
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年１月 

神奈川県総務局組織人材部行政管理課 

○（公財）かながわトラストみどり財団 
 

○（公財）神奈川県下水道公社 

 

資料２ 

経営改善目標の策定について 

（案） 



 

現行の経営改善目標等一覧 

局名 法 人 名 現行目標年度 備考 

政策局 （株）湘南国際村協会 30 年度まで 今回議論 

国際文化 

観光局 

（公財）かながわ国際交流財団 32 年度まで  

（公財）神奈川文学振興会 32 年度まで  

（公財）神奈川芸術文化財団 32 年度まで 次回議論(※) 

環境農政局 

（公財）地球環境戦略研究機関 32 年度まで  

（公財）かながわ海岸美化財団 31 年度まで  

（公財）かながわトラストみどり財団 30 年度まで 今回議論 

（公社）神奈川県農業公社 31 年度まで 次回議論(※) 

健康医療局 

（福）神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団 32 年度まで  

（公財）かながわ健康財団 32 年度まで  

産業労働局 （公財）神奈川産業振興センター 30 年度まで 次回議論 

県土整備局 

神奈川県道路公社 33 年度まで  

（公財）神奈川県下水道公社 30 年度まで 今回議論 

神奈川県住宅供給公社 30 年度まで 次回議論 

警察本部 （公財）神奈川県暴力追放推進センター 31 年度まで  

※ 経営改善目標の一部修正について議論する。 
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（様式４） 

 

現 状 の 課 題                         

 

○ 別表１「経営改善目標の策定における基本的視点」を参考に、可能な限り客観的デ

ータを用いて現状の課題を記載してください。 

 

(法人名) 

 公益財団法人かながわトラストみどり財団 

 

 

 

【県民サービスの状況】 

 「かながわのナショナル・トラスト運動」への県民理解増進と、新規トラスト会員加入の

促進を図るため、インターネットによる情報発信をより強化することとし、平成３２年４月

１日公開に向けて、平成３０年１０月から財団ホームページの全面リニューアルに取り組ん

でいる。よりわかりやすく魅力的なホームページとなるように、スマートフォンでの見やす

さ、アクセスの簡便性の向上、関係機関のリンク先の充実など、県民ニーズに対応する見直

しを図るとともに、バナー広告やクラウドファンディングの設定など、時代の変化に対応す

る見直しも必要と考えている。 

また、隔年で５００万円以上の大口の寄附金の実績があり、所得税控除や相続税が非課税

の対象となることから、大口寄附金のさらなる獲得に向けて、ホームページや機関誌ミドリ

等でのＰＲ強化や金融機関等への発信強化を図っていく必要がある。 

また、県民の自然環境に対する関心が高まる中で、トラスト緑地等での自然観察会や県民

参加の森林づくり事業など、参加者からの声などを参考にして、安全で楽しい体験型事業の

さらなる充実強化を図る必要がある。そのためには、関係する市町村や企業、ＮＰＯ法人等

の団体とのさらなる連携強化にも努めていく。 

今後も、これらの充実強化を一層図ることにより、県民や会員へのサービス向上に努めて

いく必要がある。 

 

 

【収支等の経営状況】 

 基本財産の運用収入が低迷するとともにトラスト会員からの会費収入が伸び悩んでいる中

で、財団の経営基盤の強化を図るため、大口をはじめとする県民や企業等からの寄附金の増

加や、新規事業の獲得・立ち上げによる自主財源の確保、及び従前からの事業の費用対効果

の検証、さらなる事務費の節減に努める必要がある。こうしたことにより、毎年度末の正味

財産の増加を図っていく。 

また、県からのトラスト運動推進補助金の財源となっている「かながわトラストみどり基

金」の運用益が減少するほか、森林づくり事業補助金の財源となっている「かながわ森林基

金」の原資は将来的に枯渇する。このため、県からの補助金減が予想され、財団の経営基盤

に大きな負の影響が見込まれる。 

一方で、国が森林環境譲与税を新設し来年度から市町村に交付することから、市町村との

連携強化にさらに努め、当財団の森林系事業の財源確保に努めていく。 

なお、定期昇給の見直しを平成３０年１月から行ったほかに、みどり森林課の正規職員（

１名）の非常勤化を平成３０年４月に行い、将来を見据えた経費節減を行っている。 

 

  ＊これまでの県からの財政的支援(または損失補償残高)の状況 

 

 

 

 

 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度  

 

 

 

 

        
139,617千円 

          
141,055千円 

          
137,431千円 

          
140,073千円 

 

140,234千円 
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【所管課意見】 

法人は、県からの補助金の減少が財団の経営基盤に与える影響を最小限にするための努力

を行っている。ホームページや機関誌の改善による積極的な情報提供や、県民参加による森

林づくりに係る各種事業の展開を図ることで会員の満足度向上に努め、募金収入の増及び会

員の加入促進、ひいては自主財源増に繋がるよう努力している。 

また、みどりの保全という目標に対して効果の低い事業のスクラップと、効果の高い新事

業の創出も行っており、法人に求められる本来の目標を達成する努力も行っている。みどり

の保全に対するニーズを掘り起こしていくことが、会員獲得や寄附増加、受託事業の受注に

繋がると考えられ、引き続き取組を進めていただきたい。 

 所管課としても、県と法人が車の両輪のごとく進めている「かながわのナショナル・トラ

スト運動」の推進に向け、事業の円滑な実施や経営改善に向けた取組の実施について、指導

・協力をしていく。 

 

  * 必要に応じて資料を添付してください。 
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（様式５） 

 

経営改善目標（目標期間：平成３１年度～平成３３年度） 

 

（法人名）公益財団法人かながわトラストみどり財団 

 

