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平成 29 年度第３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）地球環境戦略研究機関〕 

○齋藤会長 

外部資金の獲得について、目標値を下回った理由は何か。 

○法人 

通常の事業年度は 12 ヶ月だが、平成 28 年度は事業年度変更のため４月から７月まで

の 15ヶ月間の事業年度となり、予算作成時に目標値を設定することが難しかった。 

外部資金の中で一番割合の大きい環境省拠出金の場合、４月に応募してもすぐに資金

を獲得できないものがあり、４月から６月は、比較的資金がつきにくい月である。その

４月から６月が 15ヶ月のうちに含まれており目標が立てにくかったと考えられる。 

○唐下委員 

平成 28 年度は平成 27 年度と比較して、事業年度の月数が３ヶ月増えているため、決

算額は概ね 25％増になると思う。それを踏まえても、旅費交通費が前年度と比較して増

えている理由と、委託費が大幅に減っている理由は何か。 

また、IPBES-TSU 事業拠出金について、平成 27 年度には無いが、平成 28 年度は 3,000

万円計上されている。これはどのような補助金なのか。 

○法人 

旅費交通費の増について、海外で調査やワークショップを行うことが多く、特に平成

28 年度は、例年よりそのような業務が多い年度だったことが理由の一つだと考えられる。 

委託費の減については、例年受託した事業の一部を他の機関に委託していたが、なる

べく自分たちで実施しようと取り組んだ結果である。 

IPBES-TSU 事業拠出金は、平成 27 年度に補助金として受け取ったが、期をまたぐ事業

のため、繰越資産として指定正味財産に計上した。平成 28 年度に事業が終了したため、

指定正味財産から一般正味財産へ振替え、収入に計上している。 

○三枝委員  

2016 年版気候変動シンクタンクランキングが世界全体で７位、欧米外地域で１位とい

うのはすばらしいことだと思う。 

審査は量と質の両方の観点で行われているのか。また、前回は世界全体では何位だっ

たのか。 

○法人 

どのような審査をしているかは公表されていないためわからないが、おそらく量と質

の両方で審査されていると考えている。 

前回の順位は、世界全体で 37位だった。 
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○三枝委員 

世界全体で 37位から７位に上がり大いに評価する。 

このようなランキングの順位を目標にしてはどうか。 

○法人 

理事会と評議員会にランキングについて報告をした際に、このランキングを目標にす

れば外部の人には理解しやすいが、ランキング向上を目的に事業を行うというのは違う

という意見を受けている。目標にはしないが、引き続き来年度もできるだけ良い順位を

報告できるように努力をしたいと考えている。 

○黒田委員 

2016 年版のシンクタンクランキングということは、2015 年の活動への評価ということ

か。 

○法人 

どの期間を対象にしているかは公表されていないが、暦年で審査していると聞いてお

り、実際に 2015 年の活動結果が大きく反映されているようだ。 

○黒田委員 

ランキングの結果を、経営改善目標の達成に向けた取組実績等の自己評価結果に反映

しているのか。 

○法人 

このランキングは、出版数やどのような場で政策提言しているかという点で評価され

ていると考えているため、目標項目の中で、政策的・実践的研究成果物の発信強化や戦

略研究成果の実践的活用が一番関係すると考えている。 

しかし、まだランキングが発表されてからそれほど月日が経っていないため、これら

の数値には影響を与えているとは考えておらず、自己評価には反映していない。今後、

認知度が向上し、他の研究機関と連携してより発信力が向上し、外部資金の獲得等につ

ながることを期待している。 

○齋藤会長 

目標値に達していない項目は複数あるが、前年度よりも実績が伸びており、12 ヶ月ベ

ースで考えても、目標を超える値を示しているのではないかと思う。また、外部評価も

高く、優れた成果をあげている。 

評価としては、Ａということでいかがか。 

（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。 

 

 

 

 



3 

 

