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令和元年度第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）かながわ健康財団〕 

○唐下委員 

 正味財産増減計算書の中の租税公課が、前年度約 190万円から今年度約 600 万円に、

また、委託費も前年度と比べて約 500 万円増えているが、具体的な内容を教えてほし

い。 

○法人 

 租税公課については、角膜のあっせん手数料が消費税の課税対象となり、過去５年に

遡り消費税を納めることになったためである。 

委託料については、臓器移植の体制強化のためコーディネーターを追加配置したこと

及び新規の高校生向けの健康学習副教材作成による増等である。 

○士野委員 

 「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」及び

「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」の事業の

説明の中で、「関係団体、企業等と積極的に連携し」という記載があるが、具体的にど

のような形で事業を進めたのか。 

○法人 

 健診機関と共催で健康づくりのための講演会等を開催した。また、県牛乳普及協会と

連携して年配の方の関心が高い骨密度に関するセミナーを行っている他、イオンリテー

ルと連携、協賛金を受けながら、県内各地で介護予防エクササイズの普及に取り組んで

いる。 

○黒田委員 

 「寄付金（企業・団体・個人）件数」について、平成 30年度の実績が目標を大きく

上回った要因は。 

○法人 

 がん対策については、事業収入がないため、平成 28年からがん対策募金制度を創設

し、インターネットによる寄付受付やセミナーの開催の際等寄付呼びかけをしており、

徐々に浸透してきている状況である。個人だけでなく、企業からの寄付もいただけるよ

うな状態になってきている。 

○唐下委員 

寄付の金額は増えているのか。 

○法人 

正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部分の受取寄付金の額であるが、平成 29
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年度から増えている。ただし、財団としては、もう少し高く設定している。 

○齋藤会長 

 平成 29年度と比べて、給料手当が約 400 万円減少しているが、職員を１名減員した

のか。 

○法人 

ベテランの職員が退職し、新規に採用したためである。 

○齋藤会長 

 了解した。 

寄付の募集や角膜あっせん事業に努力されている。 

したがって、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、着実に取組が進められていると評価する。 

 

〔神奈川県道路公社〕 

○士野委員  

２点伺う。安全・安心な施設・設備の充実の維持改良費について、費用の低減が図ら

れているが、想定していた水準の工事は実施できたという理解でよいか。また、費用の

低減分でＥＴＣに設備投資をする計画はないのか。 

○法人  

１点目、維持改良費については、入札による競争原理により支出削減ができた。 

２点目についてだが、道路料金収入は、昨今の高齢化により、特に三浦半島地域の人

口減少が激しいため、想定よりも、交通量が下回っている。そういった中で収支差額を

確保するために新たな投資は行っていない。 

ＥＴＣについては、システム導入が高額のため、公社の事業規模に比べて負担が過大

であり、これまで取り組むことができなかったが、現在簡易な方法での導入を国を始め

様々な高速道路会社で実験等されており、その情報収集をしながら調査研究をしてい

る。 

○齋藤会長  

利用者数について、三浦半島地域の利用者が増えないという説明があった。利用者数

の増減について評価の対象とはしていないが、財政基盤の重要な要素のため伺いたい。 

○法人  

有料道路は料金収入と通行台数が基本的には比例する。中期経営計画に対して三浦半

島地区においては、本町山中有料道路、逗葉新道は約３％下回った。一方、三浦縦貫道

路については、99％とほぼ計画通りであった。西湘地区の真鶴道路については、約４％

計画に対して落ち込んだ。 
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○齋藤会長  

中期経営計画を下回った原因は、分析しているか。 

○法人  

三浦半島地区においては、地域全体で人口が右肩下がりの状況である。また平成 29

年９月の久里浜田浦線の全線開通や、平成 20 年以降の横浜横須賀道路の馬堀海岸まで

の開通により三浦半島の高速道路、有料道路の交通の流れが変化した結果と考えてい

る。 

一方、真鶴道路は、平成 30 年度、台風が４回接近し、７月には国道 135 号の事故に

より、安全を確保するため通行止めの措置を行ったことで下回ったと分析している。 

○齋藤会長  

以前、レストランにセールスポイントを作れないかという発言があったが、新しい工

夫はあるか。 

○法人  

利用促進の策として、メニュー等のＰＲを図るうちわの配布や周遊券の販売を行って

いる。メニューは利用者のニーズに即したものを作成している。職員も利用に努め、経

営者の方や事業者の方と情報交換をしている。 

○齋藤会長 

今回導入した周遊券の利用状況は。 

○法人  

昨年はそれほど伸びなかった。三浦３路線全ての道路で使える券であったが、ほとん

どが三浦縦貫道路のみの利用で、周遊という観点では低かった。今後、周遊券の周知が

浸透していくような方策を検討していく。 

○齋藤会長  

地元のレストランと連携して、割引やおまけが付くような連携の仕方もあるがどう

か。 

○法人  

周遊券にはコストがかかっている。無償で協力していただける事業者があれば別だが、

当社の自己負担になるので、経営的に負担がかかる。 

○齋藤会長  

地元の観光協会等からの協力は、得られないのか。 

○法人  

積極的にパンフレットやマップを配架させていただいたり、イベントに参加いただい

ているが、金銭等の具体的な負担を求めるのは難しい。 

○黒田委員  

うちわはどこで配っているか。 
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○法人  

イベントで配布しており、直近ではお盆前に横浜横須賀道路の横須賀ＰＡやレストハ

ウスで配布していた。 

○黒田委員  

うちわの装丁のインパクトが、弱いのではないか。 

○齋藤会長  

カレーやソフトクリーム等は一般的で、インパクトもなく、三浦半島、逗子、真鶴地

域の海のイメージがない。利用者のニーズに即しているとのことだが、運送業者等のＰ

Ｒをしなくともレストランを利用する方以外に新規の利用者を獲得するにために一般的

な人向けのメニューがあってもよいのではないか。 

○法人  

今後の参考としたい。 

○齋藤会長 

計画通り、行うべきことが実施されている。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。 

 

〔（公財）神奈川県下水道公社〕 

○齋藤会長 

収支健全化に向けた経営改善目標の実績値が、各年度とも目標値と同じ金額となって

いるものがあるが、目標値と実績値が一致する仕組みはどうなっているのか。 

○法人  

包括的民間委託の平成26年度からの導入にあたって５年間の継続契約を締結したため、

削減金額が同額となっている。 

○齋藤会長  

特に地域・県民との連携に関する努力については、高く評価したい。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。 

 

〔神奈川県住宅供給公社〕 

○士野委員  

２点伺いたい。１点目、若葉台団地賃貸住宅入居率について、目標に達したものの、

平成 29 年度と比較すると低下している。この原因及び対策はどのように考えている

か。 

２点目、取組実績等についての総括で、ケア付高齢者住宅管理事業に係る経営改善額



5 

 

