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（ 様式３）

１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

理事長　笠井　郁彦

厚木市七沢516番地 046-249-2220

円 円 ％

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等
　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

（90.0）

設立年月日

所在地

（80.0） （80.0）

基本財産等

法人名

（81.0）

自己評価：A

　目標を達成することができ
た。
　当院の患者特性として、介
護保険が使えず家庭復帰が
難しい40歳未満の若年層が
多いにもかかわらず、入院
相談からソーシャルワー
カーが積極的に関わり、退
院や社会参加に向けて院内
の連携や諸調整を行ったこ
とが、目標の達成につな
がった。

自己評価：B

　年度後半に２病院統合へ
向け七沢病院の受入のため
の患者数の調整を行ったこ
となどから目標を達成するこ
とができなかった。

家庭復帰率 89.4

（80.5） （80.5）

神奈川リハビリテーション病院

　病床利用率（％）

80.9

（90.0） （90.0） （90.0） （90.0）

県出資率 37.0

１　専門職員の確保と育成
　県民サービスの向上に向けて、重度・重複障害者の家庭復帰など質の高いサービスを継続して提供し、その役割・機能
を発揮し続けるために、医師をはじめとする各種専門職の確保及び育成が課題である。

２　収支健全化に向けた経営改善
　自己収入のうち８割を占める病院の患者確保や利用率の向上が課題である。また、指定管理料の枠の中で安定的に運
営するための人件費削減が必要であるが、センターの地域性を踏まえて職員の確保と定着のバランスを図りつつ、採用困
難職種に配慮した給与制度の見直しが必要である。

３　再編整備に向けた円滑な取り組み
　リハセンター再整備の完成に向けて、工事中の利用者の安全確保と良好な環境の提供及び円滑な施設移転などが課
題である。

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

10,000,000

経営改善目標の達成に向けた取組状況

社会福祉法人　神奈川県総合リハビリテーション事業団

代表者名昭和48年2月2日

電話番号

27,000,000 県出資額

（3.4） 　目標を達成することができ
た。
治療、看護等の説明に対す
る満足度は3.6点。職員接遇
満足度は3.6点、職員の知
識・技術への満足度は3.6点
と高い評価を受けた。

満足度評価（点） 3.5 自己評価：A

（3.3） （3.3） （3.4） （3.4）
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

-

89.5

- - -

自己評価：B

　目標を達成することができ
なかった。
　平成29年３月末に神奈川
リハ病院に移転する人数に
抑える必要から患者数の調
整を行ったため、平成28年
度の目標値や平成27年度
の100.4％には届かなかった
が、閉院スケジュールぎりぎ
りまで患者確保に努めた結
果、平成25年度69.5％、平
成26年度77.5％と比較する
と、高い利用率を達成するこ
とができた。

自己評価：A家庭復帰率

（75.0）

-

66.1

七沢病院

　病床利用率（％） - -（91.0） -

【77.4】 　最終的には目標に届いて
いない。
　病院統合に伴って平成29
年3月29日に閉院となった。
閉院日時点に在院していた
59人の患者が退院扱いとな
り、神奈川リハビリテーション
病院へ転院したため、在宅
復帰率が下がり、年間を通
じての目標は達成できな
かった。
　しかし、閉院のため神奈川
リハ病院へ転院した特殊要
因をぞいた平成28年４月か
ら平成29年２月の実績では
在宅復帰率77.4％と目標を
上回っていたため、自己評
価はＡとした。

自己評価：A

（3.2） - - - - 　目標を達成することができ
た。
　治療、看護等の説明度満
足度は3.4点。職員接遇満
足度は3.8点、リハ訓練の満
足度は3.7点と高い評価を受
けた。

満足度評価（点） 3.5
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

自己評価：A

（80.0） （80.0） （80.5） （80.5） （81.0） 　目標を達成することができ
た。
　被虐待児など家庭復帰が
困難になりがちな利用者の
受入が多かったものの、養
護学校や地域の相談支援
事業所との情報交換や、受
入家庭へのきめ細やかな対
応を行って目標達成に結び
付けた。

80.0

自己評価：B

　目標を達成することができ
なかった。
　福祉棟移転に伴い小規模
ユニットを導入し、２ユニット
から４ユニットへユニット数が
増加した。施設全体の職員
定数は変わらなかったが、
ユニット運営にあたって１日
あたりに必要な職員配置数
が変わったことで、職員の勤
務体系の変更（宿直勤務導
入）や１日の支援スケジュー
ルの再構築が必要であっ
た。ハイリスクの利用者への
配慮に重点を置き、新しい
環境で安全に支援を提供で
きる体制を確立することが最
大の課題だったため、入所
者の受入を段階的に行っ
た。そのため、目標を達成
することができなかった。

家庭復帰率

利用率（％） （98.0） （98.0） （98.0） （98.0） （98.0）

七沢学園(児童) 90.6

自己評価：B

（2.0） （2.0） （2.0） （2.0） （2.0） 　目標を達成することができ
なかった。
　平成28年４月時点で19歳
の「過齢児」の退所先が見
つからず引き続き当園児童
寮に在籍する強度行動障害
児がいた。これにより平成２
８年６月末まで強度行動障
害児を受け入れる部屋を提
供することができなかった。
　「過齢児」は18歳到達年度
末を経過した者であり、「障
害児」として区分することが
できないため、受け入れ人
数に数えることができない。
また、７月以降は福祉棟へ
の移転後で寮内環境を整え
る必要性から受け入れを控
えていたため、年間の受入
人数が０人になった。

強度行動障害児受入（人） 0.0
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

自己評価：A

　目標を達成することができ
た。
　長年県内の児童養護施設
や養護学校へ事業説明を
実施してきた効果と「新しい
建物」への期待から、平成
28年4月には長期入所の受
入可能人員を超える人数の
入所申込みがあった。
　さらに、県内では自立訓練
（生活訓練）を実施している
入所施設が少なく通所施設
としての運営が大勢を占め
る中で、家庭から通所で訓
練を受けることが家庭環境
の問題で厳しい方の「施設
入所で生活訓練を受けて自
立を目指したい」というニー
ズに合致したことも利用率向
上の要因と考えられる。

