
平成29年８月 

神奈川県総務局組織人材部行政管理課 

○ 神奈川県住宅供給公社 

○ （ 公財） 神奈川産業振興センター 

○ （ 公財） かながわ国際交流財団 

○ （ 公財） かながわ健康財団 

○ （ 福） 神奈川県総合ﾘﾊﾋ゙ ﾘﾃー ｼｮﾝ事業団

○ （ 公財） かながわト ラスト みどり財団 

資料 １

経営改善目標の達成に向けた 

取組状況について



別 表 ２

経営改善目標の達成に向けた取組みの評価基準

○ 次の基準により 、具体に目標を定めた項目ごと に評価を行っ てく ださ い。

評 価 の 基 準

・ 経営改善目標の達成に向けて十分な取組みが進められ、既に成果Ａ

を挙げている、 または成果を挙げる見込みがある。

・ 経営改善目標の達成に向けてある程度の取組みが進められ、今後Ｂ

の成果について期待できる。

・ 経営改善目標の達成に向けた直接的な取組みではないが、今後の

経営改善やサービス向上に向けた取組みを進めている。

・ 経営改善目標の達成に向けて十分な取組みが行われていると は認Ｃ

められず、 より 一層の取組みが必要である。
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１　法人の概要（平成29年７月１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。

自己評価＝A

自己評価＝A

格付AA
（格付維持）
（公社債発行）

格付ＡＡ
（格付維持）
（公社債発行）

（格付維持）
（公社債発行）

（格付維持）
（公社債発行）

格付AAを維持し、投資家へのＩ
Ｒ活動等に努めた結果、Ｈ28.4
に10年債170億円発行（金利
0.320％、無担保、無保証）し目
標を達成

(95.0％) 新規入居戸数は、昨年度を上
回る45戸（27年度27戸）を獲得
したが、それを上回る退去住戸
（47戸：介護専用施設への移住
含む）が発生したため、結果と
しては、目標である95.0％には
2戸未達

管理運営費値上げによる増
収、フードサービス委託業者の
見直し等による経費削減により
1.5億円、住宅金融支援機構借
入金（県利子補給付）の公社債
借換えにより金利負担0.4億
円、計1.9億円の改善とし目標
を達成

ケア付高齢者住宅入居率

95.0％ 94.7% - - 自己評価＝Ｂ

(95.0％) (95.0％) (95.0％)

格付取得・公社債発行

100億円発行 170億円発行 - -

(36.4億円) (36.6億円)

(2.3億円) (1.9億円) (2.3億円) (2.8億円)

ケア付高齢者住宅管理事業に係る
経営改善額

1.3億円 1.9億円 - -

借入金は目標の35.7億円を削
減。また、損失補償は公社債
170億円も寄与し、目標の96.9
億円の削減を達成

　うち損失補償削減額
79.0億円 96.9億円 - -

(32.6億円)

(20.0億円)
目標を4.7億円上回る24.7億円
を達成

借入金削減額

24.8億円 35.7億円 - - 自己評価＝A

(14.4億円) (35.7億円)

(96.9億円) (31.2億円) (31.1億円)

耐震改修、建替事業、賃貸終
了等で一部募集停止をせざる
を得ない状況の中、市場の
ニーズに応じたプラン変更の継
続実施や様々な情報手段（ア
ナログ・デジタル）を活用した広
告宣伝等により目標を0.1％上
回る92.1％を達成

経常利益

25.0億円 24.7億円 - - 自己評価＝A

(21.0億円) (20.0億円) (20.0億円)

一般賃貸住宅入居率

92.4％ 92.1% - - 自己評価＝A

(92.0％) (92.0％) (92.0％) (92.0％)

県出資率 50 ％

公社に求められる公共的役割を果たしていく ためには、 安定的な経営を継続させていく ことが不可欠
であり、 公社としては、 将来にわたって安定的な経営を行いながら財政的自立（ 県の損失補償、 借入
金への利子補給に依存しない） を図り、 公共的役割を継続的に果たし地域社会に貢献していく こと
で、 公社の存在価値を高めていく 。

項　　　　　　　　　目 27年度 28年度 29年度 30年度 28年度 自己評価結果・摘要

基本財産等 30,000,000 円 県出資額 15,000,000 円

設立年月日 昭和41年6月30日 代表者名 理事長　猪股　篤雄

所在地 横浜市中区日本大通33 電話番号 045（651）1831

（ 様式３）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

法人名 神奈川県住宅供給公社
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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

