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平成 30 年度第２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）かながわ海岸美化財団〕 

〇唐下委員 

受取負担金は目標を達成し、昨年度比約１千万円の増である。これに対応する費用の増

加は委託費の約 500万円でよいか。 

〇法人 

受取負担金の主な増要因については、そのとおりである。自然災害等による大量なごみ

の発生に伴って実施する緊急清掃の経費であり、これに対する費用の１つが、清掃業者へ

の委託費。平成 28 年度は 72日間であったが、平成 29年度は 177 日と、大幅に委託日数

が増えている。もう１つが、臨時職員の雇用に係る臨時雇賃金で、約 74万円の増。その

ほか、清掃用品等に係る消耗品費の増等がある。 

平成 28 年度は台風が少なく、平成 29 年度は平年並みという理解である。 

〇齋藤会長 

２点伺いたい。１点目、リース資産及びリース債務ともに減少しているが、機器を減ら

したのか、それともリースを止めて取得したのか。 

２点目、海岸の美化運動は多くの人が参加することに意義があり、寄付の金額も重要な

視点だと思う。受取寄付金が昨年度比で少額ではあるが減少している。この要因をどのよ

うに分析しているか。 

〇法人 

１点目について、ビーチクリーナーの更新に伴い、リース期間が数か月途切れたことに

よりリース資産及びリース債務が減少している。 

２点目について、当財団への寄付は中小企業や個人店舗からが主だが、そういった企業

へは、寄付よりは会員になっていただくことをお願いしている。 

そのため、会費は前年度を約４万円上回ったが、寄付は前年度よりも約 48万円減少し

た。 具体的な理由は不明である。 

〇齋藤会長 

昨年度、ごみ袋に企業名を記載することで寄付をしていただくというタイアップ企画

が好評であったとご説明いただいたが、そういった工夫は続けているのか。 

〇法人 

続けている。 

また、産業廃棄物を取り扱う法人から、湘南海岸に縁のある廃棄物事業者等を推薦して

いただき、代表理事が直にお伺いして、寄付金のお願いもしくは特別法人会員の勧誘を始

めている。平成 29 年度には実績がないが、平成 30年度に入って２件、各 10万円の特別
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法人会員になっていただいている。 

寄付金と会費については、寄付金か会費のどちらかを選択していただくようお願いを

しているところであるが、お願いに伺うと、（単年度の）寄附金から（継続的な）会員に

切り替える場合もあるため、寄付金と会費の実績に関しては、これらの合計額としてとら

えていただきたいと考えている。 

〇齋藤会長 

自己評価でＢとしている点もあるが、主に天候に左右される内容であると理解してい

る。美化団体登録数の増や美化団体交流会の参加人数の増という結果を出していること

からも、概ね着実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。 

 

〔（公財）神奈川芸術文化財団〕 

〇士野委員 

29 年度の利用料金収入の目標値について、県民ホール改修工事による休館のため目標

を減額修正しているとのことだが、実績は目標値を大幅に上回っている。その理由は何

か。 

〇法人 

当財団は県民ホールと芸術劇場と音楽堂の３施設を運営しており、そのうち芸術劇場

で営業努力の結果、長期貸館の利用を招致することができ、大幅に収入が増えたため。 

〇唐下委員 

指定管理料収益が前年度から 5,100 万円減っているが、その理由は何か。 

〇法人 

県民ホールの休館に伴い、休館期間の施設維持管理業務の減に相当する指定管理料が

減額されたため。 

〇唐下委員 

外部資金獲得について、個別協賛金が前年度から約 150万円減っている理由は何か。 

〇法人 

財団に対する寄付金は例年どおりであるが、各公演に対する協賛金や補助金は公演内

容によってばらつきが出やすく、その影響のため。 

〇黒田委員 

芸術劇場の長期の貸館により、県民ホールの休館による利用料金収入の減を補ったと

の話があった。一方、平成 31年５月まで音楽堂の改修工事による休館もあり、今後も継

続して長期の貸館ができるのか伺いたい。 

〇法人  

年度ごとに貸館の利用調整を行っており、来年度については決まっているが、その翌年
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度以降については現在引き続き調整している。 