１ 法人の使命・担うべき役割 

 当財団は、県民と協働してかながわのナショナル・トラスト運動及び県土緑化運動を実施する

ことにより、自然環境、歴史的環境の保全及び緑化の推進を図り、もってみどり豊かなかながわ

の創造に寄与することを目的としている。 

 これらの目的を達成するため、次の事業を行う。 

１ かながわのみどりの保全・創造に関する普及啓発及び緑の募金の推進 

２ 県民との協働による身近な緑地の保全、森林の整備及び地域の緑化の推進 

３ その他の目的を達成するために必要な事業 

なお、これらの事業については神奈川県においても行うものとしている。 

みどりの保全は、良好な生活環境の形成、生物多様性の保全、地球温暖化防止の点から重要

であり、一方、県民の活動は、寄附・募金だけでなく、環境学習、森林活動ボランティアなど

多様化し、企業のＣＳＲ活動への意識も高まっている。 

このような状況に対応するため、財団では、普及啓発活動の強化などにより、みどりに対す

る県民の理解をさらに深め、県民、企業等のニーズに応えた事業を企画・実施することによ

り、みどりの保全活動の拡充に努めるとともに、県などと連携して緑地の保全、森林ボランテ

ィア活動等を着実に進めていく必要がある。 

２ 県が法人に期待する役割 

 「かながわトラストみどり基金」が創設されてから約30年間にわたり、県と財団は車

の両輪のごとく「かながわのナショナル・トラスト運動」を推進してきた。 

この間、財団が保全しているみどりの維持管理や災害対策の難易度は高くなり、みど

りを守る担い手も高齢化が進んできた。 

財団にはこうした環境変化に対応しつつ、まちのみどりから山のみどりを守り、育て

る県民運動をさらに推進する役割を期待する。 

 

３ 法人運営における現状の課題 

（１）自主財源の確保 

   基本財産の運用益の減少とともに、個人所得が低迷する中で、会費収入や緑の募金収入

も減少傾向にあり、財団の財政運営は厳しい状況が続いている。そのため、新規会員の募

集強化、会員の継続（退会者減少対策）、緑の募金の協力の拡大などに努め、自主財源を

確保することが必要である。 

（２）身近な緑地の保全と管理 

   都市近郊の緑地は、宅地開発が進むとともに、草刈りや樹木管理の不足、所有者の相続

等によっても減少傾向にあり、ますます県による買入れや寄贈、財団の保存契約といった

保全事業が重要になっている。既に保全されている緑地でも、樹木等の適切な維持管理及

び自然災害の被害を防止するための方策を講じるなど、持続的な手入れ作業が必須であ

る。 

   また、生物多様性のホットスポットとしての役割や都市の温暖化を防止する役割といっ

た価値を普及啓発しながら、地元ボランティアとの協働連携を図り、より安全で創造性の

ある保全と管理を進めていくことが必要である。 
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（３）県民参加の森林づくり 

   県民に森林づくりの大切さや森林の働きを理解してもらい、森林づくりの参加の輪を広

げるため、森林づくりボランティア活動をはじめ、森林に関する普及啓発等、様々な活動

に取り組んでいる。多くの県民の参加を得るためには、財団の活動を広くアピールするこ

とが重要であり、広報活動の充実が必要である。また、安全な森林活動を行うためのフィ

ールド確保も課題となっている。森林ボランティア活動の指導を行う「神奈川県森林イン

ストラクター」の着実な養成も必要である。 

（４）地域の緑化と緑の募金 

   財団では地域住民等で組織する「みどりの実践団体」の活動を支援し、自主的な緑化活

動の促進を通して、みどり豊かな地域づくりに取り組んでいるが、団体の育成や活性化を

図るため、研修会や財団事業への参加を積極的に呼び掛ける必要がある。なお、みどりの

実践団体への支援は県が地域県政総合センターごとに実施していた事業を平成２４年度に

当財団が引き継いで５年が経過したため、事業見直しを行い、地区ごとの推進協議会を平

成２９年度末で解散し、県内全体を対象とした地域緑化推進委員会を設立し、平成３０年

度には、横浜市等の政令市も含めた新たな支援制度の設立を行った。 

   また、緑の募金については、法律に基づいて全国で行われているが、過去の経緯から全

国の６割を占めている家庭募金の拡大が本県では難しいこと、また、個人や企業へは様々

な団体から寄附や募金等の要請があることから、募金実績の増加に向けては苦慮している

ところである。 

４ 経営改善目標 

【県民サービスの向上等】 

総括的目標 

情報発信の強化、会員（新規入会者数）の確保、保存契約緑地の面積拡大、及び森林づくりの

ボランティア参加者の確保等により、まちのみどりから山のみどりを守り、育てる県民運動を

さらに推進する。 

 

No.１ 情報発信の強化（ホームページのアクセス件数)（単位：件/月） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

14,700 14,700 15,000 15,000 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

ネットワークを通じて、身近なみどりや水源林などを守り育てる

運動の重要性を広報し、イベント参加者、会員及び寄付金の拡充を

図るため。 

目標値の設定根拠 
平成３０年度までの３年間の実績（見込み）及び平成 32 年度当初

にホームページの全面リニューアルを行うため。 
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No.２ 会員（新規入会者数) 

普通会員（単位：人） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

450 500 500 500 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

かながわのナショナル・トラスト運動を推進する上で、会員の拡大

は必要であるため。 

目標値の設定根拠 

過去 2 年の実績は目標の 500 人を上回ったものの平成 30 年度は目

標を下回る厳しい見込みとなっているが、会員拡大は必須である

ため。 

 

トラスト緑地保全支援会員（単位：人） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

70 120 120 120 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

トラスト緑地で維持管理活動を行っている市民団体への支援及び

良好な緑地保全を会員の参加で取組むため。 

目標値の設定根拠 

支援会員の拡大に向けて様々な呼びかけを行っているが、個人所

得の低迷や若年層の思考の変化により、平成 30 年度までの 3 年の

実績（見込み）は、175 人、118 人、70 人と激減傾向にあるが、平

均が 120 人であるため。 

 

No.３ みどりの実践団体（財団事業に参加する団体数）（単位：団体） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

180 190 200 210 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

みどりの実践団体の緑化活動の支援及び当財団の進めるトラスト

運動や緑の募金の広報の拡大を努めるため。 

目標値の設定根拠 

平成 30 年度までの 3 年間の実績（見込み）は、208 団体、140 団

体、180 団体となっている。これは事業見直しを行い、平成 29 年

度は樹木配布事業を廃止したこと、平成 30 年度は、平成 29 年度

末に各地区推進協議会を解散し平成 30年度当初に県全域を対象と

する地域緑化推進委員会を新設し、横浜市等の政令市域のみどり

の実践団体も対象とする支援制度を設立したことによる。従って、

平成 30 年度の実績見込みを参考にして、平成 31 年度以降の目標

値を設定した。 
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No.４ 保存契約緑地拡大面積（単位：㎡） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

519 500 500 500 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 
保存契約緑地に指定したトラスト緑地の拡大を図るため。 

目標値の設定根拠 
平成 30 年度までの 3 年間の実績や現時点での土地所有者との交

渉、現地調査による状況から目標値を設定した。 

 

No.５ 森林づくり 

ボランティア参加者（単位：人） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

10,100 10,500 10,500 10,500 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

