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平成 26年度第７回神奈川県地方独立行政法人評価委員会(11月 25日)議事録 

 

議題１：中期目標期間評価の方法について 

●資料１について、事務局から説明。 

【質疑概要】 

○委員 

内容については、委員会のこれまでの審議結果等を反映したものになっているので、これで

了解とする。 

 

議題２：第二期中期計画（素案）について 

●資料２について、法人から説明。 

【質疑概要】 

○委員 

第二期中期計画（素案）は、12 月に県議会に報告するということになっており、議会の審

議状況等を踏まえ、１月６日の第８回評価委員会で第二期中期計画（案）の審議を行うことに

なる。また、財務内容に関する事項として、予算に関わる数値ないしは数値目標については、

次回ということになる。よって、予算等以外の部分については、本日が実質的な最後の審議と

なるので、よろしくお願いしたい。 

○委員 

第二期中期計画（素案）では、沢山の挑戦的な目標を記載していただいた。感謝する。 

ただ、資料２の 14 ページの「業務運営体制の確立」で、第一期中期計画には病床利用率、

平均在院日数、入院実患者数があったが、今回それが入っていないのには何か理由があるのか。 

病床利用率の回転を高めて、在院日数を短くするということは、病院運営の基本で、非常に

重要な指標だと思うが、それについては、どこにも触れられていないが、どうしたのか。 

○法人 

病床利用率と在院日数の目標については、非常に重要なものであり、機構の計画の中で、加

味しないわけでない。しかし、第二期中期計画の目標の立て方の一つとして、具体的な個々の

取組みについては、年度計画でその変動を加味しながら具体の記載をする考え方もあり、病床

利用率や在院日数は、１年毎に精査しながら指標として検討していきたい。 

よって、中期計画の中で、５年間の先の話を書くのではなく、１年毎の年度計画の中で、よ

り実効性のある数値目標を設定していきたいと考えている。 

○委員 

５年先は長いということは分かるが、資料２の 10 ページの「多職種が連携したチーム数」

では、参考という記載がある。こういう形で、平成 25 年度の病床利用率等の実績値を参考値

として載せていただき、そこからより効率を高めていくとするのは難しいか。 

○法人 

第二期中期計画における目標値と参考値の記載については、目標値は具体的な数値目標をで

きるだけ記載するようにしており、参考値は、数字だけでなくそこにいくまでの過程を含めた

取組みそのものを大切にしたいと考えているため、病床利用率等については、年度計画で書い

たほうがよいと整理している。 
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○委員 

年度計画では、今の病床利用率等は書いていただけるという理解でよいか。 

○法人 

そう考えている。 

○委員 

平均在院日数については、今度の診療報酬改定で７対１の算定が厳しくなるなど、今までと

比べて参考にならない部分があるから、年度計画でやっていくことでよいのではないか。 

○委員 

資料２の 15ページの短期借入金のところで限度額 30億円ということになっているが、実績

はどうか。例えば賞与の際、ある程度用意をするということで、短期借入金が発生するのか。 

○法人 

第一期の中期計画の期間中では、借入れをした実績はない。 

○委員 

それは、ある程度なくてもやっていけるという状況なのか。30 億円という額を置く意味は

どういうことなのか。 

○法人 

基本的には、短期の借り入れはしないという前提である。しかし、５年間のことなので、緊  

急的に何かが起きるということを 100％否定することはできないので、第一期中期計画の額と

同額を置いている。 

○委員 

想定される短期借入金の発生理由として、第１に賞与の支給が記載されているのは何故か。 

○法人 

通常想定される大きな支出というところで、例示をしているもので、賞与の支給時期に、 

特段そういったリスクがあるとは、基本的には考えていない。例示として何かを書くとしたら、 