が依然として赤字であり、黒字化に向けた取組を要するとある。ケア付高齢者住宅入居

率は 95％とかなり高いが、黒字化するための手立てをどのように考えているか。 

○法人  

１点目について、毎年度同様の状況である。１％前後入居率が変動する明確な理由は

ないが、希望の多いタイプの空室状況が多少影響している可能性がある。法人運営にそ

れほど大きな影響はないと捉えている。 

２点目について、高齢者事業はほぼ 30年前から行っている。当初の入居金制度は、当

時の平均余命等から計算した約 16年間の入居家賃相当を一括払いとするものだった。入

居者が長寿であると、想定を超えて、16 年以上の入居となり、その方々からは家賃を頂

かず、そのまま入居している。現在、その入居金制度を見直し実態に即した新しい入居金

制度に基づいた方々が入居し始めているため、収支改善に向かっている。コストの削減も

行いながら、令和４年度の黒字化に向けて努力を続けている。 

○士野委員  

入居金制度の見直しをしたことで、時間の経過に伴って自動的にケア付高齢者住宅管

理事業の赤字は解消されるのか、もしくは、黒字化するためには、さらなる手だてを考

えなくてはならないのか。 

○法人  

入居金制度の見直し以外にも、入居率 95％を維持するために、退去された部屋をフル

リフォームに近い形で直し、速やかに次の入居者に入居してもらうことに力を入れてい

る。また、運営にかかるコストについても、ヴィンテージ・ヴィラというシリーズ名称で

運営しているもののうち、民間のオーナーから信託方式で建物を借り、公社が借上料とい

う形で賃料を支払いしているものについて、借上料を実態に合わせて見直している。さら

に日々の運営費用等の削減も、見直し制度の見直しとの両面で取り組んでいる。 

○唐下委員  

総資本経常利益率について、目標は達成されているが、平成 29年度と比較すると少

し低下している。その理由は。 

○法人  

平成 29 年度の経常利益が 30億円を超え、非常に高かったためである。この大きな要

因としては、平成 29 年度に、環境省からアスベストを含有する外壁等の工事及び解体

工事等をする際には、新たな基準に基づき、慎重な工事を行うべきという指示があっ

た。それに基づき新たな工事のやり方を模索し、平成 29 年度は計画していた修繕工事

が一部終わらなかった。その結果、費用がかからず、相対的に経常利益率が上がったも

の。平成 30 年度は平成 29 年度に完成しなかった工事が完成したことや、修繕に係る引

当金を見直した関係等で若干利益率が低下した。ただし、平成 30 年度についても一定

の結果は出せたと考えている。 
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○齋藤会長  

被災者への住宅の提供やケア付高齢者住宅といった公共的な役割があると思うが、公

社は、平成 24年に株式会社を目指すことから公社の形態にとどまる方向転換をしたと

ころである。今現在、東日本震災の被災者は何人入居されているのか。 

○法人  

当初、公社の賃貸住宅の空き部屋に入居していた方は、全て退去されている。公社が

運営の支援をしている国家公務員宿舎については、若干名入居されている。 

○齋藤会長  

ケア付高齢者住宅管理事業で赤字が出ているが、公社に担うべき公共的な役割がある

と理解しており、赤字解消のために事業を縮小するのではなく事業規模は維持していた

だきたい。 

公社の形態にとどまるという方向転換後、順調に財政健全化に向けて取り組んでい

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。 

 

〔（福）神奈川県総合リハビリテーション事業団〕 

○黒田委員  

七沢学園(児童)強度行動障害児受入について、「行動障害を受け入れる個室があるもの

の、当該ユニットにおいて現在軽度発達障害児の比率が極めて高く、強度行動障害児を

受け入れた場合の安全を考慮した場合に受け入れを控える必要があったため、目標を達

成できなかった。」との記載があるが、この対応は恒常的なものなのではないか。今後

も強度の方を受け入れることができない状態が継続するのではないか。何らかの改善が

可能なのか、それとも強度の方を受け入れない方針でやっていくのか。 

○法人 

現状では、強度行動障害の方に対応するための８人部屋に軽度の方が入所されてい

る。強度の方と軽度の方が一緒に生活する場合は、それぞれの障がいの特性にもよる

が、支援員の体制の強化が必要と考えている。福祉施設の職員採用の難しさもあるが、

法人としては受け入れる方針で考えていく。 

○士野委員  

目標に対しての自己評価がＣとなっている項目があるが、これらに関して、支援員の

方々の状況を考慮する必要があると考える。その場合、これらの目標を達成する手段は

あるのか。 

○法人  

例えば、七沢学園(児童)集中療育に関しては、状況によっては達成できると考えてい

る。30 人定員のうち、２人を受け入れて、延べ 24か月分と考え、３か月で８人に利用
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いただく目標としている。受け入れる方の障害の特性によって利用期間が長期間に渡る

