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令和２年度第２回第三セクター等改革推進部会 議事録 

 

議題２ 経営改善目標の達成に向けた取組状況について 

〔（公財）神奈川芸術文化財団〕 

○唐下委員 

来館者数が目標未達である。入場料収益は前年度と比べて約２億 4,000 万円増加して

いる。入場料収益増加の理由は何か。 

○法人 

３月にコロナの影響で大型の貸館事業が中止となったため、来館者数は目標未達とな

った。入場料収益が増加となったのは、１月に行った大型の貸館事業の影響によるもの。 

○唐下委員 

今年度の公演の状況はいかがか。 

○法人 

主催事業で 30 公演が中止になった。また、Web 配信や公演の規模縮小、延期等を行っ

たものが 30 公演あり、年間合わせて 60公演が影響を受けている。 

○中村委員 

コロナの影響で中止した公演の利用料金は徴収しているのか。 

○法人 

全館閉館した令和２年４月から８月の５か月分は、県からの指示で全て返金している。 

その後の期間も、令和２年度中はコロナの影響で利用できなくなった場合は、全て返金

せざるを得ないと考えている。 

県民ホール本館の場合、当初、今年度の利用料収入を約２億 5,000 万円と見込んでい

たが、現在の収入見込は約 6,300 万円であり、約１億 9,000 万円が不足する状況である。

神奈川芸術劇場は 7,000 万円以上、音楽堂は 2,000 万円以上の収入減であり、合計で 3億

円弱の収入減となる見込みである。 

当財団の場合、８割以上の利用率があれば経営可能な状況である。東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック競技大会に向けて都心の劇場の改修による休館などがあり、これま

で多くのお客様が来館し利用料収入が増加していた。その見込みに基づいて利用料金も

低く抑えて運営をしてきたため、約３億円近い減収は、経営的に非常に厳しい状況であ

る。 

○中村委員 

利用料の返還は、利用規則や契約等に基づいて、個別に対応するものではないのか。 

○法人 

県民ホール条例および音楽堂条例により、お支払いいただいた利用料金は原則として

返金しないこととなっている。ただし、今回はコロナ禍による緊急事態であり、県から返
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金するよう指示があったため、そのように対応した。 

○士野委員 

県の指示による返金相当部分は、県が補填するのか。 

○法人 

今年の９月補正予算で１億円強が措置されている。 

○士野委員 

９月補正予算の対応で、経営は大丈夫なのか。 

○法人 

現在、当財団は非常に厳しい状況である。経費の削減として、県民ホール本館と神奈川

芸術劇場の館長職を合わせて１人とし、常勤理事を１人削減、あわせて、常勤理事の報酬

を 10％削減した。閉館中の対応として、警備員の配置を減らし、電気代の節約等々を行

ってきた。 

また、令和３年３月に予定していた芸術総監督就任 20周年記念オペラ事業を中止・延

期して、その経費約１億円を収入減分に補填する。 

これから冬を迎え、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザへの対応が不透明な

中で、もっと厳しい対応が必要になると予測しているが、当財団の文化芸術活動を続けて

いけるよう努力したい。 

○唐下委員 

  コロナ禍の中でも、文化芸術は大切であるので、オンライン公演等の試みなど引き続き

努力願いたい。 

○齋藤会長 

コロナ禍の影響により、自己評価は全てがＡ評価ではないが、十分な成果は得ている。

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）神奈川産業振興センター〕 

○唐下委員 

決算書によると、割賦販売原価が前年に比べて約１億 1,000 万円増加しているが、こ

れに対応する収益は何か。 
○齋藤会長 

数字だけ見ると、恐らく貸与貸付事業収益であると思うがいかがか。 

○法人 

そのとおりである。 
○唐下委員 

収益率が非常に落ちていると思うが、その理由は何か。 
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○齋藤会長 

ファイナンスリースをしているため、取得費用を割賦販売原価とみなして処理してい

ると考えるがいかがか。 
○法人 

調べて後日御報告したい。 
【後日確認結果】  

 