１年間では２回大きな額が出て行くので、賞与の支出を記載している。 

○委員 

これまで述べた意見について、ある程度反映してもらったと思っており、中期計画について

は、基本的にはこれでよいのではないか。 

その上での質問だが、直接今回の中期計画に関係するわけではないが、病床機能報告につい

て、県の独立行政法人としては、高度医療を中心に据えてという従来の線をたどっているが、

高度急性期か急性期かなどを示さなければならず、しかもそれに合わせて６年後はどうなって

いるのかを示さなければいけないが、各病院についての報告の概要を説明していただきたい。 

○法人 

病床機能報告について、各病院のＩＣＵやＨＣＵは高度急性期機能という形で報告し、あと、

例えば、がんセンターの緩和ケアの病床・病棟は慢性期の機能という形で報告している。 

また、若干回復期の機能もあるが、通常の病床は急性期機能という報告をしている。 

○委員 

今回の報告は、初回でもあるので、各病院の主観的というと語弊があるが、それぞれの病院

の位置付けで構わないとは言いながら、県の独立行政法人の病院ということになるので、中期

計画の観点から言うと、この件は結構大事な切り口かと思う。 
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また、非常に微妙な問題は沢山あり、例えば、昨今話題に上がる地域包括ケア病棟は急性期

なのか、いろいろ議論があると聞いている。また、第二期中期計画の５年先を目標にするとい

う話があると、病床機能報告の６年後にどういう機能の病棟を構築していくのかというのは、

かなり、軸を同じくするようなところがあり、非常に重要という気がする。 

いずれにしろ、今日の段階では、尋ねたことに回答をいただいたことにとどめ、また年次計

画の中で、個別の状況を報告いただいて、必要があれば議論したい。 

○委員 

15 ページだが、財務内容に関する事項で、中期目標に経営目標で第一期を上回るよう努め

ることという記述があり、※印で第一期の経営目標が記載されているが、ここに追加で実績値

を記載いただくわけにはいかないか。経常収支比率の目標は 100％以上だが、平成 26 年３月

は 101.2％で、医業収支比率も目標は 133％以下だが平成 26 年３月は 124．1％となっている。 

○神奈川県 

ここの趣旨は、第一期の経営目標値を参考にわかりやすく入れているものである。また、手

続き的に、既に議案を出しているので、中期目標（案）の文章の変更は難しい状況である。 

○委員 

分かった。 

第二期の中期計画（素案）では、目標値に関して平成 25年度実績値と平成 31年度目標値の

記載がある。例えば、資料２の４ページの治験受託件数は、５年間の累計の数字なのか、単年

度の数字なのか、教えて欲しい。 

○法人 

中期計画（素案）の平成 31年度の目標値は、最終年度での単年度の数字で記載している。 

○委員 

治験受託の件数は、５年間の累計の方が望ましい気がする。例えば、第一期の目標期間では

５年間累計でこれだけの治験受託件数があり、次の５年間ではこれだけにするというのが、適

切な目標の立て方ではないかと思うが、いかがか。他の項目については、最後の単年度のもの

が目標値ということもあると思うが。 

○法人 

５年間の累積という考え方もあると思うが、毎年どの程度の治験件数を受けているかという

ことで、目標値として出している。 

○委員 

例えば、防災訓練なども単年度の目標値で、平成 31 年度までの間は、年度計画で追ってい

く形か。 

○法人 

期間評価の考え方ということで、５年間の推移や累計を分かるようにすることは可能だが、

この中期計画（素案）の中では、あくまでも最終の平成 31年度の目標値で整理している。 

○委員 

第二期中期計画（素案）では、５年間の累計のものは一つも載っていないという理解でよい

か。 

○法人 

資料２の 11 ページの足柄上病院の目標値の２段目の「在宅療養後方支援病院としての登録
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累計患者数」は、登録の類型患者数である。それ以外は単年度の目標値である。 