従業員一人当り経常利益

21,947千円 21,301千円 - - 自己評価＝A

(18,768千円)

法　 　 人
記入者名

総務部 吉田
所 管 課
記入者名

公共住宅課　 　 池谷　 　 （ 内線 6561）

(18,182千円) (18,018千円) (18,018千円)
目標を3,119千円上回る21,301
千円を達成

　平成25年6月、公社は「財政的自立を図りながら公共的役割を果たす」との経営理念を明文化した10箇年の「経営計画（平
成25～34年度）」を策定し、その中で3箇年及び10箇年の計画目標を定め、同計画達成への取組みに努めた。これを受け
て、平成25年10月、県の「住宅供給公社民営化の基本方針」が廃止され、当公社は引続き、地方住宅供給公社法に基づく
法人として経営の一層の効率化を図りつつ、県からの財政的自立を進めていくこととした。また、平成26年3月には、次年度の
公社債発行に向け、格付機関から「長期発行体格付ＡＡ（格付の見通し「安定的」）を取得した。
　平成28年6月に経営計画を改定し、その中で平成28年度からの第2期3箇年計画目標を定めた。平成28年度は3箇年計画
に掲げた公社債継続発行の目標を達成し、平成28年4月に10年債を170億円、0.320％と極めて低利で調達することが出来
た。これにより資金調達の多様化や県損失補償の繰上削減を達成し、経営理念に定める「財政的自立」について、大きく歩み
を進める一年となった。
　また、平成28年度決算は、平成19年度以降、10期連続で経常利益20億円以上を達成し、自己資本比率を29.1％まで高め
ることが出来た。借入金については、約定通り返済を行い、借入金及び社債の合計期末残高は、前期比末36億円減少の
1,091億円となり、県損失補償残高も約定返済分21億円に加え、公社債発行により損失補償付借入金68億円を返済出来たこ
とにより、前期比末96.9億円減少の669億円にまで計画どおり削減することが出来た。
　経営計画改定後2箇年目となる平成29年度から、商品競争力を高める長期安定的な取組みとして、老朽化が進む賃貸事業
資産の長寿命化工事（住宅性能改善工事）を実施し、超少子高齢対策である高齢者事業や団地再生事業を通じた「地域包
括ケア・子育て支援」を推進する。また、お客様の多様化したライフスタイルに応じた「生涯賃貸」を目指し、引続き経営目標達
成に向けて取り組む。

　平成28年度決算では、経営計画の目標の柱である「経常利益」や「借入金削減額」について、計画どおり経営改善目標を
達成した。平成28年４月に県損失補償なしの条件で公社債を170億円発行したことにより損失補償額を大幅に削減するなど、
経営改善や県からの財政的自立は着実に進んでいる。
　「ケア付高齢者住宅入居率」については、818戸のうち入居戸数が２戸不足したことにより目標を達成できなかったが、前年
度の27戸を大きく上回る45戸の新規入居を獲得するなど、平成34年度までの黒字化に向けた取組みが進められている 。
　今後も、老朽化した団地の建替え・集約や計画的かつ効果的な修繕の実施等により収益性の確保と建物の機能維持・向上
を図りながら「経常利益」等の経営改善目標を達成するよう、引き続き、経営体質の強化を求めていく。

総資本経常利益率

1.24％ 1.24％ - - 自己評価＝A

(1.07％) (1.01％) (1.01％) (1.03％)
目標を0.23％上回る1.24％を
達成

団地全体の活性化とともに継続
されているプラン変更や募集
キャンペーン、体験入居室運営
等により、目標を0.3％上回る
93.8％を達成

自己資本比率

27.6％ 29.1％ - - 自己評価＝A

(27.0％) (29.1％) (30.1％)

若葉台団地賃貸住宅入居率

94.8％ 93.8% - - 自己評価＝A

(93.5％) (93.5％) (93.5％) (93.5％)

(31.7％) 平成１９年度から１０年連続で
経常利益２０億円以上を達成
し、目標の29.1％を達成

項　　　　　　　　　目 27年度 28年度 29年度 30年度 28年度 自己評価結果・摘要
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　１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

理事長　北村　明

横浜市中区尾上町５丁目８０番地 045-633-5000

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。

【県民サービスの向上等】

神奈川県事業引継ぎ支援センター
相談件数

(200件) (250件)(150件)

自己評価＝A

(            )

