
＜団体の概要＞

出資率

　　指定管理者制度による管理運営施設の有無 有 （施設数 2 ） 無

＜役員＞ （令和元年6月13日現在）

　

市派遣 0
市退職
職員 1 市職員 1

市派遣 0
市退職
職員 0 市職員 0

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

理事長は、理事会の決議によって相模原市長が推薦した理事の中から選定する。

常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（１）評議員会の招集等に関する事項

（２）理事に関する事項

（３）組織及び人事に関する事項

（４）財産及び財務に関する事項

（５）重要な業務執行に関する事項

（６）その他法令及び定款に定める事項

令和元年度　外郭団体の経営評価に係る基本調書

公益法人移行後の登記の日平成6年4月1日

役員数

理事会の議決事項

回6

役員の選任方法

２人（22.2％）
平成30年度

理事会の開催
回数

常勤役員平均報酬年額
（市派遣職員を除く）

役員のうち女性の人数
及び占める割合

4,620

3,000 千円

R1.6.13～R3.6

100.0%

6名以上8名以内

　設立目的
（定款上）

事業内容
（定款上）

社会福祉法第２２条

3,000
出資額（千円）

千円うち市の出資額

出資率

団体名 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

所在地 電話番号相模原市中央区松が丘１丁目２３番１号

設立年月日

０４２-７５０-１９０５

設立根拠 本市所管課 健康福祉局福祉部障害政策課

相模原市と連携し、相模原市における社会福祉事業の推進を図り、広く市民福祉の向上と
増進に寄与することを目的として社会福祉事業を行う。

１　第二種社会福祉事業
（１）障害福祉サービス事業の経営
（２）相談支援事業の経営
（３）移動支援事業の経営

２　公益事業
（１）地域障害者施設支援事業
（２）障害者地域就労援助センター事業
（３）障害者就業・生活支援センター事業
（４）発達障害支援センター就労支援事業
（５）基幹相談支援センター等事業
（６）障害者相談支援キーステーション事業
（７）手話通訳者等養成事業
（８）障害者一時ケア事業
（９）相模原市立けやき体育館の管理・経営
（10）障害者余暇活動支援事業
（11）無料職業紹介事業

