
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年１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 
 

○（公財）かながわ健康財団 

資料２ 

経営改善目標の策定等について 

（案） 



 

現行の経営改善目標一覧 

局名 法 人 名 現行目標年度 備考 

県民局 

（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(※) 

（公財）かながわ国際交流財団 32 年度まで  

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  

（公社）神奈川県農業公社 31 年度まで  

保健福祉局 

（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 29 年度まで 今回議論 

産業労働局 （公財）神奈川産業振興センター 30 年度まで  

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  

神奈川県住宅供給公社 30 年度まで  

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。 



平成30年１月18日 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29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。 

○ 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 
1,020 

745 
1,020 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。 

 

○ 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５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％ 85％ 85％ 85％ 

※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。 

 

○ 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「かながわ文化芸術振興計画」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。 

 

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 
381,840 

303,840 
382,760 383,680 

※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。 

 

○ 芸術劇場については、開館後約５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。 

 

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 

 
 

*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。 
 

法人記入者名 

 
 経営企画課 熊井 

 Tel 045(663)3711 

 

記入者名 

 
 所管局・課記入者名 

  文化課 吉田 内線3812 

  



平成30年１月18日 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29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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                                                                           (様式２) 
 

経営改善目標(目標年度：平成 32 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２１(第２次)」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、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。 
健康づくり事業については、県・市町村・健康関連団体等と協力して県民主体の健康づくり

実践活動の支援を行う。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

平均寿命に近づける積極的な取組を、講義、実践指導、人材育成、健康測定、啓発イベントな

どを通して行っていく。高齢者に対しては、心身の機能や生活機能の低下又は悪化の防止のた

めの事業、企業・団体に対しては、従業員の健康状態を把握し健康の維持・増進を図る取組や

高年労働者を活かす健康支援などを提供するとともに、健康啓発活動との連携を推進する。 
 がん対策推進事業については、県、県医師会等保健医療関係団体、企業等と連携協力して県

民の健康増進活動に資するがん予防の普及啓発を図る。また、「女性のがん対策」「がん教育」

「患者家族への支援」などに着実に取り組む。 
腎アイバンク推進事業については、角膜･腎臓等移植待機患者の減少を目指し、県、市町村、

関係団体等との連携を密にして、意思表示の促進・登録活動を通して県民に対する普及啓発活

動を行うとともに、医療関係施設、日本臓器移植ネットワーク、臓器移植を行う関係団体等と

の連携調整を図り臓器移植の提供施設の院内体制整備の促進を図る。また、角膜・臓器提供へ

のコーディネート・あっせんを行い、移植待機者数の減少に寄与する。 

 
２ 県が法人に期待する役割 

「かながわ健康プラン２１」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、健康関連団体等幅広い主体と連携協力し、県民の健康

づくりの総合的な支援を担う役割を期待している。 
 また、「神奈川県がん対策推進計画」においては、県、県医師会、日本対がん協会及びその

他関係団体と連携を図りながら、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

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 

当財団の収支の状況は、平成 22 年度の公益財団法人以降、赤字決算が続いているものの、27

年度以降は収入の大半を占める事業収入の増により赤字幅は縮小の傾向にある。 
その事業収入は、多くを占める健康づくり事業において、自治体を中心とした健康寿命延伸、

介護予防、未病改善などの意識の醸成、実践の奨励を行なう取組の進展に伴い増加はしている



が、入札額低下といった受注競争の激化もあり、今後の収入見込みについては予断を許さない

状況である。企画提案力の強化が課題である。経費については、その多くが人件費であるが、

常勤職員数の削減（平成 26 年度 16 人→平成 29 年度 13 人）、昇給停止、給与カットなどを行

う中で抑制に努め、支出総額に占める人件費率は、平成 26 年度時点で 75％であったものが平成

28 年度で 67％まで下がってきている。 
 今後、更なる収支の改善に向けては、収入においては、事業収入に加え、がん対策推進事業

における「かながわがん対策募金（平成 28 年度設置）」への企業・団体・個人からの一層の寄

付金の確保が課題である。経費においては、事業展開に当たり団体、企業との共同実施など工

夫をすることで事業経費の削減を図っていくことが課題である。 
 
 
４ 経営改善目標 
 
【県民サービスの向上等】 

 健康寿命延伸及び未病改善の取組を踏まえセルフケアに基づく健康づくり実践活動の普及啓

発を推進するとともに、県民の死亡原因の第１位を占めるがんの重要性に鑑みがん予防対策の

普及啓発を進める。臓器移植について、多くの県民が移植を待っておられる状況を踏まえ、ド

ナーに対する県民の理解を深めるための啓発活動を積極的に行っていく。 
 

(1) 県民サービスの向上等 

ア 健康づくりの普及推進 
健康づくり実践活動の推進に向けた普及啓発、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、健康寿命延伸及び未病改善の取組の強化を図る。事業展開にあたっ