　国からの委託事業を受ける
中、様々な経営相談に対し、よ
ろず支援拠点のサテライト展開
などにより県内各地域で幅広く
対応したことにより目標を達成
できた。

　中小企業支援ネットワーク会
議や企業M&Aセミナー、商工
会議所等支援機関への研修会
など事業引継ぎの重要性や早
期引継ぎの有効性などについ
て普及啓発に努めた結果、目
標を達成できた。

(            )

(            )

　新事業成功講座やビジネス
オーディション等で有望なビジ
ネスプランと認められる企業を
掘り起こすことで、目標を達成
することが出来た。

（様式３）

28年度 自己評価結果・摘要

自己評価＝A

昭和28年8月12日

29年度 30年度 　　年度

300,000,000

(235件)

海外展開支援 289件

(225件)

(15,500件)

県出資額

　海外展開等を検討している中
小企業への情報提供や相談対
応を積極的に行った結果、東
アジアやASEAN地域を中心に
前年比130.8％の289件の相談
に対応することが出来た。

自己評価＝A事業承継支援 212件

(15,250件)

・「中期経営計画」に基づく支援事業の着実な推進
・職員の高年齢化を踏まえた適正な組織・人員体制の確保
・適切な財務運営の推進
・組織内連携の強化と業務プロセスの改善

設立年月日

法人名 公益財団法人神奈川産業振興センター

％県出資率 100円

電話番号所在地

300,000,000

経営改善目標の達成に向けた取組状況

基本財産等 円

代表者名

海外展開の情報提供・相談件数

28年度

ワンストップ総合支援 16,476件

相談対応件数

（注）＜＞は、よろず支援拠点（国事
業）の件数を内数で表したもの

(15,000件)
＜7,600件＞

項　　　　　　　　　目

(230件)

創業・ベンチャー支援 ６社 自己評価＝A

マネージャーによる継続支援企業
数（新規）

(５社) (５社) (５社) (            )

11



【収支健全化に向けた経営改善】

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>

【県民サービスに向上等】
　〇　４項目全てで目標を達成した。
　〇　よろず支援拠点を県内６地域（県央、横須賀、小田原、川崎、藤沢、相模原）に展開したことなどで、地域支援機関との
　　連携が促進されたことや機関誌（サポートかながわ）による情報提供、セミナー・研修会などで、中小企業の課題やその
　　対応への重要性を積極的に普及啓発したことが、各事業の利用を促進し、目標を達成することができた。
　〇　中小企業のニーズに対応した支援ができたと考える。

【収支健全化に向けた経営改善】
　〇　3項目中2項目で目標を達成した。
　〇　貸室収入は、既存利用者の追加利用、中小企業者の新規入居で目標を達成することができた。
　〇　今後も中小企業支援機関が多く所在するビルとして、県、国事業での事務室利用と民間企業のニーズを調整しつつ、
     貸室収入の維持に努めていく。
　〇　貸会議室・多目的ホールの収益は、長期修繕工事の影響を主因として未達となった。
　〇　今後は、利用方法の提案などを含めた営業ツール（ホームページ・パンフレット等）を強化し、長期修繕で利用を回避し
　　た利用希望者の再利用と新規利用者の開拓に努めていく。

項　　　　　　　　　目 28年度

　利用室数が、既入居者の追
加利用と中小企業者の新規入
居等で年度末比で2室純増。賃
料収入も14,786千円増えた。
　ホームページ・機関誌等によ
る情報発信、各種イベント等で
の広告配布、不動産仲介業者
の活用により入居率を向上さ
せ、貸室収入の増を図ってい
く。

29年度 30年度 　　年度 28年度 自己評価結果・摘要

収入増に向けた取組 自己評価＝A

(            )

貸室収入の維持

158,466千円
(150,000千

円)
(150,000千

円)
(150,000千

円)
(            )

　平成28年度は、会議室・多目
的ホール周りの大規模な外壁
工事を行った。工事の作業音
等を懸念した利用希望者が利
用を回避したため、収益低下に
影響した。
　工事により利用を回避した利
用希望者への再営業やホーム
ページ、パンフレット等の営業
ツールの強化などで、利用を促
進し、収益の向上を図ってい
く。

貸会議室・多目的ホールの収
益向上

45,412千円 自己評価＝B

(46,000千
円)

(53,000千
円)

(55,000千
円)

経費削減に向けた取組 自己評価＝A

省エネ対策の強化による光熱
水費の削減

31,075千円
(33,500千

円)
(33,000千

円)
(32,500千

円)
(            )