市以外の
主な出資者

名　称
基本財産

定款上の
役員数及び任期

理　事

監　事

任期

任期 R1.6.13～R3.62名

理　事

監　事

常勤 1

常勤

6

2

合　計

千円

非常勤

非常勤

合　計

顧問（名誉会長、相談役）制度 無 0

7

2

顧問等の人数



＜評議員＞ （令和元年6月13日現在）

評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事長が行う。

決議事項

（１）理事及び監事の選任又は解任

（２）理事及び監事の報酬等の額

（３）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

（４）計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

（５）定款の変更

（６）残余財産の処分

（７）基本財産の処分

（８）社会福祉充実計画の承認

（９）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

＜組織及び分掌事務＞ （平成31年4月1日現在）

評議員の選任方
法

評議員会の権能

H29.4.1～R3.6

団体名称 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

評議員数及び任期
定款上の人数 7名以上9名以内

実人数
任期

8名

１．法人本部運営
２．障害者支援センター管理事業 －指定管理業務－

１．障害者就労援助事業

・障害者地域就労援助センター事業　－指定管理業務－

・障害者就業・生活支援センター事業　－国・県 委託事業－

・発達障害支援センター就労支援事業　－市委託事業－
２．無料職業紹介事業

１．地域障害者施設支援事業　－指定管理業務－
・福祉研修センター事業

・障害福祉サービス事業所等人材確保事業

・工賃アップ支援事業

２．手話通訳者・要約筆記者養成講座の実施　

１．基幹相談支援センター等事業　－指定管理業務－

・基幹相談支援センターの運営
・相模原市障害者自立支援協議会の運営

・社会生活力を高める事業

２．障害者相談支援キーステーション事業　-市委託事業-

３．障害者支援センター相談支援事業所　-自主事業-

１．障害者支援センター多機能型事業所　－指定管理業務－
・自立訓練（生活訓練）事業

・就労移行支援事業

・就労継続支援Ｂ型事業

・就労定着支援事業

１．障害者支援センター多機能型事業所　－指定管理業務－

・生活介護事業
２．障害者一時ケア事業　－指定管理業務－

３．生活介護事業及び一時ケア事業における医療的ケア　－指定管理業務－

１．けやき体育館管理・運営事業　－指定管理業務－
２．障害者余暇活動支援事業　－指定管理業務－

・パラスポーツ及び文化活動の支援事業

・余暇活動支援事業

３．けやきカフェの運営　－自主事業－

１．生活介護事業　－自主事業－

２．ガイドヘルプサービス事業　－自主事業－

福祉サービス課

就労サービス係

生活サービス係

けやき体育館

銀河

事務局

総務課

地域支援課

就労援助係

人材育成チーム

生活相談課



＜職員＞ 単位：人

（平成31年4月1日現在） 単位：人

役員
兼務

役員
兼務

役員
兼務

役員
兼務

役員
兼務

0 人 4 人 6 人 18 人 8 人 0 人 0 人

＜職員の人材育成等の状況＞

＜団体経営に対するチェック機能＞

＜情報公開等の状況＞

請求 0 件

開示 0 件

有

情報公開規程
の名称

準・契約職員

116

30歳代

6

0

42 歳

導入・設置等の有無

機関紙「こもれび」

外部監査制度

3

0

6

0

無

無

6,264

21

0

0

0

50歳代

合　　　計

0

0

他の法人等からの
派遣職員 0 0

団体独自の場合の
給与体系の内容等

正規職員平均年齢
（市覚書職員を除く）

準・契約職員

0 6

部長級

市派遣職員 0 0

団体採用
正規職員

参事級

市覚書職員

職場研修（階層研修・所属内研修）

正規職員平均給与年額
（市覚書職員を除く）

正規職員年齢構成表
20歳未満 20歳代

その他の制度

制度の名称

研修の実施状況

提案制度等の状況

研修実績(30年度）　  　　　単位：人数（受講者数）

市派遣職員

0

研修名称

制度の名称

団体名称 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

36

合計

0

係長級

0

0

0

0 0

36

136

その他職員

0

課長級

36 37

47

発行実績
（平成30年度）

役割をベースとした等級制度に基づく給
料表

32

0

課長補佐級

0

36

0

63 21

0

0

28

係員級

団体採用正規職員

他の法人等からの派遣職員 0

0

令和元年度平成29年度 平成30年度

市派遣職員

0

0

社会福祉士2名、精神保健福祉士1名、介護福祉士2名

0

28

0

実績（30年度）

資格取得一時金

市覚書職員

団体独自

0

6864 65

合計 0

団体採用正規職員の
給与体系

0

千円

0

通報窓口

事業団職員の公益通報に関する要綱

設置時期

有の場合（導入年度、名称等）

業務改善報告（42件）・提案（19件）

職場外研修（専門研修） 21

平成17年度から資金運用規程の施行、資金運用の開始

その他の広報、
情報開示の状況

資金の管理運用基準

公益通報者保護法
内部規程の名称

平成20年4月

経営評価委員会

専門家による会計指導 有

広報紙の名称

開示・請求実績
（平成30年度）

有

年2回発行
計　2,000部

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団情報公開
規程（平成１３年４月１日施行）

個人情報保護規程の名称

導入の有無 有の場合（導入年度）

有 平成25年度

有

ホームページ上の財務諸表の公開の有無ホームページのアドレス http://www.sagamihara-shafuku.or.jp
「松が丘園祭～銀河の森フェスタ～」開催による事業団事業のPR
市行政資料コーナーでの事業実績、計算書類、事業計画、予算の開示

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団個人情報保護方針

40歳代

平成17年度から経営コンサルタント法人と顧問契約

60～65歳

実績（30年度）

業務改善報告・提案奨励制度

66歳以上

固有職員を対象にした
職員評価制度

http://www.sagamihara-shafuku.or.jp


＜事業活動計算書＞ 単位：千円

その他

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

その他

＜事業活動の内訳＞ 単位：千円

社福事業

収益事業

社福事業

収益事業

293,286 315,334

0 0 0

304,441

0 0 0

費
用

396,690 492,824 483,611

公益事業 288,524

平成28年度 平成29年度 平成30年度

収
益

449,167 449,301 432,796

公益事業 295,597 304,856

前期繰越活動増減差額 153,866 173,393 208,584

次期繰越活動増減差額 173,393 208,584 165,526

費用合計 685,213 786,110 798,945

当期活動増減差額 59,551 -31,953 -61,707

特別増減差額 415 -99,988 -52,147

収益合計 744,765 754,157 737,237

特
別
増
減
の
部

特別収益計

-0 0 1,115

0 363 4,131

0 100,000 51,033

415 12 0

特別費用計 -0 100,363 56,278

その他

サービス活動外増減差額

415 375 4,131

施設整備等補助金収益 0 363 4,131

サービス活動外費用計 2,596 2,706 2,693

経常増減差額 59,136 68,035 -9,560

サ
ー

ビ
ス
活
動
外

増
減
の
部

サービス活動外収益計

支払利息 1,716 1,716 1,681

7,196 7,449 7,925

880 991 1,011

受取利息配当金収益 306 270 255

9,486 9,885 10,362その他

サービス活動増減差額 51,940 60,586 -17,485

9,792 10,155 10,617

-3,089 -5,550 -5,550

その他 10,410 11,075 10,944

事務費 166,525 164,369 197,782

減価償却費 12,066 11,897 11,151

人件費 483,174 487,943 511,620

事業費 13,531 13,307 14,027

0 0 0

サービス活動費用計 682,618 683,041 739,974

寄附金収益 88 136 131

会費収益 0 0 0
サ
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計 734,557 743,627 722,489