県民参加の森林づくり活動を通じて、県が行う森林再生 50 年構想

の施策について県民の理解を得る。 

目標値の設定根拠 

平成 30 年度までの実績（見込み）や管理している作業道具、指導

者である森林インストラクターの稼働可能人数からみて、年間

10,500 人が上限であるため。 

 

インストラクター養成数（1 期［2 年間］35 名）・累計（単位：人） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

496 531 531 566 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

県民参加の森林づくり活動を安全に行うため、また多くの県民に

参加してもらうために指導者の養成を行う。 

目標値の設定根拠 
森林づくり活動等の指導要請に安定的に応じるためには、2 年間を

かけて 35 人のインストラクターを養成する必要があるため。 
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【収支健全化に向けた経営改善】 

総括的目標 

様々な手法により、自主財源である会費収入、寄附金収入、及び緑の募金収入の最大限の確保

に努める。 

No.１ 会費収入（単位：千円） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

17,200 17,600 17,800 18,000 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 
自主財源の確保に努めるため。 

目標値の設定根拠 

会費収入増のため、口座振替の導入や大口法人会員の獲得など様

々な努力を行っているが、平成 30 年度までの 3 年間が目標値に達

していない（3 年間、平均 17,266 千円）ため、平成 30 年度の目標

値 18,100 千円から減額とした。 

なお、平成 31 年度以降の目標値（会費収入＋寄附金収入）は、平

成 30 年度の目標値（会費収入 18,100 千円＋寄附金収入 3,300 千

円）21,400 千円以上となるように設定した。 

No.２ 寄附金収入（単位：千円） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

3,200 3,800 3,900 4,000 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 
自主財源の確保に努めるため。 

目標値の設定根拠 
平成 31 年度以降の目標値については、会費収入が低迷しているた

め、大口を中心とした寄附金収入の確保強化に取り組む。 

 

No.３ 緑の募金収入（単位：千円） 

平成３０年度 

実績（見込） 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

20,800 21,100 21,400 21,700 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

募金活動が県内の森林整備や緑化活動等へ繋がる旨の理解を得

る。 

目標値の設定根拠 

平成 30 年度までの 3 年間の実績（見込み）の平均は、20,297 千円

と目標値を大きく下回っているため、中央の所管団体である（公

社）国土緑化推進機構と調整のうえ、平成 30 年度の実績見込みを

参考に設定した。 
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＊今後の県からの財政的支援(または損失補償残高)の見込み 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

140,000 千円 140,000 千円 （調整中） （調整中） （調整中） 

 

 

５ その他特記事項 
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　１　法人の概要 （平成30年3月31日現在）

理事長　川本　守彦

横浜市西区岡野２－１２－２０ ０４５－４１２－２５２５

2 法人に対する今後の県の関与（人的・財政的支援）の考え

3 新たな経営改善目標(案）に対する所管局の意見

【県民サービスの向上等】

① A B C 理由：

② A B C 理由：

③ A B C 理由：

④ A B C 理由：

【収支健全化に向けた経営改善】

① A B C 理由：

② A B C 理由：

③ A B C 理由：

会員（新規入会者数）

450人 500人　普通会員　

項　　　　　　　　　目

90.4

３３年度目標

円332,000,000 県出資額

　優れた自然環境及び歴史的環境を保全して次世代に引き継いでいくためには、「かながわのナショナル・トラスト運動」を県と財
団で進めていくことが非常に重要であり、県としてもトラスト財団と協力しながら、更なる運動の推進を図っていきたい。
　法人はこうした基本を踏まえ、スマートフォンに最適化したホームページ再編成や、森林環境税に着目した事業展開、税控除メ
リットを活用した大口寄附の獲得など、時代の変化を捉えた事業再構築を構想しており、単なるコストカットや合理化に留まってい
ないのは特筆すべき点である。これらの取り組みが成果を出せるよう、支援したい。

３１年度目標

新たな経営改善目標(案）に対する所管局の意見

基本財産等 円

代表者名

法人名

設立年月日

300,000,000

15,000件/月

公益財団法人かながわトラストみどり財団

電話番号

情報発信の強化（ホームページのアクセス件数） 15,000件/月14,700件/月14,700件/月

所在地

昭和60年6月1日

（様式５－２）

３２年度目標

　「かながわのナショナル・トラスト運動」は、県と財団が車の両輪のごとく進めており、県では「かながわトラス
トみどり基金」を運用し、その運用益をトラスト運動の普及啓発や緑地保全を行う事業費として財団に助成する形で
運動を展開している。県補助金が漸減していく状況ではあるが、今後もこの形態を変更することなく、「かながわの
ナショナル・トラスト運動」を進めていく。
　また、県民参加の森林づくりについても、「かながわ森林基金」を財源として財政的支援を行い、山のみどりを保
全するための取組を支援していく。

％県出資率

備考３０年度実績(見込)

500人

4,000千円

備考

21,700千円

566人

120人

210団体

500㎡

「かながわのナショナル・トラスト運動」及び県民参加の
森林づくりの推進に繋がる取組である。

今後の方向性が明確な目標である。

現状と比較して意欲的な目標水準である。

500人

　トラスト緑地保全支援会員

みどりの実践団体（財団事業参加団体）

保存契約緑地拡大面積

森林づくり

70人 120人

531人

10,500人

496人 531人

120人

180団体 190団体 200団体

519㎡ 500㎡ 500㎡

10,500人　ボランティア参加者

　インストラクター養成数（1期[2年間]35名）・累計

自主財源確保に繋がる目標である。

今後の方向性が明確な目標である。

現状と比較して十分意欲的な目標水準である。

10,100人

十分に高い目標水準か

現状の課題の解決に直結しているか

目標が明確かつ具体的であるか

17,200千円 17,600千円

３１年度目標

目標に対する視点と所管局意見

３０年度実績(見込)

「かながわのナショナル・トラスト運動」及び県民参加の
森林づくりの推進のために必要な項目である。

10,500人

３２年度目標

17,800千円

目標に対する視点と所管局意見

十分に高い目標水準か

県施策と関連性が高い項目が入っているか

目標が明確かつ具体的であるか

現状の課題の解決に直結しているか

３３年度目標

18,000千円

3,800千円

緑の募金収入

会費収入

寄付金収入

項　　　　　　　　　目

20,800千円 21,100千円 21,400千円

3,900千円3,200千円
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経営改善目標(目標年度：平成 30 年度) 
 
 

(法人名) 

 公益財団法人かながわトラストみどり財団 

 

 

 

