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令和元年度第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〕 

○唐下委員 

正味財産増減計算書で経常収益が約 1億 9000 万円増加しているのに対し、経常費用が

約 3億 2000 万円増加している。これは収益の増加に伴い、関係する事業費が増えたため

と考えられるが、費用増の方が大分上回っている。特に委託費や人件費が増加している

が、その理由は。 

○法人 

  事業が増加したことに伴い費用が増えたことが理由である。委託費が前年度比約 1億

7800 万円増えている理由は、昨年度、大型の共同事業を実施したためである。また、人

件費が増えた理由は、職員を増やしたため、給与手当や福利厚生費等が増えたものであ

る。 

○唐下委員 

  職員を増やした理由は。 

○法人 

事業の拡大に合わせて、人員体制を整えた。増員は全体の収支状況を管理しながら実

施している。 

○唐下委員 

  具体的にどのような事業が増えてきているのか。 

○法人 

時々の環境問題の進展に伴って事業のターゲットは変わってくる。例えば、昨年度は

Ｇ20環境大臣会合が日本で開催され、IGES はその前の年の準備から関わり、開催後の

フォローアップの要請もあった。また、地球温暖化の問題では、日本政府がアジア太平

洋地域における地球温暖化への適応を支援するための国際的なプラットフォーム作りを

行おうとしているが、これに IGES も協力することになっている。今後、そういった分

野での業務量の増加が見込まれることから、あらかじめ専門家を雇用して、継続的に業

務が実施できるように体制を強化している。 

○黒田委員 

  事業の増に伴い約１億 9000 万円収益が増加したが、長期的に収益が上がる見通しは

あるのか。 

○法人 

環境省の事業については、今年も同様の事業収益が得られるかは定かではない。例え

ば、Ｇ20の結果を踏まえて日本政府が国際的なプラットフォーム作りを行う際に、これ
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への協力を通じて ASEAN やアジア開発銀行等国際的機関からの資金獲得に努めるなど外

部資金獲得の目標をクリアできるようにしたいと考えている。 

○齋藤会長 

昨年度、IGES 出版物のダウンロード件数が目標に届かず、Ｂ評価だったが、今回は、

目標を十分に達成した。また、外部からの資金も昨年度より約２億円増加しており、着

実かつ十分に取組が進められている。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。 

 