利用率（％）

七沢学園(成人)

（93.1） （93.1）

98.5

（93.1） （93.1） （93.1）

（8.5） 　目標を達成することができ
なかった。
　例年通り、児童相談所や
相談支援機関と調整をして
それぞれの個別ニーズに応
じて受け入れたが、福祉棟
への移転時期には居住環
境の変化を考慮し入所受け
入れを段階的に行った結
果、目標を達成することがで
きなかった。

集中療育（人） 7.0 自己評価：B

（7.5） （7.5） （8.0） （8.0）

自己評価：A

（3.0） （3.0） （3.1） （3.1） （3.1） 　目標を達成することができ
た。
　平成２８年６月に福祉棟に
移転し個室が増えるなど施
設設備が改善されたことによ
り評価が向上し目標を達成
することができた。

満足度調査（点） 3.2
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

自己評価：B

　目標を達成することができ
なかった。
　就労支援事業が今年度か
ら廃止され、より重度者を対
象とする生活訓練、生活介
護事業のみとなり地域生活
(家庭復帰・グループホーム
入居)が困難な利用者が増
え、また、被虐待等で家庭
からの自立を必要とする利
用者の受入も、増加傾向に
あるため、生活訓練10名中6
名が地域生活へ移行するこ
とができたが、生活介護2名
中2名が施設移行になった
ため、全体の家庭復帰率を
下げている。
　しかし、各利用者の希望や
特性に合わせた移行ができ
るよう、居所の確保や円滑な
日常生活を送るための支援
に加え、生活保護申請など
の経済的な自立への支援に
取り組んでいる。

家庭復帰率

医療重度者受入（人）

強度行動障害者受入（人） 5.0

（60.0） （60.0） （60.5）

5.0

（60.5） （61.0）

50.0

自己評価：A

（3.0） （3.0） （3.0） （3.0） （3.0） 　目標を達成することができ
た。
　福祉棟移行前から在籍し
ている医療重度利用者を継
続的に支援しており、目標を
達成できた。

自己評価：B

（6.0） （6.0） （6.0） （6.0） （6.0） 　目標を達成することができ
なかった。
　強度行動障害者の地域移
行について各施設に体験入
所などを行っているが、実際
に地域移行することが難し
いことから、福祉棟移行前か
ら在籍する利用者以外に新
たな長期入所の利用者を受
け入れることが困難な状況
にあり、目標を達成すること
ができなかった。
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

七沢療育園 自己評価：B

超・準超重症児者の受け入れ 自己評価：A

利用率（％） 　インフルエンザなど、利用
者の体調不良等を原因とす
る突発的なキャンセルが
あったことなどから、目標を
達成することができなかっ
た。
　しかし、空床となった分は
短期入所で利用して利用率
の向上を図っており、短期
入所者も含めた施設全体の
年間利用率は96.7％であ
る。

　感染対策などきめ細かい
対応をしながら受け入れを
行った結果、目標を達成す
ることができた。
　重度者の支援という面で
役割が果たせた。

(1日平均利用者数) （10.0） （10.0）（10.0） （10.0） （10.0）

（97.0） （97.0）

17.4人

（97.0） （97.0） （97.0）

93.0

　目標を達成することができ
た。
　平成２８年６月に福祉棟に
移転したため、施設生活や
設備に関しては評価が向上
したため、目標を達成するこ
とができた。

満足度調査（点） 3.2 自己評価：A

（3.0） （3.0） （3.1） （3.1） （3.1）

（3.5） 　目標を達成することができ
た。
　項目ごとの評価ではスタッ
フ評価が3.9と最も高く、家
族からは感謝の言葉等を多
くいただけた。

満足度調査（点） 3.7 自己評価：A

（3.4） （3.4） （3.5） （3.5）
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

七沢自立支援ホーム 自己評価：B

家庭復帰率 自己評価：B

　目標を達成することができ
なかった。
　家庭復帰を目標に介護保
険事業所や療養型病院から
入所したが、訓練期間中に
家庭環境の変化により家庭
復帰が難しくなり、施設へ退
所する利用者が増加してい
ることから家庭復帰率が伸
び悩んだ。
　平成27年度は単身の利用
者の退所が多く94.9％だっ
たことからも、利用者の家庭
環境が家庭復帰率を左右す
ることがわかる。
　しかし、平成25年度の
82.2％、平成26年度の
87.5％と比較して、これに近
い家庭復帰率を維持するこ
とができている。

（90.5） （91.0）（90.0）

　目標を達成することができ
なかった。
　自立支援ホームの基本プ
ログラムは２年の入所期間を
設定して構成されているが、
期間満了まで在所せず早期
に退所して職場・家庭復帰
を望む利用者が増加傾向に
ある。また、地域の介護保険
事業の充実により、従来回
復期病院から直接入所する
ことが主流であった受入
ルートが、療養病床や老人
保健施設等を経由して当施
設へ入所するルートに変化
しつつある。新しい受け入れ
ルートの開拓に取り組んで
いる最中であるため、利用
率が伸び悩んだ。
　しかし、全国身体障害者
更生施設長会が実施した調
査報告による全国の平均利
用率が84％であるのに対
し、89.5％と全国平均を上
回る利用率を達成できてい
る。

利用率（％）

（90.0） （90.5）

（94.1） （94.1）（94.1） （94.1） （94.1）

84.0

89.5
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 自己評価結果・摘要項　　　　　　　　　目

4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)

