
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年３月 

神奈川県総務局組織人材部行政管理課 

○（公財）神奈川芸術文化財団 
 

○神奈川県住宅供給公社 
 

○（公財）神奈川産業振興センター 
 

○（公社）神奈川県農業公社 

資料 

経営改善目標の策定等について 

（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 前回議論 

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 今回議論(※) 

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 前回議論 

（公社）神奈川県農業公社 31 年度まで 今回議論（※） 

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 今回議論 

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 前回議論 

神奈川県住宅供給公社 30 年度まで 今回議論 

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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第三セクター等改革推進部会資料 

 

 

経営改善目標の修正について（案） 
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                                                                           (様式２) 
 

経営改善目標(目標年度：平成 32 年度) （修正案） 

 
 

(法人名) 

公益財団法人神奈川芸術文化財団 

 

 

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 

 

○ 県の「かながわ文化芸術振興計画」が標榜する「文化芸術の「継承」「創造」「発信」

により、人々を引きつける、かながわへ」の趣旨を体現する事業展開を追求すると同時

に、「劇場法」が要請する質の高い事業、専門的人材の養成・確保、普及啓発活動の実

施、国際交流等の諸課題に対応するため、神奈川県からの指定管理料収入を与件としつ

つ、指定管理料以外の収入の増加による事業規模の拡充を図り、コストパフォーマンス

の高い施設運営を目指す。 

○ 当財団の行う事業の大半が文化芸術施設の指定管理業務であることに鑑み、今後も継

続的に各施設の指定管理者としての指定を受けられるよう、県民の期待に応えられる施

設運営に努め、自主事業においては、「芸術性」と「経済性」のバランスの取れた両立

を目指す。 

当財団指定管理施設 

神奈川県立県民ホール・本館（以下「県民ホール本館」という。） 

神奈川県立県民ホール・神奈川芸術劇場（以下「芸術劇場」という。） 

神奈川県立音楽堂（以下「音楽堂」という。） 

○ このため、鑑賞者の一層の増大など「顧客創造」に取り組み、チケット販売収入など

事業収入の増収及び助成金・寄付金等の外部資金の獲得等事業財源の拡充を図り、公演

事業、教育普及事業及び人材育成事業等の充実を追求する。 

○ 2020年に予定されている東京オリンピック・パラリンピック文化プログラムにあわせ

、３館一体運営のメリットを最大限生かして多彩な芸術ジャンルを網羅するとともに、

県と連携して県立施設や市町村文化施設における事業実施を展開する。 

 
 

２ 県が法人に期待する役割 

 

○ 平成28年度からは、３館を一体とした指定管理業務を担うことが予定されているが、

これまで培ってきた経験やノウハウを生かしながら、３館一体を基本とした施設運営に

よりこれまで以上に効率的・効果的に業務を遂行するとともに、ラグビーワールドカッ

プ2019や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、国内外に本県の文

化芸術の魅力を発信するなど、文化行政推進のため、引き続き県と連携して事業展開を

進めていくことを期待する。 

 
 

３ 法人運営における現状の課題 

 

○ 2020 年に予定されている東京オリンピック・パラリンピック文化プログラムの本県での

展開に向けて、県及び関係機関との連携のもと、新しい文化芸術の創造を追求するとともに、

より多くの県民を引き付ける魅力的なコンテンツの提供にも努めなければならない。また、

増加が予想される訪日外国人向けの施策を講じていくほか、教育機関等と連携したアウトリ

ーチやワークショップ、研修講座を実施し、文化芸術に触れる機会の少ない人々へのアプロ

ーチや文化芸術分野の専門人材の育成にも努めていく必要がある。 
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○ これらの課題に対応するために、経営改善計画の目標達成に努めるとともに、３館の指定

管理業務を事業計画に沿って着実に履行していく必要がある。また、各種補助金、助成金、

寄付金等外部資金の増を図っていくほか、「キッズ・プログラム」に代表される子ども向け

事業の実施、及び学生料金等を設定し若年層の誘客を図り、本県の次世代の文化芸術振興へ

と繋がる観客創造にも努めていく。 

 
 
４ 経営改善目標 

 

  前出の課題を念頭に置き、まもなく開始される３期目の指定管理を踏まえ、今期の経営改

善計画に当たっても前期と同様に、「県民サービスの向上等」と「収支健全化に向けた経営

改善」を基本に、３期目の指定管理における事業計画と整合性のとれた目標を設定する。 

 

 ○ 目標設定（数値）の考え方 

   周年事業等の特異な事情による数値の高低をある程度平準化するため、平成27年度の見

込値だけでなく、それを含む直近過去３ヵ年の平均値を参考にするなどして目標値を算出

した。 

 

【県民サービスの向上等】 

芸術文化の創造と普及、文化施設の管理運営を一体的に行うことで、より多くの県民に

質の高い芸術鑑賞機会を提供するといった財団の設立目的を実現するため、引き続き来館

者数や利用率等の維持・向上に努める。 

 

① 来館者数（入場者数）                    （単位 千人） 

年度 
27 年度 

(見込値) 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

県民ホール本館･

芸術劇場、音楽堂 

合 計 

994.6 1,000 520.25 745 
1,020 

992 
1,020 

※平成 29 年度は県民ホール本館、平成 30 年度は県民ホール本館及び音楽堂の改修休館によ

る目標値の修正を反映している。 

※平成 31 年度は、音楽堂の改修工事による休館（4 月～5 月）により目標値の修正を反映し

ている。 

 

○ 県民ホール本館と芸術劇場については、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック文

化プログラムの本県での展開を想定している。 

○ さらに、芸術劇場は開館後約５８年を経過し、劇場としての実績が徐々に認知されつつあ

ること等を踏まえ、今後、事業の充実及び貸館利用の増加とともに毎年度上昇していくこと

を想定している。 

○ 音楽堂についてはすでに上限に近い利用率となっている一方で、施設の老朽化に伴う予期

せぬ修繕の増加や防災訓練、下見等の業務上利用等に対応していくことを踏まえ、概ね現状

の水準を維持する想定としている。 

 

② ホール利用率（利用日数／利用可能日数） 

年度 
27 年度 

(見込値) 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

県民ホール本館 

（大ホール） 
83.7％ 82％ 82％ 82％ 82％ 82％ 

芸術劇場 

（ホール） 
81.1％ 80％ 80.5％ 81％ 81.5％ 82％ 

音楽堂 85.4％ 85％ 85％ 0％ 85％ 85％ 

4



 
 