議題２ 経営改善目標の策定について 

〔（公財）神奈川県暴力追放推進センター〕 

○黒田委員 

 今、センターで勤務しているのは、何名か。 

○法人 

 常勤が４名。１名が事務職員のため、実際に相談等に対応するのは３名。外に出て講

話や講習会を行うのはその３名のうち２名である。 

○黒田委員 

 収支健全化の観点から、県から期待されている内容をどのように実現していくのか、

人員の考え方に基づいて伺いたい。 

○法人  

現状の人員で精一杯の活動をしている。今回列挙する目標についても、現状の人員で

達成可能と考えており、着実に実現していきたい。 

○黒田委員 

 暴力団・元暴力団の方の社会復帰のフォローについて、感じていることを２点言わせ

ていただきたい。１点目は、指導・相談窓口が多数あって、常時相談に行けるような対

応が望ましいのではないかということ。 

 ２点目は、元暴力団員の方にトラブルがあったときに、センターが民間企業に意見が

言えるという姿勢があるとよいのではないかということ。 

○所管課 

１点目について、暴力団から離脱させるのは県警、社会復帰はセンター、ということ

ではなく、暴力団から離脱させて社会復帰させるというのは一連の行為なので、県警と

センターがタッグを組んで行っている。県警の社会復帰アドバイザーの増員も今後の検

討課題となっている。 

２点目について、元々のセンターの役割にはなかったものなので、ニーズの高まりに

応じて検討していく。また、「離脱後５年を経過していない者」という期間についても

議論があり、これと連携して対応していく。 
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○齋藤会長 

神奈川県暴力団離脱者社会復帰対策協議会とはどのような組織か。 

○法人 

 県内 11 社の、暴力団員、元暴力団員を受け入れてもよいという会社が集まって作っ

ている協議会である。以前は、横浜建設業協会の加盟約 300 社が協賛となっていたが、

横浜建設業協会にこだわらず、受け入れに協力してくれる企業があれば参加していただ

こうと、新たにリストを作り直しているところである。 

○齋藤会長 

昨年の就労あっせん者数は０人だが、今後増えることが想定されており、社会復帰に

ついては、センター単独で新たに担うのではなく、他の組織と連携を取りながら、１人

でも多くの方に社会復帰いただくことが重要との認識でよいだろう。 

暴力団排除事業に対するニーズは、どのように多様化しているのか。 

○所管課 

 暴力団排除に関しては、例えば暴力団を検挙してほしい、経済的に排除してほしい、

自分の町から出ていってもらいたいなど、様々な対応を求める声があるため、多様化と

表現している。 

○齋藤会長 

暴力団の中には、的屋系もあることから、社会の中に入り込んでおり、単純に排除し

てよいのか、難しいのではないか。 

○所管課 

神奈川県においては、各地域ごとに、県内での出店をとりまとめる「イベント商業協

同組合」があり、出店の申請ごとに、各地域の支部を通じて、暴力団が入っていないか

を審査している。 

○齋藤会長 

本日ご欠席の士野委員からの指摘が４点ある。１点目、ホームページ閲覧者数の「閲

覧者数」は、「閲覧回数」ではないかという指摘があった。そのとおりなので、「閲覧回

数」と改めていただきたい。 

２点目、ホームページの閲覧回数は目標として適切かという指摘もあるが、ホームペ

ージの内容を見やすくすることで、店舗等の被害者支援、アクセスしやすいホームペー

ジを作っていくという意味で、ホームページの閲覧回数を増やしていくということかと

理解している。 

３点目、責任者講習受講者数の増加を図る上で、内容の充実化は、その手法としてよ

いのかというご指摘をいただいた。様々な時間帯、時期に実施する、あるいは、事前周

知等の施策が、内容の充実を図ることで充分取られているのかという質問である。この

点はいかがか。 
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○所管課 

 ３点目について、責任者講習は、神奈川県内では、充分浸透してきており、受講希望

者は増えてきている。よって、ご指摘の、開催時間の多様化や回数の増加も必要になっ

てくるとは考えている。講習内容の充実については、概ね３年に１度、受講の通知をし

ている中で、異動のなかった不当要求防止責任者が、毎回同じ不当要求への対応要領に

ついてのみ受講することにならないよう、リニューアルしていきたい。 

○齋藤会長 

 士野委員からの指摘の４点目、寄付金等収入の確保に関して、毎年５万円増の目標だ

が、５万円では増加の幅が小さすぎるのではないかという指摘があった。この点はいか

がか。 

○所管課 

 ５万円というのは、２個人と２法人団体ずつ増やしていくということ。暴力団排

除に目を向けていなかったような企業にも目を向けてもらい、個々の想いの積み重

ねを大切にしていきたいと考えている。今後、補助金に代わる財源として力を入れて

いきたい。 

○齋藤会長 

 賛助会員の数はどうなっているか。ホームページ上は、法人名は、103 法人の掲載で

あった。従来、寄付をいただくという形で資金を集めていたのを、会員になっていただ

く形とするということだが。 

○法人 

社名の掲載を希望した法人のみ、掲載している。 

○齋藤会長 

 説明いただいたように、現状の賛助会員数が法人 210法人、個人 39 名ということで

あれば、寄付金等収入の確保の目標値としては達成できると思う。金額より賛助会員数

の方が大事だという考えは理解できる。会員は、飽和状態なのか。それとも、増加が見

込めるのか。 

○法人 

 平成 26 年に立ち上げたときの会員数は 70だった。現在は 249 となり、そろそろ飽和

状態に近いと思っている。ただ、神奈川県より規模の小さい県でも会員数が多いところ

もあることから、努力は積み重ねていきたい。 

○齋藤会長 

 神奈川県には、元気な商店街もたくさんあるので、目標を超える気持ちで、頑張って

いただきたい。 

本当は暴力団離脱者支援は、もう少し刑務所に行っていただければよいのだろうが、

刑務所の都合があり、増やすのは難しいのだろう。希望があれば回数を増やしてほしい

という意見はお伝えしておく。 
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被害者支援も法人の大きな役割かと思うが、目標のどこに反映されているのか。 

