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平成 30 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〕 

〇唐下委員 

 環境省の拠出金が前年度比約３億円減となっている理由は。 

〇法人 

平成 28 年度は 15 ヶ月分の決算であったため、環境省からの拠出金収入が入金時期の

関係で、通年よりも約３億円増えているため。平成 29 年度は 12 か月予算に戻り平準化

している。 

取組状況についても、同様の理由で、平成 28年度は実績、目標ともに数値が大きくな

っている。 

〇唐下委員 

外部資金の獲得について、資金の付加価値率が向上しているとのことだが、主にどのよ

うな取組をしたのか。 

〇法人 

各研究チームが研究の申請をする際に、研究の意義と併せて、法人の経営上の観点から

も確認をするプロセスを導入し、研究員各員による経営への意識を向上させる取組をし

ている。 

〇士野委員 

２点伺いたい。１点目、海外からの資金は、韓国とニュージーランドからか。 

２点目、為替の影響を意識すべき状況にあるのか。 

〇法人 

１点目について、韓国とニュージーランドからの拠出金は、APN という事業への拠出金

である。 

２点目について、為替の影響は重要な要素。予算を立てる際に銀行等から必要な情報を

得た上で、適切なレートを用いる努力をしている。 

〇齋藤会長 

海外との取引は、ドル建てか、円建てか。 

〇法人 

収入はドル建てもしくはユーロ建て。支出はドル、ユーロ等に加え、当法人はタイ国バ

ンコクにオフィスがあるので一部バーツ建てである。 

〇齋藤会長 

２点伺いたい。１点目、為替リスクに対しての対応は、具体的にどのような方策を取ら

れているのか。 
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２点目、為替リスクの影響は大きいのか。 

〇法人 

１点目については、ＵＳドル、バーツ建ての外貨預金を適切なタイミングかつ必要な範

囲で資金移動するなど、過度な為替差損が出ないよう対応している。 

２点目については、７割強が国内資金の事業であり、日本円での取引が主である。 

〇黒田委員 

２点伺いたい。１点目、出版物のダウンロード件数の数値はダウンロードのみの数値な

のか。 

２点目、ダウンロード件数が前年からかなり減している理由は、前年が 15ヶ月決算で

あるという理由のほか、ソーシャルメディアによる情報取得が一般に増えていることが

一因というところを具体的に教えてほしい。 

〇法人 

１点目について、数値はダウンロード数のみである。 

２点目について、原因は主に二つあると考えており、一つ目は、当法人では重要な会議

に合わせた出版計画があり、代表的な出版物の発行が結果的に年度変わり直後の７月に

集中したこと、二つ目に、最近は検索エンジンよりソーシャルメディアを経由して情報を

得る人が増えているが、ソーシャルメディアによる情報発信への対応が遅れていること

である。そのため、法人のウェブサイトに来てもらう経路として、ソーシャルメディアを

活用する取組をしていきたいと考えている。 

〇黒田委員 

将来的な目標は、ダウンロード件数ではなく、アクセス件数になっていくのではない

か。 

〇法人 

アクセス件数についても目標数値とすることを検討していきたい。 

期首の目標であるダウンロード件数は残りの２年についても維持するが、補助的に別

の指標を用いることも議論していきたい。 

〇齋藤会長 

平成 28 年度が 15 ヶ月決算であったことを加味しても、12 か月で換算するとダウンロ

ード件数の実績は落ちている。７月にシンポジウム等が開催されて、中核となるフラッグ

シップ報告書の公表が遅れたということだが、平成 29年度分のフラッグシップ報告書が

数値に反映されていないという理解でよいか。 

〇法人 

平成 29 年度では、フラッグシップ報告書という主要出版物の発行を重要な会議が予定

されていた事業年度後半に集中させる計画とした影響が予想以上に大きく現れたのでは

ないか。また、フラッグシップ報告書は平成 28 年度に２本、平成 29 年度は６本と目標を

増やしたため、通年でダウンロード可能な一般的な出版物の件数が少なくなったとも考
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えられる。ただし、査読付き論文の出版は増えている。 