○委員 

そこだけが累計ということは分かったが、200 人が大きい数字なのかどうかが分からない。

第一期の累計の実績は出せないのか。 

○法人 

在宅療養後方支援病院は、今年度から始まったので、来年度からの累計をここで示させてい

ただいた。 

○委員 

了解した。 

また、同じページの救急受入率について、受入率はここ数年上がってきているが、平成 31

年度目標値は 95％と下がるのは何か理由があるか。 

○法人 

緊急手術の時や重症患者を措置している時など、どうしても断らなければいけない場合があ

るので、100％はなかなか難しく、95％以上を目標としている。 

○委員 

治験の件数は、ある程度単年度でしっかりと区切れるものになっているので、件数を最終の

平成 31 年度にここまでとし、その間毎年どう進んでいるかということで、あまり違和感はな

い。 

○委員 

資料２の９ページの「職員にとって魅力ある病院に向けた取組みの推進」は、定性的な目標

だが、例えば職員満足度調査を実施するというような目標は難しいか。 

また、職員満足度調査を今まで実施したことはあるのか。 

○法人 

職員満足度調査については、病院毎になるが、これまでも取り組んできている。そういう意

味では、引き続き、今後も実施する予定である。 

○委員 

すでに取り組んでいるのならば、統一でないからどこか一つの指標というのは難しいかもし

れないが、各病院の満足度を現状値にたいし５年後にここまで上げるという目標設定は難しい

か。 

○法人 

職員満足度調査の中身については、当然その時々の質問の意味内容や、職員の主観的な意見

もある。よって、我々としては、病院運営の参考にするために引き続き取り組んでいくが、そ

れを数値目標として中期計画の中に掲げるかどうかについては、今回はそこまでの合意には至

っていないという状況である。 

○委員 

資料２の 10 ページの目標値の「新卒看護師の離職率」について、今後は勤務環境改善のた

めの体制づくりがそれぞれの施設内でも求められ、新卒看護師の離職も問題だが、キャリアの

ある看護職が長く働ける定着対策というのも、今回の勤務環境改善の中心にある。 

そういう事を考えると、この目標値の指標は新卒看護師だけでいいのかというのが少し気に

なるが、あえて新卒看護師だけの目標値を今回出しているのに何か理由があるか。 
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○法人 

看護師の離職率は、確かに中間層の離職率というのがかなり問題になるが、経験年数を経て

くると離職する理由が様々になる、しかもその離職率の中には、例えば今計算上では定年退職

や勧奨退職といったものも含まれる数字になるので、その真の離職というか、個人的な理由に

よる離職という面では、なかなか測りづらいところがある。 

新卒の場合は、勤めた後のいろいろな勤務条件であるといった事由でやめるというケースが

ほとんどなので、離職というところに着目する場合は、やはりこの新卒看護師を指標としてあ

げたほうがいいのではないかと考えている。 

○委員 

新卒看護師の場合の離職の背景にあるのは、今、努力義務化されている新人看護職員の研修

制度をどのように院内で体制を作るかによって、非常に現場への適用に差が出ている。 

今の看護現場では、このいわゆる勤務環境として働き続けられる体制作りの問題と、新人の

受入体制を整えることで、狙いが違っているので、新人だけで定着が良いか悪いかを見るのは

少し不足の面があるかと思っているが、今の説明のように、中堅の看護職の離職の背景は非常

に複雑なので、確かに一つの数字だけではなかなか判断できないという考えは分かる。 

○委員 

保険外併用療養制度がこれから拡充してくるが、この病院機構の中で、先進医療の案件はど

のくらい持っているか。今度、患者申出ルールが出てくるが、患者ニーズに応えてそういう先

進医療ができるのがどのくらいあるかが少し気になるので、教えて欲しい。 

あと、資料２の３ページの下の方の「ワクチン療法」は、具体的にどのようなことをイメー

ジしたらいいのか、説明してもらいたい。 

○法人 

現在行っているワクチン療法は、がん細胞の中の抗原になりうる部分を分析して、それに合

わせたペプチドを作って、それを投与してワクチンとして使う、というペプチドワクチンで、

現在そういう方法のものがほとんどである。 

今後は、新たな栄養療法なども考えられるので、抗体とか、いろいろなことを使いながら、

新たなワクチン療法を発展させていこうというところである。 

現在は、まだ立ち上げたばかりなので、神奈川のがんセンターから出たワクチンというわけ

ではなく、よそで研究しているものに参加し、そこから提供を受けて、医師主導治験でやって

いる。例えば膵がんは医師主導治験でやってこの９月から始めて確か６例ある。 

今後、そういうことを繰り返しながら、がんセンターでも基本となるワクチンを作っていけ

ればということで、免疫療法研究開発学部というのを作り、そこで基礎的な部分も研究しなが

ら、また一方で、がんワクチンセンターという臨床の場を使いながらやっていく状況である。 

○委員 

そうすると治験に入るのか、混合診療にはならないか。 

○法人 

このワクチン療法を、混合診療や代替医療といった部分に持っていくつもりはない。基本的

には臨床試験（医師主導の治験）まで持っていければ良いと考えている。 

とにかく、それによってエビデンスを作って、本当にがんのワクチン療法が第４の治療とし

て価値のあるものかどうか、そういうデータを作るのが、私たちの務めだと思っている。 
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○委員 