○法人 

 目標の設定はしていないが、毎年の相談数を把握している。平成 31 年から令和元年

は、606 件である。実働 200 日とすると、1日３件程度相談の電話がきていることにな

る。そこから入ってきた情報を県警に伝え、事件化したこともある。窓口を開いている

ことで、ある程度、被害者の救済も行えているのではないかと考えている。 

○齋藤会長 

 相談件数の把握は、とても大事だと思う。引き続きお願いしたい。 

経営改善目標について、「ホームページ閲覧者数」を「ホームページ閲覧回数」と修正

し、他は、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、一部修正し、他は、案のとおりとする。 

 

〔（公財）かながわ海岸美化財団〕 

○唐下委員  

収支健全化に向けた経営改善について、ビーチクリーナーの計画的更新等、経費

削減に向けた取組を今回なくした理由は。 

○法人 

今回目標を策定する上で全体を見直した中で、細かい目標については外した。ビ

ーチクリーナーの計画的更新等は進めている。 

○唐下委員  

基本財産の運用収入のような、努力が結果に結び付く余地が不明な項目を目標に

入れるより、努力が結果に結び付きやすい目標を入れた方が取り組みやすいのでは

ないか。 

○法人  

ビーチクリーナーの計画的更新は、確かに市町と県の負担金で実施する海岸清掃

事業の効率的な実施につながるが、当然やるべきことを行っているという意味で、

あえて目標としては設定していない。 

〇黒田委員  

委託業者の確保について、入札不調や参加者がないケースが発生している状況と原

因は。 

○法人  

２点理由がある。１点目、県・市町からの負担金収入は、厳しい財政事情があっ

て財団設立時から半減しており、委託の仕様・設計を切り詰めている。 

２点目、ここ数年、人手不足で求人をかけても集まらない。海岸清掃は採算が取

れる仕事ではないため、業者の方も新たに人を雇うことができず、70 代、80 代の方
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が携わっているが、そういった方の引退後の補充ができず、海岸清掃ができない業

者が出てきている。 

○黒田委員 

 プラスチックごみに関しては、マスコミでも取り上げられるので、もう少しＰＲ

できないのか。 

○法人  

今年度は新しいことを行っている。県が出したプラごみゼロ宣言もあったが、例

えば、国立科学博物館でパネルディスカッションがあった際に、職員がパネラーと

して報告を行った。そういった講演会が増えている。今までの美化啓発活動では、

なかった場での活動が出てきており、これからも活用していきたい。 

○黒田委員  

民間企業とのタイアップはできないのか。 

○法人 

新たなタイアップも行っている。毎月ビーチクリーンを行っているような海岸美

化に積極的な民間会社が、去年の夏には一般の方を対象にシーグラスでペンダント

づくりのワークショップを行い、その場で職員が海岸ごみのプラスチックの問題を

説明したりしている。 

○齋藤会長 

海岸清掃ボランティアへの支援に関して、ボランティアの募集人数ではなくて、ボ

ランティアを支援するとのことであり、実績数を踏まえて、支援人数を目標値として

設定されているが、３年間で目標人数が 16 万人と一定であり、増やすことが想定さ

れていない理由は。 

○法人  

ボランティアの数は財団が始まった平成３年頃は、６万人前後だったが、段々増

えて３、４年ほど前から 16 万人規模になっている。人口が減少する中で飽和状態に

なっているととらえている。マスコミの報道による海洋プラスチックごみへの関心

の高まりと、人口減少や自治会活動の低下といった中での若者の参加率低下という

プラスマイナス両方の要素があり、目標数値を増やすことは難しい。 

○齋藤会長  

小中学生を対象とした事業に力を注いでいるのは分かるが、経費の限界がある中

でボランティアの方々に力を借りることは非常に重要な要素だと思う。高齢化でリ

タイアした人が増加する中で、ボランティアができる人たちも増加するはずだが、

そういった団塊世代の人たちに対して参加してもらうような教育が必要なのではな

いか。 

○法人  

確かにリタイアされる方が増えていくため、その年代への呼びかけを考える必要
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がある。ホームページやＳＮＳにより情報発信することで努力はもちろんしている

