
1 

 

令和元年度第１回第三セクター等改革推進部会 議事録 

 

議題１ 経営改善目標の達成に向けた取組状況について 

〔（公財）神奈川県暴力追放推進センター〕 

〇黒田委員 

暴力団離脱者支援について、刑務所における説明会以外に何かしていることはあるか。 

〇所管課 

暴力団を離脱したいという相談を受理した後に、警察とタイアップして、暴力団組織か

ら離脱させ、社会復帰させていくという支援をしている。社会復帰対策協議会という暴追

センターが事務局を務めている協議会があり、他県の協議会とも連携しながら、暴力団離

脱者支援を図っている。 

〇黒田委員 

離脱者の方が、今の社会の中での生活が非常に困難である場合に、どこに相談したらよ

いか、何らかの形で広報されているのか。 

〇所管課 

ホームページや様々な媒体を通じて広報している。昨年から神奈川県暴力団排除条例

が改正され、離脱促進という規定が加わった関係もあり、離脱者や暴力団員に対しては、

何かあれば、まずは暴追センターに相談をするよう周知している。直接暴力団に働きかけ

ることはなかなかできないため、基本的にはホームページを通じて、また、警察が取り扱

った暴力団員が離脱したいという旨の報告があったときには、暴追センターに相談に行

くように伝えている。 

〇黒田委員 

離脱者が相談できる場所は多い方がいいと思う。放置していると、また元に戻りかねな

いという現状があると認識しており、できる限り、離脱者の支援を進めていただきたい。 

〇唐下委員 

最近、暴力団ではないが、半グレといった反社会的な集団が増えてきていると聞いてい

るが、それに対して、何か対応しているのか。 

〇所管課 

半グレは、警察では準暴力団と呼んでいる。準暴力団の範囲等はまだはっきりと定義付

けられていないところであり、今のところは状況の把握に努めている。追って、暴対法が

改正されれば、取り締まりができる体制を取っていかなければならないが、現在のところ

は事業者の方々に注意喚起を行っている状況である。 

〇士野委員 

２点伺いたい。１点目、ホームページ閲覧者数が急増しているが、要因の分析をしてい

るか。 
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２点目、責任者講習受講者数が目標をかなり上回っているが、定員オーバーで受講希望

があってもお断りするような事象が発生していないか。 

〇所管課 

１点目について、ホームページをリニューアルしたのは、平成 29年 4月 1日からであ

り、その前の平成 28 年度の閲覧者数は 1,918 件しかなかった。ホームページをスマート

フォンに対応するようにリニューアルした結果、閲覧者数が飛躍的に増加したと分析し

ている。その他には、ホームページのリニューアルの広報や、定期的な更新が評価されて

いるのではないかと考えている。予想以上に閲覧者数が増えたので、次の目標策定年度に

は、目標設定を高くしたいと考えている。 

２点目について、基本的には、希望者があれば順次受講していただくようにしており、

お断りすることはない。日程が合わずに参加できない方についても、優先的に次回の講習

を受けていただけるようフォローしている。 

〇齋藤会長 

正味財産増減計算書を見ると、訴訟関係費が随分少なくなっている。厚木の事務所の使

用差し止めの訴訟は、一段落したということか。 

〇所管課 

事務所として使うなという命令の後、違反して使った場合には制裁金を払う間接強制

の決定があった。その後、命令違反があったため、執行文付与の訴えを提起しており、係

属中である。 

〇齋藤会長 

全ての項目がＡで、様々な面で大きく数字を伸ばしている。 

したがって、着実に取組が進められていると評価してよいと考えるが、いかがか。 

（異議なし） 

評価はＡとし、概ね着実に取組が進められていると評価する。 

 

〔（公財）神奈川文学振興会〕  

〇黒田委員 

松本清張展の観覧者数が伸びなかったために展示解説図録販売が振るわなかったとの

ことだが、その理由は何か。 

〇法人 

松本清張展は年度をまたいで実施しており、平成 30 年度の３月後半は悪天候が続き、

観覧者数が伸びなかったためその旨資料に記載したが、最終的には前年度春の与謝野晶

子展と比較して松本清張展の方が、入場者数、展示解説図録販売数ともに上回っている。 

事業収入が下がった一番の要因は、クローデル展で講演会等イベントの講師料や開催

経費等について共催団体から助成金が得られたので参加費を無料にした結果、講演会の

受講料収入が伸びなかったことが要因である。 
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【後日確認結果】 