〇齋藤会長 

ということは、平成 30 年度は、必然的に平成 29 年度に比較してダウンロード数が大

きく上回ることが期待されているのか。 

〇法人 

そのような成果を期待しているが、目標との乖離については、ソーシャルメディア経由

のアプローチを増やすことによって少しでも埋めることができないかと考えている。 

〇齋藤会長 

ウェブサイトへのアクセス数は、減ってきているのか。 

〇法人 

増えてきている。 

〇齋藤会長 

アクセス数が増えてダウンロード数が減った原因は。 

〇法人 

ダウンロードを意図した出版物の発表がずれたことを原因の一つに考えているが、そ

もそもダウンロード数のみでパフォーマンスを測ることが本当に適切なのかという気持

ちもある。平成 30年度のパフォーマンスを見て検討したい。 

〇齋藤会長 

一般の論文でさえ、なかなかダウンロードされない。 

出版物のダウンロード数が世界的に減っているであろうという事情は理解している。 

〇唐下委員 

一般の方の中には SDGs や ESG 投資などに関心がある人も多く、論文のダウンロードに

限らず得られる情報があるのではないか。ダウンロード数が減っても、アクセス数が増え

ているのであれば、参考情報としてアクセス数の実績も示していただいた方がよい。 

〇法人 

ご指摘を踏まえて検討する。 

〇齋藤会長 

それでは評価に移らせていただきたい。15 か月予算であった平成 28 年度と平成 29 年

度を単純に比べるわけにはいかないということを踏まえて、ご判断いただきたい。 

主要な報告書の公表が予定より遅れてダウンロード数が減少したということであると、

Ａ評価は難しいと思う。外部資金の獲得に関しては、極めて目標に近似の実績であり、今

後努力されていくだろうことが読み取れる。 

ダウンロード件数に関して、目標値として設定しているため、コメントを付させていた

だくことでいかがか。 

〇士野委員 

Ｂ評価は若干厳しいかと思うが、確かに実績は下がっており、そこには事情があるとい
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う説明だった。 

〇齋藤会長 

平成 30 年度の状況を確認することとする。評価が厳しいというご意見もあったが、評

価はＢ評価とし、出版物のダウンロード件数の一層の増加に努めていただきたいという

コメントを付すこととする。 

なお、査読付きジャーナルについては、確かに内容などは相対的にはレベルは高いであ

ろうが、査読付きか否かにこだわらず、内容的に価値がある研究成果を期待したい。厳し

い評価としたが、大変ご努力されていることは承知している。 

 

議題２ 経営改善目標の策定について 

〔（公財）かながわトラストみどり財団〕 

〇黒田委員 

 クラウドファンディングの設定は、具体的には何をしていくのか。 

〇法人 

具体にはまだない。ホームページの改修と併せて設定するのが合理的と考えている。平

成 34 年度までの財源には問題がないため、平成 35 年度以降、財源が厳しくなった際に

事業経費の募集を行うことを想定している。 

〇唐下委員 

クラウドファンディングの設定は技術的に難しい。外部のサイトを使えば今からでも

できるのではないか。 

〇法人 

ホームページの改修が終わる平成 32 年度以降に、試行を含め検討する。 

〇士野委員 

会員数の計画は、自主財源確保の大きな要素である会費収入の前提となる。近年の実績

は目標を下回っているが、平成 31 年度から増やす計画になっている。会員を増やす方策

について教えて欲しい。 

〇齋藤会長 

  特に、トラスト緑地保全支援会員を平成 30年度の 70 人から、平成 31年度には 120 人

とする目標の達成が可能なのかという点を特に懸念する。このための具体的な方策は何

なのか。 

〇法人 

２点考えている。１点目は、小網代の森の支援に興味のある地域に新聞の折り込み広告

を入れること。 

２点目は、イベントで集客をし、現場の頑張りを体感していただき、会員となっていた

だくこと。 

イベントについては、平成 31年６月にオープン予定の三浦市の市民交流センター内に、
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当財団が運営を受託する小網代の森専用のＰＲスペースができる。そこの活用を考えて