が、数字には繋がっていない。どの様なツールが有効か考えていく必要がある。ツ

ールとしてはホームページやＳＮＳ、駅前のショッピングセンターでのイベントな

どを行っているが、特にその世代をターゲットとしたツールについては、これから

考えていかなければならない状況である。 

〇唐下委員 

ＳＤＧｓ等の講演会やシンポジウムで財団が情報発信をする際に、そういったと

ころには環境意識が高い方が参加されていると思うのでボランティアの案内をして

もよいのではないか。 

〇法人 

必ず行っている。 

○唐下委員  

海の近くではない市町村に対しても、回覧板等でボランティアの募集を行っても

よいのではないか。 

〇法人 

内陸部では行っていないが、人口が多い市町村の方がリタイアされる方が多いと思

うので、横浜等でイベント等ＰＲを行うのも必要だと考えている。 

○黒田委員 

 ある程度の年齢で内陸に住んでいると海まで、ボランティアに出かける意識は生

まれないのではないか。抽象的だが、海でボランティアを行う心地よさをアピール

するのはどうか。 

○法人  

我々の一番の財産は綺麗な海と考える。内陸の方に対しても、例えば厚木、相模

原で講演をすると、海のごみは川から流れてくるということの認識をあまり持たれ

ていない方もおり、まだまだアピールが必要であると考えている。 

○齋藤会長  

ボランティア参加者数の目標値は現状維持に努めるということであれば、現状維

持のために何を行うのか。 

○法人  

今回新たに設定をした目標項目である海岸の美化啓発のためのワークショップ或

いは講演会等に参加いただいた際に、海岸美化、海岸ごみの問題を知ってもらい、

ボランティア活動のＰＲを行う。 

○齋藤会長  

海岸の美化啓発のための講演等は今まで何回実施されていたのか。 

○法人  

今までも行っているが、回数を拡充するため目標として設定した。平成 30 年が２
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回、令和元年度は４回。 