唐下委員の質問「収益率が下がった理由」については、過年度に割賦販売を行った割賦

設備の期日前返済があったことがその主な理由である。KIP の割賦販売事業では、回収基

準にそった会計処理をしている。収益側では、①原価の回収額である割賦販売収益、②利

息にあたる割賦損料を計上し、費用側では、①の原価の回収額を保有資産の減少額として

費用に計上している。 

  期日前返済が行われた場合、原価部分を返済することになるため、原価の回収額と同額

の費用が発生し、相対的に割賦損料の割合が下がることになる。貸し手である KIP が得ら

れるはずの利息収入は減るが、回収基準に沿った処理である。 

また、齋藤会長からの質問について、割賦販売においては取得費用を割賦販売原価とし

て処理しており、ファイナンスリースの取得費用はリース原価に計上している。 

  割賦販売に係る一連の会計処理について整理すると、割賦販売目的に購入した設備は

全額を KIP の資産（割賦設備）として計上し、利用者から支払いを受けた分だけ資産（割

賦設備）を減少させ、「割賦販売原価」として費用科目に計上している。 

   

 

○齋藤会長 

流動資産に割賦設備とあり、この割賦設備の所有権がまだ移転されていないのではな

いか。所有権移転リースなのか移転外リースなのか分からないが、所有権をまだ移転して

いないためファイナンスリース物件を流動資産の割賦設備として計上しているのではな

いか。 
○法人 

所有権は移転していないので、計上方法については、そのとおりである。 
○齋藤会長 

本当に賃貸借物件なのか。また、割賦販売原価として計上しているものはファイナンス

リースなのか。会計数値を見ると、割賦販売とファイナンスリースとを区別せずに両方と

も貸与貸付事業とみなしているように読める。 
○唐下委員 

他の費用と比較しても約５億円という大きい費用が計上されている。前年度と比較し

て１億円以上増えているので確認したい。 
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○法人 

調べて後日御報告したい。 
【後日確認結果】 

 

ご指摘のとおり、現状の決算書では、貸与貸付事業収益の補助科目にある割賦販売収

益、受取割賦損料、受取リース料等が読み取れず、原価との関連性もつかみにくい状態

にあることから会計監査人とも相談のうえ、諸科目の頭出しを令和 2 年度の決算諸表か

ら反映させていくこととする。 
  割賦販売原価の１億円の増加は、主として過年度に割賦販売を行った割賦設備の期

日前返済（繰上償還）によるものである。 

割賦販売原価として計上しているものは、コンクリートポンプ車等の割賦販売物件の

原価の減少額であり、取得した物件は流動資産の割賦設備として計上している。 
 
○齋藤会長 

当期はリース投資資産売却益が増加しているため、リース物件が減少しているのでは

ないか。しかも、リース投資資産と割賦設備の両方が減少していることから、事業を縮小

しているように見える。オペレーティングリースをファイナンスリースにして引き取っ

てもらったというケースが想定されることからも、経営方針の何らかの転換が図られた

のではないかと考えられるがいかがか。一番の心配は、今後の事業展開の見込みである。 
○法人 

  調べて後日御報告したい。 
  【後日確認結果】 

  平成 26 年度をもって、小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく設備貸与事業（割 

賦・リース）及び設備資金貸与を終了し、その利用企業からの償還金の収納・管理を行っ

ている。現在は、新たな貸与事業（小規模企業者等設備貸与事業）を実施しており、今後

も小規模企業等に設備導入支援を積極的に行っていく。 

 

○齋藤会長 

リース物件は主にどのようなものがあるか。 
○法人 

オリンピック景気で、建設業からの依頼が多く、最近は建設機械が多い。ほかには付加

価値を上げるための製造系のラインが主な対象物件である。コンクリートミキサー車な

どの建設機械が最近は多い。 
○齋藤会長 

事業自体は縮小しているのか。それとも現状維持か。 
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○法人 