 評価結果

所管課記入者名   県立病院課　 高橋　 　 　 　 (内線5044)法人記入者名 事務局総務課　 　 藤本　 智子

　平成28年度はリハセンター再整備計画の進捗に伴い、福祉棟への移転や病院統合への対応により利用実績が目標に
届かなかった施設もあった。その中でも病院においては、収入の確保に向けて統合ぎりぎりまで患者確保に努めるととも
に、満足度評価では高得点を得ることができた。福祉施設についても、移転に伴って支援環境が大きく変化したが、利用
者の安全を最優先に支援体制の再構築を行い、民間施設では対応が難しい重度・重複障害のある方を積極的に受け入
れ、各施設とも利用者満足度は概ね良い結果を得ることができている。また、短期入所枠を空床型から併設+空床型とした
ことにより、レスパイト等の定期的な受入が可能となり、障害のある方の地域生活を後押しする体制を整えることで、家庭復
帰の目標を概ね達成している。
　また、リハセンターの専門性を生かし、リハビリに役立つロボットの実用化に向けて実証実験の協力を行い、リハビリテー
ションにおける効果検証や、製品に対する評価・改善点の提言を行った。さらに、リハビリテーションの専門機能を地域の
関係機関、関係施設等に提供し、センターと各関係機関及び各施設等が相互に連携を図りながら、地域の保健・医療・福
祉の向上に貢献している。
　今後も、これまで培ってきた専門技術やノウハウを最大限に活用し、県立施設としての機能を発揮し、経営計画の着実な
推進に取り組むとともに、利用率の改善や人員配置・業務の効率化を進め、収支健全化と県民サービスの維持向上に取り
組む。

　神奈川県総合リハビリテーションセンターについては、現在、病院棟の再整備工事を進めているなか、概ね事業計画等
の内容どおり事業を実施している。また、「さがみロボット産業特区」における実証実験機関として、県施策とも連携を図っ
ている。今後は効果的なリハビリテーション医療と地域生活移行に課題のある障害者の自立支援など、時代にあったより高
度な役割を踏まえ、さらなる患者確保や利用率の向上を図り、県民サービスの提供に必要な団体として引き続き努力頂き
たい。

自己評価：A

（2.9） （2.9） （3.0） （3.0） （3.0） 　目標を達成することができ
た。
　福祉棟移転による設備と
食事改善で目標数値を達成
できた。

満足度調査（点） 3.5
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経営改善目標(目標年度： 平成32年度)

(法人名) 

社会福祉法人  神奈川県総合リハビリテーショ ン事業団 

１  社会情勢の変化に対応した今後の法人の使命・ 担う べき役割

（ １ ） 社会情勢の変化について 

○   近年、 少子・ 高齢化が急速に進展する中、 医療・ 福祉制度改革により病院機能の分化

と連携が進むとともに、 福祉施設においては地域生活移行を進める取組も行われるな

ど、 障害者や高齢者を取り巻く 環境は大きく 変化している。  

病院機能については、 特に脳卒中に関して民間回復期リハビリテーショ ン病床の増

と地域連携パスの進展により地域密着型の急性期病院と回復期病院の連携が強まって

いる。  

福祉施設については、 障害福祉計画に基づき施設の入所定員の縮小が進められ、 ま

た、 就労移行支援事業については民間施設が増加してきている。  

○   こう した社会状況の変化と社会ニーズの変更に伴い、再整備後のリハセンターは県立

施設としてその機能を見直し、民間では対応困難な医療・ 福祉サービス機能に重点化す

ることとしてリハセンターの再整備計画が立てられた。 病院については２ 病院を統合

▲ 245し、 ２ 病院合わせて 525 床の病院を 280 床（ 床） の新病院とする計画とし、 福祉

施設については入所定員合わせて200人の施設を 150人の施設規模へ縮小させることと

なっている。  

（ ２ ） 事業団の使命・ 担う べき役割について 

○   リハ事業団は、 リハセンターを運営するために設置された法人であり、 事業団業務の

う ち、リハセンター業務は総事業費で約95％を占めており、リハセンターの機能を発揮

することが事業団の使命である。

○   民間のリハビリテーショ ン実施機関の増加や病院機能の分化・ 連携が進む中で、 リハ

センターの再整備後は、 民間では対応困難な医療・ 福祉サービスに機能を重点化するこ

ととしており、 その役割を果たすために必要な人材の確保・ 育成や、 経営の安定化を図

ることが、 リハ事業団の担う べき役割と考える。

○   また、神奈川県による県民生活の安全・ 安心の確保及び地域社会の活性化を実現する

ための「 さがみロボット 産業特区」 における生活支援ロボット の実証実験の場として位

置付けられたことから、 事業団としてもリハビリに役立つロボット の実用化に向けて、

産学公の連携による実証実験を引き続き行っていく 。  

２  県が法人に期待する役割

○   リハ事業団が指定管理者として管理運営を行っているリハセンターは、病院機能の分化

・ 連携や地域生活への移行が進む中で、 県立施設としてその機能を見直し、 高次脳機能障

害に対する高度なリハビリテーショ ン医療、 重度・ 重複障害を伴う 脳血管疾患、 合併症を

抱える障害者に対する医療など、 民間では対応が困難な医療・ 福祉サービスに機能を重点

化することとしており、 リハセンターがこうした役割を果たすためには、 リハ事業団が培

ってきた高度な専門技術やノ ウハウを発揮することを期待している。  

○   また、 高度で専門的なリハビリテーショ ンのノ ウハウを基に、 引き続き本県のリハビリ

テーショ ン施策における指導的役割を担う とともに、 県が推進する「 さがみロボット 産業

特区」 において生活支援ロボット の実証実験を行う など、 県施策に寄与する法人として、

県の要請に確実に応えていく ことを期待している。  
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３  法人運営における現状の課題