事業収益 734,470 743,491 722,358

平成28年度

団体名称 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

平成29年度 平成30年度



＜サービス活動収益に対する人件費の割合＞ 単位：％

＜貸借対照表＞ 単位：千円

減損会計の適用の有無

負債及び純資産合計 949,160 956,794 915,474

無

3,000 3,000 3,000

次期繰越活動増減差額 173,393 208,584 165,526

負債合計 439,778 474,926 487,828

純
資
産

純資産 509,382 481,867 427,645

基本金

長期借入金 153,484 145,592 138,257

退職給与引当金 176,818 185,469 191,084

0 0 0

固定負債 330,302 331,061 329,341

資産合計 949,160 956,794 915,474

負

債

流動負債 109,476 143,866 158,487

短期借入金

減価償却引当預金 0 0 0

その他積立預金 247,012 189,494 179,749

土地 0 0 0

建物 0 0 0

286,248 277,519 268,790

その他の固定資産 432,698 380,662 372,995資

産

流動資産 230,215 298,613 273,688

固定資産 718,945 658,181 641,786

基本財産

けやき体育館 65.5% 67.8% 64.9%

平成28年度 平成29年度 平成30年度

発達障害支援センター就労支援事業 90.7% 90.0% 90.8%

障害者相談支援キーステーション事業 29.2% 29.2% 26.8%

障害者支援センター 77.4% 73.2% 83.1%

障害者一時ケア事業 91.4% 92.6% 92.3%

障害者支援センター多機能型事業所 66.3% 71.3% 75.7%

銀河 61.9% 63.8% 67.5%

法人本部 64.7% 57.9% 71.1%

障害者支援センター相談支援事業所 43.2% 55.7% 54.3%

平成28年度 平成29年度 平成30年度

法人全体人件費率 65.8% 65.6% 70.8%

団体名称 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団



＜収支状況＞ 単位：千円

当期支出合計額

＜財務・資産関係指標＞ 単位：％

＜財政援助、市費の受入状況＞ 単位：千円

＜資金の運用状況＞ （平成31年3月31日現在） 単位：円

貸付信託 0

定期預金 3,000,000 地方債 182,000,000

投資有価証券 182,000,000
当座預金 0 国債 0

普通預金 173,801,353

＜その他の財政援助(税の減免、土地・建物の無償貸与・貸付料の減免等）＞

流動資産 固定資産

現金 140,080 定期預金 127,196,477

債務保証、損失補償限度額 0 0 0

債務保証、損失補償年度末残高 0 0 0

長期貸付金（年度末残高） 0 0 0

出捐金 0 0 0

貸付金 0 0 0

短期貸付金 0 0 0

指定管理料 284,320 286,075 265,968

その他委託料 97,453 88,865 89,806

負担金 0 0 0

委託料 372,027 374,940 355,774

管理費補助金 49,970 44,803 43,395

交付金 0 0 0

補助金 51,256 46,452 47,526

事業費補助金 1,286 1,649 4,131

固定長期適合率 85.6% 81.0% 84.8%

平成28年度 平成29年度 平成30年度

流動比率 210.3% 207.6% 172.7%

固定比率 141.1% 136.6% 150.1%

補助金収入依存度 6.9% 6.2% 6.4%

自己資本比率 53.7% 50.4% 46.7%

サービス活動費用伸び率 100.1% 108.3%

収支比率（当期支出÷当期収入） 108.7% 95.9% 92.3%

公益事業比率 42.1% 37.3% 39.5%

収益事業比率 0.0% 0.0% 0.0%

平成28年度 平成29年度 平成30年度

社福事業比率 57.9% 62.7% 60.5%

685,213 786,110 798,945

当期収支 59,552 -31,953 -61,707

平成28年度 平成29年度 平成30年度

当期収入合計額 744,765 754,157 737,237

団体名称 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団



＜平成30年度主な事業実績＞

公益

区分２

受託

けやき体育館

区分１

67,356

内容

公益事業・指定管理事業
・障害者のための教養文化体育施設として体育室等の貸出を行う
・障害者余暇活動支援事業で、障害者スポーツ大会の支援、スポー
ツ・文化講座の実施、自主サークル活動の支援を行う

成果

・体育館諸室の利用回数3622.5回(うち障害者団体等による減免利用
回数2,444.5回(68％))
・ｽﾎﾟｰﾂ講座44回、文化講座18回、ﾊﾞｽﾚｸ3回、ｲﾍﾞﾝﾄ9回実施
・障害者自主サークル5団体への活動支援の実施

区分１

46,085

内容
公益事業・指定管理事業
・障害児者の家族に代わって、一時的に介護する事業公益

区分２
成果

355日開所。登録者265人（新規登録者は34人）
延べ利用者数2,032人、平均利用時間5時間44分
医療的ケア実施回数344回、困難要因のある利用者の受け入れ160回受託

障害者施設支援事
業
障害者自立生活支
援事業
手話通訳者等養成
事業
基幹相談センター
等機能強化事業
相談支援キース
テーション事業

137,231

区分１

区分２
・福祉研修センター主催研修　76回開催、1,908人参加
・受注作業、自主製品作業紹介件数　131件
・相談件数　15,818件 ・障害者自立支援協議会の開催回数　54回
・手話講座、要約筆記者養成講座　修了者70人
・相談支援情報ネット追加情報、メンテナンス件数　2,205件

公益

64,658

区分１

公益

公益

自主

区分２

受託

公益

決算額
（千円）

事　業　説　明

団体名称

自主

受託

受託

障害者一時ケア
事業

サービス等利用計画の作成と、その後のモニタリング、関係機関・
事業所等との連絡調整、サービス提供状況の確認及びサービス担当
者会議を開催した
・契約者数　298名