ては、団体・企業等との共同実施など工夫をこらし、内容の充実・参加者の増を図ってい

く。 
[健康づくり実践活動の普及推進と団体・企業等との連携による事業の実施] 

 

29年度見込み 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 
 

    ８     件 

 

    ８     件 

 

    ９     件 

 

    ９     件 

 

イ がん予防等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等について、県、県医師会等保健医療 
関係団体、企業等と連携したがん予防知識の普及・啓発等を講座、イベントを通して着実

に実施していく。 
[がん予防等普及啓発と団体・企業等との連携による講座・イベントの実施] 

 

29年度見込み 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 
 

    ７     件 

 

    ８   件 

 

    ８     件 

 

    ９     件 

 

  ウ 臓器移植普及のための啓発活動の推進 

    臓器移植について、多くの方が移植を待っている状況を踏まえ、県民のドナーに対

する理解を深めていくための効果的な啓発を行っていく。 

[県民のドナーに対する理解を深めていくための啓発活動] 
 

29年度見込み 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 
 

    ７     件 

 

    ７     件 

 

    ８     件 

 

    ８    件 

 

【収支健全化に向けた経営改善】 

  平成 22 年度の公益財団法人化以降、赤字決算が続いているなかで、寄付金、手数料収入等

の増及び効果的な事業実施を図ることで一層の赤字幅縮小、収支均衡を図っていく。 
 

（１） 収入増に向けた取組 

ア 健康づくり事業における収入確保の取組 



 

法人記入者名 

 

事務局長 八百 健雄 

   Tel 045(243)5021 記入者名 

 

  保健福祉局健康増進課 齊藤 葵  
  内線 4746 

  

健康づくり事業における収入は、入札額低下といった受注競争の激化もあり、今後

の見込みについては予断を許さない状況である。企画提案力を強化し、企業、団体、

自治体に働きかけ新規案件の獲得に努める。 

[健康づくり事業における新規の受注案件獲得件数] 
 

29年度見込み 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 
 

    ２     件 

 

      ２   件 

 

     ３   件 

 

     ３   件 

 

イ がん対策推進事業における収入増の取組 

がん対策推進事業を実施するための自主財源は、基本財産収益、会費、寄付金であ

るが、このうち寄付金について平成28年度に設置した「かながわがん対策募金」に対

する呼びかけを企業、団体、個人に対し積極的に行っていくこと、活動を周知する事

業の実施を通じて寄付を促すことで収入の確保を図り、赤字幅の縮小を図る。 

[寄付金（企業・団体・個人）件数] 
 

29年度見込み 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 
 

    22     件 

 

    23     件 

 

    24     件 

 

    25     件 

 

ウ 角膜あっせん手数料の増 

善意による角膜の移植を推進するために、普及活動により提供者の増加を目指す

とともに摘出角膜の一層の県内医療機関での利用に向けての取組を通し角膜移植の

普及を図っていく。 

 [角膜あっせん手数料収入] 
 

29年度見込み 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 
 

10,600千円 

 

10,600千円 

 

10,800千円 

 

11,000千円 

 

＊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 
 

29年度（予算） 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 
 

33,258千円 

 

33,258千円 

 

33,258千円 

 

33,258千円 
 

 
５ その他特記事項 

経費削減の取組については、平成 26 年度から 29 年度の経営改善目標において大幅な削減に

取り組み、常勤職員数の削減（平成 26 年度 16 人→29 年度 13 人）等に努め、支出総額に占める

人件費率を 75％から 67％まで引き下げていることから、今後は少ないマンパワーで収支均衡を

目指すため、新規開拓と収入増に注力した目標とし、経費削減については事業展開にあたり企

業、団体との共同実施など工夫することで事務経費の削減に努め、収支均衡を目指していく。 
 



( )

参考資料









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>

　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

基本財産等 円

代表者名設立年月日

所在地

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

(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

21，743千円

(   ２　回     )

(   ６　回     )

６ 回

２７年度

７　回

(   ６　回     )

８　回８　回

24，818千円 37，128千円

８　回

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

(   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。

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。

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)(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  )

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

（１４人） （１４人） （１３人）

参考資料



　<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)

　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。

 評価結果

　概ね着実に取組が進められている。
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ