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 

現在においても、みどりの保全は、良好な生活環境の形成、生物多様性保全、地球温暖化

防止の点から重要であり、一方、県民の活動は、寄附・募金だけでなく、環境学習、森林活

動ボランティアなど多様化し、企業のＣＳＲ活動への意識も高まっている。 
このような状況に対応するため、財団では、普及啓発活動の強化などにより、みどりに対

する県民の理解をさらに深め、県民、企業等のニーズに応えた事業を企画・実施することに

より、みどりの保全活動の拡充に努めるとともに、県などと連携して緑地の保全、森林ボラ

ンティア活動等を着実に進めていく必要がある。 
 

 
２ 県が法人に期待する役割 

 「かながわトラストみどり基金」が創設されてから約30年間にわたり、県と財団は車の

両輪のごとく「かながわのナショナル・トラスト運動」を推進してきた。 

みどりを保全することは、今後もますます重要となることから、財団にはその重要な役

割を担う団体として、まちのみどりから山のみどりを守り、育てる県民運動をさらに推進

する役割を期待する。 

 
 
３ 法人運営における現状の課題 

（１）自主財源の確保 
基本財産の運用益の減少及び経済状況の低迷と併せて、会費収入や緑の募金収入も減少    

傾向にあり、財団の財政運営は厳しい状況が続いている。そのため、新規会員の募集強化、

会員の継続（退会者減少対策）、緑の募金の家庭募金の協力体制の拡大などに努め、自主

財源を確保することが必要である。 

（２）身近な緑地の保全と管理 
都市近郊の緑地は、宅地開発が進むとともに、草刈や樹木管理の不足、所有者の相続等

によっても減少傾向にあり、ますます県による買入れや寄贈、財団の保存契約といった保

全事業が重要になっている。既に保全されている緑地でも、樹木等の適切な維持管理及び

自然災害の被害を防止するための方策を講じるなど、持続的な手入れ作業が必須である。 

また、生物多様性のホットスポットとしての役割や都市の温暖化を防止する役割といっ

た新たな価値を普及啓発しながら、地元ボランティアとの協働連携を図り、より安全で創

造性のある保全と管理を進めていくことが必要である。 

（３）県民参加の森林づくり 
県民に森林づくりの大切さや森林の働きを理解してもらい、森林づくりへの参加の輪を

広げるため、森林づくりボランティア活動をはじめ、森林に関する普及啓発等、様々な活

動に取り組んでいる。多くの県民の参加を得るためには、財団の活動を広くアピールする

ことが重要であり、広報活動の充実が必要である。また、安全に森林活動を行うためのフ

ィールド確保も課題となっている。 

（４）地域の緑化と緑の募金 
財団では地域住民等で組織する「みどりの実践団体」の活動を支援し、自主的な緑化活

動の促進を通して、みどり豊かな地域づくりに取り組んでいるが、団体の登録数が減少す

るとともに、活動が低迷する団体も生じていることから、団体を育成するため、研修会や

財団事業への参加を積極的に呼び掛けて活動強化を図る必要がある。また、「緑の募金」

については、全国的に募金の６割以上を占める家庭募金への協力を各市町村にお願いして

参考資料 
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いるところであるが、現在の情勢下ではなかなか協力を得ることは難しく、募金の増加に

向けては苦慮しているところである。 
 
 
４ 経営改善目標 

（１）県民サービスの向上等 
＜総括目標＞ 

ＷＥＢサイトの充実、「みどりの実践団体」や森林ボランティア等のみどりの保全活動の   

拡充及びトラスト緑地の保存契約の拡大に取り組むため、次のとおり経営改善の目標を設定

し、財団事業への理解を深め、県民参加によりみどりを守り、育てる運動を推進していく。 
 
＜個別目標＞ 
  ア 情報発信の強化 

県民のみどりに対する関心を高め、財団事業への理解と参加を促進するために、ホー

ムページ、機関誌、パンフレット等の内容充実に努め情報発信を強化する。また、自然

観察会、森林ボランティア体験の開催等により、みどりを保全する活動への県民の一層

の参加を促進する。 

 

          年度 

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

ホームページア

クセス件数（月） 
14,000 件 14,500 件 14,600 件 14,700 件 

 
イ 会員（新規入会者数） 

県、市町村、市民団体との連携及び広報媒体により、財団が進める「かながわのナシ

ョナル・トラスト運動」の周知に努め、新規会員の獲得を図る。また、財団が取り組ん

でいる「トラスト緑地保全支援制度」の普及啓発に努め、「トラスト緑地支援会員」の

増加を促すとともに、トラスト緑地において、市民団体の活動と協働して雑木林の更新、

外来植物の駆除等、緑地の維持管理を進める。 
  

          年度 

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

 

新規会員数 

（普通会員） 
500 人 500 人 500 人 500 人 

新規会員数 

（トラスト緑地保全

支援会員） 
180 人 190 人 200 人 210 人 

 

 

ウ 保存契約緑地拡大面積 
県及び市町村と連携し、土地所有者と財団が保存契約により保全している６緑地の未

着手エリアの保存契約の拡大に努める。 

           

          年度 

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

 

保存契約緑地の

拡大（新規） 
300 ㎡ 500 ㎡ 500 ㎡ 500 ㎡ 

 
 

 

13



エ 県民参加の森林づくり 
新たな広報媒体の獲得や財団ホームページ・新聞への掲載による広報活動を行い、県

民へ広く財団の活動を周知することに努め、財団が主催する森林づくり活動への参加や

自立して活動を行う団体への支援を促進する。また、ＮＰＯ法人かながわ森林インスト

ラクターの会との連携を強化し、活動に必要な用具の貸出しや森林づくり活動の企画へ

のアドバイスを行うなど、学校、企業及び各種団体の森林づくり活動への参加促進に努

める。併せて、森林づくり活動の指導体制の充実を図るため、「神奈川県森林インスト

ラクター」の新規養成と資質向上にも取り組んでいく。 
 

        年度     

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

 

森林づくりﾎﾞﾗﾝ

ﾃｨｱ参加者数 
10,300 人 10,400 人 10,500 人 10,500 人 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成数

（１期〔２年間〕

35 名）累計 

  461 人 461 人 496 人 496 人 

 

オ みどりの実践団体（財団事業参加団体数） 
地域で自主的に緑化活動に取り組んでいる「みどりの実践団体」に、交流会や講習会

の開催、樹木の配布、緑の募金などの財団事業への参加を積極的に呼びかけ、財団と実

践団体との連携の促進に努める。 

           

          年度 

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

 