内容
公益事業・指定管理事業及び受託事業
就職を希望する障害者に対し、企業開拓、求人情報とのマッチン
グ、職場実習などを行い、就職に結びつける

成果

障害者支援セン
ター相談支援事
業所

7,650

区分１

区分２

就労援助セン
ター
障害者就業・生
活支援センター
発達障害支援セ
ンター就労支援
事業

区分２

公益

事業名称 事業区分

銀河
生活介護事業
ガイドヘルプ
サービス事業

140,100

区分１

区分２

障害者支援セン
ター多機能型事
業所

127,427

区分１

内容

成果

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

第二種社会福祉事業・指定管理事業・定員60
生活介護：医療的ケアが必要な重症心身障害者対象（定員10）
自立訓練：若年障害者の生活能力の向上（定員16）
就労移行支援：一般就労に向けたプログラムの実施（定員20）
就労継続B型：生産活動を中心とした活動（定員14）
就労定着支援：事業利用後一般就労した者のフォローアップ

生活介護：登録者15人に計1,330回の医療的ケアを実施した。
自立訓練：生活能力の向上を図る16種の講座を実施した。
就労移行支援：プログラムの実施を経て9名が就労した。
就労継続B型：支給対象者146人に平均13,574円（月額/人）の工賃を
支給した。

内容

第二種社会福祉事業・自主事業・定員40
市療育センター再整備計画で民営化が打ち出された第三陽光園の後
継施設として平成27年4月開所の生活介護事業所（定員40名）及び同
行援護・通院介助・移動支援の外出介護を行うガイドヘルプサービ
ス

成果

生活介護事業：利用者数41　グループや個別での活動や外出行事を
行うなど、個々の特性やニーズに応じた支援を行った。
ガイドヘルプサービス事業：利用者数111　外出に困難を有する障害
児・者へのガイドヘルパー派遣及び資格取得・育成のための研修を
行った。

内容
第二種社会福祉事業（一般・特定・障害児相談支援事業）・自主事
業・サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成

成果

成果

・就職者数　71人
・職場定着支援件数　2,374件
・企業開拓件数　1,387件
・職場実習件数　79件
・新規相談件数　171件

内容

公益事業・指定管理事業及び受託事業
・福祉研修センター
・工賃アップ支援、受注調整窓口の実施
・基幹相談支援センター、障害者自立支援協議会事務局の運営
・手話講座、要約筆記者養成講座の開催
・相談支援業務のサポート



＜団体の経営、事務事業の執行を示す主な指標＞

＜経営の方針、計画＞

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

＜過去の外郭団体経営評価結果を踏まえた自己改革・改善の実績＞

＜経営上の課題＞

＜その他特記事項＞

6名

団体名称 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

8名7名

11,862件

4,250件 10,900件 10,900件【H26-30計画分】基幹相談支援センター
相談件数

経
営
計
画

9名

8名 4名 6名 5名 5名

【H26-30計画分】けやき体育館における
重度障害者の就労体験実習受け入れ人数

5名

8,735件 9,580件

4,014件 4,200件

2,001名 1,908名

15,818件11,884件

【H26-30計画分】福祉研修センターにお
ける講座参加者延べ人数

1,200名 1,300名 1,400名 1,400名 1,400名

1,406名 1,707名 1,869名

【H26-30計画分】生活介護事業における
非医療職が実施する医療的ケアの回数

12回 24回 24回 24回 36回

13回 7回 92回 67回 90回

195件

75件

226件

200件

264件

200件

297件

30年度29年度28年度27年度26年度
【H26-30計画分】サービス等利用計画作
成数

指標、目標の内容

65件

127件

70件

見直し年度

　　年度

経営計画に盛り込まれている主な活動指標、数値目標と実績

策定年度 　　25年度 見直し年度 　　29年度

障害者の就労者数 57 67 71

　　年度 　　年度

経
営
基
本
方
針

＜主な方針＞
【基本理念】
人にやさしい　そして　すべての人びとのための　社会づくりを目指します
【経営方針】
・誰もが安心して生活できるよう、質の高いサービスを提供します（信頼性）
・地域の多様なニーズに応え、先駆的な取組みを実践します（創造性）
・福祉を担う人材の育成を進め、専門性の向上に取り組みます（専門性）
・効率的な法人運営に努め、継続的・安定的な発展を目指します（安定性）

策定年度 25　年度

平成30年度

多機能型事業所延べ利用人数 9,236 9,408 9,410

銀河生活介護事業所延べ利用人数 7,581 7,645 8,108

指標の内容 平成28年度 平成29年度

・平成29年度から、法人独自の給与表導入及び新たな人事評価制度を開始した。
・会計の専門家による支援制度として「財務会計に関する事務処理体制向上支援」の導入準備を始めた。
・質の高いサービスの提供のために、福祉系国家資格の取得奨励、職員研修の充実、職員が講師となる機会
の拡充に取り組んでいる。

・人材の確保：事業団の使命である高い専門性を維持するには、人材の確保が必須である。これまでのよう
に退職による欠員が判明した後に採用活動を始めても良質な新卒・若年層と接触できないので、一般企業の
就活時期に合わせた採用活動が必要と考える。
・人件費の適正化：毎年３％前後の最低賃金改定と市の公契約条例報酬下限額の見直しにより、非常勤職員
賃金及び契約職員給与の改定が毎年続いている。また、正規職員の平均年齢のピークは令和１０年度であ
り、定期昇給の伸びが当面続くことから、人件費のコントロールが課題である。