※利用可能日数とは、開館日から設備点検等により施設が使用できない日を除いた日。 

※施設を代表するものとして、県民ホール本館は大ホールを、芸術劇場はホールを対象とす

る。 

※平成 30 年度は音楽堂の改修休館による目標値の修正を反映している。 

 

 

○ 芸術劇場については、「創る劇場」であり自主事業の比重が大きいことも踏まえ、平成

25 年度～27 年度の平均値をベースライン（初年度目標）とし、毎年度利用率を 0.5％ず

つアップさせる設定値とすることで、平成 32 年度には年間利用率 82％平均に達する目標

を設定する。 

○ また、県民ホール本館及び音楽堂については、すでに上限に近い利用率となっている一

方で、施設の老朽化に伴う予期せぬ修繕の増加や防災訓練、下見等の業務上利用等に対応

していくことを踏まえ、概ね現状の水準（平成 25 年度～27 年度の平均値）を維持する想

定としている。 

 

③ 主催事業におけるチケット販売率（販売席数／販売可能席数） 

年度 
27 年度 

(見込値) 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

県民ホール本館･

芸術劇場、音楽堂   

合 計 

69.1％ 72％ 72％ 72％ 72％ 72％ 

※販売可能席数＝各施設の座席数から、つぶし席（PA 席や見切席等の鑑賞用に販売できな

い席）を除外した座席数（招待席は販売可能席数に含む） 

※施設を代表するものとして、県民ホール本館は大ホールを、芸術劇場はホールを対象とす

る。また、会場の一部分のみを使用して上演する場合等は対象から除外する。 

 

○ 自主事業に関する県民サービス向上の指標として、販売率を設定する。年度ごとの事業

計画によって事業規模やジャンル構成に変動があるため、来場者の絶対数は指標とせず、

販売率（販売席数／販売可能席数）によって効率性及び事業ジャンルのバランスを測るこ

ととする。 

○ 平成 27 年度を含む過去３ヵ年の平均値を踏まえた 72％をベースライン（初年度目標）

とし、その後も保つべき一定水準として目標に設定する。 

 

④ 県施策との高い関連性を持った事業実施 

県の文化政策の方針である県が策定した文化芸術の振興に関する総合的・長期的な目標や

施策の方向性を示した「かながわ文化芸術振興計画」（平成 31 年度３月改定予定）の重点

施策の項目に沿った事業を、目標年度（平成 32 年度）までの期間を通じて、３館の特性や

事業計画に合わせてバランスよく分担し実施していく。 

 

ア 次代を担う子ども･青少年の文化芸術活動の充実 

○ 子ども・青少年を対象とした鑑賞・参加型事業をさらに充実させるとともに、公演等

の実施に合わせた講座やワークショップ等を開催して豊かな芸術体験を提供し、観客の

育成や裾野の拡大に取り組む。（教育普及活動の推進） 

 

イ 国際文化交流の充実 

○ 2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会を中心的なターゲ

ットとし、海外の劇場・芸術団体との相互交流を推進する。 

 

ウ 文化芸術事業の発信力の強化（マグカルのブランド力の向上） 

○ 先駆的でオリジナリティあふれる舞台芸術や音楽、美術等を創造し、神奈川の魅力と

発信力を高めることで、「マグネット・カルチャー」の考え方に沿った事業を３館でそ

れぞれ推進していく。また、県のマグカル事業に、芸術劇場を中心に協力する。 
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エ 文化芸術の振興を図るための環境整備 

○ 県民ホール本館、芸術劇場、音楽堂という文化施設を熟知し、日々運営している団体

として、引き続き長期修繕や施設改良に関する提案を県に行う。また、全国の劇場・音

楽堂等のモデルケースとなるような専門人材の育成に取り組む。 

 

  オ 伝統的な文化芸術の発信・継承 

○ 我が国の伝統的な芸能や音楽等の価値を、県民をはじめ多くの方々に知っていただ

き、継承していくために、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に合

わせ、施設の特徴を生かした公演等を実施する。 

 

【収支健全化に向けた経営改善】 

当財団の経営の安定化及び事業のさらなる充実を図るため、利用料金収入や事業収入等

の自主財源を確保するとともに、助成金、寄付金等外部資金の獲得に努め、引き続き効率

的な運営を行っていく。 

 

① 利用料金収入                         （単位 千円） 

年度 
27 年度 

(見込値) 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

県民ホール本館･

芸術劇場、音楽堂   

合 計 

371,739 380,000 191,920 303,840 
382,760 

376,760 
383,680 

 ※平成 29 年度は県民ホール本館、平成 30 年度は県民ホール本館及び音楽堂の改修休館に

よる目標値の修正を反映している。 

※平成 31 年度は、音楽堂の改修工事による休館（４月～５月）により目標値の修正を反映

している。 

 

○ 芸術劇場については、開館後約８５年を経過し、劇場としての実績が徐々に認知されつ

つあること等を踏まえ、今後、貸館利用の増加（毎年度利用率を 0.5％ずつ増加）の想定

に合わせて、毎年度少しずつ上昇していくことを想定している。 

○ また、県民ホール本館及び音楽堂については、すでに上限に近い利用率となっている一

方で、施設の老朽化に伴う予期せぬ修繕の増加や防災訓練、下見等の業務上利用等に対応

していくことを踏まえ、利用率の維持と連動して利用料金収入も現状の水準を維持する想

定としている。 

 

② 事業収入比率（事業収入／総支出） 

年度 
27 年度 

(見込値) 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

県民ホール本館･

芸術劇場、音楽堂   

合 計 

47.9％ 48％ 48％ 48％ 48％ 48％ 

※総支出には、参加無料で実施する普及型事業及びアウトリーチやワークショップなどの人    

 材育成事業等の収益を期待できない事業の支出を含む。 

※事業収入には、公演等のチケット販売収入のほか、参加料収入、他劇場への公演販売収入、 

   物販収入等の収入を含む。 

 

○ 自主事業に関する収支健全化の指標として、事業収入比率を設定する。年度ごとの事業

計画によって事業規模には変動があるため、単に事業収入の絶対額は指標とせず、事業収

入比率（事業収入／総支出）によって効率性及び事業ジャンルのバランスを測ることとす

る。 

○ 平成 27 年度を含む過去３ヵ年の平均値を踏まえた 48％をベースライン（初年度目標）

とし、その後も保つべき一定水準として目標に設定する。 
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③ 外部資金獲得増に向けての取組み 

 