〇齋藤会長 

外部資金獲得増に向けての取組について、クラウドファンディングのシステムを活用

した結果、２件の寄付が集まったとあるが、具体の中身はどういうものか。 

〇法人 

  個人協賛による２件である。 

外部資金獲得の手法として、企業協賛、個人協賛やクラウドファンディング等を検討し

ていたが、現在個人協賛に力を入れようと計画している。 

〇齋藤会長 

給料手当と退職給付費用の額を見ると、従業員の退職後、人員を補充していないように

も読めるが、人員配置に何らかの変動があったのか。 

〇法人 

定年退職者が２名おり、その後再任用している。また、今年度から２名採用しており、

人員の補充に問題はない。 

〇齋藤会長 

非常に努力されており、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。 

 

〔（公財）神奈川産業振興センター〕 

〇士野委員 

貸会議室・多目的ホールの収益向上の項目について、長期修繕の関係で使用できなかった

期間を除くと稼働率はどの程度になるか。 

〇法人 

平成 28 年度は 51.8％、平成 29 年は 54.7％である。 

〇士野委員 

  稼働率は上昇したが、収入が目標に到達しなかったということか。 

〇法人 

  そのとおりである。 

〇黒田委員 

同項目について特需のあった修繕前の数値を基準にしたと記載されているが、特需とは

具体的に何か。その数値を基準にしなければ、目標到達できたということか。 

〇法人 

  映画撮影のため、１週間全会議室を貸し出す特需があった。 

  平成 29 年度の収益は前年比 200 万円増となった。特需を除く通常期の実績を基準とし

た目標値（4,800 万円程度）として見ると、平成 28 年度に実施した長期修繕による減収
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分全てを回復するには至っていないが、目標値にはほぼ近いものとなっている。 

〇黒田委員 

30 年度の目標値はその数値で良いか。 

〇法人 

良い。目標値として右肩上がりに設定し、達成に向けて努力している。 

〇黒田委員 

今後の取組方針に記載されている音響設備の充実により付加価値を向上させるとは、

具体的にはどういうことか。また、設備投資が必要になると考えられるが問題はないの

か。 

〇法人 

音響設備の老朽化のため、マイクやスピーカーを改修する。費用は修繕積立金の取り崩

しで賄う。 

〇唐下委員 

  経常損益のレベルで約 5,000 万円減だが、その理由は何か。 

〇法人 

割賦販売原価や設備貸与の事業収入は、収入が増えればその分費用も増額する。退職

金、貸倒引当金の戻入額の減に加えて、減価償却やセンター事業費の増により、全体的に

利益が減っている。 

〇唐下委員 

センター事業費とは具体的にどのような事業か。また、同事業費が約 1,000 万増額し

ている理由は何か。 

〇法人 

神奈川中小企業センタービルを運営する事業である。光熱費や長期修繕に当たらない

原状回復費等が増えて、約 1,000 万増額した。また、駐車場のワイヤーロープの破損とい

った、予定外のものもあり、安全を確保するため工事を行ったところ。 

〇齋藤会長 

２点伺いたい。 

１点目、収益事業等会計の中の受託事業が少額だが前年度マイナスとなっている。その

理由は何か。 

２点目、破産更生債権が今年度減額しているが、債権回収を諦めたからなのか、もしく

は一部回収したからなのか。 

〇法人 

１点目について、支払負担金を税仕入れで計上したが決算確定後、税理士の確認の際、

助成金とみなされ、課税仕入れが不課税仕入れとなったため、租税が税金として、未払消

費税に計上された。 

２点目について一部回収したためである。延滞債権を状況により 4段階に分類した。 
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〇齋藤会長 

