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１　出資等の状況（H28.4.1現在） （単位：千円）
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２　社員（会員）の状況(社団法人のみ）（H28.4.1現在）
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県
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主な者

出資（出捐）者

団体名 社会福祉法人　千葉県身体障害者福祉事業団 県所管課 健康福祉部障害福祉課

千葉県

資本金（又は出捐金）

理事長　　渡辺　清一

０４３－２９１－１８３１

昭和55年11月22日

http://www.chiba-reha.jp/reha/reha.html

千葉市緑区誉田町１丁目４５番２

県の社会福祉事業の推進を図り、広く県民福祉の向上
と増進に寄与することを目的に、千葉県千葉リハビリ
テーションセンターの管理運営を行う。



３　財務状況　

(１)貸借対照表から
（単位：千円）

項　　　目 ２５年度 ２６年度 ２７年度

総資産 3,088,342 3,118,587 3,274,543

負　債 2,513,608 2,421,692 2,216,049

(うち有利子負債）

純資産 574,734 696,895 1,058,494

累 積 損 益（利益剰余金） 564,734 686,895 1,048,494

（２）損益計算書から （単位：千円）

項　　　目 ２５年度 ２６年度 ２７年度

総 収 入　　（＝売上高＋営業外収益＋特別利益） 4,776,474 4,945,482 5,101,154

経 常 損 益 120,580 121,760 257,004

当 期 損 益 120,580 122,161 360,785

減価償却前当期損益　　　　 120,875 122,423 362,674

４　年度末借入金残高等の状況 （単位：千円）

　　　項　　　目 ２５年度 ２６年度 ２７年度

借 入 金 残 高　　　　　     

うち県からの借入金残高

うち県以外からの借入金残高

〈貸借対照表〉　純資産⇒正味財産合計

　　　　　　　　　　利益剰余金⇒一般正味財産

〈損益計算書〉　損益計算書⇒正味財産増減計算書

　　　　　　　　　　総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）⇒総収入（＝経常収益＋経常外収益

　　　　　　　　　　＋当期指定正味財産増加額）

　　　経常損益⇒当期経常増減額

　　　当期損益⇒当期一般正味財産増減額

うち県の債務保証又は損失補
償の対象となる借入金残高

※一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人（特例法人（従来の公益法人）含む。）については、
次のとおり公益法人会計基準に読み替える。

※累積損益（利益剰余金）については、基本金又は基本財産に相当するものを除いたものとなる。



５　県の財政支出の状況

（１）委託料・補助金等 （単位：千円）

項　　目 目的、内容、算出根拠等 ２５年度 ２６年度 ２７年度

委託料   　　
指定管理料、高次脳機能障害支援
センター事業委託料外 1,184,817 1,198,439 1,198,152

補助金･交付金・
負担金

在宅移行児童一次支援事業補助金
看護師等充足対策事業補助金 1,366 1,477 1,289

合　　　計 1,186,183 1,199,916 1,199,441

（２）その他 （単位：千円）

項　　目 目的、内容、算出根拠等 ２５年度 ２６年度 ２７年度

利子補給

税の減免額

出資金

貸付金

上記以外のもの

合　　　計 0 0 0

（３）委託料のうち再委託に関するもの （単位：千円）

項　　目 目的、内容、算出根拠等 ２５年度 ２６年度 ２７年度

委託料のうち再委
託したもの

給食業務、建物総合管理業務、
医事業務等 352,517 413,531 416,776

再委託のうち入札
によるもの

建物総合管理業務、医事業務
等 218,843 269,782 267,670

再委託のうち随意
契約によるもの

給食業務等 133,674 143,749 149,106



６　役職員の状況

（１）役職員数（各年度７月１日現在） （単位：人）

２６年度 ２７年度 ２８年度

常勤役員数   3 3 3

うち県退職者 2 2 2

うち県派遣職員 1 1 1

常勤職員数  387 397 425

うち県退職者 0 0 0

うち県派遣職員 19 16 16

（２）役職員の平均年収等の状況

２６年度 ２７年度 ２８年度

役員数（県派遣又は県ＯＢ） 3人（3人） 3人（3人） 　　　3人（3人）

役員平均年齢 60.0 歳 60.9 歳 61.0 歳

平均年収(千円） 11,657千円 11,736千円 11,766千円

職員数（県派遣又は県ＯＢ） 387人（20人） 396.6人（15.3人） 424.4人（16人）

職員平均年齢 40.5 歳 40.0 歳 40.5 歳

平均年収(千円） 6,558千円 6,576千円 6,523千円

　①　対象は常勤の役職員です。（嘱託職員、日々雇用職員は除く。)
　②　役職員数は実人員を記入してください。
　③　平均年収は、役員報酬や給料等総人件費を実人員で除して算出すること。

※実人員の考え方
　・4月に役員が4人いて、年度途中で2人交替し、年度末に4人であった場合の実人員は4人

項　　　目

項　　　目

　・4月に役員が4人いて、年度途中で2人交替し、年度末に4人であった場合の実人員は4人
　・4月に役員が5人いて、10月から1人減り、年度末に4人であった場合の実人員は4.5人
※平成２８年度の平均年収については推計となる。

７　改革方針の取組状況

改革方針（区分）

改革方針（概要）

取組状況

その他（特記事項
等）

【参考】平成28年4
月決定の改革方
針（区分）

（概要）

県と連携した経営改善

・県立施設である千葉リハビリテーションセンターの管理者として、当該施設の使命
や役割を果たせるよう、県の関与の下、利用者サービスの向上及び経営の改善を

経営改善

・23年3月に県が策定した「千葉県千葉リハビリテーションセンター改革プラン」を踏
まえ、今後果たすべき役割と経営効率化等の実現に向けて、事業団の体制づくり
について検討する。
・23年度からの指定管理にあたり、21年度に認定を受けた病院機能評価（診療内
容や患者サービスの内容等について一定水準に達している病院を（財）日本医療
評価機構が認定）等を踏まえて、更なる事業運営の効率化と医療・福祉サービスの
向上を図る。
・病院部門においては、平成２６年度に病院機能評価の認定を更新し、その審査に
おいて高い評価を受けた。福祉部門についても、平成２４年度に更生園、平成２５
年度に愛育園において福祉サービス第三者評価を受審し、センター全体として
サービスの質と機能の改善・向上に継続的に取り組んでいる。
・平成２５年度からリハビリテーション医療施設の入院部門において日曜日・祝日
等の休日リハビリテーションの提供を開始し、さらに平成２６年度からは外来小児
部門において新たに土曜日リハビリテーションを実施している。
・平成２７年度は診療報酬制度への柔軟な対応として、障害者病棟の入院基本料
７対１看護体制を導入したほか、児童発達支援センターでは放課後等デイサービス
事業の実施に向けて準備を進めた。

＊平成24年3月に千葉県行政改革推進本部で決定した改革方針とその取組状況を記載してください。

（概要） や役割を果たせるよう、県の関与の下、利用者サービスの向上及び経営の改善を
図る。