　温度管理の徹底を継続して
おり、空調の使用を必要最小
限に抑制している。
　電力に関しては、デマンド計
で管理し、ピーク時カットを行
い、契約の範囲を超えないよう
に運用している。
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　<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

中小企業支援課　板橋　　(内線5552)

【県民サービスの向上等】については、４項目全てで目標を達成した。中小企業の多岐にわたる経営相談や創業を目指す創
業予定者の相談などに的確に対応してきた成果と認識している。特に、事業承継支援については、支援企業件数が目標を
大幅に上回ることができた。各支援の広報状況も充実させており、引き続き中小企業が持つ課題、ニーズ等に応じたきめ細や
かな支援を提供することを期待している。

【収益健全化に向けた経営改善】のうち、貸室収入の維持については目標を達成できたが、、貸会議室・多目的ホールの収
益向上については、目標を達成できなかった。今後はホームページや広告、財団各事業との連携によるさらなる利用促進等
に努めるとともに、近隣類似施設との価格、環境面等における差別化が図れないかを検討することを含め、引き続きの経費削
減努力を怠らず、中小企業センタービル運営の充実・強化を図っていくものと期待している。

所管課記入者名法人記入者名
事務局長　高橋　正
℡045-633-5101
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１　法人の概要（平成２９年７月１日現在）

理事長　高橋　忠生

046-855-1820

％

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。

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

多言語支援センター運営事業と連動して
「INFO KANAGAWA」の広報および
Facebookからの情報発信を行った結果、
目標値を超える件数に配信した。

自己評価＝　A

自己評価＝　A
目標値の120％を達成した。コンテンツの
充実に努めた。

24.4

　収支の差額が大きいことから、寄付活動の活性化や収益性のある事業構築を模索し、事業・組織のスリム化により経費削減を
行っている。
　収益の強化を図るためには、既存事業の廃止等により人員の配置転換を行う必要があるが、事業縮小を数年にかけて取り組ん
できているため、廃止事業の選択幅が小さくなってきている。

165,000,000

平成２８年度

法人記入者名 廣崎　 勉

経営改善目標の達成に向けた取組状況

基本財産等 円

昭和52年2月15日

三浦郡葉山町上山口1560-39

代表者名設立年月日

法人名 公益財団法人　かながわ国際交流財団

県出資率円

電話番号所在地

675,640,000 県出資額

自己評価＝A

(23回) 県内高等学校、ＪＩＣＡ、湘南国際村セン
ターやかながわ県民センターなど、県内各
地で講演会、ワークショップ、フィールド
ワークなど、様々な形態のプログラムを高
校生に提供した。

(20回) (20回) (22回)

項　　　　　　　　　目

(335,000件)

２６回

(340,000件)

(3,260件)

405,340件

3,746件

平成３１年度

(5団体) (5団体)

(355,000件)(345,000件)

所管課記入者名

(5団体)

(22回)

(17件)

植松　 知博　 　 　 　 　 　 　 　 　 (内線3747)

　外国人向け生活情報「INFO KANAGAWA」については、多言語雑誌に広告を掲載する等サービスの普及に努め、目標の登録
者数を達成した。29年度以降も引き続き多言語情報発信の取組みに期待したい。
　高等学校への学習プログラム支援事業については、講演会、ワークショップ、フィールドワーク等様々な形態のプログラムを提
供することにより、目標を上回る回数の学習プログラム支援を実施した。29年度以降も、より効果的な学習プログラム支援を実施し
ていくことを期待したい。
　企業・団体等からの寄付金/HPのバナー広告受注獲得件数について、28年度は「外国人住民子育て応援キャンペーン」等によ
り、目標件数を大きく上回る寄付を得た。29年度以降も引き続き、獲得件数の増加に取組むことを期待する。
　平成28年度は「新中期計画」の初年度であり、各取組実績について、比較的順調に目標を達成することができたといえる。今後
も、取組目標の達成を目指すとともに、事業効率化と収益の向上に引き続き取り組んでいくことを期待する。

　平成２３年度から平成２７年度までの中期計画では、多文化共生の地域づくりを目指して、外国人コミュニティ、NPO、市町村等
との連携を深めてきた。
　平成２８年度から平成３２年度までの中期計画では、これまでの事業を継承して増加する外国人住民への対応力を強化するとと
もに、事業・組織の簡素化をもう一段深め、財務課題に対しても一層の取組を行う。