①１ （ ２ ） で述べた、 事業団が担う べき役割を果たすためには、 人材の確保・ 育成、

② 経営の安定化が不可欠である。

また、平成28年度には福祉施設の規模縮小と移転、平成29 年度には２ 病院の統合と

移転が控えていることから、利用者の安全確保や円滑な施設移転に向け対応していく 必

要がある。  

一方、次期指定管理者として指定管理料の枠の中で安定的に運営するため、給与制度

の見直しによる人件費の削減が必要である。

【 県民サービスの向上等】  

（ １ ） 専門職員の確保と育成について 

リハセンターの病院及び福祉施設における重度・ 重複障害者の家庭復帰など、質の高い

サービスを継続して提供し、 その役割・ 機能を発揮し続けるためには、 医師をはじめと

する多く の専門職の確保と育成が課題である。  

（ ２ ） リハセンター再整備に向けた円滑な取組み 

  ・ 再整備における利用者の安全確保と良好な環境の提供 

  ・ 再整備における円滑な施設移転 

  ・ 施設定員、 病床削減による利用者等への適切な対応 

  ・ 再整備工事への対応 

【 収支健全化に向けた経営改善】  

（ １ ） 安定した経営基盤づく り 

リハセンターが機能を発揮するためには、 専門職員の確保・ 育成に加え経営の安定化が

必要である。 センター全体の自己収入のう ち８ 割を占める病院の利用率の目標と実績に乖

離が生じており、 患者確保、 利用率の向上が課題である。  

（ ２ ） 給与制度の再構築 

リハセンターの指定管理料の枠の中で運営をするためには人件費の削減が必要である

が、 山間地にある地域性とあわせ、 職員の確保・ 定着とのバランスを図る必要がある。 そ

のため一律に下げることはせず、採用困難職種に配慮した新たな給与制度を平成28年度か

ら実施することとしている。  

（ ３ ） 再編整備に向けた職員調整

福祉施設と病院の規模の縮小や、次期指定期間の人件費予算に合わせた職員調整を計画

的に行う 必要がある。
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４  経営改善目標 

【 県民サービスの向上等】  

（ １ ） 総括的目標 

○   事業団はリハセンターを運営する団体として設立され、これまで 42 年にわたりリハビ

リテーショ ンセンターを運営し、 民間の病院や福祉施設では対応が難しい重度・ 重複障

害者への医療・ 福祉サービスの提供と、 リハビリテーショ ンに関わる研究開発や地域の

リハビリテーショ ン活動を支える市町村等への支援などに積極的に取り組むこととして

いる。  

○   県民サービス向上のためこれまで培ったノ ウハウを継承し質の高い医療・ 福祉を継続

して提供していけるよう 、 優秀な人材の確保を進めるとともに、 学会、 研修への参加、

資格の取得支援など職員の専門知識や技術の向上の機会拡大等、 専門性の向上を支援す

る取組を進めていく 。  

○   リハビリテーショ ンセンターとして、 医療と福祉、 さらには、 地域支援センターが連

携することで、 医学的なリハビリテーショ ンから、 社会リハビリテーショ ン、 職業リハ

ビリテーショ ンの連続的な提供と在宅生活を見据えたアプローチを行い、 障害のある方

の早期社会復帰や新たな生活構築を目指していく 。

重度重複障害等で、 病院における入院期間では社会復帰が困難な場合でも、 病院に引

き続く 福祉施設を組み合わせてリハビリテーショ ンの計画を立てることによりスムーズ

な社会復帰への支援を行う 。 また福祉施設では、 リハビリテーショ ン病院が併設されて

いることから、 医療的なケアやリハ医療を必要としている方 を々受け入れていく 。

福祉施設における医師、 看護師や理学療法士等医療系の職種については、 病院のスタ

ッフが福祉施設を兼務することや、 施設における看護師が夜勤体制を行う ことで、 医療

と福祉が連携したサービスを提供する。 利用者の夜間の急変などの緊急時も、 病院と同

様の医師の当直体制の管理下のサービスが可能となる。

○   重度・ 重複障害者の社会復帰がリハセンターの設置目的であり、 病院や施設で暮らす

のではなく 地域生活が送れるよう に支援を行っていることから、 施設ごとに家庭復帰率

の目標値を掲げている。 また、 施設ごとの対象疾患等に対する専門的支援や役割が分か

るよう 、 対象となる利用者受入れ数の目標を明示するとともに、 事業団が提供するサー

ビスに対する直接的評価指標として、 各施設で実施している利用者の満足度調査結果も

指標とした。指定管理料の大幅な削減後においても現在のサービス提供レベルを維持し、

リハセンターの機能を発揮できるよう 、 各項目の目標値を設定した。  

なお、重度・ 重複障害者の家庭復帰など、リハセンターの役割や機能（ 県民サービス）

に関しては、 民間施設に比べ、 これまで高い実績を上げており、 改善を要する項目では

ないが、 次期指定期間においては、 新たな給与制度の導入等により大幅なコスト 削減を

進め、 数値目標を設定し進行管理をすることで、 事業の有効性や効率性を高め、 再整備

後のリハセンター機能の発揮に向け取り組んでいきたいと考えている。

○   経営改善目標については、指定管理期間10 年間の中で、リハセンターの機能を発揮し

経営を安定化させるとともに、 リハセンターを取り巻く 医療福祉の環境の変化に柔軟に

対応できるよう 5年間の目標を設定した。

（ ２ ） 個別事項について 

  ア  専門職員の確保と育成 

○   医師の確保対策 

  神奈川リハ病院について、 医師の確保に向けて、 病院統合後の診療科別医師定数を踏

まえ、 大学病院への派遣要請や、 医師紹介業者の活用、 病棟運営の弾力化、 不足する診

療科への他科協力などにより 、 病院の利用率の向上に向けた努力を行っていく 。  
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○   看護師の確保対策 