議題２ 経営改善目標の策定等について 

〔（公財）神奈川芸術文化財団〕 

○唐下委員 

今回改修工事を行うことで施設が綺麗になり、2020 年に予定されているオリンピック

に合わせて、３館が一体となって展開していくことで、以前より入場者数が増えるのか。 

○法人 

オリンピックに向けては、休館中も県内各地でアウトリーチを展開しているが、目標

数値には反映していない。 

また、工事休館以前から利用率が９割を超えており、ほぼ上限である。そのため、開

館後の利用率は基本的には開館前から変わらないと考え、来場者数の数値は上方修正し

ていない。 

○齋藤会長 

施設を丸々一年間使えない状態では、アウトリーチの実施について、目標数値に影響

する程ではないと思われる。 

○三枝委員 

目標値の下方修正の計算方法は。月割りなのか。 

○法人 

県民ホールの大ホールは平成30年度の４月、５月の２カ月分、音楽堂は丸々12ケ月分

を差し引いている。 

○齋藤会長 

やむを得ない事情であると思う。改修工事の後、良い企画が出ることも示されている。 

修正案については、特に異論等は出ていないので案のとおりとしてよいか。 

（異議なし） 

経営改善目標は、修正案のとおりとする。 

 

〔（公財）かながわ健康財団〕 

○三枝委員 

現在の赤字はどの程度か。 

○法人 

360 万円程度である。 

○三枝委員 

資料にある経営改善目標を達成すれば、黒字に転換するのか。 

○法人 

赤字幅が一番大きいのが、がんに関する事業である。募金の呼びかけ等でこの部分の

赤字幅を圧縮し、他の会計と合わせて収支のバランスをとっていきたいと考えている。 
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○黒田委員 