法人の希望により、「３ 経営改善目標の達成に向けた取組実績等」のうち「収支健全

化に向けた経営改善」No.2 の自己評価を「販売は振るわなかった」⇒「平成 31 年３月末

時点では販売は振るわなかった」に修正した。 

 

〇黒田委員 

どの文学者を取り上げるか、どういった視点で選んでいるのか。 

〇法人 

春と秋の展示において、女性作家と男性作家、いわゆる大衆文学と純文学等バランスを

考慮している。また、入館者のアンケートも参考にしている。 

〇黒田委員 

入館者のうち多い年齢層は何歳代か。 

〇法人 

60 歳以上が多い。今は男性の 30 代、40代の層をいかに取り込むかが課題。 

〇黒田委員 

若年層をターゲットにするのであれば現代作家を選ぶということも必要なのではない

か。 

〇法人 

若年層の入館者を伸ばす取組としては、夏休みに親子連れをターゲットとして児童文

学者の石井桃子を取り上げたり、10 代以降の若年層については、与謝野晶子展でコミッ

クス「文豪ストレイドックス」とコラボレーションした企画を実施している。 

現代作家については、夏の児童文学の展示では取り上げているが、春や秋の展示では、

評価の固まった作家について、書簡等を展示するなど、その作家の生涯が見渡せるような

形で展示してきた。しかし、現代作家に関しても、他の文学館では展示を行っており、今

後検討対象に加えていく必要はあると考えている。 

〇齋藤会長 

補正予算を組んだ理由は何か。 

〇法人 

展示費 300 万円の補正については、当初予定していなかったクローデル展の彫像の運

送費が発生したことや、寺山修司展で会場を劇場風に演出するための費用が嵩んだため

である。また、維持費 125 万円の補正については、平成 30年度の収支状況を鑑み、予防

保全的な修繕を実施したためである。 

〇齋藤会長 

神奈川近代文学館友の会の会員数や事業収入については、目標未達だが大勢に影響は

なく、概ね着実に取組を進めている。よって評価としてはＡということでいかがか。 

（異議なし） 
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評価はＡとし、概ね着実に取組が進められていると評価する。ただし、神奈川近代文学

館友の会の会員数の増加に努めていただきたいというコメントを付すこととする。 

 

〔（公財）かながわトラストみどり財団〕 

〇唐下委員 

昨年に比べて、人件費と負担金が約 300 万円程度、経常費用で約 670 万円増えている

が、その原因は。 

〇法人 

昨年 10 月から、埋め立て開発の環境アセスメントを５年契約で受託した。そのた

め、事業収益の内訳である緑地保全受託事業収益が約 670 万円増加し、費用も見合いで

増えている。 

〇士野委員 

保存契約緑地拡大面積というのは、毎年実績値が減少しているが、その原因は。 

〇法人 

新たに保存契約してもらえる相手方との関係で、結果として減っている。 

〇黒田委員 

みどりの実践団体数について、目標の数値からすると、実績がかなり少ない。参加団

体が平成 29 年度にかなり減り、平成 30年度に増えてはいるが、目標に達していないの

はなぜか。 

〇法人 

平成 27 年度に目標を策定した際は、参加団体に樹木を配付しており、人気があった

が、その後、木が育ち、植える場所もないため、「樹木配付はいらない」「木を切ると

か、指導する方のメニューも考えてくれ」という意見が多くあり、樹木配布事業を平成

29 年度は廃止した。そのため平成 29 年度は大幅に実績が落ちた。その後、平成 30 年度

は樹木配付に加え、園芸用品の配付や剪定士、樹木医の出張等を追加メニューとしたと

ころ、実績が上昇した。今年度からは、新しいメニューの更なる周知や、近日完成した

小網代インフォメーションセンターで実践団体の交流会を行うことで、目標を達成でき

るよう努力したい。 

〇黒田委員 

会費収入に関して、３年連続で漸減している要因は。対策として口座引落の周知だけ

でよいのか。 

〇法人 

平成 30 年度は新規会員を約 600 人集め、新規会員数の目標は達成したが、2、30年前

に会員になった方が亡くなり会員数の減少に歯止めがかからない状況が続いているた

め。 

今年度からの新たな経営改善目標に会費収入も掲げているが、寄付金収入の獲得にも
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注力し、会費収入と寄付金収入の合計で目標額を達成するという捉え方で取組を始めて