○ 当財団では、設立当初から文化庁等の公的助成金のほか、広く法人・個人からの寄付を

募り事業活動の充実に努めてきた。平成 22 年度に公益財団法人に移行したのちは、新た

に賛助会員制度を設け、幅広い支援を募っている。 

○ 従来の手法による寄付者へのアプローチに加え、外部資金獲得の増に向けた多様な寄付

メニューの開発に取り組む。 

 

 ＜目標＞ 

段階 内  容 目標年度 

第１ 

段階 

・インターネットを経由しての寄付の仕組みの整備 

 （クラウドファンディング） 

・信託銀行等とのタイアップによる寄付の仕組みの整備 

平成 28～29 年度 

第２ 

段階 
・第１段階で整備した仕組みを活用した寄付等の獲得 平成 29～32 年度 

第３ 

段階 

・賛助会員等の支援の輪の拡大 

・事業内容の充実や施設アメニティの向上等によって、 

県民に還元（文化県かながわのイメージアップ） 

平成 31～32 年度 

 

 
５ その他特記事項 

    県民ホール本館及び音楽堂について、県による改修工事が実施されることとなり、それ

に伴う休館期間が見込まれるため、｢来館者数（入場者数）｣及び｢利用料金収入｣の目標値（

平成29年度及び平成30年度）を修正した。 

県民ホール本館休館期間（予定）：平成29年７月から平成30年３月まで 

（大ホールのみ同年平成30年５月まで） 

  音楽堂休館期間（予定）：平成30年４月から平成31年３月まで 

  音楽堂について、県による改修工事による休館期間のため、｢来館者数（入場者数）｣、｢

利用料金収入｣の目標値（平成31年度）を修正した。 

音楽堂休館期間：平成30年４月から平成31年５月まで 

 
 

*1 「現状の課題」(様式１)に記載した内容のうち、今後の県民サービスの向上または収支健全化

に向けて、重点的な取組みが必要な課題を抽出し記載してください。 

  *2 「経営改善目標の策定における基本的視点」(別表１)を参考に記載してください。 

  *3 必要に応じて資料を添付してください。 
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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)神奈川県住宅供給公社 

 

 

 

公社は、平成25年10月に「住宅供給公社民営化の基本方針」（平成18年１月）が廃止され

たことを受け、地方住宅供給公社法に基づく法人として、平成25年６月に策定した経営計画

に示した経営理念に基づき、「経営の一層の効率化」を図り、県からの財政的自立（県の損

失補償、借入金への利子補給に依存しない）を進めていくこととしている。 

また、公共的役割を果たし、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。 

経営計画（平成25～34年度）の10箇年計画目標は次のとおり。 

(1)年間経常利益を約20億円確保 

 (2)平成34年度末の借入金残高を800億円台（うち県損失補償残高を500億円台）まで削減 

 (3)平成34年度で県利子補給を終了 

 (4)平成34年度までにケア付高齢者住宅管理事業を黒字化 

現在、10箇年計画の達成に向け、県損失補償解消を予定している平成32年度を見据えた、

平成31年度からの２箇年計画を策定中であり、2019年(平成31年)７月に公表予定である。 

 

【県民サービスの状況】 

 

経営計画では、公社が果たしている次の公共的役割を引き続き確保していくこととしてい

る。 

(１) 住宅セーフティネットの役割 

公社としては県と連携し、公営住宅の補完として低額所得者、高齢者、障害者、子ど

もを育成する家庭等の「住宅確保要配慮者」に対する住宅セーフティネットの一翼を引

き続き担っていく。 

また、建替え等を行う際には、高齢者及び低所得者層に配慮して、これまで講じてき

た家賃減額等の措置を継続して行うことにより、居住の安定の確保を図る。 

 

(２) 団地再生の役割 

公社は、団地再生に取り組むことで公社団地の再生だけではなく、地域創生のため神

奈川県内外のさまざまな団地の再生のモデルとなるような取組みを行う。この場合、単

に賃貸住宅に居住する高齢者のためだけではなく、分譲住宅等、周辺も含めた地域の福

祉拠点としての役割等も担うよう進める。具体的には、団地の特性に応じて、団地の魅

力を付加し、新たな入居者の呼び込み、既存入居者の生きがいや健康づくり等、健康で

安心して住み続けられる団地再生を地域と連携して行う。 

 

(３) 災害時における役割 

公社は、非常時に備えて次の役割を果たしていく。 

    ア 被災された方への公社住宅の提供（一時提供・応急仮設住宅） 

    イ 津波避難ビルとしての公社住宅の活用と公社団地の防災活動拠点としての活用 

ウ 神奈川県が被災した場合には、これまでのノウハウを活かし、被災市町村への

技術支援要員派遣など支援体制の構築 
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(４) 環境対策の実施主体としての役割 

   公社の団地には、多くの住宅がまとまって供給されている団地も多いことに加え、公

社所有地の一部には未利用地も存在する。 

   このため、建替えや改修に当たって創出されるオープンスペースや住棟、従来からの

未利用地の活用により、太陽光発電など再生可能エネルギーの導入促進を行う役割を果

たしていく。 

 

 

【収支等の経営状況】 

 

公社は、経営改善の取組みにより、平成19年度から平成29年度までの11年連続で経常利益

20億円以上を達成し、その結果、自己資本比率を30.3％まで高めている。 

平成29年度決算の概要については、本業の利益を示す事業利益は、3,143百万円。事業利

益から受取利息や支払利息などのその他経常損益を加減した、経営状況の基本的成績を示す

経常利益は、3,131百万円。このほか、賃貸資産再編引当金繰入など、特別損益を反映させ

た当期利益は1,653百万円である。 

この結果、平成30年度に引き継ぐ利益剰余金は370億円となり、資産合計から負債合計を

差し引いた資本合計は594億円。なお、借入金の期末残高は前期末比53億円減少の1,038億円

である。 

 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度計画 

事業利益 2,700百万円 2,724百万円 3,143百万円 2,360百万円 

経常利益 2,502百万円 2,471百万円 3,131百万円 2,100百万円 

当期利益 1,643百万円 2,251百万円 1,653百万円 2,024百万円 

利益剰余金 33,051百万円 35,302百万円 36,955百万円 39,133百万円 

自己資本残高 55,538百万円 57,789百万円 59,442百万円 61,620百万円 

自己資本比率 27.6％ 29.1％ 30.3％ 32.3％ 

借入金残高 112,657百万円 109,086百万円 103,797百万円 98,349百万円 

借入金返済額 2,481百万円 3,571百万円 5,289百万円 5,448百万円 

 