現状維持である。担当課は努めて PRしていたが、製造ラインの利用件数は少なかった。 
○齋藤会長 

２、３年内でリースの会計処理が変わる可能性があるため、経営管理上も会計処理を分

かりやすくした方がよいのではないか。 
○士野委員 

今年度の状況について伺いたい。収支健全化に向けた経営改善について、貸室賃貸料収

入及び貸会議室・多目的ホール利用料収益は、コロナ禍による影響が現在出ているか。出

ているとすれば、どういう対応をしているのか。 
○法人 

貸室賃貸料収入は安定している。オフィス需要の高まりもあるが、国のコロナ対策の事

業の事務室として使用されていることもあり、貸事務室はほぼ満室である。 
一方、貸会議室・多目的ホール利用料収益は、リピーターが多く、右肩上がりで推移を

してきたが、コロナ禍の影響で３月ごろからキャンセルが発生した。コロナ禍によるキャ

ンセルについては賃料を返還したため、３月から赤字が出始めている。また、令和２年度

は、特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針や新型コロナウイルス感染症

の拡大防止に向けた県の基本方針により施設の利用停止や催し物の停止の要請等を受け

て会議室の利用を制限したことから、例年より利用が減っている。咳エチケットの呼び掛

けや、飛沫防止のパーテーションを設置するなど、利用者が安心して使用できることの PR

に努めている。 

今後は、会議室やホールの利用対象である中小企業やその関係機関に対し、アフターコ

ロナを見据えた新たな会議セミナーの形態（Web 配信等）を考えている。 

無線 LAN 機器の整備について、補正予算措置により対応し、収益の向上を図っていこ

うと考えている。 

○中村委員 

ワンストップ総合支援における相談件数が増加しているが、内容も変化したのではな

いか。どのような相談が増えたのか。また、支援体制の変更が必要になっている状況なの

か。 
○法人 

昨年度は台風の影響で、被害のあった金沢区の工業団地に職員を派遣し、当センターと

他２法人で約２か月間、相談コーナーを設けた。 
今年度の第１四半期は、テレワークを実施したが、中小企業の相談窓口は、体制を強化

し、土日祝日も対応できるようにした。 
第１四半期には、コロナ禍で最初に影響を受けたサービス業、飲食、小売、宿泊業の

方々から、給付金や支援金の施策発表後、オンライン申請ができない場合などに対する質

問が多くあった。 



6 

 

相談件数は、ピーク時で月 600 件ぐらいだったが、その６割から７割がコロナ禍に起

因するものであった。 

第２四半期にはメーカーからの相談が多くなった。第１四半期は、コロナの影響が出る

前の受注があり、第２四半期で影響が出てきたのだと考えられる。相談内容は経営全般で

あり、資金繰りや受注の減少についての相談が多く寄せられた。 

○齋藤会長 

現在、コロナ禍により販路開拓支援事業は厳しい状況がしばらく続くと思うが、よく努

力していただいたと思う。 
貸会議室・多目的ホール利用料収益は、横浜市や川崎市、東京都内で貸室が増加してい

る状況において、コロナ禍に関係なく厳しい状況が継続すると思う。 
ほかに貸室を提供している事業者との差別化をどのように図っていくのか。 

○法人 

コロナ禍によりリモート会議での利用者が多いことが判明したが、近隣の他の中小企

業支援機関は Wi-Fi の充実や映像配信可能なスタジオ化というところまでは整備できて

いないようなので、その充実に経費をかけて、差別化を図りたいと考えている。 

○齋藤会長 

公益財団法人のため、安価にサービスを提供することが求められる一方で、ほかにない

要素を先駆的に取り入れた会議室が今後現れる可能性もあり、検討を続け、より快適なサ

ービスを提供していっていただきたい。 
将来への見込みが立たない状況下であっても、目標値は概ね達成していると評価でき

る。貸会議室に新たな設備を導入するなどの努力も行っている。 
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、経営改善目標の達成に向けて概ね着実に取組が進められていると評価

