
日　　　程 会議等名称 参加者・団体名称等 会議等内容・検討項目

平成22年5月17日  奈良県・市町村長サミット
 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 南和の医療の状況について
 公立病院のあり方について
 協議会設置について

平成22年7月29日
 第１回 協議会
 【奈良県・市町村長サミット】

 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 (1)協議会設立
 (2)協議会での検討内容について

平成22年10月1日  協議会事務局設置
 事務局職員配置：奈良県、五條市、吉野町、大淀町、下市町か
ら各１名、臨時職員２名（看護師・事務）
 事務局設置場所：内吉野保健所２階（五條市本町３丁目）

平成22年10月7日
 事務局
 オープニングセレモニー

 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

平成22年11月15日
 南和の医療を考える
 シンポジウム

 参加者約420人

 ■基調講演
   テーマ「地域医療の現状と課題」
 　講　師　有限責任監査法人トーマツ　和田頼知　氏
 ■パネルディスカッション
 　テーマ「南和の医療は南和で守る」
   コーディネーター　奈良県医療政策部長
　 パネラー　五條病院長、吉野病院長、大淀病院長

平成22年12月3日
 第２回 協議会
 【奈良県・市町村長サミット】

 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 検討の進捗状況について

平成23年2月17日  第３回 協議会
 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 南和の医療提供体制のあり方案について

平成23年4月28日  第４回 協議会
 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 (1)南和の医療体制のあり方案（施設の整備方針について）
 (2)地域医療再生計画(案)について

平成23年5月10日  第１回 南和周辺病院懇話会
 五條病院長・吉野病院長・大淀病院長・
 済生会御所病院長・秋津鴻池病院長・
 南和病院長・潮田病院長・橋本市民病院長

 (1)南和の医療のあり方についての検討状況
 (2)意見交換

平成23年8月31日  第５回 協議会
 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 (1)これまでの検討状況について
 (2)今後のスケジュールについて
 (3)救急病院（急性期）建設予定地について
 (4)一部事務組合規約・運営組織について
 (5)新南和公立病院体制基本構想について

平成23年10月14日
 地域医療再生臨時特例交付金
                       内示

平成23年11月7日  第６回 協議会
 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 (1)これまでの検討状況について
 (2)受益と負担のあり方(案）について
 (3)一部事務組合規約(案）について
 (4)新南和病院体制基本構想・基本計画（案）について
 (5)今後のスケジュール(案）について
 (6)救急病院建設予定地の用地取得について

平成23年12月12日
 地域医療再生臨時特例交付金
                   交付決定

平成23年12月15日  第２回 南和周辺病院懇話会
 五條病院長・吉野病院長・大淀病院長・
 済生会御所病院長・南和病院長・
 潮田病院長・橋本市民病院長

 (1)これまでの検討状況について
 (2)第６回南和の医療等に関する協議会合意内容について
 (3)意見交換

平成23年12月22日
 一部事務組合設立に関する協議
                         成立

　

平成23年12月26日  一部事務組合設立許可　申請

平成24年1月23日  一部事務組合設立許可 　一部事務組合設立総務大臣許可

平成24年1月31日  第７回　協議会
 奈良県・五條市・吉野町・大淀町・下市町・
 黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・
 下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

 (1)これまでの検討状況について
 (2)南和地域公立病院新体制整備事業について
 (3)南和広域医療組合について

平成24年1月31日  平成23年度 第１回運営会議

 (1)南和広域医療組合管理者の選任について
 (2)南和広域医療組合組織について
 (3)今後のスケジュールについて
 (4)南和広域医療組合の例規整備について
 (5)南和広域医療組合の予算編成について

平成24年3月21日  平成23年度 第２回運営会議

 (1)行政担当副管理者及び経営担当副管理者の候補者について
 (2)監査委員(識見を有する者)の候補者について
 (3)不動産(救急病院建設予定地)売買仮契約の締結について
 (4)南和地域公立病院新体制整備事業に係る事務手続について
 (5)議会提出予定議案について
　　　　予算、条例、契約、人事等

南和広域医療企業団のこれまでの経緯

 