＊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 

損失補償の残高額  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度計画 

76,630,545千円 66,941,540千円 62,174,090千円 35,448,806千円 

 

利子補給額 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度計画 

362,041千円 318,220千円 308,023千円 290,332千円 

 

貸付金の残高額 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度計画 

2,494,166千円 2,405,647千円 2,317,128千円 2,228,609千円 
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【所管課意見】 

県は、公社に対し、損失補償、利子補給及び資金貸付の財政的支援等を行っている。 

公社は、平成25年６月策定の経営計画において、損失補償については平成34年度末時点の

残高を500億円台まで削減し、利子補給については平成34年度までに終了させる目標を立て

ている。 

県としては、公社が経営計画を着実に推進し、経営の一層の効率化を図り、県からの財政

的自立を進めるよう、指導している。 

 

  * 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 32 年度） 

 

（法人名）神奈川県住宅供給公社 

 

１ 法人の使命・担うべき役割 

公社は今まで数十年間に渡って建物等の維持管理を行い、居住コミュニティが育まれてきた

「団地」の居住環境や資産価値を居住者とともに向上させていくことが、今後求められる大き

な使命であると考える。神奈川県住生活基本計画等においても、公社に対して住宅セーフティ

ネットだけでなく、コミュニティの活性化や団地再生に向けた取組みなど、新たな公共的役割

が求められている。 

２ 県が法人に期待する役割 

《公社の今後のあり方》 

公社は、県民負担を最小限にするという観点のもと、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、県からの財政的自立を進めていくこととしている。 

《公社の公共的役割》 

公社は県内に多数の賃貸住宅を有しており、公営住宅の補完として、高齢者等の住宅確保

要配慮者に対する住宅セーフティネット機能の一翼を担っている。 

また、少子高齢化に対応した各種施策や居住コミュニティの再生などの新たな試みについ

て、その成果とノウハウの伝達などの役割が期待されている。 

３ 法人運営における現状の課題 

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。 

４ 経営改善目標 

【県民サービスの向上等】 

  
 
 
 

 
 

No.１ 一般賃貸住宅入居率（＝入居戸数／募集対象戸数）（単位：％） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 

 

   

92.0 92.0 92.0    

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

多くの県民の方々に一般賃貸住宅を御利用いただくことで公社の

公共的役割として多様化する住宅確保要配慮者の居住の安定を確

保し、併せて安定的な経営を継続することができるため。 

目標値の設定根拠 
広告宣伝や住戸の機能の維持・向上等により、これまでと同じ水準

の入居率を維持するため。 

総括的目標 
様々な情報通信を活用した広告宣伝を展開しつつ、住戸の機能を維持・向上等すること

で、公社一般賃貸住宅の入居率を維持し、県民サービスの向上を図る 
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 人口減少等により将来の見通しはより厳しくなることが予測されるが、建替団地を中心とした

比較的利便性の高い団地における入居者の確保や住宅のリノベーションなど商品力の維持・向上

を図る「募集促進工事」の実施等により過年度の入居率実績値の維持に努めるものとする。 

 
【収支健全化に向けた経営改善】 

 
 
 
 
 

No.１ 経常利益（２箇年計画目標）（単位：億円） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 

 

   

21.0 20.0 20.0    

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

経常利益は、企業の継続的な収益力を示す指標であり、安定した経

常利益確保により借入金残高を削減していくことが、県からの財

政的自立につながるため。 

目標値の設定根拠 平成 34 年度末の借入金残高を 800 億円台まで削減するため。 

 平成 19 年度から平成 29 年度まで 11 年連続で経常利益 20 億円以上を達成している。 

 平成 31 年度からの２箇年においては、老朽化した賃貸住宅の建替えや、住宅のリノベーショ

ンなど商品力の維持・向上を図る再投資を拡充させつつ、経常利益目標 20 億円を達成する。 

 

No.２ 借入金削減額（単位：億円） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 

 

   

約 54.5 

(返済約 316.9 

借入約 262.4） 

約 0.6 

(返済約 133.9 

借入約 133.4） 

約 10.0 

(返済約 291.9 

借入約 281.9） 

   

(うち損失補償

削減 約 267.3) 

(うち損失補償

削減 約 70.7) 

(うち損失補償

削減 約 283.8) 
   

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

借入金残高や損失補償額を計画的に削減していくことが、県から

の財政的自立につながるため。 

目標値の設定根拠 
平成 34 年度末に、借入金残高を 800 億円台まで削減するため。な

お、損失補償残高は、平成 32 年度で解消する見込み。 

 一般賃貸住宅の建替え（平成 31 年度 フロール元住吉、平成 32 年度 フロール梶ヶ谷）など

再投資を行いつつ、平成 32 年度末までに借入金を 10.6 億円削減する。併せて、社債の継続発行

とシンジケートローン（無担保・無保証）による資金調達が可能となったことから、損失補償を

354 億円削減し、損失補償解消を図る。 

  

 

 

 

総括的目標 
経常利益 20 億円の達成や格付け維持を図ることにより県の損失補償残高を解消させ、

財政的自立を図り、長期安定経営を目指す  
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No.３ 格付維持・公社債発行（２箇年計画目標）（単位：億円） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 

 

   

格付維持 

ＡＡ 

格付維持 

ＡＡ 

格付維持 

ＡＡ 
   

公社債発行 

170 億円 

公社債発行 

90 億円以内 
公社債発行    

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

高い財務格付を維持しながら公社債を発行することで、低金利で

の資金調達が可能となり、損失補償削減や公社経営の安定化が図

られるため。 

目標値の設定根拠 

公社債の調達金利や他公社の財務格付を考慮し、ＡＡ（債務履行の

確実性は非常に高い）の財務格付を維持する。 

公社債は、借入金残高や市場動向を勘案しながら、必要に応じて発

行していく。 

 

No.４ ケア付高齢者住宅管理事業に係る経営改善（関連法人に係る事業） 

ア ケア付高齢者住宅管理事業経営改善額【事業損失の縮小】（単位：億円） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 

 

   

△5.6 △4.9 △3.9    

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

公社の公共的役割として超高齢社会に対応する取組みを進める

中、事業収益の 22％を占めるケア付高齢者住宅管理事業は、長期

的且つ継続して損失を計上しており、経営を改善する必要がある。 

引き続き、収入の増加や経費の適正化等に計画的に取り組みなが

ら、ケア付高齢者住宅管理事業の事業損益を明確に表す、事業損失

の縮小を新たに経営改善目標として設定する。 

目標値の設定根拠 
平成 34年度までにケア付高齢者住宅管理事業の黒字化を達成する

ため。 

 営業体制強化等による売上げの確保を第一とし、その他借入金の借替え等による支払利息の

低減などの取組みにより事業損益の改善指標として設定している。 

 