看護師採用については学資金制度を活用し確保するとともに、 全体の職員定数の中で

必要数を確保していく 。  

○   専門職員の確保対策

給与制度の見直しに伴い、 職員の例年以上の退職が予想されることから、 採用困難職

種の初任給見直しなどによる確保を検討している。  

イ  福祉施設機能の充実 
再整備後は県立施設として、重度の利用者をより多く 受け入れていく こととしており、

家庭復帰率が低下することが見込まれる。 こう したことを踏まえ、 家庭復帰率を一定レ
ベル以上の水準となるよう 目標値を定めた。
※   家庭復帰率＝（ 家庭復帰者数＋ケアホーム・ グループホーム入居者数） ÷全退所者数 

※   強度行動障害など、 各施設に特徴的な対象に係る受入数については、 一日平均数である。  

（ ア） 七沢学園（ 児童）   知的障害児童  施設型障害児支援施設（ 入所30 人）

27 年度 

1 月現在 
28 年度  29 年度  30 年度  31 年度  32 年度 

家庭復帰率  85. 7％  80. 0％  80. 0％  80. 5％  80. 5％  81. 0％ 

強度行動障害児

受入※
1. 0人  2. 0 人  2. 0 人  2. 0人  2. 0人  2. 0人 

集中療育※ 7. 0人  7. 5 人  7. 5 人  8. 0人  8. 0人  8. 5人 

満足度調査評点  3. 0/4 点 3. 0/4 点 3. 0/4点 3. 1/4 点 3. 1/4 点 3. 1/4 点

福祉型障害児施設の家庭等復帰率の全国平均は32. 6％であり、当園は全国平均を大き

く 上回っている。 （ 平成26年度  厚生労働省社会福祉施設等調査）  

近年は、 発達障害のある利用者が増加し、 生活に関わる支援と並行して、 被虐待児へ

の心理的支援、 発達障害児への生活環境や対人関係の構築、 家族支援を行う など、 支援

が高度化、 複雑化し、 家庭復帰への困難性が増している状況にある。  

強度行動障害児受け入れについては、 発達障害児やてんかん等がある児童もあわせ、

専用のハード を持った個室が必要となることから、強度行動障害の受入れは2 名を上限

としている。  
※   強度行動障害児（ 者） とは、 直接的他害（ 噛みつき、 頭突きなど） や、 間接的他害（ 睡眠の乱

れ、こだわり、多動、器物損壊など） や自傷行為などが出現し、著しく 処遇の困難なものをいう 。

※   集中療育とは、 発達障害や行動障害の児童を対象に行動改善のための評価や、 利用目的を絞り

込み短期間（ １ ヶ月～６ ヶ月） 入所施設を利用する事業のことである。

※   満足度調査は現在 5 点満点で実施しているが、 平成 28 年度から 4 点満点で実施するため、 直

近の調査結果を 4 点満点に換算した上で目標値を設定している。

（ イ） 七沢学園（ 成人）   知的障害成人  障害者支援施設（ 入所60 人（ H28 年度～30 人） ）  

27 年度 

1 月現在
28 年度  29 年度  30 年度  31 年度  32 年度 

家庭復帰率  80. 0％  60. 0％  60. 0％  60. 5％  60. 5％  61. 0％ 

医療重度者受入
※

5. 0人  3. 0人  3. 0人  3. 0 人  3. 0 人  3. 0 人 

強度行動障害児

受入 
6. 0人  6. 0人  6. 0人  6. 0 人  6. 0 人  6. 0 人 

満足度調査評点 3. 0/4 点 3. 0/4 点 3. 0/4点 3. 1/4点 3. 1/4点 3. 1/4 点

家庭復帰率について、障害の程度が比較的軽度の就労移行支援事業が廃止されること

から、 28 年度目標を 60. 0％に設定している。 障害者支援施設の家庭等復帰率は全国平

均20. 9％であり、 当園は全国平均を大きく 上回っている。 （ 平成26年度  厚生労働省

社会福祉施設等調査）  

近年は、発達障害のある利用者が増加し、生活にかかる支援と並行して、生活環境や

対人関係の構築、家族支援を行う など、支援が高度化、複雑化している。また、精神科

との連携が必要なケースが多く 、精神科病院退院後、自宅復帰ができず当園で社会復帰
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を目指す利用者なども受け入れている。こう したことから、家庭復帰への困難性は増し

てきている状況にある。  

医療重度者受入れについては、再整備後の利用者定数が減少することに伴い目標値を

下げた。  

強度行動障害児受け入れについては、専用のハード を持った個室が必要となることか

ら、 強度行動障害の受入れは6名を上限としている。  

※   医療重度者とは、 他施設では受け入れの難しい医療的な課題のある知的障害者である。  

※   満足度調査は現在5 点満点で実施しているが、 平成28 年度から 4 点満点で実施するため、 直

近の調査結果を 4 点満点に換算した上で目標値を設定している。  

      （ ウ） 七沢療育園  重症心身障害児者  医療型障害児支援施設  療養介護（ 入所40 人）  

27 年度 

1 月現在 
28 年度  29 年度  30 年度  31 年度  32 年度 

超・ 準超重症児

者受入※
17. 7人  10. 0 人  10. 0 人  10. 0人  10. 0人  10. 0人 

満足度調査評点 3. 4/4 点 3. 4/4 点 3. 4/4 点 3. 5/4点 3. 5/4点 3. 5/4点

超・ 準超重症児者の目標数値は定員の25%を目安に10 人としている。
※   超・ 準超重症児者とは、 中心静脈栄養法など全身性の医療管理と看護を必要としている重症心