と、目標は達成できない。その後の受入が難しい。 

また、七沢学園の成人部門については医療重度者と強度行動障害者の受入を行ってい

るが、２つの取組の合計値で考えれば、目標は達成している。 

○士野委員  

医療重度と強度行動障害者を合わせた定員 10 人をケアされているわけなので、片方が

目標を上回ると、他方はどうしても目標を下回ってしまうということだろう。七沢学園

(児童)集中療育については、３か月の受入の計画だが、３か月以上の利用を断ってよい

わけではないだろう。自己評価がＣとなった項目についての事情は了解した。 

○齋藤会長  

社会福祉法人として、民間では受け入れの難しい強度の方を受け入れるという社会的

な役割を果たすための目標値だと理解している。しかし、軽度発達障害児を多く受け入

れているから、強度行動障害児を受け入れられなくなってしまっている現状について

は、対策が必要だろう。 

法人の中で、意見交換や話し合いはされているのか。 

○法人 

現場の段階では、行っている。 

○齋藤会長  

今回、達成されていない強度行動障害児の受入ができなかった場合には、他の法人に

紹介したり、あっせんしているのか。 

○法人  

児童の強度行動障害の場合は、児童相談所が調整している。 

○齋藤会長  

収支状況は全体として厳しいようだが、収支を圧迫している要因は何かという観点か

ら伺いたい。拠点区分間繰入金費用とは何か。 

○法人  

会計上、事務局に繰り入れ、事務局から一括して将来のための退職金等の積立金とし

ている。 

○齋藤会長  

事業活動内訳表の事務局の人件費が約９億 9,700 万円であるが、資金収支内訳表で見

ると約５億 7,100 万円になっており、数字が異なるのはなぜか。 

○法人  

退職給付引当金について、平成 29年度までは、期末の要支給額を計上する簡便法で行

っていたが、30 年度決算以降、職員の在職期間に応じて計上する原則法に切り替え

た。退職給付金引当金は事務局で一括計上しているため、その差額が約４億円発生して

いる。 
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○齋藤会長  

人材確保について、何か取り組んでいることはあるか。 

○法人  

支援員や医師の人材確保は難しい状況である。医療重度者は常時医療管理の必要な方

になるので、胃ろうや、かく痰吸引の資格、技術を持った支援員でないと対応できな

い。 

事業団は、第三セクターであると同時に、指定管理でセンターを運営しており、県の

示す基準に基づいて運営しなければならないという事情もある。 

○士野委員  

人材不足に対応するために、給与手当を上げることは可能なのか。 

○法人  

可能である。ただし、支援員以外の他の職種とのバランスも考えなくてはならない。 

○齋藤会長  

社会福祉法人でなおかつ第三セクターであるということは、民間の受入が難しい方々

を受け入れなければならないという役割を担っているため、存在の価値、重要性は極め

て高い。単なる社会福祉法人とは異なる役割があると理解している。必要な受入を行う

ための方策は講じなければならないだろう。 

○士野委員  

経営改善目標を果たそうとしたときに、今の体制では、これ以上の受入は利用者の安

全に支障が出るため無理だとのことである。利用者の安全を図りながら、今の利用者の

安定的な利用を図り、かつ強度行動障害を受け入れるためには、体制強化を図らなくて

はならないのではないかと思う。 

○齋藤会長 

七沢学園(児童)強度行動障害児受入について、軽度の利用者とのユニットが問題であ

れば、ユニットのありようについて、工夫する余地はないのか。 

それから、人材確保のための資金対応策として、寄付金等の手法を検討されたい。重

度障害者の受入という社会的な役割の重要性は極めて高いと認識している。さらに、七

沢学園（児童）の利用率の向上にも努めていただきたい。 

評価に移りたい。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、目標達成に向けた受入体制の改善を進めていただきたいというコメン

トを付すこととする。 

 

 

 

 