No.５ イ ケア付高齢者住宅入居率（＝入居戸数／総戸数）（単位：％） 

平成 30 年度 

実績（見込） 

平成 31 年度 平成 32 年度 

 

   

95.0 95.0 95.0    

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

高い入居率を維持することで、ケア付高齢者住宅管理事業の経営

改善を図るため。 

目標値の設定根拠 

入居率 95％の目標は、入退去に伴う客付け（健康診断や入居判定

を含む）や退去修繕に係る時間を考慮すると、実質的に 100％の状

態と考え設定している。 

 シニアライフ振興財団と一体となった募集活動により、ケア付高齢者住宅管理事業の高い入

居率（年度末時点）の維持に努める。 
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※ 今後の県からの財政的支援の見込み 

損失補償の残高見込額 

平成 30 年度見込み 平成 31 年度 平成 32 年度 

 

35,448,806 千円 28,376,431 千円 ※0 

※平成32年度で解消  
 
利子補給の見込額  

平成 30 年度見込み 平成 31 年度 平成 32 年度 

 

290,332 千円 105,647 千円 58,070 千円 

 
貸付金の残高見込額  

平成 30 年度見込み 平成 31 年度 平成 32 年度 

 

2,228,609 千円 2,140,090 千円 2,051,571 千円 

 
 

〈(参考)経営見通し〉 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５ その他特記事項 

公社は平成 32 年度末に県損失補償解消を予定していることから、平成 25 年６月に策定し

た経営計画における第３次中期計画(平成 31～32 年度。2019 年（平成 31 年）７月公表予定)

の期間に合わせ、今回の経営改善目標は平成 31 年度から平成 32 年度（2020 年度）までを目

標期間として設定している。  

 

 

（単位：百万円）
平成30年度見込み 平成31年度 平成32年度

収入合計 15,768 15,622 15,914

うち県利子補給 290 106 58
原価合計 12,120 12,086 12,182
売上総利益 3,648 3,536 3,732
人件費・一般管理費 1,404 1,345 1,345
営業利益 2,244 2,191 2,387

経常利益 2,100 2,000 2,000
当期利益 1,112 1,761 1,881
利益剰余金 38,067 39,828 41,709
借入金残高 98,348 98,294 97,295
うち県損失補償残高 35,449 28,376 0

項目

※百万円単位で四捨五入表示しているため、数字の合計が整合しない場合がある
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　１　法人の概要 （平成31年１月29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：

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：
県からの財政的自立を目指す経営計画目標の達成に必要な目
標水準である

約0.6億円

約70.7億円

格付維持
公社債発行
(90億円以内)

格付維持
公社債発行

約283.8億円

約10.0億円

平成32年度末までに前倒して解消

△4.9億円

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

総括的目標
　経常利益20億円の達成や格付維持を図ることにより県の損失補償残高を解消させ、財政的自立を図り、長期安定経営を目指
す

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

備考

95.0% 95.0%

公営住宅を補完する機能など、住宅セーフティネットとしての役
割を果たす項目となっている

経常利益の確保、借入金と県損失補償の削減、公社債発行等
が、県からの財政的自立につながる

具体的な数値目標を設定している

31年度

目標に対する視点と所管局意見

住戸機能の維持・向上等により高い入居率を維持することが、県
民サービスの向上につながる

具体的な数値目標を設定している

県からの財政的自立を目指す経営計画に基づく目標水準である

　ケア付高齢者住宅入居率

　経常利益

　ケア付高齢者住宅管理事業
　経営改善額【事業損失の縮小】

項　　　　　　　　　目

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

格付維持
公社債発行

(170億円)

32年度

95.0%

△3.9億円△5.6億円

目標に対する視点と所管局意見

30年度実績(見込)

　一般賃貸住宅入居率

現在の格付はＡＡ

十分に高い目標水準か

20.0億円21.0億円 20.0億円

31年度

　借入金削減額

　損失補償削減額

　格付維持・公社債発行

約54.5億円

約267.3億円

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

15,000,000

（様式５－２）

　神奈川県住宅供給公社

電話番号

50.0

　猪股　篤雄　昭和41年６月30日

　045-651-1842 （総務広報課）所在地 　横浜市中区日本大通33番地

備考32年度

　県は、公社に対し、損失補償、利子補給及び資金貸付の財政的支援等を行っている。公社は、平成25年６月策定の経営計画
において、損失補償については平成34年度末時点の残高を500億円台まで削減し、利子補給については平成34年度までに終
了させる目標を立てていた。今回の新たな経営改善目標（案）により、損失補償については平成32年度末までに解消する見込
みとなったが、着実な経営改善を進めることでその他の財政的支援についても前倒しで解消できるよう、県からの財政的自立に
向けて指導していく。

％県出資率

30年度実績(見込)項　　　　　　　　　目

92.0%92.0%

円30,000,000 県出資額

総括的目標
　様々な情報通信を活用した広告宣伝を展開しつつ、住戸の機能を維持・向上等することで、公社一般賃貸住宅の入居率を維
持し、県民サービスの向上を図る

92.0%
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第三セクター等改革推進部会資料 
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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 神奈川産業振興センター 

 

 

【県民サービスの状況】 

（現状） 

当センターでは、中期経営計画（平成 28 年度～平成 30 年度）のもと、県民サービスの向上を

図るため、平成 28 年度から平成 30 年度の３年間において、ワンストップ総合支援など４つの経

営改善目標を掲げ、各項目において目標を達成するなど取組は順調に推移してきた。 

一方で、平成 28 年度に神奈川県が実施した中小企業・小規模企業経営課題等把握事業（調査）

で明らかになったとおり、市場が変化する中で販路開拓を優先課題とする企業が多いなど、販路

開拓支援のニーズが高まっている。 

また、経営者の高齢化、後継者不足などにより事業承継が円滑に進まない問題や、生産年齢人

口の減少などによる人材不足など、社会情勢を反映した新たな課題も顕著化している。 

 