広報協力も含めて新規団体に関わっても
らうことができた。

28件

(15件) (25件) 各事業に関連する企業団体に働きかけ
た。特に「外国人住民子育て応援キャン
ペーン」を実施した結果、目標の約2倍の
企業団体から寄付を得た。

(19件)

自己評価＝A

(5団体)

8団体

(3,800件)(3,440件) (3,620件)

（ 様式３）

(350,000件)

平成２９年度 平成３０年度 平成３２年度 平成２８年度 自己評価結果・摘要

(5団体)

自己評価＝A

(22件)

外国人向け生活情報「INFO
KANAGAWA」配信件数
(電子メール配信登録者数、
Facebookファン数の合計値)

財団ホームページアクセス件
数
（財団が運営する６つのウェブサイ
トの合計値）

高等学校への学習プログラム
支援事業実施回数

かながわフォーラム開催事業
における外部団体・機関の新
規参画数

企業・団体等からの寄付金
/HPのバナー広告受注獲得件
数

(3,080件)
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１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

横浜市中区富士見町３－１ 　０４５（２４３）５０２１

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。

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>

（１４人） （１４人） （１３人）

職員数の削減 Ａ　必要な人員を非常勤職等
で確保することで、事業の効率
的執行を図ることが出来た。

職員数　１５人

（１５人）

職員数　１４人職員数　１４人

(10,200千円) (10,400 千円)

11,380千円

( 21,582 千円) (23,380 千円) (23,380千円)

(    ５　件    ) (  10 件  )

Ａ がんとその予防についての
正しい知識の普及啓発を関係
団体、企業等と積極的に連携し
行うことが出来た。

Ａ 県及び市区からの新規受注
の獲得等により目標を上回る成
果を上げることが出来た。

Ａ   積極的な普及啓発の結
果、目標を上回る成果を上げる
ことが出来た。

10,520千円

(10,000 千円)

がん対策推進事業における収入増
の取り組み（寄付金（企業・団体）収
入）

がん予防普及啓発事業の推進（講
演会・ミニイベントの開催）

(10,６00千円)

角膜あっせん手数料の増

２８年度 自己評価結果・摘要

(     ０件      ) (  1５ 件 )

Ｂ   角膜・臓器提供に係る意思
表示等についての啓発活動等
により、提供数は前年を上回っ
たが、移植先との調整等で28
年度中に利用されず保存扱い
となったものがあり、手数料の
目標を下回った。

１０件 １７件 22件

Ａ 生活習慣の改善や介護予防
の取り組みを、関係団体、企業
等と積極的に連携し啓発するこ
とが出来た。

(   ８　回     )(   ７　回     )

9,980千円

　平成27年度より、補助金の削減（補助率の見直し）を踏まえ、人員体制や新規メニュー開発（健康づくり）、事業内容の見直
し（がん対策）等を図ることで、健全な事業運営及び財団運営を目指してきた。健康づくり・がん対策・角膜臓器推進の各事業
について一部を除き目標を達成出来たが、健康づくり事業については、新規受注に積極的に取り組んだものの、市町村受託
については全体として入札による受注単価の低額化、受注減が続いているため、企業・団体等を対象とした受注に繋がる魅
力あるメニューの開発等をさらに積極化していく必要がある。がん対策については、県、関係団体の協力を得ながら、がんと
共存する社会に目を向ける事業に着手出来たが、様々な工夫をしながら、財源としての寄付金の確保に向けて積極的に取り
組んでいく必要がある。

８　回８　回

24，818千円 37，128千円

８　回

(   ３　回     ) (   ３　回     )(   ２　回     )

21，743千円

(   ２　回     )

(   ６　回     )

６ 回

２７年度

７　回

(   ６　回     )

(17,985千円 )

法人名 公益財団法人　かながわ健康財団

％県出資率 17.1582416

電話番号

681,800,000

健康づくりにおける収入増の取り組
み（受取受託収入）

項　　　　　　目

基本財産等 円

代表者名設立年月日

所在地

（ 様式３）

平成２年10月1日（平成22年４月1日公益法人化)

