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平成 29 年度第１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 

〔神奈川県住宅供給公社〕 

○齋藤会長 

目標は達成されているが、ケア付高齢者住宅の入居率や事業収益が若干落ちてい

る。その理由は何か。 

○法人 

費用面に関しては、一番大きく影響したのが貸施設。店舗・事務所にかけた費用が

増えた。収入面に関しては、一般賃貸住宅について、建て替えた物件の収益がかなり

伸びている一方、築 40 年以上の物件の収益が右肩下がりの傾向で、合わせると、収

益への影響は出ていない。 

ケア付高齢者住宅の入居率については、新規入居より退去が２戸上回ってしまった

ため、目標達成率が 94.7％という結果になった。 

○齋藤会長 

賃貸住宅管理事業は、物件のリニューアルによって入居率が上がると考えてよいか。 

○法人 

そのためにも、事業計画の中で、１年間に１物件程度、建替えを続けていきたい。 

○唐下委員 

一般管理費が 1,200 万円ほど増えている理由は何か。 

○法人 

特に大きな要因はなく、細かいものの積み重ねである。 

○三枝委員 

経常利益が、平成 28 年度は 24.7 億円で、目標 20 億円に対して 4.7 億円増加して

いる。要因は何か。 

○法人 

様々な積み重ねにより目標を上回った。収益面で一番大きいのは建替え後の一般賃

貸住宅の賃料が伸びたこと。また、費用面では、老朽化物件の修繕費用が見込みを下

回ったことである。 

○三枝委員 

再投資として建て替えた方が、老朽化した物件より採算性は伸びるということなの

か。 

○法人 

市場性が絡む。平米当たりの賃料が一定額を超えなければ、建替えは難しいと考え

ている。 
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○三枝委員 

ケア付高齢者住宅について、セールスプロモーションをどのように行っているのか。 

○法人 

生涯自立ということで、食、運動、生きがいのプログラムに取り組み始めている。

ヴィンテージ・ヴィラシリーズのブランドを高めていきたい。 

○三枝委員 

ヴィンテージ・ヴィラは高級感のある住宅だが、ハードだけではなくて、様々なソ

フトを付加して、より一層高級感、ブランド力を高めようということか。 

○法人 

平均寿命が延びてきており、70 代は元気な方が多く、そういう方は施設に入らな

くても生活に支障がない。魅力を付加しないと入居まで結びつかないので、ハードだ

けではとても対応できない。 

○三枝委員 

入居率の向上に向けて、方針を立てて、きちんと努力をされていると思う。 

○黒田委員 

ケア付高齢者住宅について、先に募集をしてキャンセル待ちをしていただくのか、

それとも退去があった時点で募集するのか。 

○法人 

応募を先にしておいて、その後入居される流れが一般的である。 

○齋藤会長 

管理受託住宅管理事業について、事業損益はマイナスになっている。この事業に関

して、法人はどのように考えているのか。 

○法人 

一番赤字が多かったのが、特優賃の借り上げ型だが、昨年５月末ですべての住宅に

おいて管理開始から 20 年経過したため、現在はない。借り上げ型、管理受託型につ

いては、公社が所有者から 20 年間預かって管理するものなので、赤字があったとし

ても 20 年間は管理しなければならない。この間、家賃補助が減少し、市場性が下が

る現象が起きる。 

管理開始から 20 年経過する前に一般的な住宅に用途を変更する所有者も出てきて

おり、徐々に損失はなくなってきているので、全体的なバランスの中ではそれほど問

題視していない。 

○齋藤会長 

ケア付高齢者住宅入居率について目標がわずかに達成できていないという点はあ

るが、全体的には、着実に取組が進められている。 

評価としてはＡ、概ね着実に取組が進められていると評価したい。 
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〔（公財）神奈川産業振興センター〕 