先進医療の方だが、こちらは、それなりの数を持っているのか。今度、患者申出ルールにな

って、患者の方が希望した場合に、対象となるものが本当にあるのかどうか分からないが、た

だそういう利便性を図れるのかなと思うので教えて欲しい。 

○法人 

がんセンターだと、先進医療だったものが保険適用になったりしたので、今、二つぐらいあ

るのではないか。 

当初から、がんセンターは、国家戦略特区にも、国際戦略特区にも入っているので、先進医

療がより簡便に申請できて承認されるということをお願いしているが、なかなかそのハードル

は高いのが現状である。 

個人が申請する患者申出療養制度だが、これは臨床試験中核病院を通してやるというデザイ

ンが今できてきているが、臨床試験中核病院となるのはかなりハードルが高い。その次に、そ

れに準拠したような資格が得られればということで、理事長からも指示があり、臨床試験に対

する体制を整えつつあるが、それが充実した段階でまた制度の方がどうなっていくか、いろい

ろと検討事項もあり、なかなか厳しいこともあると思う。 

○委員 

資料２の 15 ページの財務内容に関する事項で、中期計画（素案）では医業収支比率を検討

中ということだが、どの程度の書きぶりをお考えか。 

第一期を上回るということは、最終年度の実績値よりも下げることを目標にしているのか、

あるいは、中期目標（案）の方は、医業にかかる費用については医業の収益で賄うことを基本

としているので、さらに踏み込んだ目標を立てるつもりなのか。 

○法人 

病院運営を行うためには、それに伴う収入を持って費用を賄うのが基本であると考えている。 

診療報酬の収入である医業収入をまず最大限確保して、医業費用はその範囲の中で賄えれば

理想的で、本来は、医業収支比率を 100％以内に収めるということが一番の目標だが、さすが

にそこまでは急には難しいので、平成 25 年度決算をベースとして目標の数字を設定したいと

考えている。 

また、医業収支比率を 100％以下に設定できない理由は二つある。 

一つは、今申し上げたように診療の費用というのは、診療報酬内で賄うというのが原則だが、

診療なのか、県からの委託業務を行っているのか、明確な予算上の仕切りが今までないままき

ている。これは、従来県立病院だったのが、独立行政法人化して４年ということもあり、その

辺の見直しを、県の財政当局とも話をする必要がある。 

予算・決算のやり方が、完全な会社会計になってないという点が大きな理由の一つにある。 

もう一つは、こども医療センターや精神医療センターについて、自治体病院が担っていると

ころが多いが、コンサルを通じて調べたが、これらは医業収支比率が 100％以下というところ

が一つもない。特に精神に至っては、かなり目標が遠いということが分かっている。 

小児については、民間でＮＩＣＵなどをやっているところが意外に多いが、問い合わせたと

ころ、大規模にやっているところはほとんど持ち出しで、数億単位で他から繰り入れていると

いうのが現状である。 

よって、考え方としては、これらを県から委託されて抱えている機構としては、現実には先
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程の二つの要素で、なかなか難しい点があるということをご理解いただきたい。 