身障害児者である。  

※   満足度調査は現在5 点満点で実施しているが、平成28 年度から 4 点満点で実施するため、直近

の調査結果を 4 点満点に換算した上で目標値を設定している。  

（ エ）七沢更生ライト ホーム  肢体不自由・ 視覚障害者支援施設（ 入所70 人（ H28 年度～50 人） ）

27 年度 

1 月現在 
28 年度  29 年度  30 年度  31 年度  32 年度 

家庭復帰率  85. 7％  90. 0％  90. 0％  90. 5％  90. 5％  91. 0％ 

満足度調査評点 2. 8/4 点  2. 9/4 点 2. 9/4点 3. 0/4 点 3. 0/4 点 3. 0/4 点

障害者支援施設の家庭等復帰率は全国平均20. 9％であり、当ホームは全国平均を大き

く 上回っている。 （ 平成26年度  厚生労働省社会福祉施設等調査）  

脊髄障害、 高次脳機能障害、 脳卒中等による重度の障害により病院から直接自宅退院

できない方や、 疾病等のため視覚障害を持った方を受け入れ、 社会生活訓練等により自

宅復帰を目指しており、 再整備後も高い率の家庭復帰を目指す。  
※   満足度調査は現在5 点満点で実施しているが、平成28 年度から 4 点満点で実施するため、直近

の調査結果を 4 点満点に換算した上で目標値を設定している。  

ウ  病院機能の充実 

再整備後の29 年度以降は、診療報酬制度における回復期リハ病棟入院料１ を２ 病棟設

置する予定となっているとともに、 重症度の高い患者を増やしていく ことから、 家庭復

帰率が低下することが見込まれる。 こう したことを踏まえ、 家庭復帰率を一定レベル以

上の水準となるよう 目標値を定めた。

（ ア） 神奈川リハビリテーショ ン病院（ 280 床）  

27 年度 

1 月現在 
28 年度  29 年度  30 年度  31 年度  32 年度 

家庭復帰率  89. 4％  80. 0％  80. 0％  80. 5％  80. 5％  81. 0％ 

満足度評価評点 3. 3/4 点  3. 3/4 点 3. 3/4点 3. 4/4 点 3. 4/4 点 3. 4/4 点

診療報酬上の回復期リハ病棟入院料１ では、 家庭復帰率が 70％以上であることが定め

られており、 それを上回る 80％を目標設定した。  
※   満足度調査は現在5 点満点で実施しているが、平成28 年度から 4 点満点で実施するため、直近

の調査結果を 4 点満点に換算した上で目標値を設定している。
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（ イ） 七沢リハビリテーショ ン病院脳血管センター（ 100 床）

27 年度 

1 月現在 
28 年度 

家庭復帰率  75. 8％  75. 0％ 

満足度評価評点  3. 1/4 点  3. 2/4 点 

診療報酬上の回復期リハ病棟入院料１ では、家庭復帰率が70％以上かつ重症度が30％

以上であることが定められており、そのバランスを見て家庭復帰率の目標設定を行った。
※   満足度調査は現在5 点満点で実施しているが、平成28 年度から 4 点満点で実施するため、直近

の調査結果を４ 点満点に換算した上で目標値を設定している。  

エ  リハセンター再整備に向けた円滑な取組み 

    ・ 再整備における利用者の安全確保と良好な環境の提供、 円滑な施設移転 

新棟移転にあたっては、移転時期にあわせて入院患者数を調整するなど利用者の安

全を確保しつつ円滑な施設移転を行う 。  
  なお、 七沢病院から神奈川リハ病院への移転については、 病院間の距離が長く 、 坂
道もあることから車両による搬送を行い、 入院患者への負担を極力軽減し安全かつ円

滑な移転を行う 。  
  また、 外来移転に際しては、 診療に必要な放射線機器などの医療機器移設が必要と
なるが、 土日の休診日を活用するなど診療日数への影響を極力少なく し、 利用者サー

ビスの低下や収入への影響を少なく し円滑な移転を行う。  

・ 施設定員、 病床削減による利用者等への適切な対応 

病院や施設の利用者ニーズを踏まえつつ段階的な縮小を行い、利用希望者の待機期

間が長期とならないよう 配慮していく 。
  福祉施設定員や病床数削減に対しては、 施設や病院利用者の利用期間などの特性を
踏まえ、 計画的な入所入院調整を実施し規模縮小を進めていく 。  

  具体には、 福祉施設には医療重度や強度行動障害児者など、 地域生活への移行が困
難、 あるいは長期間を要する利用者がいることから、 長期的な計画により他施設や地
域との調整を行い規模縮小を進めていく 。  

  一方、 病院をはじめ利用期間が比較的短期間で回転する施設では、 移転前の数カ月
で利用者数の調整を進めることで、 無理な退院退所による規模縮小を回避する。  

・ 再整備工事への対応 

  現在リハセンターの再整備工事が進められ、計画では、平成28 年6月に新福祉棟の

運営開始、 平成29 年12 月に新病院棟の運営開始となる。 また、 七沢学園居住棟につ

いては、 再整備後も引き続き知的障害児童の訪問学級（ 伊勢原養護学校） や知的成人

の訓練等で活用することや、 体育館、 プール、 院内保育施設、 特高変電所等について

も現行のまま活用していく 計画となっている。  

現在のリハセンターの建物や設備は、築40 年を経過し、配管や設備の老朽化が激し

く 、 再整備に伴い除却される現行の病院本館、 身障棟については、 移転まで利用者へ

のサービス低下を来さないよう に日常的な管理に主眼を置き、 適切な管理を行ってい

る。 七沢学園居住棟に関しては、 再整備工事の中で一部設備等の改修を行う が、 体育

館、 プール、 院内保育施設は、 本館からのエネルギー供給ルート の変更に伴う 改修の

みで、 実質的な改修が行われていないことから、 細心の注意を払い利用者サービスを

損なわないよう 適正な管理を行う 。 小破修繕以外は県の直接工事となるため、 老朽度

や緊急性を踏まえ、 引き続き県に計画的に営繕工事等を依頼していく 。  

オ  県施策への協力 

リハセンターにおける事業の企画・ 実施にあたっては、 県行政との一体性が特に求めら

れていることから県施策へ協力することとし、 さがみロボット 産業特区における実証実験

の協力や、 地域リハビリテーショ ン、 高次脳機能障害に関する地域支援を行う 。  
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【 収支健全化に向けた経営改善】

