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第１章 総則 

 （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１１８号。以下「法」とい

う。）に基づき、岐阜県が設立する他の地方独立行政法人と緊密に協力し合う関係を築くとともに、

近隣の医療機関等と適切な役割分担・連携を図り、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに教

育及び研修その他の業務を行うことにより、岐阜地域をはじめとする岐阜県における医療水準の向上

を図り、もって県民の健康の確保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は、地方独立行政法人岐阜県総合医療センター（以下「法人」という。）

と称する。 

 （設立団体） 

第３条 法人の設立団体は、岐阜県とする。 

 （事務所の所在地） 

第４条 法人は、事務所を岐阜市に置く。 

 （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、岐阜県公報への掲載又はインターネットの利用（以下「掲載等」という。）に

より行う。ただし、天災その他やむを得ない事情により掲載等ができないときは、法人の事務所の掲

示場に掲示してその掲載等に代えることができる。 

   第２章 組織及び業務 

    第１節 役員及び職員 

 （役員） 

第７条 法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事長 １人 

（２） 副理事長 １人 

（３） 理事 ６人以内 

（４） 監事 ２人以内 

 （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、理事長の定めるところにより、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、理事長が欠員のときはその職務を行う。 

３ 理事は、理事長の定めるところにより、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

長があらかじめ定めた順序により、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員のときはその職務を行う。 

４ 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、岐阜県の規則で定めるところにより、

監査報告を作成しなければならない。 

５ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人

の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

６ 監事は、法人が次に掲げる書類を岐阜県知事（以下「知事」という。）に提出しようとするときは、

当該書類を調査しなければならない。 



 一 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の法第１３条第６項第１号の

総務省令で定める書類 

 二 前号に掲げるもののほか、岐阜県の規則で定める書類 

７ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は知事に意見を提出すること

ができる。 

 （役員の任命） 

第９条 理事長は、知事が任命する。 

２ 副理事長及び理事は、理事長が任命する。 

３ 監事は、知事が任命する。 

 （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。ただし、補欠の役員（監

事を除く。）の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 監事の任期は、任命の日から、理事長の任期の末日を含む事業年度についての法第３４条第１項に

規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、再任されることができる。 

 （職員の任命等） 

第１１条 職員は、理事長が任命する。 

２ 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。 

       第２節 理事会 

 （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（以下「構成員」という。）をもって構成

する。 

 （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、理事長を除く構成員の３分の１以上の者又は監事から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、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、議長を除く出席者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 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、理事会の議を経なければならない。 

（１） 法の規定により知事の認可又は承認を受けなければならない事項 

（２） 法第２７条第１項に規定する年度計画に関する事項 

（３） 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

（４） 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 

（５） 重要な規程の制定又は改廃に関する事項 

（６） 前各号に定めるもののほか、理事会が定める重要事項 

    第３節 業務の範囲及び執行 

 （病院の設置） 

第１６条 法人が設置し、運営する病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）病院の名称 岐阜県総合医療センター 

（２）所在地 岐阜市 

 （業務の範囲） 

第１７条 法人は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

（１） 医療を提供すること。 

（２） 医療に関する調査及び研究を行うこと。 

（３） 医療に関する教育及び研修を行うこと。 

（４） 医療に関する地域への支援を行うこと。 

（５） 災害時における医療救護を行うこと。 



（６） 重症心身障害児の入所施設の運営を行うこと。 

（７） 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （業務方法書） 

第１８条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、法第２２条第１項に

規定する業務方法書に定めるところによる。 

   第３章 資本金、出資及び資産 

 （資本金等） 

第１９条 法人の資本金は、法第６６条の２第１項の規定により岐阜県から法人に対し出資されたもの

とされる金額とする。 

２ 法第６６条の２第１項に規定する承継される権利に係る財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。 

 （残余財産の帰属） 

第２０条 法第８８条第２項に規定する残余財産があるときは、当該残余財産は岐阜県に帰属する。 

   第４章 委任 

 （規程への委任） 

第２１条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程

に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（平成２３年１０月６日変更） 

 この定款は、総務大臣の認可を受けた日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月１９日変更） 

 この定款は、総務大臣の認可を受けた日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月１４日変更） 

 この定款は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第１９条関係） 

１ 土地 

所    在    地 地  目 地積（㎡） 

岐阜市野一色4丁目6番地1 宅地 15,431.99 

岐阜市野一色4丁目390番地19 宅地 899.50 

岐阜市野一色4丁目398番地2 宅地 20,897.94 

岐阜市野一色4丁目530番地17 宅地 485.74 

岐阜市野一色4丁目530番地18 宅地 147.58 

岐阜市野一色4丁目530番地26 宅地 761.43 

岐阜市野一色4丁目1561番地1 宅地 187.56 

岐阜市野一色4丁目1561番地5 宅地 6,170.90 

岐阜市野一色4丁目1561番地21 山林 25,638 

岐阜市野一色4丁目1561番地140 宅地 2,546.64 

岐阜市野一色4丁目1561番地141 山林 61 

岐阜市野一色4丁目1561番地142 公衆用道路 355 

岐阜市野一色4丁目1561番地143 公衆用道路 40 

岐阜市北一色10丁目23番地5 雑種地 1,055 

岐阜市北一色10丁目24番地9 雑種地 487 

岐阜市前一色2丁目1番地11 山林 2,465 

岐阜市前一色2丁目4番地31 宅地 3,743.98 

各務原市那加西市場町5丁目134番地 宅地 1,993.88 

 

２ 建物 

種  類 所  在  地 構     造 
延べ床面積 

（㎡） 

病院 岐阜市野一色4丁目6番地1、398番

地2 

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地

下2階付13階建 
44,231.59 

管理棟 岐阜市野一色4丁目398番地2 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地

下1階付7階建 
7,671.08 

情報交流棟 岐阜市野一色4丁目398番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根・ステ

ンレス板ぶき地下1階付4階建 
5,056.61 

保育所 岐阜市野一色4丁目390番地19 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 188.57 

寄宿舎 岐阜市野一色4丁目398番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1,328.40 

渡り廊下 岐阜市野一色4丁目398番地2 鉄骨造鋼板葺平家建 37.01 

寄宿舎 岐阜市野一色4丁目1561番地140 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1,684.76 

共同住宅 各務原市那加西市場町5丁目134番地 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 656.35 

自転車置場 

物置 

各務原市那加西市場町5丁目134番地 木造スレート葺平家建 
33.77 

プロパン庫 各務原市那加西市場町5丁目134番地 コンクリートブロック造スレート

葺平家建 
8.51 

共同住宅 各務原市那加西市場町5丁目134番地 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 647.75 

自転車置場・物置 各務原市那加西市場町5丁目134番地 木造スレート瓦葺平家建 33.77 

 