経営改善目標の達成に向けた取組状況

　 健康づく り事業については、 超高齢社会の到来を見据えて、 生活習慣を改善し、 健康寿命を延伸して平均寿命
を近づけるための積極的な取り組みとして講義、 実践指導、 人材育成、 健康測定、 啓発イベント を行っている
が、 地域や職域のニーズに応える企画提案力を一層強化していく こと、 若年層から高齢者層までの幅広い層への
一層の浸透を図っていく ことが課題である。 がん対策推進事業では、 県民の死亡原因の第１位を占めるがんへの
対策の重要性に鑑み、 引き続きがん予防対策の普及啓発、 がん医療の向上を支援していく 必要がある。 特に、 が
ん全体の10年生存率が高まるなか、 がんと共存する社会に目を向ける観点から平成28年度より新たに取り組んで
いる「 女性のがん対策」 、 「 がん教育」 、 「 患者家族への支援」 、 「 小児がん患者への支援」 などの事業を着実
に推進すること、 これら事業を実施するための財源の確保が課題である。 腎・ アイバンク推進事業については、
平成22年１ 月及び７月の臓器移植法改正に伴う普及啓発の強化、 23年度に当財団に設置した県臓器移植コーディ
ネーター業務の推進、 角膜提供者の増加を目指した関連機関との一層の連携体制づく り及び摘出角膜の品質向上
に向けての見直しが課題である。

２６年度

116,984,891 円県出資額

２９年度２８年度

健康づくりの普及推進と財団事業の
ＰＲ活動

７　回
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　<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

事務局長　 八百健雄 　 健康増進課　 齊藤　 葵　 (内線4746)

　角膜あっせん手数料を除いた項目について目標を達成できていること、また、新規受注案件の獲得に向け積極的に取り組
み、収入増に関し成果を挙げたことは評価できる。ただし、受注案件のほとんどが行政からのものであるため、行政のみでは
なく幅広い顧客の開拓、寄付金の確保に引き続き取り組むことが必要である。また、地域や職域のニーズを的確にとらえてい
き、世間のトレンド等を見据えながら積極的にニーズの掘り起こしを行い、若年層から高齢者層までの幅広い層への一層の健
康づくり事業の浸透を図っていくことが期待される。
　これからも、寄付金に対する税の優遇措置といった公益財団法人としてのメリットを生かし、本県の健康づくり施策を推進す
る母体として市町村を越えた広域的な事業等に取り組むとともに、市町村等の事業を積極的に支援するなど、本県の施策と
連携した効果的かつ効率的なサービスの提供を行うことを通じた自立的な財団運営の継続を期待する。

所管課記入者名法人記入者名
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経営改善目標(目標年度： 平成29年度)