（ １ ） 総括的目標

指定管理制度導入以前の平成17年度には、退職給与引当金の積立て不足により 70億円を

超える債務超過があったが、 平成25年度に解消した。  

一方、次期指定管理者として指定管理料の枠の中で安定的に運営するため、給与制度と人

員配置の見直しが必要である。

また、利用率の目標と実績が乖離しているため収支バランスをとることが難しい構造とな

っている。 平成 18 年度から平成 27 年度の指定期間では、 神奈川リハ病院の利用率は平成

20年度以降は看護師の不足、 また平成25 年度以降は医師の欠員による影響を受け、 七沢病

院の利用率は地域連携の進展や回復期リハ病床増による影響を受けたことにより、利用計画

の目標達成について厳しい状況が続き、課題となっていた。収支健全化のためには、特に収

入の８ 割を占める病院利用率向上に向け、 利用促進のための取組が必要である。

    したがって、 次期指定期間については、 新施設オープン後の利用促進による収入確保や、

給与水準見直しによる経費削減など、効率的な運営を推進し安定した経営基盤を作ることが

重要と考え、 これらに重点的に取り組みたいと考えている。  

（ 参考） 指定管理料 

27 年度 

当初予算 

28 年度 

提案額 

29 年度以降 

提案額 

32 年度以降 

提案額 

指定管理料  4, 122, 927 千円 3, 686, 973 千円 2, 907, 645 千円 2, 475, 652 千円

（ ２ ） 個別事項について

ア 安定した経営基盤づく り

（ ア） 病院の利用者数、 利用率について 

神奈川リハ病院は大学病院からの医師派遣が一部困難になったことにより利用率

が低下したことが考えられる。 七沢病院については病床を適正な規模に見直したこと

や、 入院受入れ調整の迅速化等により目標を大きく 上回る利用率となっているが、 平

成29 年4 月に移転統合を予定しており、入院患者調整が必要となるため利用率の低下

が見込まれる。  

27 年度 

1 月現在
28 年度  29 年度  30 年度  31 年度  32 年度

神奈川リ ハビリ 

テーショ ン病院 
85. 6％  90. 0％  90. 0％  90. 0％  90. 0％  90. 0％ 

七沢病院  100. 3％  91. 0％ 

（ イ）   福祉の利用者数・ 利用率について 

          福祉施設については、 利用者確保に向けて、 養護学校や他病院との連携や、 体験入

所などの取組を実施している。  

27 年度 

1 月現在
28 年度  29 年度  30 年度  31 年度  32 年度

七沢学園（ 児童） 94. 4％  98. 0％  98. 0％  98. 0％  98. 0％  98. 0％ 

七沢学園（ 成人） 64. 7％  93. 1％  93. 1％  93. 1％  93. 1％  93. 1％ 

七沢療育園  93. 1％  97. 0％  97. 0％  97. 0％  97. 0％  97. 0％ 

七沢更生 

ライト ホーム 
81. 1％  94. 1％  94. 1％  94. 1％  94. 1％  94. 1％ 
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イ  収益確保に向けた取組 

○   患者獲得に向けた対策 

２ 病院ともに紹介型病院であるため、 連携先病院訪問や、 ソーシャルワーカーを招い

た、 ２ 病院の特性を理解してもらう ための病院見学会の開催や公開講座の開催など、 利

用者確保に努めている。 また、 転院相談申込みから入院承認までの早期化、 他の回復期

リハ病院では対応困難な重症患者の受入れに努めていく 。  

○   その他 

七沢病院では、 365日リハを実施し、 診療報酬上の回復期リハ病棟入院料１ を取得して

収益の向上を図っている。  

ウ  給与制度の再構築 

給与制度の見直しは、 年功による給料の増加を抑制し、 生涯賃金カーブのフラット 化

を図る。 また、 抑制基調を取りつつも職員確保（ 初任給、 採用困難職種） や職員の業務

貢献度に配慮する。

エ  効率的な運営に向けた取組 

    ・ 職種・ 業務の実施状況等を踏まえた効率的・ 効果的な職員配置 
障害者等の早期社会参加を推進するに当たっては、医療と福祉の連携が非常に重要であ

るため、 病院に併設する福祉施設に配置する職種のう ち、 病院と共通する職種については
病院と兼務することにより、 研修を一体的に行う ことができるとともに、 一括した職員の
管理及び情報の共有化が図られ、 より効果的な診断、 治療、 訓練、 看護及び相談を行う こ
とが可能となる。  

また、 職員の兼務だけでなく 、 組織として医療と福祉の連携が図られるよう 、 利用者の
相談等の業務を行うソーシャルワーカーは、 医療福祉総合相談室で一括配置とする。 さら
に、 福祉施設にあっては、 これまで七沢学園、 七沢療育園及び七沢更生ライト ホームで施
設ごとに地域連携業務を行っていたが、 新たに地域連携課を設置し、 知的障害、 重度心身
障害、 肢体不自由及び視覚障害がある方への対応を一本の窓口で行うこととし、 利用者サ
ービスの向上と効果的・ 効率的な執行体制を構築していく 。  

    ・ 業務の見直し等による効果的・ 効率的な執行 

センターを安定的に管理運営するため、 職員から経営改善に関する提案を募集し、 有用

なものは実行に向け検討する。 また、 事務効率化検討会議を設置して事務業務の簡素化及

び効率化について検討するとともに、 執行体制を見直し効果的・ 効率的な執行に努めてい

く 。  

  ＊（ 参考） これまでの県からの財政的支援(または損失補償残高)の状況

25年度実績  26年度実績 
27年度 

当初予算 

看護学校補助金

（ 県単分）  
183, 894千円  165, 176千円  187, 240千円 

５  その他特記事項
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　１　法人の概要 （平成29年6月28日現在）