○委員 

今日で、中期計画（素案）は、実質的な審議が３回目になるが、第５回と６回の中期計画に

おける数値目標設定に関する委員からの指摘・意見について、少しトーンが違うかに思えたと

の意見が出たかと聞いているので、この点について補足させていただく。 

第５回の資料は、中期計画（素案）の一つ手前のたたき台であり、数値目標がほとんど入っ

てない状態のものだったので、その資料の前提で、数値目標を入れることを強く求める意見が

出た。 

第６回の資料は、かなり数値目標が整備されたものだったので、それを基に、この中期計画

の運用、年次計画での落とし込み、毎年度の評価及び期間評価を行うという一連の作業を思い

浮かべた段階で、留意する事項などを意見として述べた。 

その場に与えられている資料・情報とその場で受けた説明についての意見ということなので、

少し軸足というか、視点が異なっていたかもしれない。 

今日の資料２を見ても、現行の中期計画は６個の数値目標だが、今回の中期計画（素案）で

は、できるだけ数値目標を入れるべきということで、可能な限り努力された結果、不確定要素

があるにしても 29 個の数値目標が掲げられている。数だけで単純に見るということではない

が、これは本日の冒頭にも述べたとおり、委員会としても高く評価している。 

第６回の委員会の席でも、数値目標を掲げること自体は非常に重要であると述べた。 

ただし、その数値目標自体が有効でないといけない、有効な数値目標を掲げられた部分が大

事だという指摘を行った。 

今回、こういった形で数値目標を整備していただいたが、そもそもその有効性というのは、

二つの尺度・視点があると思っている。 

一点は、少なくともこの数値目標は、対外的な面でのアカウンタビリティーをどう果たして

いくのかという点と、もう一点は、内部のマネジメントの機能情報としてどのように活用する

かである。 

この二点を踏まえていくことは大事であり、有効というのは、アカウンタビリティーを果た

すという意味で有効であるかどうか、または内部のマネジメント情報として有効なのかどうか、

この二点で、見ていくということになる。 

中期目標及び中期計画で掲げられている数値目標の数値は、各年度評価のプロセスで使われ

ていくし、おそらく、これだけ成果があがっているという成果を示すために有効な情報でなけ

ればならない。場合によっては、それは県議会に対するアカウンタビリティーであり、場合に

よっては、県民の皆さん方に対する情報提供を通じたアカウンタビリティーという意味で、ど

のように使っていくのか、というイメージをお持ちいただけると良いと述べた。 

そういう視点で、今回、より精査されたということになると思う。 

今後、年度計画でさらに具体化される部分、あるいは、年度計画であればこそきちっと示せ

るような情報と数値の提示というものがあると思うので、この委員会としては、少なくとも、

この中期計画で示された数値目標は一つの重要な情報としつつ、細かな、状況の環境変化に伴

う部分や、各年度で重要な政策課題に対応するための現場の工夫、イノベーションといっても

いいのかもしれないが、そういった部分については、今日いただいている中期計画を補足する、

または、それに代わるものとして、各年度で説明をいただき、評価をしていけばよいかと思っ



8 

ている。 

これは、おそらく、前回、前々回と、違った視点から意見を申し上げたことに対する一つの

説明になるのかと思う。数値目標自体は非常に大事であるが、とはいっても有効な数値でない

と意味がないので、そういう有効性をチェックして欲しいという指摘だったと受けとめていた

だければ、ありがたい。 

また、前回も少し申し上げたが、今回は中期計画で 29 個の数値目標を掲げていただいてい

るが、その数値目標をどういうプロセスを通じて作ったのかという背景をまとめたものを作成

いただき、数年後に、第二期の期間評価を行う時に実はこうだったと、こういう背景のもとで、

中期計画の数値目標を作ったという背景の情報をきちっと残しておき、それを基にして期間評

価をできるようにしていただければと思う。 

場合によっては、途中で環境変化があるということも当然想定されるし、現時点で想定され

ることとして平成 30 年度の診療報酬・介護報酬の同時改定などもある。あらかじめ予想され

ることに合わせて、予期せざることも当然起きてくるので、数年後に、中期計画に掲げられた

数値目標をもとに期間評価を行う際に、問題が起きないようにしていただければ良いと思う。 

前回及び前々回で数値目標についての意見を述べたが、私の認識はこういった形である。 

○委員 

例えば、県の保健医療計画という制度の中でも、運用上はＰＤＣＡを回すと言っていて、現

実に、目標設定をして毎年進捗状況を医療審議会に報告している。 

こういうＰＤＣＡを回すことも、一般的な管理手法の中での用語を使っているが、５年先の

中期目標、それを実現するための中期計画、その進捗の度合いにおけるＰＤＣＡの回し方とい

うのも、これはいろんな事業があるので一概には言えないが、神奈川県の病院事業においても、

今説明があったようなことは、しっかり受け止めていただくことが大事である。 

それからもう一つ、年次計画で書き込むのが有効だろうということに関して、年次計画の実