○齋藤会長 

外壁工事の期間はどのくらいか。 

〇法人 

９月から３月までの半年間である。雨天時は作業ができず時間を要した。 

○三枝委員 

相談が増えている主な要因は、国の事業に係る相談件数の増と理解してよいの

か。 

○法人 

そのとおりである。平成 27 年度 4,821 件、28 年度 8,957 件となり、相談件数増の

大きな要因となっている。 

○三枝委員 

経常費用が増えている項目に、給料手当と割賦販売原価があるが、両者に相関関

係はなく、別の事業と考えてよいか。 

○法人 

割賦販売原価は設備貸与の事業に関するもので、給料手当は国の事業に関するもの

であり、別の事業である。 

○三枝委員 

省エネ対策の強化による光熱水費の削減の項目に係る目標と実績の差について、空

調温度管理の状況や原価変動によるものという認識でよいか。 

○法人 

そのとおりである。特に公共料金の単価に影響されるところが大きい。目標値は直

近２、３年の実績をベースに考えている。 

○唐下委員 

正味財産増減計算書の中の受託収益が約１億 2,000 万円増えているが、主に何が増

えたのか。 

○法人 

主に、中小企業再生支援の協議会事業の受託金が 4,700 万円、国のよろず支援関係が

5,000 万円増えた。 

○黒田委員 

貸会議室、多目的ホール周りの工事はいつ終わるのか。工事の影響についてどのよ

うに見込んでいるのか。 

○法人 

28 年度から 10年間にわたる長期修繕の一部であるが、会議室に影響を大きく及ぼ

す工事は 28 年度で終了している。29 年度から工事の影響がなくなると考えている。 
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○黒田委員 

貸会議室の利用は民間の一般企業等が多いのか。また、会議室を定期利用していた

だくための取組は何か。貸会議室の業務を専門の会社に委託している企業もあり、そ

ことの競争を考えるとかなりの努力が必要と思う。 

○法人 

基本的に民間の利用が多い。チラシやダイレクトメール、電話での声がけを行って

いる。今後ホームページのリニューアルや、近隣駅改札に広告を出す等の取組を予定

している。 

○黒田委員 

ホームページを見る方が多いと思うので、利用者を増やすにはホームページを充実

させるのがよいと思う。 

○齋藤会長 

オリンピックに向けた建物の新築などの影響があるとしたら、その対応も必要と考

える。 

収益事業に関して、赤字となっている事業があるが、今後どのように黒字にしてい

くのか。 

○法人 

収益事業のうち受託事業について、会計区分の変更等の関係で赤字が出ているが、

次期ではその影響がなくなるので黒字転換する予定である。 

○齋藤会長 

 貸会議室、多目的ホールの収入増に向けた取組は目標未達だが、工事の影響がある

中では大変努力していると考える。ついては、評価はＡが妥当と考えるが、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。 

貸会議室に関しては今後厳しい状況が続くと思うので努力してほしい。 

 

〔（公財）かながわ国際交流財団〕 

○齋藤会長 

寄付金額の増減額と内訳は。 

○法人 

200 万円程度の増。幅広い企業から協力を得た。 

○齋藤会長 

INFO KANAGAWA はどのようなサービスなのか。 

○法人 

毎週、生活に関する情報を、利用者の言語でお送りするサービスである。スマート

フォンでＱＲコードを読み込むと簡単に登録できる。 
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○齋藤会長 

外国の方が病院に行かれた時に使う問診票について、手元にあるのは中国語だが、

他の言語のものもあるのか。 

○法人 

神奈川県、県内市町村、NPO、病院等と共同で医療通訳派遣の仕組を設けているが、

通訳なしの場合、ホームページに 18 言語 11 診療科目の問診票を掲載しているので、

それを使っていただくことができる。いくつかの病院では、その問診票を窓口に用意

していただいている。 

○唐下委員 

正味財産増減計算書によると、経常費用の人件費が増えているが、原因は何か。 

○法人 

プロパー職員の給与表の改定と定期昇給による増である。また、多言語支援センタ

ー運営事業という県事業を新たに受託したが、これに対応するため言語スタッフを雇

用したことも影響している。 

○唐下委員 

県の国際言語文化アカデミアでは外国人の方に無料で日本語を教えていると聞く。

その情報も連携してお知らせするとよいと思う。 

○齋藤会長 

基本財産が減っているが、その理由は何か。 

○法人 

所有する債券の時価が、金利上昇のため、下落したことによる評価損である。 

その他、米国債でも運用しているが、昨年 11 月の金利上昇で、債券の価格が下落

した。 

○齋藤会長 

自己評価はすべてＡであり、特段問題はなく、よく努力しているという印象を持っ

た。 

ついては、評価はＡとするのが妥当と考えるが、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。 

 

〔（公財）かながわ健康財団〕 

○三枝委員 

角膜あっせん手数料の増に関して、あっせんの具体的な仕組みと、目標を下回った

要因を教えていただきたい。 

○法人 

角膜の移植があった場合に、移植先から１件あたり 10 万円の手数料をいただくと
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いう仕組みである。当年度に移植されたものが当年度の収入となるため、当年度の角

膜提供数と、当年度の収入となった部分は必ずしも一致しない。 

○三枝委員 

平成 28 年度の実績値が目標値を下回ったのは、角膜提供数ではなく、平成 28 年度

の移植数が伸びなかったためか。 

○法人 

そのとおりである。 

○三枝委員 

１件あたり 10 万円というのは、手数料の相場としては普通なのか。 

○法人 

相場よりも低い。通常は 15 万円程度で、20 万円、あるいは 25 万円というところ

もある。 

○三枝委員 

手数料の値上げは検討しているのか。 

○法人 

角膜の品質を維持する仕組みの整備と併せて、手数料の見直しを検討したいと考え

ている。 

○唐下委員 

事業費のうち、委託費が前年度より 350 万円ほど増えている。これは、主に県から

の受託事業が増えた影響か。 

○法人 

そのとおりである。具体的には、県から受託した事業の１つに、健康長寿に関する

ポータルサイト事業があった。このサイトの構築の部分を専門業者に委託したため委

託費が増えた。 

○唐下委員 

投資有価証券売却益が前年度より 4,200 万円ほど増えているが、具体には何か。 

○法人 

基本財産は、国債、政府保証債で運用しているが、超低金利により評価額が上がっ

た一部のものを売却したものである。 

○黒田委員 

角膜の需要と供給のシステムはどのようなものか。 

○法人 

供給については提供していただく方の確保ということだが、アイバンクに登録して

いただくというのが１つの方法である。また、運転免許証や健康保険証等の意思表示

欄を使用して、生前に角膜を提供する旨の意思表示をしていただくという方法がある。

そのほか、ご本人が生前に角膜提供を拒否する旨の意思表示をしていなければ、ご家
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族全員の同意によって角膜を提供していただくという方法もある。 

需要については、あっせん先のことになるが、角膜の提供情報があれば、当法人の

コーディネーターがあっせん先の移植医療機関に情報を伝達し調整している。 

あっせん先の具体的なものは年度当初に把握しており、あっせん手数料で見ると、

例年 1,000 万円前後となっている。 

○黒田委員 

コーディネーターがあっせんに係る諸調整を行うということか。 

○法人 

そのとおりである。角膜移植を扱う医療機関は限られているため、角膜の提供があ

ったタイミングで県内の需要がない場合は、県外でもあっせんをしている。 

○黒田委員 

需要と供給を増やすための方策等は何か。 

○法人 

街頭活動やメディア、イベントの活動等を活用して、積極的に啓発活動を行ってい

る。 

○三枝委員 

県庁の入口に案内のあるマイＭＥ-ＢＹＯカルテについて、法人として何らか関わ

っているのか。 

○法人 

関わっていない。 

○齋藤会長 

保存扱いとなった角膜は、どのように使われていくのか。 

○法人 

穿孔等外傷を受けた場合の一時的な使用等である。 

○齋藤会長 

角膜あっせん手数料の増については目標を下回っているが、提供数の増は高く評価

できる。実際に移植されるか否かは、必ずしも法人の努力によって左右されるもので

はない。したがって、順調に取組が進められていると評価してよいと考えるが、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。 

 

〔（福）神奈川県総合リハビリテーション事業団〕 

○齋藤会長 

前年度同様、利用率の低さが気になるが、どういった状況なのか。 

 



8 

 