○齋藤会長  

ワークショップも同じ回数か。 

○法人  

赤レンガ倉庫で５月に２回。サッカースタジアムで８月に２回。今年は、それに

加えて民間企業が行うものが、４回。 

○齋藤会長  

ワークショップや講演等の回数を増やしてＰＲしても、ボランティア参加者数の

目標を増やすのは困難ということか。 

○法人  

団塊世代でリタイアされた方々の潜在ボランティアのニーズがあるというご指摘

はもっともだと思うが、どのようにその年代に働きかけたらどの程度ボランティア

参加者数が増加するのかという見通しがない中で、目標値を増やすのは難しい。 

○齋藤会長  

海岸美化充実・強化検討会議への参画が目標になっている理由は。 

○法人  

県と 13 市町村の会議に参画し、海岸ごみや海岸清掃の実情を踏まえた立場から課

題提起や情報提供を行うことは、海岸美化の充実・強化を図るために重要であるた

め。今年度から、会議を形骸化させないために、まずは担当者会議で実務的な議論

をしてから正式な会議の構成員が出席する会議を行って方針の整理をすることにし

た。この形を県・市町に続けていただきたいため目標とした。 

○齋藤会長  

ご欠席の士野委員からのご指摘だが、学校キャラバンの人数の目標値について、

人数を増加させる設定としているが、児童数が減少している中で、達成が難しいの

ではないか。全児童に対する割合で設定するということでもよいのではないか。 

○法人  

  現行の経営改善計画で、令和３年度までは 30 人ずつ増としている。令和４年度以

降の目標については検討が必要と考えている。30 人増の考え方は、１クラス分であ

って、内陸部も含め新たな学校を増やして、先生にも話を聞いていただきたいと思っ

ている。全児童に占める割合とすると、母数が大きくなりすぎる。 

○齋藤会長  

常勤職員数が目標になっている理由は。 

○法人  

プラごみやＳＤＧｓ関係で仕事は増えているが、常勤職員数を増やさないことは

重要であると考え、目標として掲げた。 
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〇黒田委員 

学校キャラバンで学校を訪問する時期は。 

○法人  

10 月、11 月に保護者の方が自由に授業を見学できる「学校へ行こう週間」という

ものがあり、その時期に一番集中しがちだが、年間を通して受け入れはするとお伝

えし、日程調整を行っている。 

○黒田委員  

特にお子さんが海に行かれる夏前の６月頃に、学校キャラバンを行うのが効果が

あるのではないか。 

○法人  

通常の気候であればそのとおりだが、近年は、５月でさえ熱中症の危険がある。

学校の要望が第一だが、気候や海岸の状況を伝えた上で調整をしている。季節感も

大事だが、インパクトのある、動物がプラスチックにはまって抜けなくなっている

写真を見せたり、記憶に残る体験をしてもらうよう工夫している。 

○齋藤会長  

世の中の人材を活用できるよう講習会等もボランティアの方の活用をお願いした

い。またボランティアを出来るだけ増やしていただきたい。 

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。 

 

〔（公社）神奈川県農業公社〕 

○唐下委員 

 借受面積当たりの補助金（コスト）・買入面積当たりの補助金（コスト）について、

補助金が同額という前提だからよいということだろうが、面積の増減で目標を立てた方

がよいのではないか。また、補助金の効率的な活用が、収支健全化とどうつながるの

か、分かりにくい。 

○所管課 

 平成 29 年の 12 月の県議会において、議員の方から単位面積当たりのコストが下がれ

ば、経営改善を行うことができ、公社の経営安定化につながるとの要望があり、県とし

ての対応を示すためにこのような目標にしている。補助金は一定額が必要と考えてい

て、目標の達成は面積が要素となるので、面積のみの目標を重ねて掲げることはしてい

ない。 

○齋藤会長 

補助金額は一定額を想定しているのか。 
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○所管課 

一定額を想定している。 

○齋藤会長 

要するに分母である仮受面積、買入面積が増えることによって、面積単位あたりの補助

金額が減少し、効率的な運用ができているということであろう。今日ご欠席の士野委員か

らも借受・買入面積を目標値とした方がよいとのご指摘をいただいている。いずれにして

も、公社として重視するのは面積の増減であり、借受・買入面積を目標値としたほうが分

かりやすい。補助金の額にしても、一定額から変わる可能性がないわけではないから、現

在の目標の下に、目標面積を併記してはどうか。 

○黒田委員 

 借受・買受希望者と貸付・売却希望者をマッチングさせるためのリサーチはどのよう

に行っていて、どの程度効果が出ているのか。 

○所管課 

県で、昨年度から来年度まで３か年かけて、県内の農業振興地域を有する市町の農業者

に直接アンケートを行う委託業務を公社に発注し、一定面積以上の農地をお持ちの方に

今後の農地に対する意向確認をし、農地の出し手の掘り起こしを行っている。市町にもそ

の情報をフィードバックし、市町からも土地所有者に意向を聞いてもらっている。 

○黒田委員 

 アンケートはどのような形式なのか。 

○所管課 

記名式のアンケートで、どういった方が農地の貸付・売渡を希望しているかが把握でき

る。その情報をもとに、個別にアプローチすることが可能になる。 

○黒田委員 

 調査の効果は、貸付・売渡面積の伸びに反映されていないのか。 

○法人 

  補足すると、アンケートは記名式だが、農地は大くくりで売却や貸付の意向を市町に

伝え、農業委員会の中の農地利用最適化推進委員に出し手の掘り起こしを働きかけてい

る。そこから先のマッチングについては、農地の出し手と受け手の条件がなかなか一致

しない。出し手は条件の悪い農地を出したいが、当然そうなると受け手がいない。その

ため、マッチングになかなかつながらない。ただ、例えば、異なる所有者の隣接した農

地で、条件が悪くてもまとまれば受け手が出ることもある。そういう意味で、アンケー

トに基づく働きかけも意味があると考えている。 

○黒田委員 

 県全体でアンケートを行っているのか。 

○法人 

 農業振興地域がある 29市町でアンケートを行っている。 
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○黒田委員 