健康づくり事業における収入確保の取組で入札額低下とあるが、現在どういった状況

か。 

○法人 

人件費を相当低く見積もり、札入れしないと受注が困難である。 

○黒田委員 

受注に向け、どのような工夫を行っているか。 

○法人 

「金額」だけでなく、「提案内容」も選定の評価に含まれる案件を受注するため、企

画提案力の強化を図っている。 

○唐下委員 

事業ごとの損益計算書は作成しているか。 

○法人 

３つの会計に分けて作成している。 

○唐下委員 

そうした資料がないと、どのように収益が上がるのかがわかりにくい。今回の収入に

関する目標の中で、金額が設定されているのは角膜あっせん手数料のみである。それ以

外の項目は件数で設定されているが、この件数が収入にどう繋がるのかが見えない。 

○法人 

がんに関する事業で赤字が出ている。この部分は、寄付金の募集に努めることで今後、

カバーしていきたい。 

角膜移植に関する事業で、一番大きな財源は、県からの受託事業収入である。それに

加えて、角膜あっせん手数料がある。これは１件あたり 10万円、年間 100 件程度で、計

1,000 万円程度である。臓器移植に関する事業でも、一番大きな財源は、県からの受託

事業収入である。これに民間の助成金なども含めて実施している。 

これらで、概ね収支のバランスがとれている。 

健康づくり事業に係る事業収入は、4,500 万円程度ある。出来ればこの水準を維持し

ていきたいので、入札等で受注が減る部分については、団体、企業との共同実施などで

効率的に事業を行うなど様々な工夫をすること、新規受注に努めることでカバーしてい

きたい。 

○齋藤会長 

本法人は採算が合うような事業を行っているわけではないと思う。また、財団の目的

を十分達成するためにも、経費の削減に限界がある。その意味で、これまで目標になか

った個人からの寄付を新たに目標にすることで、収入増を図っていくというのは大切な

ことである。 
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○唐下委員 

案件の受注を増やすため、企画提案力を強化するとされている。人件費が減っている

中で、健康づくりに関する専門知識を持つ職員は確保できているのか。 

○法人 

当財団には保健師、健康運動指導士や管理栄養士等の専門職職員がおり、十分に確保

できていると考えている。 

○唐下委員 

最新の知見は、どのような形で吸収しているのか。 

○法人 

例えば、直近でも関心の高い脳トレのセミナーを企画するなど、職員が最新の知見を

積極的に取り入れ紹介しながら、事業を行っている。 

○齋藤会長 

臓器移植普及のための啓発活動の推進について、講習会や説明会等のイベントを実施

し、その件数が実績として出てくると思う。この活動の目標は、ドナー登録数の増とい

う理解でよいか。ドナー登録数を把握するのは難しいのか。 

○法人 

現在は、登録という形ではなく、免許証や健康保険証の裏面の記載などで臓器提供の

意思表示を行う形が主流となっている。また、死亡時に家族の同意があれば、臓器提供

をしていただける。そのため、まずは幅広く一般の方々に対して周知をし、ご理解を深

めていただくことがよいと考えている。 

○齋藤会長 

登録数ではなく、啓発活動の件数という形で表現するのが一番妥当であるということ

で理解した。 

寄付金の件数増は、事業の幅広い周知の成果と言えるため、件数は重要である。 

企業や団体はある程度まとまった額を寄付すると推測できるが、個人の場合は少額の

寄付もあると思う。収入増に向けた取組という観点からは、寄付金の額を確認すること

も重要である。 

目標として件数を設定することに異論はないが、実績評価の際に参考として金額を付

記していただくことは可能か。 

○法人 

例えば、たまたま遺贈があると、寄付金額が跳ね上がる一方、1,000 円程度の寄付が

数多くなされるという場合もある。その意味で、件数と金額は必ずしも連動しないが、

実績としての金額を参考として欄外に付記することは可能である。 

○齋藤会長 

何か特殊な事情があれば、その旨説明していただきたい。 
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○唐下委員 

健康づくり事業における収入確保の取組について、今回から目標を件数で設定してい

る。件数だけだと収入増に繋がっているか不明なため、これについても実績額を付記し

ていただいたほうがよいのではないか。 

○法人 

決算書の数値と同じものとなるが、付記することは可能である。 

○三枝委員 

寄付を募るためどのように工夫しているのか。 

○法人 

インターネット上でも広報し、寄付を広く募っている。 

また、オンラインによる寄付、自動販売機も活用している。該当する自動販売機で飲

料を購入すれば、その代金の何％かが財団に寄付されるというものである。 

○三枝委員 

自動販売機による寄付は、すでに実施しているのか。 

○法人 

すでに実施している。今後、実績としてあがってくると思う。 

その他にも、企業からのチャリティーゴルフの収益を寄付としていただくこともある。 

○齋藤会長 

経営改善目標については、案のとおりとしてよいか。 

（異議なし） 

実績評価を行う際、参考として、健康づくり事業における受注案件に係る事業収入の

実績値と、寄付金額の実績値を付記していただきたい。 

 

議題３ 第三セクター等改革推進部会の実施方法について 

○唐下委員 

抜本的見直しに向けて取り組む法人の部会での評価は毎年行うのか。 

○事務局 

抜本的見直しに向けて取り組む法人については、Ａ評価であれば隔年実施、Ｂ評価で

あれば次年度も評価対象とすることを想定している。 

○唐下委員 

それ以外の法人について、ＡまたはＢ評価であれば隔年実施とされている。しかし、

ここ数年度Ｂ評価が続いている法人等、毎年度評価を行うべきと思われる法人もあるが、

どうお考えか。 

○事務局 

更なる経営改善に取り組む法人については、「経営改善目標の達成に向けてある程度

の取組が進められ、今後の成果について期待できる」場合にＢ評価となる。そのため、
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事務局としては、Ｂ評価の法人についても毎年度の部会での評価は不要と考えた。 