現として、医療現場で有効な方法というのは幾らもある。 

単に、ＰＤＣＡサイクルをしましょうということではなく、少なからず自治体で意識してい

るのは、やっぱりＢＳＣという手法で、今日のこの 30 近い目標も、あえて分類しようとする

と、財務の視点として財政運営上の指標、それから業務プロセスの視点がある。また、業務に

関して職員満足度のような話が出たが、これは事業を担う立場の者の学習と成長の視点などと

いうのが一般的な言い方で、さらに、その上で基盤に置くのが顧客の視点、つまり患者の視点

などがある。 

これは、中期目標になぞらえるのは必ずしも適切ではなくて、むしろ日々の業務または月々

の単位でもいいし、一般的には年次目標の中で取り扱うもので、このような手法は、学説・学

会みたいなものもあるくらい、有効な手法とされている。こういう管理手法というのは、保健

医療、場合によっては介護の世界の中でも一般化しているようなところがあるので、医療行政

運営の中でも、こういう手法は、ぜひ、活用していただきたい。 

○委員 

今日は、中期計画の素案についての議論なので、この中期計画そのものでどの程度のマネジ

メントシステムをカバーした方が良いのかという議論は、別にあるかと思うが、私も、これで

すべてをカバーするというのはあり得ないと考えている。おそらく、マネジメントシステムを

支える設計、フレームワークは、別途、考えた方が良い。 
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それを考えた上で、中期目標・中期計画との連携、ないしはそれをどのように活用していく

のか、戦略的に活用していくのかという視点で整理していただく必要がある。 

○委員 

中期計画でこれだけの目標値がある中で、年度計画ではさらにそれ以上のいろいろな数値目

標を掲げられ、かなり細かな数値目標も揃った時に、実際に評価する際、達成しているもの、

達成していないものが出てくると思うが、その時にはどちらにウエイトを置くのか。今、答え

は出ないかもしれないが、やはり、中期計画の数値目標に一番ウエイトが置かれるのか。 

中期計画にある目標は、その項目で、本当にこれで評価されてもいいという、一番重たいも

のが載っているのか。その後、いろいろな定性的な目標が出てきても、中期計画にある目標が

駄目だったら駄目と言われてもしょうがないというものが載っているという理解でよいか。 

○法人 

中期計画の各取組項目の中で、一番それぞれの実績を判断するのに、これがふさわしいもの

だというものを選んでいるので、基本的には、中期計画の数値目標の達成が一つの評価の基準

になるものと、現時点では理解している。 

また、今話のあった年次評価の目標の評価と中期計画の目標の評価についての考え方も、矛

盾はないと思うが、仮に、達成状況の中でそういう評価が分かれるところについてもしあれば、

それまた今後検討させていただきたい。 

○委員 

先ほど、ＢＳＣで顧客の視点があるという話があり、各病院で顧客の視点とは何だろうとい

うと、一番安直なのは顧客満足度だがそれだと安直過ぎる。他には何を取られているのか。 

○委員 

相談機能が一番多い。以前ワンストップサービスみたいなことを話したが、どうしても、行

政組織が病院事業などをやると、いわゆる縦割り的なサービス体系を一つにまとめるというと

ころは、顧客の視点、つまり患者の視点ということで分かりやすい。 

しかし、この手の理屈というのは、追い込んでいくと皆繋がっているので、あんまり振り分

けてやり過ぎるのもどうかという気もするが、大事な視点である。 

今回も、資料２の８ページで患者サービスの向上と情報提供というのが文言では出ている。 

また、セカンドオピニオンの件数なども、顧客の視点である。 

クリニカルパスも、診療の提供側の診療計画でもあると同時に患者の視点である。 

○委員 

実際に、大きな環境変化が起きて、中期計画に掲げられている数値目標の数値自体に意味が 

なくなってしまうような状況が起きるかも知れないが、少なくとも、現状では、予想できる環

境変化については織り込んでいるということで掲げられているものと理解している。 

その中で、仮に、予想できない大きな環境変化が起きた時は、中期目標と中期計画で掲げら

れている方向は、その場合は方針に止まるのかもしれないが、文章で書かれている記述は生き

ているので、その範囲で評価をすることになる。 

さらに、そういう事態が起きた場合は、年度計画又は年度評価のプロセスで、その説明をい

ただき、我々もその状況を理解した上で、評価をしていく。中期目標期間の評価もおそらく同

じである。 

ある一定の条件のもとで、このように評価するという中で、それでもその環境変化がもっと
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重大ということになると、中期計画を変えるということになるかもしれない。それは、中期計

画の目標値ではなくて、おそらくその上に書かれている文章そのものを見直さないといけない。

そうなると、中期計画自体を改定するプロセスに乗せていくというイメージである。 

本日の資料２の第二期中期計画（素案）については、概ねこれで了承とする。 