いる。 

〇齋藤会長 

１点目の新聞の折り込み広告については、何回行うのか。 

〇法人 

１回。 

〇齋藤会長 

２点目の、イベントの開催回数は年間何回増え、イベント開催１回あたり何人の集客を

見込んでおり、その中で会員になる方を何人と想定しているのか。 

〇法人 

イベントの回数は、従来 30 回であったものが 60回と倍増する。１回開催あたり 30人

の集客を見込んでいる。従来のイベント回数でも、年間 200 人の会員を獲得していた。 

〇齋藤会長 

  会費収入を増加させる裏付けは何か。 

〇法人 

  大口の法人会員の見込みがある。 

〇齋藤会長 

経営改善目標案は、原案どおりということでよいか。 

（異議なし） 

経営改善目標は、案のとおりとする。 

 

〔（公財）神奈川県下水道公社〕 

〇唐下委員 

収支健全化に向けた経営改善の各目標について、削減額を記載しているが、費目ごとに

削減額を算出できる仕組みがあるのか。 

〇法人 

施設の効率的運用による理論値や業務の見直しによる見込みに基づいて、削減額を算

出している。 

〇唐下委員 

経営改善目標について、５年間の削減額が対平成 30 年度比で記載されているが、この

設定方法にすると、平成 31 年度が目標通り達成できなかった場合、平成 32 年度以降は

累積的に差が増え、翌年度以降の達成が非常に難しくなるのではないか。平成 30 年度実

績（見込）を基準にするのではなく、前年度と比較する方式で記載してはどうか。 

〇士野委員 

毎年の経営評価ということを考えると、累積での目標設定は、前半の年度で目標を達成

できない場合、その後目標未達の評価が続くことになりやすいのではないか。 
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１点、質問だが、収支健全化に向けた経営改善に維持管理の効率化の記載があるが、品

質的なリスクはないのか。 

〇法人 

十分な検証により見込みを算出しているため、目標を達成できる見通しである。目標値

の記載方法については、各目標項目での５か年での削減額が明確になるよう、単年度ごと

の累計額を記載している。 

なお、ご質問については、品質的なリスクがないことを検証済みである。 

〇士野委員 

水道・下水道関連の技術者確保が最近困難であると聞く。人員確保計画を目標の中に入

れる必要はないか。 

〇法人 

別途、人員確保については採用計画を立てている。 

〇黒田委員 

法人運営における現状の課題として、施設の老朽化への対応や災害発生時への対応が

記載されているが、具体的な対応についてはどう考えているのか。 

〇法人 

老朽化への対応については、設備診断を実施し、維持管理計画の見直しや、県のストッ

クマネジメント計画の提案に反映させている。 

災害発生時への対応については、ＢＣＰに基づき、被害を想定して、日頃から準備・訓

練を実施することで必要最小限の下水処理を継続できるような体制の構築を図っている。  

〇齋藤会長 

排水担当者研修会の実施について、平成 32 年度、平成 33 年度、平成 34年度に１回ず

つ実施するということか。 

〇法人 

そのとおりである。相模川流域と酒匂川流域の事業場を三つのグループに分け、毎年研

修会を開催していく。  

〇齋藤会長 

経営改善目標案は、原案どおりということでよいか。 

（異議なし） 

経営改善目標は、案のとおりとする。 

【後日確認結果】 

部会での委員の意見を踏まえ、後日、目標項目の目標値の記載方法について、法人に

確認したところ、法人は委員の意見を反映するとし、目標値を単年度ごとの記載方式

に修正した。 
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議題３ 抜本的見直しに向けた行程表の策定について 