いる。新聞折り込み等をしながら、少しでも会費収入と新規会員の獲得に努めている。 

〇齋藤会長 

新規会員数の目標は超えているが、新規会員を年間 500人獲得しても、脱退される方

が年間 500 人を超えているのが現状だということか。 

〇法人 

そのとおりである。 

〇齋藤会長 

どのような年齢層や属性の方に会員になっていただいているか。 

〇法人 

機関誌のアンケート結果では、60代や 70 代が７割程度で、20代や 30 代はほとんど

いない印象であった。 

〇齋藤会長 

横浜・川崎地域では若い子育て年代が増えているが、会員となる層ではないというこ

とか。 

〇法人 

子育て世代の方は、昔は自然観察会に小学生の子どもを連れてこられていたが、最近

はあまりない。そこで、タケノコ堀りや生き物の観察といった、子どもも一緒になって

参加できるようなイベントを増やしている。 

〇齋藤会長 

新しい属性の会員の確保にも注力していただく必要があると思う。 

評価に移りたい。いくつかの点で目標を達していないが、昨年度と比べれば実績値は

増えている。何よりもメインとなっているトラスト会員新規会員の確保や保存契約緑地

面積を増やしている点に鑑みれば、概ね着実に取組が進められている。評価としてはＡ

ということでいかがか。 

（異議なし） 

トラスト会員新規会員数の増加に努めていただきたいとコメントを付すことについて

は、いかがか。 

（異議なし） 

評価はＡとし、トラスト会員新規会員数の増加に努めていただきたいというコメント

を付すこととする。 

 

〔（公社）神奈川県農業公社〕 

〇士野委員  

  人・農地プランの話し合い等を活用した事業説明について、マンパワーが不足してい

たので目標達成に至らなかったということだが、どういった事情でマンパワーが不足し
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たのか。 