団体名
所管課

■平成３０年度の取組状況と評価

令和元年度外郭団体改革プラン進捗管理シート

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団
障害政策課

１　自主的、効率的な財政運営
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

自主事業の運営は順調である
銀河では将来に備えた修繕積立金を積み増した
自己資本比率　46.7％

報酬改定による影響は小幅で済んだが、次
年度以降に予定される市単加算の減額は収
入への影響が大きいので注視していく。

銀河等の自主事業の運営は順調に実施されている。
今後は重度の障害のある人の支援など、これまでの事
業運営で培ったをノウハウを今後の自主的、効率的な
財政運営に活かしていただきたい。

２　事務事業の見直し
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

年休取得率　56%　（目標65％）
月平均時間外勤務時間数　13.6時間（目標11時間）

目標達成にはやや及ばなかったが、引き続
き事務の見直し・効率化を図り、経費削減
と働きやすい環境整備に努める。

目標達成には及ばなかったが、市民のニーズに迅速に
対応して事業を実施できるよう、事務の効率化等を積
極的に図り、働きやすい環境整備に努めていただきた
い。

３　組織、人員体制の効率化
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

業務執行体制を見直し、経営調整会議及び統合危機管
理・コンプライアンス委員会を設置した
H31.4.1付正規職員採用２名

実務の審議・決定の明確化と内部統制の強
化を図ることができた。欠員判明後の採用
活動には限界を感じている。

業務執行体制を見直したことにより、体制が強
固になった。人員体制の効率化については採用
方法等を協議していきたい。



４　組織の柔軟性の確保
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

人材育成と研修の実施
職場研修参加者延べ192名
職場外研修参加者延べ128名

新規採用職員への階層別研修、事業団職員
がリーダーとなる専門研修ともに必要な内
容を実施・受講し、育成が図れた。

様々な研修を受講し、人材の育成に努めて
いる。今後も効果的な研修の実施等を検討
し人材の育成を進めていただきたい。

５　ディスクロージャー（情報公開）の推進
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

社会福祉法に基づく計算書類等をホームページに掲出
し、松が丘園ロビーに配架した

定時評議員会に前後して、適切な時期に公
表することで、経営の透明性を確保してい
る。

引き続き、法人資料の公表など積極的な
ディスクロージャーに努めていただきた
い。

６　個人情報の保護
取組実績 団体による自己分析 所管課意見

職員に対する守秘義務の徹底を周知
PC入替でセキュリティ対策を強化

USBメモリの使用禁止、外部接続できる機
器の限定など、職員の意識が定着してきて
いる。

職員の意識付け、情報漏えいを防ぐシステ
ムづくりの両面から個人情報の保護につい
て、継続して取り組んでいただきたい。

７　ガバナンス体制の構築
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

職員全員が出席する法人本部研修において「コンプラ
イアンスセミナー」を実施

職場におけるパワーハラスメントとその予
防について、職員には周知することができ
た。

今後も様々な機会をとらえて研修等を実施
し、職員の意識づくりの強化を図っていた
だきたい。



８　中長期的な経営計画の策定
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

令和元年度～令和５年度の５年間を期間とする、新た
な経営計画の策定を行った

指定管理事業計画との整合を図りながら、
基本目標と重点プロジェクトを定め、事業
団が取り組むべき内容を明確化した。

策定した経営計画に沿って事業運営を行
い、目標を達成できるよう期待する。

９　経営計画の進行管理
取組実績 団体による自己分析 所管課意見

平成２６年度～平成30年度の経営計画について、５年
間の実施結果をまとめ、理事会に報告した

銀河開所、法人独自の給与制度の導入、社
会福祉法改正など、大きく変革する５年間
であったが、法人経営は順調に推移した。

平成３０年度までの経営計画については、毎年
目標に沿った運営や実施結果の振り返りをする
ことで、適切な進行管理を行った。

１０　新たな視点（公益目的事業の確実な実施）
取組実績 団体による自己評価 所管課評価

経営コンサルタント会社との会計顧問契約、公認会計
士との税務顧問契約により、適切な経理処理を行って
いる

外部専門家の活用は効果が大きいので、引
き続き実施する。今後は「財務会計に関す
る事務処理体制支援」の導入を予定。

法人の自主的、効率的な運営の強化に向け
て、外部専門家の活用を活用していただき
たい。

地域における公益的な取組として、知的障害者フリー
スペース事業「まつカフェ」を開催した

毎回の参加者は多くないが、ニーズのある
取組なので、内容や周知方法を再考して更
に発展させていく。

今度も障害当事者当の意見を活用し、ニー
ズに沿った取り組みを積極的に実施してい
ただきたい。

１１　新たな視点（資産の適切な把握）
取組実績 団体による自己評価 所管課評価



件

円

円

円

件

件

件

8 件

97,452,952 円

195,088 円

97,257,864 円

5 件

3 件

2 件

5 件

88,865,400 円

202,879 円

88,662,521 円

5 件

2 件

1 件

5 件

89,806,012 円

209,539 円

89,596,473 円

5 件

2 件

1 件

事業費

再委託件数

分　析受託件数

受託事業8事業
受託金額97,453千円　
再委託金額33,222千円
発達障害支援センター就労支援事業、障害者相談支援キース
テーション、手話通訳者等養成事業、基幹相談支援センター
等機能強化事業など