 財団事業参加団

体数（新規） 
200 団体 205 団体 210 団体 220 団体 

 
（２）収支健全化に向けた経営改善 
＜総括目標＞ 

財団事業の情報発信や活動に対する理解増進に取り組み、トラスト会員の会費収入及び緑

の募金等の寄附の増加に努めていく。また、更なる自主財源確保のため、財団活動全般への

寄附やトラスト緑地の保全への寄附を募り、収支健全化を図る。 
 

＜個別目標＞ 
ア 会費収入及び寄附金収入の確保 

ホームページ、機関誌、パンフレット等の内容充実を図るとともに、各種普及イベン

トへの参加やトラスト緑地でのイベント開催により、財団の活動に対する理解増進を図

る。 

 

          年度 

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

 

会費収入 17,800 千円 17,900 千円 18,000 千円 18,100 千円 
 

 

          年度 

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

 

寄附金収入 

（緑の募金を除く。） 
3,000 千円 3,100 千円 3,200 千円 3,300 千円 
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イ 緑の募金の拡充 

募金事業の拡大に向け、引き続き各市町村への家庭募金の協力を要請するとともに、

新たな学校・企業等へ募金の協力を要請していく。 

また、募金を財源とした事業においては、次世代を担う子どもたちに森林づくりへの

理解をしてもらうための「ジュニアフォレスター教室」の開催や「緑の少年団」の育成、

県内の森林整備や緑化の拡大のために地域で活動を行っている団体に対する支援の拡大

や各募金協力学校へ支援の充実、普及啓発のための「緑化運動・育樹運動ポスター原画

・標語コンクール」の実施等により、体制の強化を図る。 

 

          年度 

目標 
２７年度 

（見込み） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

 

緑の募金収入 25,000 千円 25,000 千円 25,000 千円 25,000 千円 

 

      ＊今後の県からの財政的支援(又は損失補償残高)の見込み 
 

 
 

 
 

27年度 28年度 29年度 30年度 
 

 
 

 
 

 

140,881千円 

 

140,073千円 

 

140,000千円 

 

140,000千円 

     
 
５ その他特記事項 
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平成31年１月17日 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度第３回 

第三セクター等改革推進部会資料 

 

 

経営改善目標の策定について（案） 
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社 
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（様式４） 

 

現 状 の 課 題                         

 

○ 別表１「経営改善目標の策定における基本的視点」を参考に、可能な限り客観的デ

ータを用いて現状の課題を記載してください。 

 

(法人名) 

公益財団法人神奈川県下水道公社 

 

 

 

【県民サービスの状況】 

 

（１）県民サービス水準の維持 

今後も継続して、排水基準の遵守、臭気の抑制、公共用水域の保全に寄与することが

求められている。 

 

（２）維持管理の効率化 

流域下水道は、面整備が進み普及率も上昇しほぼ概成しつつあるが、今後、人口の減

少による下水量の逓減や施設の老朽化に伴う維持費の増加が見込まれることから、施設

の運用方法など効率的で効果的な維持管理が求められている。 

 

（３）老朽化対策 

老朽化が進む施設・設備の診断結果に基づく修繕計画の見直しや、県のストックマネ

ジメント計画の策定に協力し、施設・設備の良好な機能維持により安定した運転管理が

求められている。 

 

（４）災害対策 

増大する大規模自然災害の発生リスクに対して、災害時にライフラインとしての機能

を維持し、処理を継続していくことが求められている。 

 

（５）技術支援 

重要な社会インフラである下水道を安定的に維持していくため、技術職員が少ない市

町への技術支援等を一層充実することが求められている。 

 

（６）普及啓発 

従来の下水道の仕組みや役割などの普及啓発に加え、災害時には地域や利用者との連

携が不可欠であることから、下水道の価値や魅力の向上につながるよう、下水道の「み

せる化」が必要となっている。 

 

【収支等の経営状況】 

 

〇 受託事業の費用を負担している県・市町の費用軽減を図るため、常にコスト削減と効率

的な運営が求められている。 

 

〇 平成26年度から第５期の経営改善計画を策定し効率的な運営に努めているが、今後も効

率的な維持管理によるコスト縮減及び管理業務内容の見直し等により継続して経費縮減に

向けた経営改善に取り組む。 
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【所管課意見】 

県民の日常生活に欠くことのできない下水の処理を安定的・継続的に実施しつつ、効率的・

効果的な維持管理行うことにより、現行の経営改善目標（平成26～30年度）において、着実に

目標を達成してきた。 
今後も、長年培ってきたノウハウを活かして効率的な運営に努め、さらなる経費削減に向け

て経営改善に取り組む姿勢が見られる。 

また、今後さらに重要となってくる施設の老朽化対策や災害対策についても、課題を適切に認

識して取り組む姿勢が見られる。 

  * 必要に応じて資料を添付してください。 
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（様式５） 

 

経営改善目標（目標期間：平成３１年度～平成３５年度） 

 

（法人名） 
公益財団法人神奈川県下水道公社 

 

１ 法人の使命・担うべき役割 

流域下水道事業を行う上で効率的かつ経済的な運営を行い、県民の健康で快適な生活環境

の向上と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に努める。 

２ 県が法人に期待する役割 

  効率的で安定した維持管理を行うための技術が蓄積されており、新技術の導入や長寿命

化等に関しての適切な技術提案や、緊急時等においても迅速かつ適切な対応が果たせる公

益法人であり、今後も蓄積した専門的な高い技術力・ノウハウを活かして、安定した放流

水質を確保することを期待する。  

３ 法人運営における現状の課題 

近年の下水道を取り巻く様々な環境の変化と流域下水道の現状を踏まえ、今後とも安全・

安心な下水道を将来にわたって安定的に継続していくため、下水道の維持管理体制の中核と

して与えられた使命を確実に果たしていくことが求められている。 

 

（１）下水道事業の概成と維持管理の効率化 

下水道の面整備が進み普及率が上昇することに伴う処理人口の飽和や節水志向の高まり

などから、下水の処理量は今後横ばいか逓減することが想定されている。 

また、産業構造の変化から、水を大量に消費した製造業等の事業場からの下水も同様の

傾向が想定されている。 

処理する下水量の伸びが期待できない中で、これまでの取組に加え、処理施設の運用方

法など、効率的で効果的な維持管理が求められている。 

 

（２）施設・設備の老朽化への対応 

流域下水道では、相模川流域は供用開始後 45 年、酒匂川流域は 36 年以上を経過し、施

設・設備の老朽化が進み、更新の時期を迎えているが、財政上の制約からその更新が難し

くなっている。 

そのため、老朽化が進む施設・設備の点検調査や設備診断を実施し、劣化の状況に基づ

く計画的な修繕計画の見直しや、こうした経験やノウハウを活かし、県のストックマネジ

メント計画の策定に協力することが求められている。 

 

