からのスタートを目指してまいります。 

 