(法人名) 公益財団法人かながわ健康財団 

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

県内の広域的な健康づく りの推進団体として、「 かながわ健康プラン２ １ 」 や「 神奈川県が

ん対策推進計画」 等県の施策を推進するために、県、市町村等と連携協力して、県民の健康づ

く りを総合的に支援する役割を担っており、社会情勢の変化や県の施策の改定といった変化に

対応しながら、引き続き政令市・ 中核市、保健所設置市を含む広域行政の補完・ 代行といった

役割を果たしていく 。  

 また、 神奈川県は全国をはるかに上回るスピード で高齢化が進むことが見込まれており、

神奈川県人口統計調査結果（ 平成26年1月1日） では県内の高齢者人口が204万人となり、 県の

総人口の22. 5％を占めるに至った。  

そのため、今後の超高齢社会においては、高齢者の健康維持や転倒防止といった介護予防的

な観点からの健康づく りの重要性が高まり、県が提唱する健康寿命日本一を目指した活動にお

いても、 当財団は大きく 貢献できるものと考えている。

なお、 当財団は、 平成22年４ 月に公益財団法人に移行したことから、 「 事業によって得

た利益を活用し、 広く 県民を対象とした健康づく り等の公益事業に取り組む」 責務がある

ため、 より一層の事業の充実を図っていきたい。  

２  県が法人に期待する役割

 「 かながわ健康プラン２ １ 」 において、当財団を県内の広域的な健康づく りの推進団体と

して位置付けており、 県、 市町村、 地域、 健康関連団体等と連携協力し、 県民の健康づく

りの総合的な支援を担う 役割を期待するものである。  

 また、「 神奈川県がん対策推進計画」 においては、(公財)日本対がん協会の提携団体（ 旧神

奈川県支部） として、県、医療機関、検診機関等との連携を図りながら、がんに関する知識の

普及や検診受診の啓発、 がん予防の取組みなどの事業展開を担う 役割を期待している。

さらに、腎・ アイバンクにあっては、県内唯一の腎バンク、アイバンクとして、県民に角膜

、腎臓をはじめとした臓器移植に対する理解と協力を求めるための普及啓発活動の実施ととも

に、県臓器移植コーディ ネーターの設置受託団体として、県内の臓器移植関連医療機関やその

職員への指導助言、臓器移植コーディ ネート 活動及び関連機関との調整役を果すことを期待し

ている。

いずれの事業においても、 これまで培った連携体制、 経験、 ノ ウハウ等を活用し、 今日

的課題に取り 組み、 より多く の県民の「 健康の維持・ 増進」 に向けて効果的な事業展開を

行う とともに、 こう した取組みを通して行政を補完・ 代行する役割を引き続き果たしてい

く ことを期待する。  

３  法人運営における現状の課題

当財団の収入は、 これまで、 県補助金及び事業収入が中心となっていたが、 行財政改革

等に伴い、 第三セクターについても自立を図る方針のため、 事業実施のための経費の確保

が大きな課題である。  

これまでは、 事業収入増を図るとともに、 経費削減を行い経営の改善を図ってきたとこ

ろであるが、 事業収入については、 事業実施主体の市町村における委託事業の見直しや、

随意契約の見直し等が行われ、 企業においては長引く 不況や健保収支の赤字などの影響に

より 事業単価が低下傾向にあることなどから収益が減少している。  

一方、 経費削減については、 当財団の健康づく り推進事業等がマンパワーによるソフト

事業であることから経費の中で人件費の占める割合が高く 、 これまでの６ 年間で、 人員の

削減、 昇給停止、 給与カッ ト なども含めた思い切った削減策をとっており、 これ以上の人
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件費の削減は、 そのまま当財団の事業量の低下につながり、 県民サービスの低下や、 当財

団の収入の減少による経営悪化を招く 恐れがあり、 難しい状況になっている。  

このよう な中で、 当財団は、 県、 市町村等と連携して、 生活習慣の改善を中心とした県

民の健康づく りの総合的な支援を行い、 行政を補完・ 代行する役割を担っているため、 今

後も公益性の高い県民サービスを維持しつつ経営改善を図り、 特に厳しい社会環境の中、

低落した事業収入を回復させるよう 、 事業収入増に重点をおいた取り 組みの実践が課題で

ある。  

更に、 がん対策推進事業については、 がん対策推進会議等で不断の普及啓発の推進が求

められているが、 事業経費の確保が困難で、 事業継続が難しく 、 委託料廃止後も継続実施

している事業の見直しだけでなく 、 がん対策事業の実施体制等についての見直しを図る必

要がある。  

４  経営改善目標 

(1)  県民サービスの向上等 

ア 健康づく りの普及推進と財団事業のＰ Ｒ活動 

健康づく りの推進に向けた普及啓発や当財団の事業内容の周知・ 広報を強化し、県の施

策に沿った一次予防重視に基づく 生活習慣改善の推進の強化を図る。  

中でも、 県内 23 団体と連携して、 広く 県民に健康づく りをアピールする事業として、

「 一万人健康ウォーク(平成21年で中止)」 の後継事業として、平成25 年度開始の「 健康

チャレンジフェアかながわ」 を中心に、 内容の充実・ 参加者の増を図っていく 。  

    〔 健康づく り の普及推進と財団事業のＰ Ｒ活動〕  

26年度見込 27年度 28年度 29年度 

６  回 ６  回 ７  回 ８  回

  イ がん予防普及啓発事業の推進 

日常生活の中で取り組むがん予防の生活改善について、これまでの実施してきた普及啓

発ポスターの掲出だけでなく 、 積極的に県民に働きかけるがん予防啓発を推進するため、

平成25年度に初めて開催したミ ニイベント 等を関係団体と連携し、 着実に実施していく 。

[講演会・ ミ ニイベント の開催] 

26年度見込 27年度 28年度 29年度 

２ 回 ２ 回 ３ 回 ３ 回

(2)  収支健全化に向けた経営改善 

  ア 収入増に向けた取組み 

   ①  健康づく りにおける収入増の取り組み 

 財団の収益事業の中心である健康づく り事業の受取受託料の増収を図り、自主財源の

確保に努める。  

     しかし、長引く 不況の中で、各市町村等からは、委託料単価の引き下げ要請や、入札

制度の導入等による委託料の縮小などが図られており、受託件数の増が事業収益の増と

一致しない現状もあり、 27年度を重点営業期間とし、 現状の30%増を目標とする。  

     [受取受託料収入] 

26年度見込 27年度 28年度 29年度 

17, 985千円
21, 582千円

(26年比20%増)