 農地利用最適化推進委員はその各地区のすべてにいらっしゃるのか。 

○法人 

 必ずしもすべてはないが、ほぼいらっしゃる。 

○黒田委員 

 主にマッチングの活動をされるのは、その農地利用最適化推進委員なのか。 

○法人 

基本的にはそうである。農地利用最適化推進委員の属する農業委員会と公社で役割分

担をしながら連携している。公社は現地駐在員を置き、市町村の単位を超えたマッチン

グを進める役割を担っている。 

○黒田委員 

 農業の担い手の減もあるかもしれないが、マッチングが効果的に行われていないよう

に見受けられる。 

○所管課  

この事業が始まった当初は農地の出し手の掘り起こしに注力しており、掘り起こせばど

んどん借りられて順調であったが、条件の良い農地の掘り起こしが落ち着き、条件が悪い

農地が残っているのが今の課題。異なる所有者の隣接地をまとめて区画を大きくすること

や、地域で話し合って、地域一帯の基盤整備をした上で担い手を確保するなど、他の施策

との複合的な取組が必要になってきている。また、昨年までの売買実績は横須賀市・三浦

市・小田原市の３か所が中心だったが、今年度は平塚市・秦野市・伊勢原市でも実績が出

て、また、大磯町・二宮町からも相談が来るような状況になっている。調査を行うことで

制度は周知されているので、今後は売買等に結びつけていけばよいと考えている。 

○齋藤会長 

 ご欠席の士野委員からの質問である。貸付希望者の農地マッチング率の向上は、毎年

0.5％ずつ引き上げる目標設定だが、0.5％の増について、目標とする意義はどのような

ことか。0.5％は何件程度の増加を意味するのか。 

○所管課 

 今年度は 600 件弱の実績が想定され、600 件の 0.5％のため、３件程度。マッチング

する農地の条件が悪くなるなかで、現状維持に加え少しずつでも改善していくという意

思表示である。 

○齋藤会長 

県との協働による市町村等への事業周知活動は、具体的に何をするのか。 

○所管課 

 農業振興地域のある市町を訪問し、新しい担当者に対する制度の説明、確認のほか、

農業委員会が行うマッチングへの働きかけに向けた農地の貸し借りの状況等を含めた打

合せを行う。 
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○齋藤会長 

かながわ農業アカデミーとの連携強化会議に関連して、かながわ農業アカデミーとは

既に連携を行っているのか。 

○法人 

今年度からより多くの卒業生の方が県内で就農できるように農地や受入れ先の情報を

提供した。また、企業が県内農業の参入の意向がある場合の参入支援の情報交換を行って

いる。 

○齋藤会長 

アカデミーで学んでいる学生に実際に会って説明をする必要はないのか。 

○法人 

  学生の希望等についてはアカデミーでヒアリングしてもらい、公社は学生の希望に沿

った農地の情報を提供している。最終的に農地が決まった段階で学生と対面するが、４

回の会議以外に、必要に応じて、別途学生と面会して対応することはある。 

○齋藤会長 

情報提供であれば農地のデータをやり取りしたほうが効率的ではないか。 

○法人 

アカデミーの職員と農地を見に行くこともある。学生の農地の希望は、初めは大まかで

あることが多いため、斜面の状況や水はけ等、細かい条件はやり取りをしないとわからな

い。 

○齋藤会長 

 情報提供が主とすると、目標設定として適当なのか。 

○法人  

アカデミーの卒業生が県内で就農すれば、新たな農地の買受・借受につながる可能性が

ある。卒業生の県内への就農は直接には公社が誘導することはできないため、公社が努力

できる内容として連携強化会議を目標設定した。 

○齋藤会長 

 新聞等を利用したＰＲの実施に関連して、できるだけ効率的な情報の伝達が必要だと

考える。新聞は徐々に読まれなくなってきているが、農業紙はよく購読されているの

か。 

○所管課・法人 

 農地の出し手の層である年配の方は結構読まれている。新聞に１回広告を掲載する

と、少なくとも５件程度は農地の売買・貸借に関する問い合わせが来る。 

○黒田委員 

受け手は若年層が多いのではないか。 

○法人 

 現在募集しているのは出し手である。新聞は必ず反響があるため、紙媒体をメインで
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使いながら、ゆくゆくはＳＮＳ等の電子媒体の使用も検討していく。 