（課題） 

そのような中で、今後は、国の動向等を踏まえるとともに、改定を行う神奈川県中小企業・小

規模企業活性化推進計画と連動しながら、中小企業・小規模企業を取り巻く環境変化や支援ニー

ズに対応した支援の取組の一層の強化が求められる。 

 このため、当センターの新たな中期経営計画（平成31年度～平成33年度）のもと、中小企業

・小規模企業が抱える様々な経営課題の早期解決を図るとともに、販路開拓、事業承継など

支援ニーズや顕著化している課題について重点的に取り組むことが求められる。 

【収支等の経営状況】 

（現状） 

 当センターでは、収支健全化に向けた経営改善を図るため、平成28年度から平成30年度の

３年間で、「貸室収入の維持」「貸会議室・多目的ホールの収益向上」「省エネ対策の強化

による光熱水費の削減」の３つの経営改善目標を掲げ取り組んでいる。 

その中で、貸室収入は、入居率90％超で1億5,000万円の実績を上げており、順調に推移し

ているが、貸会議室・多目的ホールの収益は、増収傾向にあるものの、平成28年度から始ま

った長期修繕の影響による利用減からの回復途上にある。また、光熱水費の削減は、夏季の

異常気象の影響などにより、大幅な削減は厳しい状況にある。 

 

（課題） 

収入増に向けた取組について、貸室収入は順調であるが、横浜市庁舎が2020年に移転する

などの影響により、周辺の貸室の需給バランスに変化が生じる可能性が高いことから、状況

を把握しつつ、現在の収入を維持していくことが当面の課題である。また、貸会議室は、長

期修繕の影響による収益減からの回復途上にあることから、利用者の利便性の向上に努めつ

つ、営業を強化することで、収益増を図ることが課題である。 
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  ＊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 

 

 

 

 

 

区分 28年度 29年度 30年度【予算】  

 

 

 

 

補助金 
1,231,647千円 

（527,364千円） 

1,175,181千円 

（525,779千円） 

1,222,851千円 

（531,304千円） 

負担金 16,494千円 15,602千円 15,583千円 

※ 補助金（ ）書きは、制度融資事業費補助を除く金額 

 

【所管課意見】 

当センターでは、平成28年度に現在の経営改善目標を策定して以降、第三セクター等改革

推進部会で２年連続となるＡ評価を受けるなど、着実に取組を前進させてきた。 

特に、「県民サービス向上」の取組においては、目標を大幅に上回る実績を上げるな

ど、大きな成果を上げている。次期経営改善目標においても、中小企業・小規模企業を取

り巻く環境の変化に対応しながら、引き続き各支援策を展開してほしい。 

他方、「収支健全化に向けた経営改善」の取組においては、貸会議室・多目的ホールの

収益が増収傾向にあるなど、上記同様に着実に取組を進めているものの、第三セクター等

改革推進部会では、収益向上に一層努力することを求められている。引き続き貸会議室・

多目的ホールの利用促進に努めるとともに、横浜市庁舎移転など周辺の状況を注視しなが

ら、適宜適切な営業活動を展開していくことを望む。 

  * 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 神奈川産業振興センター 

 

１ 法人の使命・担うべき役割 

 人口減少・少子高齢化の進展や海外との競争の激化などにより、多くの中小企業・小規模企

業が利益を確保していくことが困難となっている。 

 こうした状況を踏まえ、県においては、「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例」

に基づく「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画」を定め、事業承継の支援や経営革

新、需要の開拓支援などによる売上向上などを積極的に推進している。 

 また、国においては、小規模企業の振興や中小企業の経営力の向上、地域創生などを図るた

め、「よろず支援拠点」、「事業承継引継ぎ支援センター」、「プロ人材活用センター」を全

国展開しており、神奈川県では、これら全てを当センターが受託し、設置している。さらに、

前回目標期間中であった平成 29 年７月には、中小企業庁の「平成 29 年度事業承継ネットワー

ク構築事業」の基、各支援機関が連携を強化し、事業承継支援方針の策定や情報共有を行うた

めの「神奈川県事業承継ネットワーク」の事務局となった。 

 当センターは、神奈川県内の中小企業・小規模企業を取り巻く環境を十分に認識し、これま

でも県施策との一体的な事業展開を図っていることから、引き続き、県の活性化推進計画の実

現に積極的に取り組むとともに、国施策の県内実施拠点として全県展開を図ることも活動の基

本において取り組むことで、神奈川県産業の振興に寄与していく。 

２ 県が法人に期待する役割 

 中小企業支援法に基づく「神奈川県中小企業支援センター」として、県の中小企業支援施策

の推進の一翼を担い、中小企業の経営安定・経営革新や、創業、事業承継、海外展開などの取

組を支援するとともに、県内中小企業支援の中核機関として、市町村、地域支援機関、金融機

関等と連携して、中小企業の総合的支援機関としての役割を果たしていく。 

３ 法人運営における現状の課題 

【県民サービス向上等】に関する課題 

〇 中小企業・小規模企業が抱える次の課題に重点的に取り組む 

 ・様々な経営課題の早期発見と解決 

 ・需要を見据えた国内外の販路の開拓 

 ・創業・イノベーションによる新たな成長 

 ・事業の円滑な承継に向けた早期の着手 

【収支健全化に向けた経営改善】に関する課題 

〇 貸室賃貸料収入の維持 

〇 貸会議室・多目的ホール利用料収入の強化 

４ 経営改善目標 

【県民サービスの向上等】 

〇 総括的目標 

 次の４つの経営改善目標を掲げ、中小企業・小規模企業が抱える課題等に向き合うとともに、

支援ニーズや社会環境の変化に即した支援を実施していく。 
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No.１ ワンストップ総合支援（単位：相談対応件数） 

当センター内各部署、よろず支援拠点、かながわ中小企業支援プラットフォーム構成機関等と

の連携を図り、様々な経営課題にワンストップで対応する。 

平成 30 年度 

実績（見込） 
平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

18,000 18,250 18,500 18,750 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

・様々な相談に応じ、課題の早期発見など、ワンストップによる対

応で解決に繋げる総合的・専門的支援であることから選定した。 

目標値の設定根拠 

・国事業（よろず支援拠点等）等との連携や企業経営の未病改善に

関する相談等と合わせ、平成 30 年度の実績以上の相談件数を確保

することを目標として設定した。 

 