実　績

随意契約件数

再委託率50％以上の件数

平
成
二
十
八
年
度

受託料（総額）

事業費

再委託件数

受託料（総額）

事業費

再委託件数

平
成
二
十
七
年
度

一般管理費

随意契約件数

実　績 分　析

事業費

受託料（総額）

受託件数

受託事業５事業
受託金額88,685千円
再委託金額24,524千円
相談支援キーステーション、基幹相談支援センター等機能強
化事業、手話通訳等養成事業、発達障害者支援センター就労
援助事業など

一般管理費

随意契約件数

再委託率50％以上の件数

平
成
二
十
九
年
度

再委託率25.4％
再委託については、必要最低限とし、再委託する場合には、事
前に市の承諾を得てから実施している。

再委託件数

平
成
三
十
年
度

受託事業５事業
受託金額89,806千円
再委託金額34,724千円
相談支援キーステーション、基幹相談支援センター等機能強
化事業、手話通訳等養成事業、発達障害者支援センター就労
援助事業など

受託事業４事業
受託金額88,285千円　
再委託金額36,277千円
発達障害支援センター就労支援事業、障害者相談支援キース
テーション、手話通訳者等養成事業、暫定サービス等利用計
画案等支援事業

再委託率41.1％
再委託については、必要最低限とし、再委託する場合には、事
前に市の承諾を得てから実施している。

再委託率37.9％
再委託については、必要最低限とし、再委託する場合には、事
前に市の承諾を得てから実施している。

実　績

再委託率50％以上の件数

一般管理費

随意契約件数

一般管理費
再委託率34.1％
再委託については、必要最低限とし、再委託する場合には、事
前に市の承諾を得てから実施している。

受託料（総額）

令和元年度　外郭団体改革プラン所管課進捗管理シート

１　市から外郭団体に委託する事業の見直し

　　　　　市　所　管　課

分　析受託件数

団体名

所管課

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

障害政策課

再委託率50％以上の件数

実　績 分　析受託件数



円

円

円

円

円

円

円

円

平
成
二
十
九
年
度

44,802,830 事業団運営費補助金　44,803千円
前年度決算49,970千円から10.3％の減額。

事業費補助金は、障害児者施設建設資金借入償還金補助金。

役員報酬の支給に関する基準を見直し、費用を削減したため前
年度決算額より減額したもの。

事業費補助金額

1,649,000

管理費補助金額 実　績 分　析

平
成
二
十
七
年
度

実　績 分　析

平
成
二
十
八
年
度

実　績 分　析

事業費補助金額

２　財政的関与

管理費補助金額

平
成
三
十
年
度

　　　　　市　所　管　課

事業団運営費補助金　43,972千円
前年度決算44,670千円から1.6％の減額。

事業団運営費補助金　43,395千円
前年度決算44,803千円から3.1％の減額。

事業費補助金は、障害児者施設建設資金借入償還金補助金。

必要経費を見直し、費用を削減したことにより前年度決算額よ
り減額したもの。

4,131,000

43,394,744

49,969,942 事業団運営費補助金　49,970千円
前年度決算43,972千円から13.6％の増額。

事業費補助金は、障害児者施設建設資金借入償還金補助金。

管理費補助金額

事業費補助金額

平成27年度から、自主事業として新たに障害福祉サービス等を
実施する事業所を開設しているが、引き続き、独自財源の確保
に努め、より安定的な法人運営に向けた取組を期待する。

正規職員の退職金期末所要額が、５年の区切りで増加する年度
に当たるため、退職給付引当金が増額したもの。

分　析実　績

事業費補助金額

1,286,000

管理費補助金額



分　析

退職者補充のために2名、業務拡大等により1名の職員を採用
した。

今後も、業務内容等や採用の必要性等を精査し、団体の固有職
員採用に際して適切に助言を行うなど、安定的運営の支援に努
めたい。

平
成
二
十
七
年
度

団体固有職員に関する実績（採用等） 分　析

退職者補充のために4名、業務範囲の拡大等により2名の職員
を採用した。

すでに市の一般職職員の引き上げは終了している。
今後も、業務内容等や採用の必要性等を精査し、団体の固有職
員採用に際して適切に助言を行うなど、安定的運営の支援に努
めたい。

市派遣職員に関する実績

平成３０年度中の職員採用はなく、２名の退職者補充のため
平成３１年４月の職員採用に向けて選考を実施した。

市派遣職員に関する実績

市派遣職員に関する実績

平
成
二
十
九
年
度

団体固有職員に関する実績（採用等）

平
成
三
十
年
度

団体固有職員に関する実績（採用等）

　　　　　市　所　管　課

平
成
二
十
八
年
度

団体固有職員に関する実績（採用等） 分　析

退職者補充のために1名の職員を採用した。
今後も、業務内容等や採用の必要性等を精査し、団体の固有職
員採用に際して適切に助言を行うなど、安定的運営の支援に努
めたい。

分　析

今後も、業務内容等や採用の必要性等を精査し、団体の固有職
員採用に際して適切に助言を行うなど、安定的運営の支援に努
めたい。

３　人的関与

市派遣職員に関する実績



所管課

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

年
次
計
画

新たな公益目的事業の検
討、実施及び自己評価

松が丘園及びけやき体育
館の指定管理の指定申請
に向けた事業計画の策定

新たな公益目的事業の検
討、実施及び自己評価

取
組
状
況

市から新たに障害者相談
支援キーステーション事
業、サービス利用計画推
進事業、手話通訳者等養
成事業を受託した。
また、生活介護事業所建
設整備事業に取り組ん
だ。

