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第１章 総則 

（設置目的） 

第１条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１

１８号。以下「法」という。）に基づき、医療の提供、医療に関する調査及び

研究、医療に従事する者の育成等の業務を行うと同時に特に、地域の医療機

関・介護施設等関係機関・行政との役割分担及び連携のもと、佐世保市・長

崎県北地域に求められる、がん医療や救急医療などの高度先進・急性期医療

等を中心とした提供を行うことにより、地域に真に必要な医療の確保と医療

水準の向上を図り、もって住民の健康の維持及び増進に寄与することを目的

とする。 

（名称） 

第２条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人佐世保市総合医療

センター（以下「法人」という。）とする。 

（設立団体） 

第３条 法人の設立団体は、佐世保市とする。 

（事務所の所在地） 

第４条 法人は、事務所を佐世保市に置く。 

（法人の種別） 

第５条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

（公告の方法） 

第６条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示して行う。 



 

第２章 組織 

 第１節 役員及び職員 

（役員の定数） 

第７条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長２人、理事６人以内及び

監事２人以内を置く。 

（役員の職務及び権限） 

第８条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して、法人の業務を掌理し、理

事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務

を行う。 

３ 副理事長のうち、１人は事務及び財務を統括して行うものとする。 

４ 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長及び

副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠け

たときはその職務を行う。 

５ 監事は、法人の業務を監査する。 

（役員の任命） 

第９条 理事長及び監事は、佐世保市長（以下「市長」という。）が任命する。 

２ 副理事長及び理事は、理事長が任命する。 

（役員の任期） 

第１０条 理事長の任期は４年とし、副理事長及び理事の任期は２年とする。

２ 監事の任期は、理事長の任期に対応させるものとし、任命の日から、当該 

対応する理事長の任期の末日（補欠の理事長が任命された場合は、補欠の理 

事長の任期の末日）を含む事業年度についての財務諸表の承認の日までとす 

る。  

３ 前２項の場合において役員が欠けた時の補欠の任期は、前任者の残任期間

とする。 

４ 役員は、再任されることができる。 

（役員の解任） 

第１１条 市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が法第１６条の規定

により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を

解任しなければならない。 

２ 市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号のいずれかに該



 

当するとき、その他役員たるに達しないと認めるときは、その役員を解任す

ることができる。 

⑴ 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

⑵ 職務上の義務違反があるとき。 

３ 前項に規定するもののほか、市長又は理事長は、それぞれその任命に係る

役員（監事を除く。）の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化

した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でな

いと認めるときは、その役員を解任することができる。 

４ 理事長は、前２項の規定により副理事長及び理事を解任したときは、遅滞

なく、その旨を市長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 

    第２節 理事会 

 （理事会の設置及び構成） 

第１２条 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 

（理事会の招集） 

第１３条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。 

２ 理事長は、理事長以外の理事会の構成員の３分の１以上の者又は監事が会

議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招

集しなければならない。 

（議事） 

第１４条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 議長は、理事会を主宰する。 

３ 理事会は、理事会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 理事会の議事は、出席した副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 理事会を欠席する場合は、会議の決定・承認事項について議長に委任する

ものとする。 

６ 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。  

（議決事項） 

第１５条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 

⑴ 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項 

⑵ 年度計画に関する事項 

⑶ 予算及び決算に関する事項 



 

⑷ 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

⑸ 規程の制定又は改正（軽微な改正を除く。）若しくは廃止に関する事項 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要な事項 

第３章 業務の範囲及びその執行 

（病院等の設置） 

第１６条 法人が設置し、運営する病院等の名称及び所在地は、次のとおりと

する。 

名称 所在地 

佐世保市総合医療センター 佐世保市平瀬町９番地３ 

佐世保市総合医療センター黒島診療所 佐世保市黒島町３１７５番地 

佐世保市総合医療センター高島診療所 佐世保市高島町６２６番地３ 

佐世保市総合医療センター宇久診療所 佐世保市宇久町平２３４４番地 

（業務の範囲） 

第１７条 法人は、第１条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。 

⑴ 医療を提供すること。 

⑵ 医療に関する地域への支援を行うこと。 

⑶ 災害時における医療救護を行うこと。 

⑷ 医療に関する調査及び研究を行うこと。 

⑸ 医療に関する従事者の研修を行うこと。 

⑹ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（緊急事態への対処） 

第１８条 法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態

又は公衆衛生上の重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事

態（以下この条において「災害等の緊急事態」という。）に対処するため、市

長が必要と認める場合において、市長から医療に関する業務その他災害等の

緊急事態の対処に必要な業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、

当該業務を実施するものとする。 

２ 法人は、災害等の緊急事態に対処するため必要な救助等を自ら行うものと

する。 

（業務方法書） 

第１９条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、

業務方法書に定めるところによる。 



 

第４章 資本金、出資及び資産 

（資本金等） 

第２０条 法人の資本金は、法第６６条の２第１項の規定により佐世保市から

法人に対し出資されたものとされる金額とする。 

２ 佐世保市が追加で出資を行った場合、法人はその出資額により資本金を増

加するものとする。 

３ 法人は法第４２条の２第１項又は第２項の規定により佐世保市への納付を

行った場合、同条第４項の規定により資本金を減少するものとする。 

４ 法人が保有する資産のうち土地及び建物については別表に掲げるものとす

る。 

第５章 雑則 

（解散に伴う残余財産の帰属） 

第２１条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産が

あるときは、当該残余財産は佐世保市に帰属させる。 

（規程への委任） 

第２２条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必

要な事項は、規程の定めるところによる。 

附 則 

この定款は、法人の成立の日から施行する。 

附 則 

この定款は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この定款は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この定款は、令和３年４月１６日から施行する。 

附 則 

この定款は、令和４年７月２５日から施行する。 

 

  



 

別表（第２０条第４項関係） 

 【土地】 

用途  地番  面積（㎡）  

病院本館敷地  平瀬町９番３  22,893.66 

旧病院跡地  島地町１１１番１  3,194.00 

医療教育開発センター敷

地  

島地町１０００番１６  

島地町８６番７  

島地町８６番８  

2,078.49    

87.87 

    17.46 

北病院医師公宅跡地  春日町３０番５  

春日町３０番６  

 

春日町３０番７  

412.12 

92.00 

（持分 2 分の 1）  

345.00 

（持分 4 分の 1）  

黒島診療所公宅敷地  黒島町３１９２番  105.00 

高島診療所敷地  高島町６２６番３  239.27 

宇久診療所敷地  宇久町平２３４４番  

宇久町平２３６２番１  

1,190.26 

727.74 

宇久診療所医師公宅敷地  宇久町平２４０３番  

宇久町平２４０４番  

390.00 

350.00 

【建物】 

建物名称  位置（場所）  床面積（㎡）  

病院本館  平瀬町９番地３  36,892.39 

エネルギー棟   平瀬町９番地３  1,381.92 

託児所棟  平瀬町９番地３  219.48 

医療教育開発センター  島地町１１番４８号  1,742.75 

黒島診療所医師公宅  黒島町３１９２番地  69.56 

高島診療所  高島町６２６番地３  100.75 

宇久診療所  宇久町平２３４４番地  1,406.51 

宇久診療所医師公宅  宇久町平２４０３番地  258.10 

 

 