する。 
 

〔（公社）神奈川県農業公社〕 

○唐下委員 

農地中間管理事業の借受面積に係る目標を達成できなかった理由として、農地の出し

手への周知不足とあり、パンフレットの配布数が少なかったとのことだが、令和２年度は

農地の出し手への周知は順調に進んでいるのか。 

○法人 

令和２年度は関係する市町村に新しいパンフレットを既に配布している。昨年度と違

う取組としては、関係する市町村へ 15 部から 20 部程度、パンフレットを配布し、その

後、各農業委員会で配布物がある場合など、パンフレットが追加で必要となる場合に申し

出ていただいている点である。令和２年度は既に３市町から申し出を受けており、新しい
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パンフレットを提供している。今後、配布部数は更に増えていくと考えている。 

○唐下委員 

その結果、昨年度と比較して、借受面積は増加しているのか。 

○法人 

現時点で、既に昨年度の実績を超えていることから、借受面積は増加していると考えて

いる。 

○齋藤会長 

新しいパンフレットの配布について追加で確認したい。平成 30 年度と令和元年度を比

較すると配布部数が大きく減少している。一般的にパンフレットを修正して新しくした

場合、配布部数は増えるだろうと思うが、減る理由を説明してほしい。 

○法人 

平成 30 年度は、農業者数の推計値を基に、各市町村に必要部数を提供しており、一旦

事業周知が図られたと考えている。令和元年度は、令和元年 11月と令和２年４月に改正

法が施行された関係で、11 月改正版を全体に送付することはコスト的に無駄が生じるた

め、県から受託した土地所有者に対するアンケート調査の際に、11 市町に 8,900 部を送

付するのみとした。 

○齋藤会長 

農地中間管理事業の借受面積について確認したい。令和元年度の借受面積は平成 30年

度と変わっていないが、パンフレットの配布部数を減らしたにも関わらず、借受面積が変

動しないことについて、双方の関係をどのように分析しているか教えてほしい。 

事業説明会の回数も昨年度から増えており努力していると思うが、借受面積は変動し

ていない。パンフレットの配布や事業説明会など、周知活動の成果が出てくるタイミング

には一定の時間がかかるということか。 

○法人 

そのとおりである。土地を貸したい又は借りたいと思うタイミングについては、周知活

動を行い制度が浸透してきてから表れてくるものと考えている。 

○齋藤会長 

どれぐらいの期間で成果が表れてくるものと考えているのか、これまで蓄積してきた

データをどのように分析しているかも含めて教えてほしい。 

○法人 

１年後か２年ぐらいであると思う。 

○齋藤会長 

それは何らかの客観的なデータに基づいて分析された結果なのか。統計値などによっ

て分析していないのか。 

○法人 

確実な統計は取っていない。 
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○士野委員 

今の議論に関連して、例えばパンフレットの配布部数の目標値は３万５千となってお

り、借受面積の目標は 150ha となっている。借受面積の 150ha が目標値に届かないと他

の指標も全て目標値に届かない構図になっている。法人として、この目標値をどのように

捉えているのか教えてほしい。 

○法人 

国や県の施策である担い手への農地集積について、県で 10 年間に 1,500ha 増加させる

という目標があり、これを年で割り返すと、年間 150ha となる。その中には、農地中間管

理機構以外での貸し借りも含まれているが、施策的には今後は全て農地中間管理機構を

通じて貸し借りを進めていこうという中で、厳しい目標ではあるが、公社としてはそこを

目標とせざるを得ないものと考えている。 

○齋藤会長 

目標達成に向けては、貸し手の思いや土地の所有者の方々の年齢の問題、また国の政策

も大きく影響していると思うが、目標値の達成に向けた努力は継続していかなければい

けない。 

統計値の使用にかかる質問は、どのような働きかけをすれば、一定の成果が出るのかと

いうことを確認したかったものである。努力した分の成果が伴わないということであれ