平成27年4月法人自主事
業として「銀河」開所。
市療育センター再整備計
画により廃止となった第
三陽光園の利用者を受け
入れた。
障害福祉従事者の人材確
保のために「障害福祉の
しごと相談会」を開催し
た。

銀河は2年目も堅調に推
移したことで、自主事業
が収入の1/4を占めるま
でになった。
今年度も福祉従事者の人
材確保のために「福祉の
しごと相談会」を開催。
また、「さがみはら介
護・福祉のしごと就職相
談会」を共催した。

地域における公益的な取
組として、知的障害者フ
リースペース事業を開
始。
「福祉のしごと相談会」
を引き続き開催。
自主事業「銀河」の運営
も堅調に推移している。

令和元年度～令和５年度
の５年間を期間とする、
松が丘園及びけやき体育
館の指定管理事業計画に
ついて、事業団の強みで
ある専門性、公共性、先
駆性、総合性、安定性を
生かした内容の重点取組
を中心に策定した。

所
管
課
意
見

市だけでなく、市内施設
と密接に情報交換を行
い、障害福祉の向上と増
進のため、外郭団体とし
て取り組むべき事業につ
いて検討、実施を求めて
いく。

福祉人材確保のための事
業を実施するなど、先駆
的な取組をしており、引
き続き、その特性を生か
した事業実施を求めてい
く。

市全体の障害福祉の向上
に向け、蓄積された専門
性を生かしながら、市内
の他の福祉事業者の質の
さらなる向上を図る取組
を行うことなどにより、
市全体の障害福祉の向上
を推し進めることを望
む。

今年度より新規開始した
知的障害者フリースペー
ス事業のように、積極的
な新規事業に取り組むと
ともに、既存事業の統合
等の見直しを実施し、効
率的・効果的な法人運営
を求めていく。

事業計画に基づいて、医
療的ケアの必要な方の支
援や地域生活支援拠点等
の充実といった課題につ
いて、市と共に取り組ん
でいくことを期待する。

令和元年度  社会福祉法人社会福祉事業団 個別計画進捗管理シート

障害政策課

１　団体の今後の方向性

【引続き経営の効率化に取り組む団体】

　これまでの障害福祉施設の管理運営により培われた高い専門性を生かした能力を活用し、より効率
的・効果的な自立運営を目指すこととする。

今後も継続



平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

年
次
計
画

人材育成計画の策定
人材育成計画に基づく職
員の育成

人材育成計画の見直し検
討

人材育成計画に基づく職
員の育成

取
組
状
況

平成25年度に策定した人
材育成方針をより実効性
のあるものとする具体的
な方策を定めた。

人材育成計画による各種
研修への参加により、職
員の専門性向上に寄与し
た。
職場研修参加者延べ561
名
職場外研修参加者延べ
119名

今年度新たに2名を課長
職に配置し、管理職6名
中4名が法人正規職員と
なった。
また、次世代の管理職育
成のために、係長・主査
級の8名を対象とした研
修を実施した。
このほか、新規採用職員
研修の充実や各種専門研
修への派遣を行った。

次の管理職候補となる職
員の育成と意識の醸成を
行うほか、階層別研修の
適時受講や各種専門研修
の充実により、専門性の
ある職員の育成を図っ
た。
また、資格取得奨励制度
の活用により、新たに3
名が福祉系国家資格の取
得に至った。

組織変更による課の設置
に合わせて、正規職員１
名を課長級に配置。事務
局長以外は、正規職員が
管理職となり、法人運営
の中核を担う体制ができ
つつある。
資格取得奨励制度による
福祉系国家資格の取得者
は延べ５名。

所
管
課
意
見

事業団が管理運営してい
る指定管理者施設は、専
門性が求められている。
従事する職員については
その期待に応えられるよ
う高い専門性を備えると
ともに、他施設からも一
目置かれるような人材の
育成を求めていく。

平成26年度に策定した人
材育成計画に基づく研修
を実施し、中核的な役割
を担う固有職員の育成を
実施していることは評価
できる。

組織運営の中核的な役割
を担う固有職員育成のた
め、研修制度の充実に努
めるよう促していく。

資格取得の促進や効果的
な研修の実施等を活用
し、法人運営の中核をな
すような人材の確保・育
成に努めるよう促いして
いく。

今後も資格取得奨励制度
の積極的な運用や、人材
育成計画の見直し結果を
踏まえ、本市の障害福祉
の中心的役割を担えるよ
うな人材の継続的な育成
を望む。

　特に福祉の分野においては、人材は大切な経営資源であることから、市派遣職員の引揚に伴う管理職
養成を急務とし、人材の育成に重点的に取り組むこととする。

今後も継続



平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

年
次
計
画

経営計画に基づく経営

次期経営計画の
策定

次期経営計画
に基づく経営

取
組
状
況

平成２５年度に策定した
経営計画に基づき、経営
を実施した。

40項目の成果指標のう
ち、大きく達成(200%以
上)が6、概ね達成(200-
80%)が29、達成できな
かった(80%未満)が5で
あった。

42項目の成果指標のうち、
大きく達成(200%以上)が
8、概ね達成(200-80%)が
31、達成できなかった(80%
未満)が3であった。
経営計画の3年目が終了
し、目標を大幅に上回った
指標及び別の成果指標がよ
り効果的な項目について
は、経営計画の一部を改定
し、新たな指標を設定す
る。