ただし、ＡまたはＢ評価であっても、財務状況が芳しくない法人は、財務状況の悪化

が懸念される法人として評価対象としたい。 

○唐下委員 

財務状況の悪化の有無は、一定の年度の数値と比較して判断することとされている。

とすれば、対象年度の数値と比較して財務状況が悪化していない限り、従前から継続し

て財務状況が悪い法人を部会の対象とすることができないのではないか。 

○齋藤会長 

そもそも部会では、毎年度評価対象とすべきか否かという観点から評価しているわけ

ではないため、財務状況を基準として部会対象の選別をすることが問題なのではないか。 

また、Ｂ評価が続いているということは経営改善に向けた取組が軌道に乗っていない

ということを意味しており、そうした法人も隔年の評価でよいかは疑問である。 

○行政管理課長 

その場合は、その他行政管理課が必要と認める法人に該当するものとして、次年度も

評価対象とすることが可能である。 

○唐下委員 

同じ県の組織である行政管理課だけがそれを判断することに問題はないか。 

○齋藤会長 

行政管理課が必要と認めた場合を対象とすること自体は問題ないし、行政管理課の提

案に基づき最終的に部会が判断するという形式でも構わない。 

○黒田委員 

やはりＢ評価であれば、業務運営に不安な点があるということを意味するため、次年

度も評価対象としたほうがよいのではないか。 

○齋藤会長 

同じＢ評価でも、極めてＡ評価に近いＢ評価と、相当不安な点があるというＢ評価で、

意味合いが異なるケースがある。 

○黒田委員 

もう１年しっかりと実績を確認したいという点は、Ｂ評価であれば同じではないか。 

○齋藤会長 

累積損失さえなければ、赤字が続き利益剰余金が減少しても構わないということか。 

○事務局 

利益剰余金の減少のみでは部会対象としないが、例えば純資産の額が一定程度減少す

れば、部会対象とすることを考えていた。この点は、内部で検討させていただきたい。 

○齋藤会長 

やはり累積損失さえなければよいという取扱いには疑問が残る。 
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○事務局 

内部で検討させていただきたい。 

○齋藤会長 

これまでの意見も踏まえ、Ｂ評価の法人も次年度の評価対象としたほうがよい。 

○唐下委員 

Ｂ評価の法人も評価対象とするのであれば、個別に財務状況を確認して対象を選別す

ることは不要ではないか。 

○黒田委員 

そもそも今回の見直しの目的は何か。 

○行政管理課長 

これまで、全ての県主導三セクを毎年度評価対象としていたため、広く浅く議論を行

う必要があった。対象法人を選別することで、より深く議論を行いたいと考えた。 

○唐下委員 

財務状況確認シートにおいて、直近年度の２年度前と４年度前の数値を見る必要はあ

るのか。 

○齋藤会長 

それらの数値を記載することで、ある程度長期的に財務状況の推移を把握したいとい

う提案である。 

○唐下委員 

そうした資料を作成するのであれば、連続した年度の数値を記載するべきではないか。

最も重要なのは前年度の数値であり、隔年度の数値を記載する効果が不明である。 

○事務局 

前年度の数値については、夏の部会で提出する財務諸表に掲載されている。 

○唐下委員 

その財務諸表には、数値の変動率は記載されていないし、法人によっては前年度の数

値が記載されていない場合もある。 

○齋藤会長 

そもそも財務状況確認シートは、個別に財務状況を確認するためのものである。Ｂ評

価の法人を原則として次年度の部会対象とするのであれば、そのシートの意味は低くな

る。 

隔年評価となった法人については、夏の部会において、直近２年度分の財務諸表を提

出していただき、計３年度分の数値がわかるようにしていただきたい。ただ、各法人に

おいて、経営状況を分析するため各数値の一覧表等を作成していると思う。可能であれ

ば、そうした一覧表を提出していただきたい。 

○事務局 

各法人の内部での決算処理の実態は承知していない。ご意見を踏まえ、内部で調整し
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たい。 

○齋藤会長 

改めて、本案に対する当部会としての意見をまとめる。 

まず、直近の部会でＢ評価となった法人については、次年度も評価対象とするのがよ

いのではないか。 

次に、財務状況確認シートの作成及びそれに基づく個別の財務状況の確認は不要では

ないか。 

さらに、行政管理課に加え、当部会が必要と認める法人についても、次年度の評価対

象とするのがよいのではないか。 

最後に、財務諸表については、隔年の評価となった場合は３年度分の数値がわかるよ

うな形で提出していただくとともに、可能であれば一覧表も提出していただきたい。 

以上でよろしいか。 

（異議なし） 

○齋藤会長 

平成 30 年度に評価を実施する法人はどこか。 

○事務局 

原則として建制順に実施したいと考えているが、再度検討したい。 

○齋藤会長 

本日出た意見を踏まえ内部で再度検討していただき、来年度から、新たな実施方法に

基づき部会を運営していただきたい。 

 

 


