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          令和３年度 事業報告書 

 

                   自  令和 ３年４月 １日 

                   至  令和 ４年３月３１日 

（概要） 

当財団は、県民の健康保持及び増進を目的に、昭和５７年に県及び市町村(当

時)の出捐により設立され、平成２３年１０月には「三重県広域災害・救急医療

情報システム」を一新するとともに、コールセンターを新設し、県内全域への

電話案内業務を開始し、県民の皆様にリアルタイムの救急医療情報サービスを

提供してきました。 

平成２４年４月には公益財団法人に移行し、電話案内に加え、ホームページ

「医療ネットみえ」、音声案内など多様な手法により救急医療情報案内を行っ

ています。 

令和３年度は通常業務に加え、新型コロナウイルス感染症の第５波、第６波

が猛威を振るう中、県から委託を受け、県民と保健所を繋ぐ夜間の問い合わせ

窓口業務等に取り組み、4,937 件余りの問い合わせに対応してきました。 

一方で、現在入居している三重県赤十字血液センターが令和５年度に移転す

ることが予定されていることから、県関係課と連携しながら当センターの新た

な入居先の確保及び改修移転等にかかる予算作成に取り組んできました。 

コロナ禍の中、県民の皆さんの健康の保持への関心が高まる今、当センター

が果たす役割はますます重要なものになると考えております。 

 今後とも、県はもとより医療関係機関と連携を密にし、関係者の皆様のご協

力のもと、県民の皆さんや関係機関の方々に、より一層ご利用いただける救急

医療情報システムの充実、運営に努めてまいります。 

令和３年度における主な事業の実施状況は次のとおりです。 

 

１ 理事会の開催 

（１）第１９回定例理事会（定款第４３条に基づく書面決議） 

    ア 書面により同意を求める文書の発送年月日 令和３年５月７日 

イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

      第１号議案 令和２年度事業報告(案)の承認の件 

      第 2 号議案  令和２年度収支決算(案)の承認の件 

      第 3 号議案  定時評議員会の開催日時、場所及び議事に付すべき事 

項の件 

ウ イの事項を提案した者の氏名  代表理事（理事長） 二井 栄 

   エ 理事現在数 ９名 

オ 理事会の決議があったものとみなされた日  令和３年５月１４日 

カ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 二井 栄  
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（２）第２０回定例理事会 

ア 日 時 令和４年３月２５日 

イ 場 所 三重県医師会館 ２階中会議室１ 

ウ 出席理事 理事総数９名中７名 

エ 議 題 

     第１号議案 令和４年度事業計画(案)の承認の件 

     第２号議案  令和４年度収支予算(案)の承認の件 

     第３号議案  令和４年度資金調達及び設備投資の見込み(案)の承 

認の件 

     第４号議案  令和３年度補正予算(案)の承認の件 

     第５号議案 副理事長の選定について 

     第６号議案 第１１回定時評議員会の開催について 

オ 報告事項 

①  業務執行状況の報告について 

②  コールセンター等の運営状況について 

   カ 議決状況 

     議決すべき全議案について、出席理事全員の賛成により承認された。 

キ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 二井 栄  

 