（３）大規模自然災害発生リスクの増大と減災への対応 

2011(平成 23)年３月の東日本大震災や 2016(平成 28)年４月の熊本地震では、多くの下

水道施設が甚大な被害を受けたが、本県においても大規模地震発生の切迫性が指摘されて

いる。 

また、活発な前線の活動や台風に伴う大雨、頻発するゲリラ豪雨などは、下水処理機能

に大きな影響を与えている。 

このような大規模自然災害の発生リスクの増大に対し、災害時に迅速・確実に対応でき

る体制を整備し、被害を最小限にして処理を継続できるよう、さらなる減災への対応が求

められている。 
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（４）市町への技術支援体制の充実 

技術職員が少ない市町への技術支援等を通じて、流域下水道と流域関連公共下水道の一

体的な水質管理を進めることなどが大きな役割の一つとなっている。今後も、市町の技術

職員数が減少基調にある実態を踏まえ、引き続き、重要な社会インフラである下水道を安

定的に維持していくため、これまでの業務を通じて蓄積した技術力やノウハウ等を活か

し、関連市町への支援体制を一層充実することが求められている。 

 

（５）地域・県民との連携等による普及啓発 

下水道は、現在では「あって当たり前のもの」となり、施設は地下に埋設されるなど普

段目にすることが少ないことから、日頃から下水道知識の普及啓発に努めることが重要で

ある。 

県や関連市町と連携して、地域や利用者の理解、協力を得ながら、普及啓発活動に努め

ているところであるが、災害発生リスクが高まる中、これまで以上に、地域や利用者の皆

様との連携を深めることが不可欠となっている。また、下水道に係る情報の活用など、下

水道の価値や魅力を高めることも期待されている。 

こうしたことから、様々な場所、媒体を用いて、効果的な下水道の「みせる化」が必要

となっている。 

４ 経営改善目標 

 

【県民サービスの向上等】 

総括的目標 

今後とも安全で信頼される「下水道」を目指し、排水基準を遵守し公共用水域の水質保全に

貢献するとともに、施設の老朽化への対応や災害時のリスク対策等を進める。また、地域に密

着した下水道の普及啓発活動を行う。 

 

No.１ 設備診断による計画的な施設管理（％） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― 25 50 75 100 ― 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

老朽化した設備に対する設備診断の実施と併せて、修繕計画の見

直しを行うことで、設備の良好な機能維持を図る。 

目標値の設定根拠 
設備診断計画に基づく作業工程の進捗率を、目標値として設定し

た。 
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No.２ 緊急時の配備体制の充実 

第１段階 
実践に即した訓練を定期的に実施する。（震災訓練 ３回／年、防災訓練 ２回

／年、水質異常初期対応訓練 １回／年） 

第２段階 訓練結果を検証し、問題点の抽出等を行う。 

第３段階 
各種マニュアルの改定及び体制の見直しを行い、マニュアルを確実に運用でき

るよう継続的に訓練を実施する。 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

緊急時に備え、実践に即した震災、防災、水質異常に係る訓練を実

施するとともに、訓練結果の検証、問題点の抽出等を行い、これら

を踏まえて各種マニュアルの改定及び体制の見直しを行う。 

目標値の設定根拠 

平成 31 年から平成 35 年まで毎年定期的に、訓練の実施（第１段

階）、訓練結果の検証、問題点の抽出等（第２段階）を行う。また、

必要に応じて、訓練及び訓練結果の検証等を踏まえ、各種マニュア

ル改定及び体制の見直し（第３段階）を行う。 

 

No.３ 事業場の排水担当者研修会の実施（回目） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― ― １ ２ ３ ― 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

下水道を利用する事業場の担当者に対して水質規制に係る研修会

を実施することにより、日常の排水処理施設等の自主管理の向上

を図る。 

目標値の設定根拠 

研修会を、相模川流域右岸、相模川流域左岸、酒匂川流域ごとに順

次実施することとし、その実施回数を目標値として設定した。（全

事業場が３年間に１回研修を受講） 

 

No.４ 下水道出張教室の充実（回） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

22 23 23 23 24 24 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

下水道出張教室を積極的に実施することで、普及啓発活動の充実

を図る。 

目標値の設定根拠 

下水道出張教室の回数を目標値として設定し、小学校からの教室

開催への多くのニーズに対応するため、回数を段階的に増やすこ

ととした。 
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【収支健全化に向けた経営改善】 

総括的目標 

効率的な維持管理によるコスト縮減及び管理業務内容の見直し等により、５年間で約85,000

千円のコスト縮減を目標に継続して経営改善に取り組む。 

 

No.１ 電気設備の運用方法の最適化（千円／対平成 30 年度比※理論値） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― △340 △680 △1,020 △1,360 △1,700 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

柳島水再生センターにおいて、３台の主変圧器を最適な運転台数

で運用し、変圧器における損失を減らすことで電力を削減し、電気

料金の縮減を図る。 

目標値の設定根拠 
電気設備の運用方法の最適化により、毎年 340 千円ずつ電気料金

の縮減が見込めるため、その縮減額の積増しを目標値に設定した。 

 

No.２ 沈砂池の自動運転の最適化（千円／対平成 30 年度比※理論値） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― △160 △320 △480 △640 △800 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

柳島水再生センターの沈砂池において、低段沈砂池し砂系自動運

転の細目除塵機を、最適なサイクル数に変更することにより、電

気料金の縮減を図る。 

目標値の設定根拠 

低段沈砂池し砂系自動運転の最適化により、毎年 160 千円ずつ電

気料金の縮減が見込めるため、その縮減額の積増しを目標値に設

定した。 

 

No.３ 汚泥処理施設の集約化による運転管理業務等の見直し（千円／対平成 30 年度比） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― △3,830 △11,180 △18,530 △25,880 △33,080 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

四之宮水再生センターにおいて、汚泥処理施設の南系を順次廃止

し、北系に集約化することで運転管理業務等を見直し、経費の縮減

を図る。 

目標値の設定根拠 
汚泥処理施設の南系の順次廃止に伴う、運転管理、活性炭交換及び

脱臭ファン電力の経費縮減額の積増しを、目標値として設定した。 
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No.４ 一括発注の推進（工事等）（千円／対個別発注設計額） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― △7,000 △14,000 △21,000 △28,000 △35,000 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