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等

　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

（様式３）

昭和60年6月1日

300,000

　　29年度 　　30年度

電話番号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 設立年月日

県出資額

公益財団法人かながわトラストみどり財団

理事長　川本　守彦

045-412-2525

　長期債券（20年債、30年債）を購入し、基本財産の運用益増加のための工夫を行っているが、低金利により厳しい状況であり、
自主財源確保に課題がある。そのため、会員等に緑地保全への支援会費及び寄附金への協力をより一層積極的に呼び掛けると
ともに、有料の自然観察会等を開催している。
　また、退会者を減らすため、会員優待施設の拡大、多様な自然観察会等のイベントの実施及び会費の納入に使えるクレジット
カード会社を増やし、利便性を高める努力をしているが、会員の高齢化や経済的な理由から会費収入が伸び悩んでいる。
　緑の募金収入は、学校等の募金が減少しているため、市町村に家庭募金の導入を働きかけているが、難しい状況である。

　　28年度項　　　　　　　　　目

332,000 千円

　　２８年度 自己評価結果・摘要

設立根拠

県出資率 90.4%

(14,700件)

自己評価＝Ｂ

　ＷＥＢサイトを定期的に更新し、イベント等の情報発信
に努めたが、夏以降のアクセスが伸び悩み、目標件数を
下回った。

19,411千円　

緑の募金収入 (25,000千円) (25,000千円) (25,000千円)

自己評価＝Ｂ

　企業・学校等への募金活動の依頼を継続的に行ってい
るが、募金増になかなか繋がらない現状である。

所在地 横浜市西区岡野２－１２－２０

経営改善目標の達成に向けた取組状況

基本財産等 千円

代表者名

法人名

(14,500件) (14,600件)

(190人) (200人) (210人)

761人

保存契約緑地拡大面積
1,778㎡

(500㎡） (500㎡）

ホームページアクセス件数/月

(461人)

(10,500人) (10,500人)

14,186件

(500㎡）

トラスト会員新規会員数

（トラスト緑地保全支援会員）

（普通会員）

175人

自己評価＝Ａ

活動をしているＮＰＯ法人と連携した結果、トラスト緑地支
援会員の目標人数は下回ったものの、普通会員は目標
人数を上回る成果を上げた。

会費収入

17,112千円

(17,900千円) (18,000千円)

11,811人

460人

森林インストラクター養成者数
（延べ）
（1期［2年間］35名）

(10,400人)

(496人) (496人)

みどりの実践団体数（財団事業
に参加する団体数）

208団体

森林づくりボランティア参加者
数

(500人) (500人) (500人)

自己評価＝Ａ

　地域で自主的に緑化活動に取り組んでいる「みどりの実
践団体」に、財団が主催する交流会、講習会、樹木の配
布事業及び緑の募金活動等への参加を呼び掛けたとこ
ろ、目標数を超える団体数を得た。

自己評価＝Ａ

　久田緑地の保存契約面積の拡大に努めた。

自己評価＝Ａ

(205団体) (210団体) (220団体)

(18,100千円)

　県民、企業、団体等を対象とした下刈り、枝打ち、間伐
等の「県民参加の森林づくり」活動イベントの開催、ボラン
ティア団体への道具の貸出し等を積極的に実施し、目標
を上回った。

自己評価＝Ａ

　森林づくり活動及び森林体験学習の指導体制を強化
するため第15期の森林インストラクター（1年目）の養成を
行った。（養成は２年単位で、平成28・29年度で養成）

自己評価＝Ｂ

　会費納入の利便性を高めるためクレジットカード会社の
拡大、新規優待施設の導入及び自然観察会等のイベン
トの質の向上に努めたが、会費収入が伸び悩み目標額を
やや下回った。

自己評価＝Ａ

　寄附金納入に利用できるクレジットカード会社の拡大及
び機関誌ミドリ上での寄附金キャンペーンに取り組んだと
ころ、多額の寄附があり目標額を上回った。

寄附金収入（緑の募金を除く）

10,331千円

(3,100千円) (3,200千円) (3,300千円)
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4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

　<所管部局記入>

5　第三セクター改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)

 評価結果

伊東　由圭　(内線4308)

　経営改善目標として掲げている９項目のうち６項目で目標を達成しており、経営改善について一定の成果が出ていると認められ
る。
　特に、普通会員の新規会員数が３年度連続で目標を達成したことは、地道な広報活動の成果であり、大いに評価できる。また、保
存契約緑地の拡大面積も目標を達成したことは、かながわのナショナルトラスト運動の推進のために大きな役割を果たしていると言
え、評価すべき点である。さらに、森林づくりボランティア参加者数も目標を達成しており、「山のみどり」を育てる活動も県民に順調
に浸透していると考えられる。
　一方で、会費収入は目標を下回った。会費収入は、ある程度継続的な収入を見込め、自主財源確保のために重要であることか
ら、財団には新規会員の獲得と合わせ、現会員を退会させないための取組を強化して、会費収入増に向けた活動を展開してほし
い。
　所管課としても、財団の活動を支援するとともに、事業の円滑な実施及びさらなる経営改善に向けて協力を行っていきたい。

　かながわのナショナル・トラスト運動や県土緑化運動を一層推進するため、普及啓発活動を通じて人的ネットワークの拡大を図りな
がら、寄附金・募金や会員の獲得による資金調達の強化に取り組んできた。新規会員数は、近年、目標数値の500人を超えている
が、今年度は会費収入が目標額をやや下回ったため、広報の拡大及び退会者を減らすための情報発信を展開していく。また、自
主財源の拡大を図るため、財団事業や法人運営への寄附の増強に努める。
　また、緑の募金収入は、引き続き、企業募金・学校募金の拡大に努め、増加に取り組んでいく。

所管部局記入者名窪田　建平法人記入者名
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