〇法人 

主業務が日中にある非常勤職員が対応しているため、農家の方や地元の方が集まる５

時以降の時間帯に行われる話し合いに対応できなかった。令和元年度より、事務職の常

勤職員が１名、専任という形になり、弾力的に対応できるようになった。 

〇齋藤会長 

平成 29 年度に 10 回達成していた人・農地プランの話し合い等を活用した事業説明

が、どうして平成 30 年度は４回になったのか。新設された農地利用最適化推進委員へ

の事業説明に関しても、マンパワーの問題で目標を達成できていないと記載されている

が、職員の数が減るなどの特殊な事情があったということか。 

〇法人 

農地の借受、貸出の実績が増えてくると、それに伴って相談業務等も増加し、対応で

きる者も限られてくるため。また、人・農地プランの主体は各市町村であり、公社が主

体的に話し合いを開催するものではない。市町村からの出席要請がなかったり、同じ日

時に重なってしまい出席できなかったこともある。 

〇所管課 

所管課から補足する。人・農地プランは市町村が主体となって策定するものではある

が、公社も機会をとらえて説明に行く必要があると考え、経営改善目標としている。今

後は市町村から情報を集約する体制を作り、なるべく早めに機会をとらえて日程調整等

できるような形を整え、回数を増やしていきたい。 

〇齋藤会長 

マンパワーと記載されているが、理由はマンパワーではないという理解でよいか。 

マンパワーの問題ではなかったということであれば、「マンパワーが不足したため目

標達成に至らなかった」という理由書きは削除していただく必要がある。 

〇黒田委員 

マンパワーの問題ではないとすると、要請が増えれば、それに対応することはできる

のか。 

〇法人 

平成 31 年度（令和元年度）から事務局長も対応できるようになっており、体制は強

化されている。日程が重ならなければ全て対応していきたい。 

〇齋藤会長 

日程調整がしきれず、依頼があったが行けなかったケースは昨年度何件あったのか。 

〇法人 

人・農地プランの話し合い等を活用した事業説明が２件、新設された農地利用最適化

推進委員への事業説明は０件だった。 
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〇齋藤会長 

日程が重なってしまえば、説明の機会がなくなるのか。 

〇法人 

市町村の方に代わりに説明していただいている。 

〇齋藤会長 

人・農地プランの話し合い等を活用した事業説明の、目標数値の設置根拠は何か。 

〇法人 

人・農地プランを立てている 30 市町村の中で、３分の１程度には機会をとらえて説

明したいということで策定した。 

〇齋藤会長 

新設された農地利用最適化推進委員への事業説明の目標は、なぜ達成できなかったの

か。 

〇法人 

公社から市町村へ働きかけはしたが、実現しなかった。 

〇齋藤会長 

なぜ市町村は、事業説明を不要としたのか。 

〇法人 

農地中間管理事業の説明について、既に周知がされているためではないかと考えてい

る。 

〇齋藤会長 

平成 30 年度に行った新しい取組について説明していただきたい。 

〇法人 

遊休農地の農業委員会へのヒアリング、市町村、農業委員会、JA 等の広報誌向け最新

事業資料の提供、農地中間管理事業 PRパンフレットの配布、公社ホームページでの PR

を積極的に行っている。 

〇唐下委員 

農地売買等事業の売渡面積は増えているので、そこは評価できる。 

〇齋藤会長 

それについて、自己評価欄に職員補充と記載されており、先ほどのマンパワーの不足

と相反した記載になっている。 

〇唐下委員 

そこについては修正が必要である。 

〇齋藤会長 

人・農地プランの話し合い等を活用した事業説明と新設された農地利用最適化推進委

員への事業説明については情報を速やかに的確に把握し、より積極的に取り組んでいた

だきたい。収支健全化に向けた経営改善項目についても達成していない部分があり、順
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調だとは言い難い。そのため評価としてはＢとせざるを得ないと思うがいかがか。 

（異議なし） 

評価はＢとし、農地に関する情報の把握と関係者への伝達を的確かつ適時に行ってい

ただきたいというコメントを付すこととする。 

【後日確認結果】 

部会での委員の意見を踏まえ、後日、取組状況の自己評価の記載について、法人に確認

したところ、法人は委員の意見を反映するとし、「３ 経営改善目標の達成に向けた取組

実績等」のうち「県民サービスの向上」No.2 及び No.4 の「公社のマンパワーが不足」と

いう記載を削除する形に修正した。 

 

 

議題２ 抜本的見直しに向けた取組状況について 

〔（株）湘南国際村協会〕 

〇唐下委員 

固定資産除却損が 38 万 5,000 円計上されているが、何か追加で除却するものがあっ

たのか。 

〇法人 

修繕等に伴う除却である。国際会議場の照明の更新にかかる処分費等を計上してい

る。 

〇唐下委員 

来年度以降は発生しないのか。 

〇法人 

修繕を続けていくので来年度以降も発生する。昨年度計上した特別損失は発生しな

い。 

〇黒田委員 

売上高に関して、「客単価の高い大型の国際会議の利用に支えられ」と記載されてい

るが、今後の見通しとして、同様の国際会議が毎年開催されるのか、新たな営業を行わ

なくては会議の利用は難しいのか。 

〇法人 

昨年度は大口の国際学会があったが、これは毎年持ち回りで各国で行われる国際会議

が誘致できたものであり、今年度の開催はない。そのため、他の国際会議を誘致できる

ように県と連携して取り組んでいる。県と連携した過去の実績では、平成 28 年度は５

件、平成 29 年度も５件と、一定の割合で誘致している。 

〇士野委員 

営業費用の抑制として、減価償却費と修繕費が大幅な減となっているが、特に修繕費

で、必要な修繕を行わなかったということはないか。 
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〇法人 

確かに、減価償却費は対前年度比約 3,800 万円減、修繕費の対前年度比約 3,800 万円

減となっているが、その他共通費も対前年度比約 2,800 万円減、売上原価も対前年度比

約 600 万円減で、減価償却費と修繕費だけ抑制したということではない。 

修繕費については、グレードの見直しや、大規模な修繕が終了したことで減少した。 

〇士野委員 

修繕のグレードを下げると客単価が落ちていくリスクに繋がりかねない。業態的に諸

刃の剣のような部分があると少し心配している。 

〇法人 

十分注意していきたい。 

〇齋藤会長 

目標をすべてクリアしているため、概ね着実に取組が進められていると評価してよい

と考えるが、いかがか。 

（異議なし） 

評価はＡとし、概ね着実に取組が進められていると評価する。 

 

 

 

 