〔（株）湘南国際村協会〕 

〇唐下委員 

平成 30 年度から 31 年度にかけて、売上が上がっているにも関わらず営業利益は下が

っている理由は何か。 

〇法人 

監査法人のアドバイスを受け、将来的な人件費や物価上昇等に備えた費用を平成 31年

度からその他共通費に計上したため。 

〇士野委員 

  ２点伺いたい。 

  １点目。平成 31 年度から 32 年度にかけて宿泊人数が減少している理由は何か。 

２点目。５か年の宿泊人数を達成するための宿泊室の稼働率の見込みはどれくらいか。 

〇法人 

１点目については、開所当初から５年おきに大規模修繕工事を実施しており、平成 32

年度は 25年目の工事の初年度となる。初年度は一番工事の規模が大きく、10 日から２週

間程度全面休館して工事を行うため宿泊人数の減を見込んでいる。 

２点目については、宿泊室のタイプが様々であるため、一概には言えないが、現在 60％

程度のところを概ね 63％から 65％となる見込みである。  

〇黒田委員 

抜本的な見直しに向けた提案として、顧客の囲い込みの実施とあるが、具体的にどのよ

うなことを行うのか。 

〇法人 

利用客の７割はリピーターのお客様である。そのお客様を少しでも減らさないよう、来

館のときに、次の予約の状況を確認することと併せて、訪問して要望を伺うなど継続して

使っていただける営業を行っている。 

〇黒田委員 

会員システムを構築し、会員に対して特典を提供するといった囲い込みはしないのか。

メリットがないとなかなかリピーターになっていただくのは難しいと考える。 

〇法人 

新規のお客様にもリピーターになっていただくため、将来的には考えなければならな

いかもしれない。 

〇唐下委員 

更なる経営改善に向けた具体的な取組として、ホームページの刷新とあるが、更なる集

客に直結するか不明なので、例えばＳＮＳでの発信等の方法は考えているか。 

〇法人 

ＳＮＳでの発信は頻繁に行っている。徐々に閲覧者数も増えている。今後も続けていき



8 

 

たいと考えている。 

〇齋藤会長 

周辺の観光資源を生かして、体験型の見学会と言われるエクスカーションを提案・受注

するとのことだが、具体的に周辺の観光資源というのはどのようなものを想定している

のか。 

〇法人 

湘南国際村センターは三浦半島の中央にあり、三浦半島に関する各自治体が作成した

リーフレット等を情報コーナーに置き、お客様に情報を提供している。 

また、鎌倉でのお寺回りや三浦半島のアクティビティの提案、隣のゴルフ場と組んだパ

ック商品の販売、提案も行っている。その際は、バスをチャーターして移動手段を確保す

るなどお客様の意向を踏まえたプランを提案している。 

さらに、学会の際に周辺観光の案内だけでなく会議の事務業務を受託するといった実

績がある。 

〇齋藤会長 

エクスカーションの提案により利益を得ることが目的ではなく、エクスカーションの

提案・受注により宿泊者数の増につなげていきたいと考えているのか。 

〇法人 

そのとおりである。当社で２名、旅行業管理責任者の資格を取得し、観光業にも力を入

れている。 

〇黒田委員 

ネットエージェントを活用した販路の拡大とあるが、既に始めているのか。 

〇法人 

10 年ほど前から個人向けの予約サイトに加入しており、それに加えて、ここ数年では

研修・会議場の検索サイトと提携している。団体客は研修や会議等で施設をフルに利用し

ていただけることから今後はこちらを伸ばしていきたいと考えている。 

〇齋藤会長 

抜本的見直しに向けた行程表及び経営改善目標案は、原案どおりということでよいか。 

（異議なし） 

経営改善目標は、案のとおりとする。 

 

 

 