 延滞債権について、金利の見直し等返済を増やすための工夫をしているということか。 

〇法人 

 そのとおりである。 

〇齋藤会長 

目標の中でも海外展開支援や事業承継支援等は大きな成果を上げている。このことか

ら県内中小企業の事業がプラスに動いているものと考えるが、実際のところはどうか。 

〇法人 

厳しい状況は変わらないが、全般的な経営指標等は、一時の厳しさからは脱していると

考える。 

〇齋藤会長 

  貸会議室・多目的ホールの収益向上については目標未達だが、法人の中核的役割である

海外展開支援や、事業承継支援で目標値を大きく上回る成果をあげているということで、

評価としてはＡということでいかがか。 

 （異議なし） 

貸会議室・多目的ホールの収益向上に一層努力をしていただきたいというコメントを

付すことについては、いかがか。 

（異議なし） 

評価はＡとし、貸会議室多目的ホールの収益向上に一層努力をしていただきたいという

コメントを付すこととする。 

  

議題２ 抜本的見直しに向けた取組状況について 

〔（株）湘南国際村協会〕 

〇唐下委員 

飲食収入やその他の売上が減っているとのことだが、特にレストランベラビスタ閉鎖

に伴う飲食収入の減をどのように補うのか。 

また、レストランベラビスタの閉鎖により宴会等ができなくなると、集客に影響するの

ではないか。 

〇法人 

レストランベラビスタの閉店の経緯について、約 15 年間営業しており、様々な工夫を

重ねてきたが、ここ数年は赤字の状況が続いた。加えて、今後機器の更新時期を迎え、さ

らに経費が掛かることを鑑み、社内で検討し、平成 30年１月 28日の閉店を決定した。 

レストランベラビスタの収益は 2,800 万円前後であり、その減収分は、宿泊事業で補

う予定である。そのために、客単価の高い企業団体や学会、国際会議等の誘致に一層力を

いれて、営業収益を上げていきたいと考えている。 

また、レストランベラビスタ以外にもレストラン等があり、そこで宴会等、飲食に関す
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るニーズに対応できる。 