○法人 

平成 28 年度は、福祉施設を建て替えた。新しい施設においても安定した支援を行

うため入所を抑えたので、利用率が伸び悩んだ。平成 29 年度以降は利用率を向上さ

せていきたい。 

病院については、社会的なニーズに合わせた病床規模の適正化をしたので、平成 29

年度は 90％を超える利用率が達成できると考えている。 

○黒田委員 

七沢学園の児童部門、強度行動障害児の受入に関して、過齢児の退所先が見つから

ず引き続き当園児童寮に在籍する事例がある。こういったケースは多いのか。 

○法人 

強度行動障害のため受入先が見つからないことが多い。その場合は、七沢学園の成

人部門で、引き続き強度行動障害者として受け入れることがある。 

平成 28 年度は、施設の移転があったことが影響して当該児童の退所ができず、結

果として新たに強度行動障害児を受け入れることができなかった。 

○黒田委員 

当該児童は、七沢学園の成人部門で受け入れたということか。 

○法人 

他施設で退所先が見つからず、また学園内部でも今回６月に引越しを控えていたこ

とから、環境が変わってしまうと強度行動障害児への対応が困難になるため、七沢学

園の成人部門ではなく、引き続き七沢学園児童寮で受け入れた。学園の成人部門に移

すということになると同じ建物ではあるが、フロアが異なる。また、対応する職員も

異なる。 

○黒田委員 

児童の年齢が 19 歳を超えた場合、退所して他の施設へ移る方が多いのか。それと

も、七沢学園の成人部門に移る方が多いのか。 

○法人 

他の施設へ移る方が多い。 

○三枝委員 

満足度調査に関して、全体的に評価は高い。もし、課題があるとしたら何か。 

○法人 

空調や身体障害者用の駐車場の整備状況等施設・設備にかかる評価が比較的低い。

この点は平成 28年度の建替えによって改善されると考えている。 

また、売店の営業時間及び品揃え等の評価も比較的低いが、現在、売店の営業時間

や品揃えについて条件を付して、新病院棟に出店する業者を募集しているため、この

点も今後改善されると考えている。 
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○齋藤会長 

例えば各施設の家庭復帰率は、事情によっては、目標達成が困難な場合がある。そ

うした中でも、努力していただいていると考えている。 

また、利用率はほとんどの施設で目標を達成できていないが、今後の改善の見込み

を説明いただいた。したがって、平成 29 年度以降の改善を期待して、評価はＢとす

るのが妥当であると考えるが、いかがか。 

（異議なし） 

評価はＢとし、利用率の向上をより一層進めていただきたいというコメントを付す

こととする。 

 

〔（公財）トラストみどり財団〕 

○唐下委員 

賞与引当金繰入額が今期から 350 万円発生しているが、会計方針の変更等があった

のか。 

○法人 

監事監査において賞与引当金を計上すべきという指導があり、平成 28 年度決算か

ら賞与引当金を計上した。 

○唐下委員  

 受取緑の募金収益が前年度は約 1,300 万円あったが今年度はゼロ。たまたま前年度

は収益があり、通常は発生しないものなのか。 

○法人 

平成 27 年度は相続遺贈の関係で多額の寄附をいただいたが、28 年度は大口の寄附

がなかったためゼロになっている。 

平成 27 年度の相続遺贈分は、「いきいきみどり基金」に積立て、竹林整備のために

使用する竹粉砕機のリース料を払う際に活用している。 

○三枝委員 

28 年度は大口の寄附はなかったが、寄附金収入自体は目標よりもかなり伸びてい

る。会費納入に使えるクレジットカード会社を増やしたことにより、大口の寄附では

なく、裾野が広がっているということか。 

○法人 

緑の募金以外に一般の寄附金の募集もしており、一般の寄附金には 28 年度、700 万

円ほど会員から大口の寄附があった。 

機関誌ミドリを約一万人の会員に配布したり、公共的施設にリーフレットを置いた

り、また緑の募金を学校等に普及啓発しており、その中で、大口の寄附をいただいて

いるのではないかと思う。 

お声掛けをして少しでも多く自主財源を確保するため職員一同取り組んでいる。 
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○齋藤会長 

大半が目標値を満たしている。特に契約緑地面積は目標値を大幅に上回る成果がで

ており、ボランティア参加者数も増えている。また、寄附も広く募るということが達

成されており、きわめて高く評価できる。 

したがって、評価としてはＡ、概ね着実に取組が進められていると評価したい。 

 