No.２ 販路開拓支援（単位：商談件数） 

当センターが実施する受・発注商談会などを通じて、新たな取引先確保等の機会を提供し販路

開拓を支援する。 

平成 30 年度 

実績（見込） 
平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

5,500 5,700 5,750 5,800 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

・市場が変化する中で販路開拓へのニーズが高まっており、様々な

商談の機会を提供することで、新たな販路の開拓に繋げていくた

め選定した。 

目標値の設定根拠 

・地域の支援機関等と連携しながら、様々な商談機会を提供し、平

成 30年度の実績以上の商談件数を確保することを目標として設定

した。 

 

No.３ 創業・イノベーションの促進（単位：創業支援事業への参加者数） 

 市町村などとの連携強化を図り、創業・ベンチャー支援の拡充を図るとともに、経営・技術・

金融による総合的な支援を通じてイノベーションの取組の促進を図る。 

平成 30 年度 

実績（見込） 
平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

140 160 170 180 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 
・創業者、ベンチャー企業の量的拡大を図るために選定した。 

目標値の設定根拠 

・KIP が実施する創業支援事業の参加者数の拡大を図ることで、起

業家などが生まれ、育ち集う環境の整備を進めることを目標とし

て設定した。 

 

No.４ 円滑な事業承継の促進（単位：事業承継診断実施件数） 

 「神奈川県事業承継支援戦略」に基づき、当センターが事務局を担う神奈川県事業承継ネット

ワークの活動を通じて、事業承継支援体制を確立し、支援活動の強化を図っていく。 

26



 
 

平成 30 年度 

実績（見込） 
平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

7,500 13,500 22,000 30,500 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

・喫緊の課題で先送りできない事業承継について、早期着手を促す

ための事業承継診断の実施件数を選定した。 

目標値の設定根拠 
・神奈川県における事業承継支援戦略に定める目標値を目標とし

て設定した。 

 

【収支健全化に向けた経営改善】 

〇 総括的目標 

 当センターの自主事業であるビル運営事業収入の維持・向上と光熱水費の維持に努めること

で、センターの収支健全化に向けた経営改善に取り組む。 

 ビル収入の維持・向上では、貸室賃貸料収入を維持するとともに、貸会議室・多目的ホールの

利用促進に努め、貸会議室・多目的ホールの収入増を図る。 

  

No.１ 貸室賃貸料収入の維持（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 

150,000 150,000 150,000 150,000 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

・当センターの最大の自主収益源であり、ビルの維持管理、中小企

業支援事業費の補填が図れることから目標に選定した。 

目標値の設定根拠 

・現在の周辺地域の状況と、県・国等の施策に対応するための事務

室の確保を踏まえると、現在の入居率 90％相当時の収益である

150,000 千円を維持していくことが妥当と判断し、設定した。 

 

No.２ 貸会議室・多目的ホール利用料収益の向上（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 

48,000 49,000 50,000 51,000 

目標項目の選定理由 

（達成により生じる効果） 

・当財団の収益源であり、ビルの維持管理、中小企業支援事業費の

補填が図れることから目標に選定した。 

目標値の設定根拠 

・平成 30 年度の実績（見込）をベースに目標設定。 

・直近の実績、利用ニーズ、営業体制を考慮すると急激な収入増は

見込めないことから、実現可能な数値を設定した。 
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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 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 年度 平成 年度 

補助金

1,157,247 千円 

負担金 11,742

千円 

貸付金

1,000,000 千円 

委託料 34,106

千円 

損失補償 542,186

千円 

補助金

1,157,247 千円 

負担金 11,742

千円 

貸付金

1,000,000 千円 

委託料 34,106

千円 

損失補償 542,186

千円 

補助金

1,157,247 千円 

負担金 11,742

千円 

貸付金

1,000,000 千円 

委託料 34,106

千円 

損失補償 542,186

千円 

千円 千円 

※ 平成 32 年度、33 年度においても、31 年度と同規模の財政的支援を見込んでいるため、31

年度と同様の金額を記載しています。 

５ その他特記事項 
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　１　法人の概要 （平成30年４月１日現在）

北村　明

横浜市中区尾上町５丁目８０番地 （０４５）６３３－５０００

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

② A B C 理由：具体的な相談等の件数を目標としている。

③ A B C 理由：現状よりもさらに高い目標を掲げている。

④ A B C

【収支健全化に向けた経営改善】

① A B C

② A B C 理由：具体的な賃料収入等を目標に掲げている。

③ A B C 理由：周辺状況を鑑み、十分に高い目標水準である。

目標に対する視点と所管局意見

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

　当センターの自主事業であるビル運営事業収入の維持・向上と光熱水費の維持に努めることで、センターの収支健全化に向
けた経営改善に取り組む。
　ビル収入の維持・向上では、貸室賃貸料収入を維持するとともに、貸会議室・多目的ホールの利用促進に努め、貸会議室・多
目的ホールの収入増を図る。

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

150,000

49,000

理由：収支健全化に向け、少しでも収入を増やしていくことが望ま
れる。

貸室賃貸料収入の維持

30年度実績(見込)

貸会議室・多目的ホール利用料収益の向上 48,000

十分に高い目標水準か

３２年度目標

150,000

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

150,000 150,000

３１年度目標項　　　　　　　　　目

51,000

備考

単位：千円

単位：千円

単位：創業支援事
業への参加者数

単位：事業承継診
断実施件数

理由：中小企業が抱える課題は多岐にわたっており、様々な支援
を展開することが望ましい。

理由：「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画」と多くが
関連している。

13,500

170

22,000

50,000

設立年月日

300,000,000

30,500

180

円滑な事業承継の促進

18,750

140創業・イノベーションの促進

5,800販路開拓支援 5,7505,7005,500

7,500

（様式５－２）

公益財団法人神奈川産業振興センター

電話番号

ワンストップ総合支援 18,50018,25018,000

昭和28年8月12日

所在地

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

単位：商談件数

160

３２年度目標

　当センターは県内における中小企業支援機関として中核的な存在であり、県・国が展開する支援施策の多くの事務局を担う
など、県にとっても重要な存在となっている。また、県が定める「中小企業・小規模企業活性化推進計画」の推進においても重
要な拠点と位置付けているなど、県施策とも密接な関係にあるため、事業費を中心に財政的支援を行っている。
　今後とも、当センターには県内中小企業支援の中核機関として、市町村、地域支援機関、金融機関等と連携し、中小企業の
総合的支援機関としての役割を果たしてもらうべく、県としても連携を深めていきたい。

％県出資率

備考30年度実績(見込)項　　　　　　　　　目

100

３３年度目標

円

単位：相談対応件
数

300,000,000 県出資額

　次の４つの経営改善目標を掲げ、中小企業・小規模企業が抱える課題等に向き合うとともに、支援ニーズや社会環境の変化に
即した支援を実施していく。
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6,100件 6,470件
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経営改善目標（目標年度：平成 31 年度）（修正案） 