工事等契約において、一括発注を推進することにより、経費の縮

減を図る。 

目標値の設定根拠 
個別発注に比して、一括発注で毎年 7,000 千円ずつの経費縮減が

見込めるため、その縮減額の積増しを目標値として設定した。 

 

No.５ 汚泥貯留地管理業務の見直し（千円／対平成 29 年度比 ※平成 30 年度は試験運用実施） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― △1,500 △3,000 △4,500 △6,000 △7,500 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

相模川汚泥貯留地において、汚泥貯留地管理業務の見直しと併せ

て、管理委託業務日数を見直すことにより、人件費の縮減を図る。 

目標値の設定根拠 

管理委託業務日数の見直しに伴い、毎年 1,500 千円ずつの人件費

縮減が見込めるため、その縮減額の積増しを目標値として設定し

た。 

 

No.６ 広場管理人員の削減（千円／対平成 30 年度比） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

― △1,400 △2,800 △4,200 △5,600 △7,000 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

酒匂水再生センターにおいて、広場管理業務の見直しと併せて、管

理委託業務の人員体制を見直すことにより、人件費の縮減を図る。 

目標値の設定根拠 

管理委託業務の人員体制の見直しに伴い、毎年 1,400 千円ずつの

人件費縮減が見込めるため、その縮減額の積増しを目標値として

設定した。 
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　１　法人の概要 （平成30年12月14日現在）

2 法人に対する今後の県の関与（人的・財政的支援）の考え

3 新たな経営改善目標(案）に対する所管局の意見

【県民サービスの向上等】

① A B C 理由：現状の課題解決を見据えた内容になっている。

② A B C 理由：事業ごとの目標が明確かつ具体的である。

③ A B C 理由：マニュアルの見直しなど、前向きかつ漸進的な目標である。

④ A B C 理由：県の事業を支援する項目が複数入っている。

【収支健全化に向けた経営改善】

汚泥貯留地管理業務の見直し

① A B C 理由：効率的・効果的な維持管理に直結している。

② A B C 理由：総削減額に向け、各項目の削減額が明確である。

③ A B C 理由：削減額が高い目標水準になっている。

△4,500 △6,000 △7,500

1回目

33年度目標

　 下水道公社は、公益財団法人として自主的な運営が求められるが、県は出資者として、今後とも下水道公社が効
果的・効率的な事業運営を図り、更なる経営改善に取り組むよう指導していく。

緊急時の配備体制の充実

3回目― ―

24回

△33,080

24回23回

△680

32年度目標

目標に対する視点と所管局意見

31年度目標

△640

35年度目標

△25,880

23回

50

34年度目標

円

―

110,000,000 県出資額

　今後とも安全で信頼される「下水道」を目指し、排水基準の厳守とし、公共用水域の水質保全に貢献するととも
に、施設の老朽化等への対応や災害時のリスク対策を充実させる。また、地域に密着した下水道の普及啓発活動を行
う。

32年度目標

・第１段階：実践に即した訓練の定期的実施
・第２段階：訓練結果の検証し、問題点の抽出等
・第３段階：各種マニュアルの改定、体制の見直し

新たな経営改善目標(案）に対する所管局の意見

基本財産等 円

代表者名

法人名

設立年月日

55,000,000

100%

（様式５－２）

公益財団法人神奈川県下水道公社

電話番号

設備診断による計画的な施設管理 75%50%25%

昭和55年5月23日

平塚市四之宮4丁目19番1号

理事長　中村　正樹

0463-55-7211

％県出資率

35年度目標31年度目標

所在地

汚泥処理施設の集約化による運転管理業務等の見直し

一括発注の推進（工事等）

電気設備の運用方法の最適化

沈砂池の自動運転の最適化

下水道出張教室の充実

項　　　　　　　　　目

△21,000

△3,830 △11,180

2回目

△18,530

△14,000

△480△160

十分に高い目標水準か

事業場の排水担当者研修会の実施

33年度目標

△7,000

△1,020

現状の課題の解決に直結しているか

項　　　　　　　　　目

23回

目標が明確かつ具体的であるか

目標に対する視点と所管局意見

十分に高い目標水準か

県施策と関連性が高い項目が入っているか

　効率的な維持管理によるコスト削減及び委託業務内容の見直しにより、５年間で概ね85,000千円の削減を目標とし
て取り組む。重点的課題の内容及び経費削減目標額については以下に記載のとおり。

広場管理人員の削減 △1,400 △2,800 △4,200 △5,600 △7,000

目標が明確かつ具体的であるか

現状の課題の解決に直結しているか

△28,000

34年度目標

△1,360

△35,000

△320

△340

△800

△1,700

△1,500 △3,000
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経営改善目標(目標年度：平成 30 年度) 
 
 
(法人名) 

公益財団法人神奈川県下水道公社 

 

 

 

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 

流域下水道事業を行う上で効率的かつ経済的な運営を行い、県民の健康で快適な生活環境

の向上と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に努める。 

 
 
２ 県が法人に期待する役割 

効率的で安定した維持管理を行うための技術が蓄積されており、新技術の導入や長寿命化

等に関しての適切な技術提案や、緊急時等においても迅速かつ適切な対応が果たせる公益法

人であり、今後も蓄積した専門的な高い技術力・ノウハウを活かして、安定した放流水質を

確保することを期待する。 
 
３ 法人運営における現状の課題 

 当公社は県と流域関連市町が設立した県主導第三セクターとして、県から随意契約により

流域下水道の維持管理業務を受託しており、また、市町から流域関連公共下水道の水質分析

等技術的業務を受託するとともに技術支援を行い、流域下水道と流域関連公共下水道の一体

的水質管理に寄与しているが、厳しい財政状況を背景とし、公社や下水道事業を取り巻く環

境が大きく変化してきている。 

 

（１）水環境の向上と地球温暖化対策 

維持管理の中で培った経験と技術を活かして省エネを図りながら、放流水質を良好に維

持し水環境の向上に努めてきたが、地球温暖化対策に向けて電気や燃料などエネルギー使

用量のさらなる削減との両立が求められている。 

 

（２）効率的な運営によるコスト削減 

当公社は、県が設置する流域下水道処理施設の運転操作等維持管理業務を受託している

が、その費用は県と市町が負担していることから、県民の費用負担の軽減のため、常に効

率的な運営に努め、委託業務内容・設計基準の見直し、設備・機器の効率的な運用等を行

う等の経費の削減が求められている。 

  