成果指標の一部見直しを
行った。
41項目のうち、100％以
上の達成が33項目、80％
以上の達成が5項目、
80％未満が3項目とな
り、概ね良好な結果と
なった。
実績管理により、引き続
き利用者サービスの向上
に努めていく。

平成３１年度～平成３５年
度の５年間を計画期間とす
る、新たな経営計画を策定
し、理事会の承認を得た。
策定にあたっては、これま
での経営計画の進捗状況を
踏まえた上で、市障害者プ
ランにある「障害福祉推進
の中核的組織」という位置
づけを認識し、基本目標及
び重点プロジェクトを定
め、実施計画を検討した。

所
管
課
意
見

経営計画に沿って、着実
に実行していることは評
価する。今後も、計画に
沿った運営を行い、目標
の達成されるよう支援し
ていく。

引き続き、経営計画に
沿った運営を求めていく
とともに、適切な成果指
標の設定及び達成を求め
ていく。

経営計画については、適
宜見直しを行い、適切な
成果指標を設定するとと
もに、当該経営計画に
沿った運営を求めてい
く。

成果指標を達成できない
項目に関する分析や、課
題の洗い出し等を実施
し、次期経営計画を策定
するよう求めていく。

新たな経営計画に沿って、
事業運営を行い、目標を達
成できるよう支援してい
く。

２　団体の具体的取組

　（１)経営計画に基づく経営

　平成23年度から経営計画に基づく経営を行う。

今後も継続



平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

年
次
計
画

取
組
状
況

所
管
課
意
見

　（２）　市派遣職員の引揚げ

　平成24年度末までに市職員3人を引き揚げる。（平成23年4月1日現在、3人派遣）

完了済
平成24年度末



平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

年
次
計
画

①手話通訳・要約筆記者
養成講座の充実
研修講座
H25：４講座
　⇒H26:６講座
研修延実施回数
H25:129回
　⇒H26：191回
②意思決定支援パート
ナー事業（モデル事業）
の実施
研修実施　１回

地域の実態把握・調査
（５件）

地域の実態把握・調査
（10件）

地域の実態把握・調査
(10件）

マニュアル作成 マニュアルに基づいた事
業の実施

取
組
状
況

①
研修講座6講座
研修延実施回数
　　　　191回
②
研修実施１回

①手話・要約筆記講座
６講座・延べ191回開催
②意思決定支援パート
ナー事業
福祉サービス事業所へア
ンケート送付7件

①手話・要約筆記講座
　６講座・延べ194回開催

②意思決定支援パートナー
事業
　福祉サービス事業所への
アンケート送付57件、ヒア
リング4件
アンケート等から「意思決
定支援の概念整理」「職員
の啓発が必要」ということ
が読み取れたため、次年度
の自立支援協議会で検討す
る

①手話・要約筆記講座
 ６講座・延べ194回開催 
 要約筆記養成講座 1回開催

②意思決定支援パートナー事業
福祉サービス事業所（通所）のヒ
アリング調査２６件、自立支援協
議会のあり方プロジェクトチーム
を３回を開催。ヒアリング調査結
果から「意思決定支援」の啓発が
必要であり、プロジェクトチーム
でパンフレットを作成する方向。

①手話・要約筆記講座
６講座・延べ１９１回開催

②意思決定支援パートナー
事業
支援者向けの意思決定支援
啓発パンフレット案を作成

自立支援協議会意識決定支
援のあり方プロジェクト
チームにおける地域関係者
との協議４回

所
管
課
意
見

障害者権利条約の批准に
より、障害者の権利を擁
護する上で、障害者の意
思決定支援の必要性が高
まっていることから、意
思決定支援パートナー事
業は先駆的事業といえる
ので、積極的に推進して
いただきたい。

引き続き、手話通訳・要
約筆記者養成講座の着実
な実施や、意思決定支援
パートナー事業の実施な
どにより、障害者の権利
擁護に重要な位置付けで
ある意思決定支援を推進
していただきたい。

手話通訳等の養成等を引
き続き実施していくほ
か、障害者の意思決定支
援のあり方に係る検討
は、障害者の権利擁護の
推進に寄与するものであ
るため、この取組を進め
ることは評価できる。

手話通訳者等養成事業は
引き続き効果的な事業実
施に努めていただきた
い。
意思決定支援パートナー
事業はパンフレット等の
作成を通して、意思決定
支援の重要性を周知し、
さらに取組を進めていた
だきたい。

手話通訳者等養成事業は引
き続き効果的な事業実施に
努めていただきたい。
意思決定支援パートナー事
業は作成したパンフレット
が効果的に活用できるよ
う、ひろく周知に努めてい
ただきたい。

　これまでの障害福祉施設の管理運営により培われた高い専門性を生かした能力を活用し、障害福祉に関する先駆的事業の一つとして、意思決定支援の充実
を図る。

　（３) 障害福祉に関する先駆的事業の実施（意思決定支援の充実）

意思決定支援パートナー事業の実施