 
 
(法人名) 公益社団法人 神奈川県農業公社 

 

 

 

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 

本県農業においては、担い手の高齢化と減少が進んでおり、新たに農業経営を営もうとする

者の就農促進や農業生産の中核を担う農業者の育成が必要となっている。このため、農業公社

は平成26年７月に県から農地中間管理機構の指定を受け、農地の貸し借りにより担い手への農

地集積・集約化と農地の有効利用を促進する中核的な事業体と位置付けられている。併せて、

農地中間管理機構の行う特例事業として農地売買等事業を実施することで、効率的かつ安定的

な農業経営を強化促進していくために重要な役割を担っている。 

 
 

２ 県が法人に期待する役割 

担い手農家への農地集積・集約化と農地の有効利用は、担い手農家の規模拡大による経営

安定化や新規就農の促進に必要であるため、農地中間管理事業を積極的に展開し、県内都市農

業の持続的な発展に貢献することを期待する。 

 
 

３ 法人運営における現状の課題(*1) 

・ 県内の農地集積・集約化の促進と農地の有効利用を図るため、農地中間管理事業及び農地売買

等事業の一層の周知や推進体制の強化、遊休農地の現状把握等に努め、事業量を増加させる必

要がある。 

・ 事業取扱量の増加と事務手数料の見直しによる増収で法人の経営安定を図り、自立度を高める

必要がある。 

・ 補助事業の適正な執行により運営活動経費を確保し、経費削減を図る必要がある。 

・ 事務の効率化により経費削減を図る必要がある。 

 
 

４ 経営改善目標(*2) 
 
【県民サービスの向上等】 

① 市町村・農業委員会・農業関係団体と連携強化を図り、担い手の農地集積・集約化を着実に推進

する。 

 県との協働による市町等への事業周知活動        29市町、農協等   

 人・農地プランの話し合い等を活用した事業説明     10回/年 

 農業委員会職員研修会等を活用した事業説明       ３回/年 

 新設された農地利用最適化推進委員への事業説明    10回/年 

 遊休農地の農業委員会へのヒアリング         30農委 

 

② 上記関係機関との連携により、農地所有者及び農家への事業浸透を図り、活用機会を拡充する。 

 公社ホームページ、各種新聞等を活用した事業ＰＲ          ４回/年 

 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 29市町、農協 

 農地中間管理事業ＰＲパンフレットの配布                    35,000部、29市町 

 

③ 農地中間管理事業の借受面積について、神奈川県農地中間管理事業の推進に関する基本方針

に則して拡大していく。 

 

 

35



 28年度実績（見込） 29年度目標 30年度目標 31年度目標 

借受面積 40ha 150ha 150ha 150ha 

 

【収支健全化に向けた経営改善】 

① 農地中間管理事業に係る事務の効率化 

 農地情報公開システム・管理システムの活用による事務の軽減により処理件数を増やす。 

 28年度実績（見込） 29年度目標 30年度目標 31年度目標 

処理件数 70件 250件 250件 250件 

 関係機関等への相談窓口、農地の借受け・貸出しなどの業務委託の実施、もしくは連携協

力による事務の軽減    29市町、農協 

 

② 農地売買等事業収益の改善を図る。 

 売買手数料率の引き上げによる手数料収入の増加    現行：３％→引き上げ後：４％ 

 28年度実績（見込） 29年度目標 30年度目標 31年度目標 

手数料収入 7,560千円 12,800千円 15,200千円 16,800千円 

 売渡面積の拡大 

 28年度実績（見込） 29年度目標 30年度目標 31年度目標 

売渡面積 2.0ha 2.5ha 3.0ha 3.3ha 

 

③ 借受面積１ha 当たりのコスト削減 

 借受面積当たりのコストが低下すれば、補助金を効率的に活用できたことを示すことが可

能。 

補助金額（円）÷借受面積（ha）＝借受面積１ha 当たりのコスト（円） 

 30年度実績（見込） 31年度目標 

借受面積１ha当たり

のコスト 
1,148千円 225千円 

 

④ 売渡面積１ha 当たりのコスト削減 

 売渡面積当たりのコストが低下すれば、補助金を効率的に活用できたことを示すことが可

能。 

補助金額（円）÷売渡面積（ha）＝売渡面積１ha当たりのコスト（円） 

 30年度実績（見込） 31年度目標 

売渡面積１ha当たり

のコスト 
2,365千円 2,150千円 

 

＊今後の経営見通し(正味財産経常増減額) 

   

28年度実積（見込） 29年度 30年度 31年度 

△6,560千円 △1,916千円 △116千円 1,084千円 

 

  
  ＊今後の県からの財政的支援の見込み 
 

 
 

 
 

28年度実積（見込） 29年度 30年度 31年度   

 
 

 
 

40,591千円 38,704千円 38,704千円 38,704千円 
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５ その他特記事項 

  県議員からの要望を受け、平成30年度に収支健全化に向けた経営改善の③④の項目を追加

し、31年度目標とした。 
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　１　法人の概要 （平成30年11月１日現在）

昭和44年６月１日 会長　佐藤　光徳

横浜市中区山下町２番地 046-651-1703

3 新たな経営改善目標(案）に対する所管局の意見
【収支健全化に向けた経営改善】

① A B C

② A B C

③ A B C

目標に対する視点と所管局意見

現状の課題の解決に直結しているか 理由：公社の経営安定化のためには補助金の効率的な活用が必要であるため、直結している。

目標が明確かつ具体的であるか 理由：具体的な数値目標を掲げている。

十分に高い目標水準か 理由：30年度実績（見込）と比較して十分高い目標設定としている。

売渡面積１ha当たりのコスト（千円） 2,365 2,150

借受面積１ha当たりのコスト（千円） 1,148 225

円 県出資率 50 ％

　農地売買等事業における売買手数料率の引き上げ及び売買事業量の増加による手数料収入の増加を図る。且つ、農地中間
管理事業に係る導入されたシステムの活用や関係機関との業務委託・連携協力により、事務の効率化を進める。

項　　　　　　　　　目 30年度実績(見込) 31年度目標

所在地 電話番号

基本財産等 55,800,000 円 県出資額 27,900,000

（様式５－２）

新たな経営改善目標(案）に対する所管局の意見

法人名 （公社）神奈川県農業公社

設立年月日 代表者名
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