日　　　程 会議等名称

平成24年3月27日

平成24年3月29日

 南和広域医療組合議会
 平成24年 第１回臨時会

平成24年7月2日  平成24年度 第１回運営会議

平成24年7月13日
 南和広域医療組合議会
 平成24年 第２回臨時会

平成24年10月24日  平成24年度 第２回運営会議

平成24年11月1日
 南和広域医療組合議会
 平成24年 第１回定例会

平成25年2月14日  平成24年度 第３回運営会議

平成25年2月24日
 南和広域医療組合議会
 平成25年 第１回定例会

平成25年7月23日
 平成25年度(平成24年度からの繰り越し分)

 地域医療再生臨時特例交付金　内示

平成25年9月4日
 平成25年度(平成24年度からの繰り越し分)

 地域医療再生臨時特例交付金
　　　　　　　　　　 　　交付決定

平成25年10月23日  平成25年度 第１回運営会議

平成25年10月30日

平成25年11月 5日

 南和広域医療組合議会
 平成25年 第２回定例会

平成26年3月18日  平成25年度 第２回運営会議

平成26年3月26日

平成26年3月27日

 南和広域医療組合議会
 平成26年 第1回定例会

平成26年7月17日  平成26年度 第１回運営会議

平成26年8月5日
 南和広域医療組合議会
 平成26年 第１回臨時会

平成26年10月20日  平成26年度 第２回運営会議

平成26年11月５日

平成26年11月６日

 南和広域医療組合議会
 平成26年 第２回定例会

平成27年2月4日  平成26年度 第３回運営会議

平成27年2月24日

平成27年2月25日

 南和広域医療組合議会
 平成27年 第1回定例会

会議等内容・検討項目

 (1)議長及び副議長の選挙、
　　病院建設運営委員会委員長及び副委員長の選任
 (2)議員提出議案
 (3)副管理者及び監査委員の選任
 (4)専決処分の報告
 (5)条例、予算、財産の取得等の議案

 (1)事業進捗状況について
 (2)平成２４年度補正予算(案)について
 (3)組合議会の開催について

 (1)予算の議案
 (2)専決処分の報告

 (1)平成２３年度決算について
 (2)委託業務にかかる公募結果等について
 (3)救急病院等新築工事設計の進捗状況について
 (4)組合議会（平成２４年第１回定例会）の開催について

 (1)決算の議案

 (1)救急病院等新築工事設計の進捗状況について
 (2)一般会計予算案について
 (3)条例制定及び改正について
 (4)組合議会（平成２５年第１回定例会）の開催について

 (1)病院建設運営委員会委員の選任
 (2)議員提出議案
 (3)条例の制定及び改正の議案
 (4)予算の議案

 (1)平成２３年度決算について
 (2)整備事業スケジュールの見直しについて
 (3)総事業費の見直しについて
 (4)平成２５年度補正予算（案）について
 (5)組合議会（平成２５年第２回定例会）の開催について
 (6)新設する救急病院（急性期）の医院長について

 (1)決算の議案
 (2)予算の議案
 (3)専決処分の報告

 (1)救急病院等新築工事進捗状況について
 (2)一般会計予算案について
 (3)組合議会（平成２６年第１回定例会）の開催について

 (1)副議長の選挙
 (2)予算の議案
 (3)請負契約締結の議案
 (4)副管理者の選任
 (5)条例改正の議案

 (1)条例制定及び改正の議案
 (2)予算の議案
 (3)委託契約締結の議案

　1.協議事項
　 (1)医療情報システムの導入について
　 (2)病院名称選考委員会の委員選出について
 　(3)マネジメント会議の新設について
　2.報告事項
   (1)説明会の実施状況について
　 (2)新築工事の進捗状況について
 　(3)組合議会（平成26年第１回臨時会）の開催について

 (1)病院建設運営委員会副委員長の選任
 (2)平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の専決処分の
　　報告及び承認について

　1.協議事項
　 (1)平成２５年度一般会計決算について
　 (2)救急病院等の名称について
 　(3)今後の総事業費（ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ）の見通しについて
   (4)今後の運営について

　2.組合議会（平成26年第２回定例会）の開催について

 (1)繰越明許費繰越計算書の報告
 (2)平成２５年度決算の認定

　1.協議事項
　 (1)吉野病院の医療機能の見直しについて
　 (2)イニシャルコスト及びランニングコストについて
 　(3)一般会計予算について
   (4)条例の制定及び一部改正について
   (5)医療情報システム等導入業務委託契約の締結について