23, 380千円

(26年比30%増)

23, 380千円

(26年比30%増)

②  がん対策推進事業における収入増の取り組み 
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がん対策推進事業を実施するための財源は、 基本財産収益、 会費、 寄付金であるが、

これまで当財団へ寄付していたがん患者・ 企業からの寄付金が、 がんセンターへ移った

ことから、 新たな会員、 寄付者の確保が必要である。  

しかし、収入がほとんどなく 、積極的な事業展開ができていない現状では、新たな寄

付金の確保は難しいが、 活動を周知する事業の実施を通じて、 寄付を促す。  

[寄付金（ 企業・ 団体） 収入] 

26年度見込 27年度 28年度 29年度 

0件 5件 10件 15件

③  角膜あっせん手数料の増 

善意による角膜、腎臓の移植を推進するためには、臓器移植に対する一般県民への普

及啓発と併せ、ボランティ ア団体、医療機関、コーディ ネーターとの連携・ 協力など地

道な取り組みの積み重ねが必要であり、 その結果として、 着実な提供につながる。  

今後も、地道な普及活動により提供者の増加を目指す基本的なスタンスを変えること

なく ニーズに対応すべく 移植の推進を図っていく 。  

また、年度当初の角膜移植待機者数が常に50～60名程度あり、新規の待機者数が減少

しない現状を踏まえ、 角膜あっせん数を維持するとともに、 自主財源を確保する。  

〔 角膜あっせん手数料収入〕  

26年度見込 27年度 28年度 29年度 

10, 000 千円 10, 200千円 10, 400千円 10, 600 千円

イ 経費削減に向けた取組み 

支出経費の80％が給与等人件費であり、 これまでも、 人員削減、 昇給停止、 給与カッ

ト を含めた思い切った削減のほか、 時間外手当の削減を行ってきたが、 当財団の事業

がマンパワーによるソフト 事業であることから、 県民サービス、 実施事業の削減、 収

益の減少という 影響も十分考慮しながら、 正規職員の人員削減を行い、 必要な人員を

非常勤で確保するなど事業の効率的実施を図る。  

〔 職員数の削減〕  

26年度 27年度 28年度 29年度 

 職員数 15人 
職員数 14人

△ 1（ 26 年比 人）

職員数 14人

△ 1（ 26年比 人）

職員数 13人

△（ 26年比 ２ 人）

  ＊今後の県からの財政的支援の見込み

 26 年度(予算)
      27 年度      28 年度       29年度      30年度 

     47, 122千円      33, 985千円

      ※

     33, 985千円

      ※

     33, 985千円

      ※

     33, 985千円

      ※

※ 平成27年度から委託事業となる予定の腎アイ・ バンク推進事業分（ H27: 8, 125千円） を除く

５  その他特記事項

次のとおり事業の充実を図り、 当財団の市町村、 企業等への支援事業の充実と、 県民を対

象とした新たな健康づく り事業を実施する。

(1)  健康づく り 事業 

市町村や企業等において削減されている事業経費に対応した、低廉な事業の提案を行

っていく とともに、平成27年度の介護保険法改正に対応した高齢者の健康づく り支援を

図るため、 県民等の健康づく り意識のインセンティ ブを図る事業の開発に取り組む。

(2)  がん対策推進事業 
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製薬会社からの寄付が県立がんセンターへの寄付に変更され、研究助成の財源が確保

困難となったことから、 廃止の検討を行ったが、 専門医療機関以外での取り組みや、 看

護・ 在宅ケア等への助成を検討すべきとの意見を踏まえ、 事業の内容・ 対象等について

見直しを行う とともに、 必要な財源の確保のため、 企業等への寄付の要請に努める。 ま

た、 他県の同様な財団のよう な検診等による収益が見込めず、 企業等からの寄付は、 な

かなか確保できない状況であることから、事業毎に協賛支援企業を求めるなどによって

普及啓発を図るなど、行政区域にとらわれない県民全体を対象にした広域的、 かつ焦点

を絞った普及啓発事業を実施していく 。  

( 3)  腎・ アイバンク事業 

平成23年度から神奈川県の委託による県臓器移植コーディ ネーターを設置したこと

から、 臓器移植への確実な対応ができるよう 、 関係医療機関、 消防、 警察等との連携体

制を充実するとともに、 法改正によっても増えない臓器移植について、 医療機関・ 県民

の理解を得るための啓発活動を行い、 臓器移植の推進を図る。  
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