（３）施設の老朽化への対応 

流域下水道施設は、施設・設備の老朽化が進み更新の時期を迎えているが、財政的に厳

しい状況にあり施設の更新が難しくなっている。 

老朽化した施設・設備の健全度診断を実施し、これまでの経験を生かした修繕計画の策

定や県の長寿命化計画策定への協力が求められている。 

 

（４）災害時への対応 

大規模地震や近年頻発するゲリラ豪雨等の様々なリスクに対して、迅速・確実に対応で

きる体制の整備が求められている。 

 

（５）普及啓発活動の充実 

下水道は、地下に埋設され普段目にすることが少なく、日ごろから下水道知識の普及啓

発に努めているが、災害時には利用者の協力や地域住民との連携が不可欠であることから

、地域に密着した普及啓発活動を行っていく必要がある。 

 

参考資料 
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４ 経営改善目標 
  

【県民サービスの向上等】 

総括的目標 

今後とも安全で信頼される「下水道」を目指し、排水基準を遵守し公共用水域の水質

保全に貢献するとともに、災害時のリスク対策や施設の老朽化等への対応を充実させる。

また、地域に密着した下水道の普及啓発活動を行う。 

 

 

①危機管理体制の充実〔業務継続計画（下水道 BCP）の策定〕 

下水処理場が被災した場合に、被害を最小にして最低限度の処理の確保に努めるため、県作

成の神奈川県流域下水道 BCP との整合性を図ながら、公社独自の下水道 BCP を策定する。 

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 

BCP 策定 

30% 

BCP 策定 

100% 
BCM   

※下水道 BCP は、平成 27 年度に完成予定。その後、平成 28～30 年度は、下水道 BCM（業

務継続管理：より実効的に応用・実践するためのマネージメント）を行う。 

 

②計画的な修理、管理の推進〔設備診断や施設評価〕 

老朽化した施設に対し、設備健全度診断を実施して施設評価を行い、長寿命化計画へ反映さ

せていく。 

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 

10% 30% 50% 75% 100% 

※対象機器について、今回の 5 カ年計画で調査する。 

 

③地域・県民との連携による普及啓発〔普及啓発活動の充実（出張教室）〕 

小学校への出張教室は好評なイベントであることから、実施方法等を工夫して段階的に回数

を増やし、下水道を通して環境問題への理解を深める。（平成 25 年度実績（見込み）：20 回） 

平成 26 年度 平成 2 7 年度 平成 28 年  平成 29 年度 平成 30 年度 

21 回/年 21 回/年 21 回/年 22 回/年 22 回/年 

 

④地域・県民との連携による普及啓発〔普及啓発活動の充実（市町イベントへの参加）〕 

流域関連市町が開催する環境に関するイベントへ積極的に参加して、普及啓発を実施す

る。（平成 25 年度実績（見込み）：8 回） 

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 

6 回/年 6 回/年 6 回/年 6 回/年 6 回/年 

 

⑤地域・県民との連携による普及啓発〔普及啓発活動の充実（夏休み下水道教室）〕 

夏休み期間に実施する下水道教室は好評なイベントであることから、実施方法等を工夫し

て段階的に回数を増やし、下水道を通して環境問題への理解を深める。（平成 25 年度実績（見

込み）：2 回） 

平成 2 6 年度 平成 27 年度 平成 28 年度  平成 29 年度 平成 30 年度 

3 回/年 3 回/年 3 回/年 4 回/年 4 回/年 
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【収支健全化に向けた経営改善】 

総括的目標 

当公社で策定した経営改善計画では、効率的な維持管理によるコスト削減及び委託

業務内容の見直しや設計基準の見直し等により、５年間で約５億円の削減を目標とし

て取り組むこととした。 

このうち、重点的課題の内容及び経費削減目標額については以下 記載のとおり。 

 

①包括的民間委託の導入 

扇町管理センターに包括的民間委託を導入し、運転管理経費の削減を図る。 

（平成 25 年度比の削減額） 

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 

△20,035千円 △20,035千円 △20,035千円 △20,035千円 △20,035千円 

 

②運転管理に関する点検回数の見直し 

運転管理業務委託において、設備の使用状況に応じて日々の点検回数を減らし、運転管理

経費の削減を図る。 

 （平成 25 年度比の削減額） 

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 

△29,100千円 △2 9,100 千円 △29,100千円 △25,100千円 △25,100千円 

 

③委託業務内容の見直し 

扇町管理センターにおける上部利用施設の管理人員の削減及び柳島管理センターにおけ

る草花管理業務の必要範囲を見直し、経費の削減を図る。 

 （平成 25 年度比の削減額） 

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 

△4,999 千円 △4,999 千円 △4,999 千円 △4,999 千円 △4,999 千円 

 

④一括発注の推進 

脱臭用活性炭の購入において、４センター分を取りまとめて一括発注し、経費の削減を図

る。 

四之宮管理センター及び柳島管理センターの水処理等監視制御設備点検委託を一括発注

し、経費の削減を図る。 

 （平成 25 年度比の削減額） 

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 

△13,307千円 △13,307千円 △13,307千円 △13,307千円 △13,307千円 

 

⑤オーバーホールの周期の延伸 

設備・機器ごとに異なる設置環境や使用実績を踏まえて、オーバーホールの周期を延長

し、点検費用の削減を図る。 

 

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 

△6,070 千円 △9,800 千円 △15,160千円 △19,850千円 △23,790千円 

 

⑥効率的な運用 

柳島管理センター及び酒匂管理センターにおいて、汚水ポンプのポンプ井の水位を上げて

運転し、汲み上げる水の高さを小さくすることで、使用電力量を少なくし経費の削減を図る。 

酒匂管理センター最初沈澱池の汚泥掻寄機を間欠運転することで、使用電力量を少なく

し、経費の削減を図る。 

酒匂管理センター２号焼却設備は、経年使用による劣化が著しく継続使用するためには大

規模な補修費が掛かるため、扇町管理センターの焼却設備を活用する等して、当該設備を休

止することにより修繕費の削減を図る。 
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 （平成 25 年度比の削減額） 

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 

△26,153千円 △12,816千円 △16,148千円 △21,077千円 △12,807千円 

  
 

 

○経営改善目標の進行管理（PDCA） 

計画の円滑な実行を図るため、毎年、取組み項目ごとに PDCA サイクルによる継続的

見直しを行い、継続的改善・向上を図る。 

  

 

５ その他特記事項 

  平成26年度から導入する包括的民間委託の委託期間（５年間）に合わせ、今回の経営改

善目標及び第５期経営改善計画の期間を５年間とした。 
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