　2.報告事項
　 (1)公立３病院職員の身分移管に向けたスケジュールについて

  3.組合議会（平成２７年第１回定例会）について

～

～

～

～

～



日　　　程 会議等名称

平成27年6月18日
 平成27年度 第1回運営会議

平成27年7月10日  南和広域医療組合議会
 平成27年 第１回臨時会

平成27年8月1日 地方公営企業法の財務適用開始

平成27年10月10日
 平成27年度 第２回運営会議

平成27年10月26日

平成27年10月27日

 南和広域医療組合議会
 平成27年 第２回定例会

平成27年12月22日  企業団移行に伴う規約改正の許可申請

平成28年2月1日  企業団移行許可

平成28年2月22日
 平成27年度 第3回運営会議

平成28年3月1日

平成28年3月2日

 南和広域医療組合議会
 平成28年 第1回定例会

平成28年3月13日
南奈良総合医療センター・南奈良看護専
門学校竣工式典及び内覧会

竣工式典：参加者数　約300人(主催､来賓計）
内 覧 会：地域住民約1200人参加

竣工式典次第
　(１)管理者挨拶
　(２)来賓祝辞(組合議長、国会議員、県会議長、医大副学長、全自病会長
等)
　(３)事業報告
　(４)閉会挨拶
　病院正面前に移動しテープカット

平成28年4月1日
 企業団へ移行
　 新体制での病院・看専の運営開始

　1.協議事項
　 (1)開院までの全体スケジュールについて
　 (2)企業長・副企業長の選任について
 　(3)病院事業会計予算について
　（4)企業団の組織・定数及び運営体制について
 　(5)五條病院の改修工事について
　 (6)吉野病院の土地建物の買取について
 　(7)監査委員の改選について
　（8)条例の整備について
　2.報告事項
   (1)竣工式典、内覧会の概要について
　 (2)はぴねすだよりの発行について

 (1)27年度補正予算及び28年度予算
 (2)条例の制定及び改正
 (3)五條病院改修工事契約及び吉野病院土地建物取得について
 (4)監査委員の選任同意

　地方公営企業法の全部適用に伴い、南和広域医療企業団へ移行
　　南奈良総合医療センター・吉野病院開院、五條病院休院(休院中は五條診療所で外来診療)
　　看護専門学校開校

７月３１日付けで一般会計を閉じ、病院事業会計へ移行

　企業団移行に係る規約改正についての総務大臣許可

会議等内容・検討項目

 (1)議長の選挙、病院建設運営委員会委員長の選任
 (2)平成２６年度一般会計補正予算（第２号）の専決処分の
　　報告及び承認について
 (3)南和広域医療組合病院事業の設置等に関する条例の制定について
 (4)平成２７年度一般会計補正予算（第１号）について
 (5)物品売買契約の締結について（バイプレーン血管造影装置等一式など４件）

 (1)平成２６年度一般会計決算の認定について
 (2)平成２７年度（４～７月）一般会計決算の認定について
 (3)平成２７年度病院事業会計予算の専決処分の報告及び承認について
 (4)平成２７年度病院事業会計補正予算（第１号）について
 (5)南奈良綜合医療センター建築工事請負契約の変更について
 (6)南奈良綜合医療センターの工事進捗状況について
 (7)専任の管理者（企業長）の設置について
 (8)運営経費（ランニングコスト）ついて
 (9)イニシャルコストの見直しについて
 (10)職員の確保について
 (11)分娩に係る県立医大との連携について
 (12)五條市応急診療所スペースとしての有効活用について

 (1)南奈良綜合医療センターの工事進捗状況について
 (2)専任の管理者（企業長）の設置について
 (3)運営経費（ランニングコスト）ついて
 (4)イニシャルコストの見直しについて
 (5)職員の確保について
 (6)分娩に係る県立医大との連携について
 (7)五條市応急診療所スペースとしての有効活用について
 (8)10月定例会への提出議案等について
 

 (1)一般会計の補正予算等について
 (2)（仮称）五條診療所の設置について
 (3)医療機器に係る売買契約の締結について
 (4)公営企業会計の適用について

～

～

 