〇士野委員 

旅行の予約サイトや宿泊施設の評価サイトを確認すると、非常に良い評価で好意的な

コメントが多くある。それでも、客単価が想定より上がらず、集客が苦しい理由を法人は

どのように考えているのか。 

〇法人 

要因の一つは、利便性の悪さと考えている。公共機関を利用して来る場合は、ＪＲ逗子

駅又は京浜急行汐入駅からバスとなっているが、バスの本数が少ない。 

また、湘南国際村センター施設の周りに飲食店等もなく研修以外の時間を使う場所が

ないことも要因と考えている。 

〇士野委員 

先ほど、客単価の高い企業団体等を誘致するとあったが、今後、国内で会議施設と宿泊

施設をセットにしたような施設の増が見込まれ、集客への影響が懸念されると思う。 

リゾート型の研修施設の運営受託をする会社もあり、例えば株式会社湘南国際村協会

が建物のオーナーとなり、運営等については委託するといった手法は考えられないのか。 

〇法人 

宿泊者数 3 万 3,000 人超のうち７割は企業団体のお客様。その企業団体のお客様は、

研修や学会により利用されるため、比較的継続性があり、そのほとんどがリピーター。当

社としては、そうしたリピーターの確保が事業の要であるため、事業は継続すると考えて

いる。 

外部委託については、当社の施設は葉山町の地区計画における用途制限等がかかるた

め、思うような事業展開ができない。 

〇黒田委員 

リピーターの囲い込みが重要と考えるが、リピーターを増やすために、例えば利点のあ

るカードの発行や地域と連携して地域イベントへの参加特典を提供するなど何か努力し

ていることはあるか。 

〇法人 

１顧客に１担当者がついて年に数回訪問し、要望を伺うなど丁寧に対応することで、高

いリピート率を確保できるよう努めている。 

特定の幹事にメリットが出てしまうようなサービスは敬遠される傾向があるため、ポ

イントカード等については考えていない。地域との連携については現在検討しており、研

修内容に地域と連携したプログラムを組み込む提案等ができるよう進めている。 

〇黒田委員 

専用のバス等はあるのか。専用バスが無いことが集客に対してマイナスになるのでは

ないか。 
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〇法人 

以前から専用のバスについて議論は上がっているが、専用のバスは持っていない。理由

としては、最寄り駅と湘南国際村間を京浜急行バスがすでに運行しているため。なお、こ

の路線は村の 300 世帯 600 人前後の住民が利用している。 

〇齋藤会長 

10 年以上前に宿泊したことがあるが、景色がとてもよい。ただし、利便性が悪いとい

うのはいかんともし難いと思う。そうはいっても打開策を考えなければならない。 

先ほど士野委員からあったように、横浜や東京湾岸あたりで MICE 施設が建設されてい

る中で、今後の集客確保を可能とする裏付けはあるのか。 

〇法人 

現在、確かに宿泊施設等の建設が増えているが、いわゆる宿泊専門型の宿泊施設が増え

ており、当社施設のような総合型はあまり増えていないため、競合しないと考えている。 

より懸念していたのは、隣接している研修施設を民間企業が買い取り、2018 年４月か

ら運営している。当社として危機感をもっていたが、研修対象が異なるため、今の状況が

急速に変わるとは思っていない。 

また、静かな環境を求めて国際会議や学会を行いたいというニーズはまだある。そうし

たところにアプローチをしているケースが多々あり、薬学系の学会では、今後３年間使っ

ていただく契約となっている。また、ＮＩＩ湘南会議という国際会議では昨年だけで 22

回開催している。 

また、料金の改定を平成19年以降行っておらず、32年度あたりを目途に検討している。 

〇齋藤会長 

国内の学会の会場に関して、どこの大学も行事が多く、すぐに大学に戻ることができる

アクセスの良い場所を選ぶ傾向があると思う。その場合、会議会場と宿泊施設が一体でな

くても、会議会場周辺に宿泊施設があればそちらを選択すると思う。その対策として、例

えば自然豊かな立地を生かした健康づくりイベント等、新しい企画は考えているか。 

〇法人 

現在、地区計画上用途を研修施設と指定しているため制限が多い。 

〇士野委員 

料金改定のお話があった。コンベンション施設等の値上げをする時期は、大抵、大規模

修繕による設備更新などといった、サービス品質の向上が目に見えるタイミングと思う

が、そうしたサービス向上に向けた取組を実施する予定はあるのか。 

〇法人 

修繕については、工事を分割して数年に分けて行っており、ほぼ毎年やっているような

状態。 

サービス内容の改善等については、社内で検討していくことになる。 
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〇黒田委員 

減資について改めて説明していただきたい。 

〇法人 

減資は６月 29 日の株主総会で決議された。その後債権者に対して公告し、７月 31 日

から効力が発生している。固定資産を売却したわけではなく、もともと 25億円あった資

本金を４億 9423 万 8,000 円に減額した。 

この減資は減損とともに実施した。減損については、営業利益が３期連続で赤字にな

り、固定資産の投資額の回収を見込めず固定資産の減額が必要と監査法人に判定され減

損を行った。 

〇齋藤会長 

減損直後に大分利益が計上される見込みである。その理由と、減損額をどのように測定

したのかお聞きしたい。 

〇法人 

監査役の公認会計士と将来的な売上の見込み率や回収可能価額等についてやり取りを

して減損額を測定している。 

資本金が５億円を切ったことで、会計監査人監査の義務付けが無くなり、また、税金も

減額となり、法人負担が減少した。 

今後は黒字を計上することで、純資産額を増やし、将来的には株主に還元ができればと

考えている。 

〇齋藤会長 

地区計画等による厳しい制約があり、法人の経営に関わる責任だけではないと承知し

ている。しかし、減損減資をしている中にあって、まだ先の見通しがついている状態では

なく、評価の上では概ね着実とはいい難い。そのため評価としてはＢとせざるを得ないと

思うがいかがか。 

（異議なし） 

評価はＢとし、着実に利益を獲得し、経営改善の見直しが進むよう一層努力をしていた

だきたいというコメントを付すこととする。 

大変苦労されていることは重々承知しており、今後も様子を見させていただきたい。 

 

 

 

 