○齋藤会長 

ＪＡ、土地改良区等が実施する農家を対象とした集会等への参加について、なぜ収支

健全化に向けた経営改善の項目に入っているのか。県民サービスの向上等の項目ではな

いのか。 

○所管課 

 両方の要素があるが、直接売買制度のＰＲをすることによって、売買事業も活性化す

るという売買の要素もあり、収支健全化に向けた経営改善目標の方の項目に入れてい

る。 

○齋藤会長 

 説明を行うということであれば、県民へのサービスであり、県民サービス等の向上の

項目だと思う。収支への間接的な関係を考慮すると、全項目収支に関係することになっ

てしまう。 

○所管課 

 目標を４項目ずつで並べたが、正直迷っていた。 

○法人 

 制度の周知がメインであり、賃借・売買希望者に対するサービス提供に重きを置け

ば、県民サービス等の向上の項目だと思われる。 

○所管課 

こちらも検討させていただく。  

○齋藤会長 

 借受者に対する買入制度説明（経営体）が、目標に入っている意味は何か。 

○法人 

 きめ細かく取り組むために、借受人となっている全員を対象として取り組むことを目

標に掲げた。買入面積当たりの補助金（コスト）を達成するための働きかけ方として目

標にしている。 

○齋藤会長 

 買入に移行してもらえた件数や割合を目標にするのは難しいのか。 

○法人 

 相手方の収入状況や経営状況もあり、難しい。 

○齋藤会長 

 説明に重きがあるのであれば、これも県民サービスの向上等の項目なのではないか。 

○法人 

売買が行われると手数料収入を得られる。収益を上げる働きかけの一つであるため、収

支健全化に向けた経営改善目標とした。 

 



14 

 

○唐下委員 

県民サービスの向上等と収支健全化に向けた経営改善の区分けに違和感がある。目標

について、なぜこのように分類したのか。 

○齋藤会長 

 目標を綺麗にしようと思うと、県民サービスの向上等に借受・買入両方の面積を記載

し、コストを追記するイメージ。収支健全化に向けた経営改善に関しては借受・買入面

積当たりの補助金（コスト）ということか。 

○法人 

借受面積の増は、効率化にはなるが、収支には影響しない。 

○齋藤会長  

買入面積の増は、収支に影響するのか。 

○法人 

買入面積の場合は、売買契約につき合計６％の手数料収入を得ることができる。 

○唐下委員 

面積だけを県民サービスの向上等の目標に入れ、手数料収入を収支健全化に向けた経

営改善の目標に入れればよいのではないか。 

○所管課 

 手数料収入は農地の売買単価によって大きく変動する。手数料を目標として設定して

しまうと、単価の安い地域の農地をおざなりにせざるを得なくなってしまうため、目標

としてはやはり面積としたい。 

○齋藤会長 

 それであれば、各項目はそのままの区分に残し、借受・買入面積当たりの補助金（コ

スト）の下に目標面積を明示していただく。それで修正をお願いしたい。 

ＪＡ、土地改良区等が実施する農家を対象とした集会等への参加については、県民サ

ービスの向上等の方にした方が分かりやすいと思うが、いかがか。両区分４つずつのバ

ランスでよいか。 

○唐下委員 

  よい。 

○齋藤会長 

承知した。それでは先ほど申し上げた修正点を反映する前提で案のとおりとしてよい

か。 

（異議なし） 

経営改善目標は、修正点を反映する前提で、案のとおりとする。 
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【後日確認結果】 

部会での委員の意見を踏まえ、経営改善目標について以下のとおり修正した。 

 ・【県民サービスの向上等】No.2 借受面積当たりの補助金（コスト） 

・【収支健全化に向けた経営改善】No.1 買入面積当たりの補助金（コスト）  

上記各項目目標値に、目標面積値を併記した。 