議題２ 抜本的見直しに向けた取組状況について 

〔株式会社 湘南国際村協会〕 

○唐下委員 

宿泊人数について、目標値は達成しているが、昨年度と比較すると減っている。団

体客は増えたが、個人客は減ったということか。 

○所管課 

そのとおりである。 

団体客はリピーターの確保等営業活動に力をいれたことにより 1,600 人増えたが、

団体客が土日に入ることで個人客の枠が少なくなってしまい、個人客が昨年度より減

ってしまった。 

○唐下委員 

売上について、目標値には達成していないが、昨年度より増えている。客単価が上

がったためと理解してよいか。 

○所管課 

客単価は昨年度よりわずかに上がっている。しかし、目標の 16,000 円台には届か

ず、売上の目標未達に繋がってしまった。 

○唐下委員 

個人と企業団体の売上比率はどれくらいか。 

○所管課 

大きな割合を占めているのは企業団体である。会議や研修に来ていただいて、会議

室、宿泊、食事といったセットで利用してもらう形が一番収益は上がる。個人客は宿

泊でも素泊りであったり、研究室を使わないため、売上の割合は少ない。 

○唐下委員  

営業利益の赤字幅が大幅に増えている。大規模修繕費が関係しているといっても、

計画時点で大規模修繕を見込んでいるはずである。なぜ計画よりも費用が嵩んだのか。 

○齋藤会長  

昨年度と比較してどの項目が計画と違ったのか、手元にある資料ではわからない。 

○所管課 

主な原因としては人件費で二つ理由がある。一つは非正規職員の正規化を図ったこ

と、もう一つは委託していたフロント業務の直営化である。 
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○唐下委員 

なぜコストが安い外部委託から、コストの高い直営にしたのか。 

○所管課 

運営についての協議の中で直営化の方が効率的という結論に至った。 

○齋藤会長 

外部委託から直営にすることにより、安定した経営を目指すのも一つと思うが、一

方で結果として経費が増えてしまい、赤字幅が拡大し目標達成できなかったとなると、

直営化の意義の説明が難しい。経費削減が求められている中、効率化を図って直営化

した結果、経費が増えてしまったのであれば、その判断がよいとは言い難い。 

売上が計画どおりでなかったために営業損失が拡大したということではないのか。 

○所管課 

売上が伸びていれば、営業損失を圧縮できた。 

○黒田委員 

外部委託による費用と直営化したことによる費用との比較の資料がないため、どう

変化しているのかがわからない。 

○唐下委員 

実際の売上は昨年度から増えている。利益が減っているのはやはり費用が増えてい

るということ。 

 費用の増について前年度比や計画比の資料がない。売上の内訳もわからず、今後の

必要な対応が議論できない。 

○齋藤会長 

 赤字幅が増えた原因分析を行っているのか。 

○所管課 

 収入面で目標に届かなかった原因は飲食収入が伸び悩んだため。団体客が夜の懇親

会をやらなくなる等、飲食収入が十分に伸びなかった。 

 コスト面では、大規模修繕について、工事のための休館日数の増加や、一部稼働を

止めなくてはならないという状況があった。 

 また、人件費については、湘南国際村という遠隔地での人材確保のため、全国的に

最低賃金が上昇している中、賃金を上げ、雇用環境の整備を取り組んだことで費用が

増えた。 

 加えて、フロント業務の人材確保が難しく、委託業者から内部の職員で対応してほ

しいとの要請があった。そこで、職員一丸となってフロント業務に対応したため費用

が膨らんだ。 

○齋藤会長 

営業損失が 2,800 万円増加し、売上は 1,300 万円増加している。つまり、売上原価

と販売費及び一般管理費が 4,100 万円増加していることになる。純利益のマイナス幅
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が、計画よりも拡大しており、原因を把握し必要な対策を講ずるべきである。 

 評価に移りたい。 

 宿泊人数は目標値を超えており高く評価したい。しかし、営業利益の赤字幅が広が

っており、評価としてはＢと思うがいかがか。 

（異議なし） 

 赤字幅の増加に対する原因分析を十分に行い、財務健全化に向けて改善措置を講じ

ていただきたいとコメントを付す。 

 今後は、前年度や計画との対比を明確にする資料を持参していただきたい。 

 

 

 