２ 評議員会の開催 

 （１）第１０回定時評議員会（定款第２４条に基づく書面決議） 

   ア 書面により同意を求める文書の発送年月日  令和３年５月２０日 

イ 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容 

      第１号議案 令和２年度事業報告(案)の承認の件 

      第 2 号議案  令和２年度収支決算(案)の承認の件 

   ウ イの事項を提案した者の氏名  代表理事（理事長） 二井 栄 

   エ 評議員現在数 ８名 

オ 評議員会の決議があったものとみなされた日 令和３年６月１日 

カ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 二井 栄 

 （２）令和３年度第１回臨時評議員会（定款第２４条に基づく書面決議） 

   ア 書面により同意を求める文書の発送年月日 令和３年１２月１７日 

イ 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容 

      第１号議案 稲本良則氏の理事への選任の件 

      ご逝去された 理事  孝氏の後任として稲本良則氏が選任さ 

れた。     

ウ イの事項を提案した者の氏名  代表理事（理事長） 二井 栄 

   エ 評議員現在数 ８名 

オ 評議員会決議があったものとみなされた日 令和３年１２月２８日 

カ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 二井 栄 



- 3 -

３ 新型コロナウイルス感染症にかかる受診・相談センター業務 

  ・厚生労働省からの要請に基づき県が設置した「受診・相談センター」の、 

夜間（21 時～9 時）窓口として、相談者と保健所等との取次業務を実施 

し、4,937 件の案内業務を実施しました。 

第５波、第６波がピークを迎えた令和３年５月、６月、８月、９月、令 

和４年１月、２月、３月には前年を大幅に超える案内業務を実施しまし 

た。 

【表 １】新型コロナウイルス感染症取次件数 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

令和3年度 356 480 185 237 1261 336 96 57 35 797 707 390 4,937

令和2年度 531 169 124 514 650 260 213 265 321 494 205 126 3,872

対前年比 67.0 284.0 149.2 46.1 194 129.3 45.1 21.5 10.9 161.3 344.9 309.5 127.5

    

４ 三重県救急医療情報システムの運営 

（１）救急医療情報システム運営業務 

   当センターが基幹業務としておこなっている①電話オペレーターによる

２４時間３６５日の医療機関の案内 ②ホームページ「医療ネットみえ」

の運営等による医療案内については下記のとおりでした。 

 

① 電話案内 

    令和３年度の１年間の電話案内件数は 64,224 件（１日平均 175.9 件）と

なっています。２年度の 53,525 件（１日平均 146.6 件）と比較しますと、

10,699 件（１日平均 29.3 件）の大幅な増となっており、新型コロナウイル

ス感染症の影響がなかった令和元年度とほぼ同水準になってきています。 

           

 【表 ２】 年間電話案内件数    （単位：件） 

  年 度     電話案内件数   １日平均件数 

令和３年度末 ６４，２２４ １７５．９ 

令和２年度末 ５３，５２５ １４６．６ 

令和元年度末 ６４，９８６ １７８．５ 

      

次ページ 表３の月別の案内件数をみると、新型コロナ感染症の第５波 

がピークを迎えた令和３年７月、８月、第６波がピークを迎えた令和４年

２月、３月に、対前年、前々年を大幅に超える案内件数を記録しており、

新型コロナウイルス感染症の影響が顕著に認められます。 
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   【表 ３】 月別電話案内件数            （単位：件） 

     月   ４月   ５月   ６月   ７月   ８月   ９月 

令和３年度 4,261 6,139 4,304 6,101 8,411 4,710 

令和２年度 4,045 4,589 3,395 5,161 6,965 4,452 

令和元年度 5,701 7,200 4,602 5,141 7,301 5,035 

対元年比(％) 74.7 85.3 93.5 118.7 115.2 93.5 

 

     月  １０月  １１月  １２月   １月   ２月   ３月 合 計

令和３年度 3,810 3,746 4,449 6,948 5,935 5,410 64,224

令和２年度 3,850 4,318 4,668 4,924 3,465 3,693 53,525

令和元年度 4,612 4,387 6,205 6,936 4,172 3,694 64,986

対元年比(％) 82.6 85.4 71.7 100.2 142.3 146.5 98.8 

 

平成 27 年以降の電話案内件数の推移は表４のとおりとなっています。 

パソコンやスマホなどＩＴ化の進展に伴う自己検索の増加により、若干 

の減少傾向にあった電話案内件数が、令和２年度は新型コロナウイルス感

染症の影響によりさらに大きく減少したものの再びコロナ以前水準とな

りました。 

 

    【表 ４】 医療機関案内件数の年次推移     （単位：件） 

   年  H27  H28  H29  H30   R元   R２  Ｒ３ 

案内件数 86,447 79,123 72,467 65,622  64,986  53,525 64,224 

      

② ホームページ「医療ネットみえ」 

   令和３年度の「医療ネットみえ」の閲覧件数は、611,025 件となり、令和

２年度の閲覧件数 742,703 件から減少しました。 

この原因としては、新型コロナウイルス感染症が第５波、第６波と流行す

る中、県民の医療機関受診意向の減少に加え、医療機関側も診察に一定の条

件を付ける為、医療ネットみえ上では、受診不可と表示する傾向が見られる

こと等がカウント数減少の原因のひとつと考えられます。 

   今後とも引き続き、「医療ネットみえ」の情報充実に努めるとともに、

同ＨＰの周知拡大に向けて普及啓発活動に取り組んでまいります。 

 

  【表 ５】 ホームページのアクセス件数  （単位：件） 

 アクセス件数 （内トップページを除く） 

令和３年度末 ６１１，０２５ １９１，４７６ 

令和２年度末 ７４２，７０３ ２０２，９３７ 

 △１７．７％ △５．６％ 
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（２）医療機関への参加促進業務 

  救急医療情報案内の充実には、同システムに参加する医療機関の拡充が 

 不可欠なことから、医師会、歯科医師会等関係機関のご協力をいただき 

ながら医療機関の訪問等により参加を促進しました。 

    令和３年度の三重県救急医療情報システムへの参加医療機関は、令和４

年３月３１日時点で７２６機関となり、前年同日の６９９機関（病院６５、

診療所３７２、歯科２６２）と比較しますと、２７機関の増となりました。 

  これは、地域医師会様による参加への働きかけや、令和２年度における

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う医療機関の廃業、新規開業の減、シ

ステムへの参加辞退等からの回復が奏功したものと考えられます。 

   令和４年度においても、引き続きこまめな医療機関の訪問、調査文書依 

  頼時における文書での参加勧誘を行う等、参加医療機関の増に向け、県、 

医師会等関係機関と連携して積極的に取り組んでまいります。 

 

  【表 ６】 三重県救急医療情報システムへの参加医療機関数 （単位：機関） 

時  点  参加医療機関数

 

           内      訳 

   病 院  診療所   歯科医院 

令和３年度末 ７２６ ６４ ３９４ ２６８ 

令和２年度末      ６９９ ６５     ３７２      ２６２ 

令和元年度末      ７１３     ６５    ３８１     ２６７ 

 

   【表 ７】 救急医療情報システム参加医療機関数の推移 （毎年度末現在） 

    年 24 25 26 27 28 29 30 元 ２ ３ 

医療機関数 576 596 634 651 654 651 674 713 699 726

対前年伸び    3  34   24  17   3 △3   23  39  △14   27 

 

【参考】 第４次中期計画に基づく各年末の救急医療情報システム 

        参加医療機関数の目標値 

                                       （単位：機関）（毎年度末現在） 

   年度 ３０年度  元年度  ２年度  ３年度   ４年度 

医療機関数  ６８８  ７０４  ７１５  ７２６   ７３７ 

    令和３年度において目標値７２６機関を達成しました。 

         

（３）大型連休期間の開院状況調査 

   ゴールデンウィーク、盆、年末年始の大型連休期間には、医療機関の診

療状況について照会や問い合わせが多数寄せられるため、県医師会や県歯

科医師会のご理解をいただきながら、年間３回県内全医療機関を対象に開

院状況調査を行い、それに基づく最新情報を電話案内、ホームページ「医

療ネットみえ」で情報提供しました。 
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（４）調査業務 

    医療機関の開業や内容変更時に医療機能情報の新規登録、変更登録を    

把握するため、①医療機能情報定期報告（対象：県内全医療機関・年 1 回）   

②三重県広域災害・救急医療情報システムにかかる調査（対象：情報シス 

テム参加医療機関・年 1 回）を実施しました。 

 

５ 三重県赤十字血液センター移転に伴う移転準備等について 

当センターは昭和６０年から日本赤十字血液センター(以下血液センター)

ビル内一角を一部無償で借用し事業運営を行っています。（なお血液センタ

ーの底地は三重県有地であり、三重県が血液センターに無償で貸与していま

す。）                      

この度血液センターが防災上の観点から令和５年度中に新たな場所に移転

する事となり、当センターの移転が余儀なくされることとなりました。 

このため令和３年度は、県担当課と移転先の確保、改修費、移転費の積算

等、予算の確保に向けた協議、検討を重ねてきました。その中で新たな入居

先として三重県津庁舎への入居について、県担当課、三重県津地域防災総合

事務所(三重県津庁舎管理者)から大筋の合意が得られ、また当センターの改

修、移転等を盛り込んだ県予算が認められました。 

令和４年度中に三重県津地域防災総合事務所との事務所貸借契約の締結、

改修、移転を進めていきます。 

 

６ 普及啓発活動 

  救急医療情報システム(電話等案内業務)及びホームページ「医療ネットみ

え」の周知と利用促進を図るため、啓発活動を行いました。本年は新型コロ

ナウイルス感染症拡大に伴いイベント等がなかったため、当センター独自の

ホームページを作成した他、医療機関等への啓発物品配布等を実施しまし

た。 

具体的には、次の啓発事業を実施しました。 

・救急医療情報システム及びセンターの周知を目的としたホームペー 

ジを作成 

・県広報紙「県政だよりみえ」、市町広報紙・ホームページへの掲載 

・啓発物品の作成（ポスター、リーフレット、ポケットティシュ、ボー 

ルペン、絆創膏等） 

・幼稚園、保育園へのポスター、リーフレットの配布 

・保健センターが実施する１歳半及び３歳児健診におけるリーフレッ      

ト、啓発物品の配布 

・県内全医療機関でのポスター、リーフレットの掲出、配布 

・消防機関が実施する救命講習会、社会見学でのリーフレット、啓発 

物品の配布 
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７ 契 約（契約金額 10 万円程度以上） 

  (1)三重県広域災害・救急医療情報システム運営事業委託契約 

   ・委託者     三重県知事 鈴木 英敬 

   ・受託期間    令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

   ・委託料     96,373,645 円 
 

(2)三重県広域災害・救急医療情報システムに係る医療従事者傷害保険契約 

   ・保険者    あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

   ・保険契約期間 令和３年１２月１日～令和４年１１月３０日 
   ・保険料    952,006 円 

 

(3)役員賠償責任保険契約 

   ・保険者    全国公益法人協会 

   ・保険契約期間 令和３年３月３１日～令和４年３月３１日 

   ・保険料    94,500 円 
 

 (4)建物賃貸借契約 

    ・賃貸主    日本赤十字社 東海北陸ブロック血液センター長 

   ・賃貸物件   三重県赤十字血液センタービル ３階事務所 77.4 ㎡、 

           コールセンター70.9 ㎡、休憩室 35.6 ㎡、総務課倉庫                 
64.7 ㎡ 

    ・所在地    津市桜橋二丁目 191 番地 

・賃貸料    事務所は無償、コールセンター、休憩室兼ミーティン                
グルーム、総務課倉庫 599,000 円 

・賃貸期間   令和３年４月１日～令和４年３月３１日   
 

(5)駐車場賃貸借契約（ オペレーター職員の準夜勤務者用） 

    ・賃貸主   株式会社 ジオ 

・賃貸区画  ７台 

・所在地   津市桜橋二丁目 193 番地 

・賃貸料      年額 840,000 円（月 70,000 円） 

・賃貸期間  令和３年４月１日～令和４年３月３１日 
 

 (6)駐車場賃貸借契約（オペレーター職員用） 

      ・賃貸主   社団法人中部建設協会 

・賃貸土地  165.38 ㎡（車止めポール他の工作物含む敷地） 

・所在地   津市島崎町 261-1 
・賃貸料      年額 360,000 円（月 30,000 円） 

・賃貸期間  令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

 

 