ば、同じ取組を続けるのではなく、新たな対策を検討しなければいけないが、他に何か検

討している取組があれば説明してもらいたい。 

○法人 

パンフレットを配布することそのものではなく、パンフレットを使って口コミで伝え

ていくことが制度の浸透を図る上では有効であると考えている。令和元年度の活動につ

いては土地改良区の研修会に参加して説明を行った。直接説明する方法へ軸足を移した

方が良いと考えている。 

農業委員会職員研修会等を活用した事業説明について、平成 30 年度は６回の参加であ

ったが、令和元年度は土地改良区の理事に対して積極的にＰＲし、11 回参加できている

状況である。 

○齋藤会長 

土地改良区が主催している研修会とは、農地を対象に行っているものなのか。 

○法人 

農地が対象である。例えば水の利用に関する研修会の中で説明をさせてもらっている。 

○齋藤会長 

働きかけの成果が２年後ぐらいに表れてくるのであれば、来年度には借受面積が 30ha

より増えていくという認識でよいか。 

○法人 

令和元年度に実施した成果は令和３年度ぐらいから少しずつ表れてくると思っている。 
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○齋藤会長 

もし成果が出てくるということであれば、事業説明会の目標値を高めに設定していく

ことが今後期待される。また、農地の貸し借りに関する意向調査で、情報が新たに入って

くるようになったと聞いているが、成果はあったのか。 

○法人 

  ２年前に調査を行った小田原市と平塚市については、今年度になって借受面積が増加

しており、情報を活用することを通じて、農地の貸し借りは進んでいると考えている。 

○中村委員 

遊休農地の農業委員会へのヒアリングについて確認したい。遊休農地のヒアリングを

通じて情報収集を行っているようだが、ここから借受面積の増加にはつながっているの

か。 

○法人 

遊休農地の調査は各市町村で毎年度実施しており、その結果がデータとして我々に上

がってくる仕組みになっている。その後、市町村と調整しながら、個別の農地について借

受けの可能性があるかどうかを判断している。対象が遊休農地のため荒れている農地が

多く、借受面積の増加につなげるのは難しい。 

○齋藤会長 

借受面積に係る今後の取組方針についても確認したい。令和２年度は、特に令和元年度

に農地集積利用調査を実施した 11市町に働きかけを行い、出し手への周知の強化を行う

と記載されている。これまでも働きかけを実施してきたと思うが、ここでの働きかけとは

具体的にどのような内容を指しているのか。 

○法人 

何か新しい働きかけを検討すべきとの指摘であると受け止めるが、農業公社の基本的

な業務内容は、貸し借りと売買等を含めた仲介的な手続きを行うものである。農地に関す

る貸し借りの情報などは農業委員会や農地利用最適化推進委員が実際には対応する形に

なっている。その情報を効率的に収集し、可視化につなげていくのが我々の仕事であるた

め、全く別の方向からアプローチするのは難しいと考えている。 

例えば、農地を貸したいという情報があった場合、我々から本人に直接電話することや

足を運んで貸してくださいとお願いすることはできない。農業委員会や関係団体へ個別

に説明を実施しながら、事業の趣旨を理解してもらい、情報を提供してもらう体制を築く

ことが大事な取組であると考えている。 

○所管課 

補足で説明したい。農業公社だけが個別に周知活動を行いながら１件ずつ借受面積を

増やしていく方法では、年間 150ha という大きな目標値には到底届かない。そのため県

が協力して目標達成に向けて進んでいくことが必要と考えている。 

県としては、その地域の話し合いに農業公社とともに積極的に参加して、地域としてま
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とまった単位で、農地中間管理機構を活用するように促していく方法しかないと考えて

いる。そのための協力金制度も整備されている。地域単位でまとめて農地中間管理機構に

預けるようになれば、まとまった規模で農地の活用が可能となる。土地改良区の事業説明

会への参加や理事等へのＰＲも同じであるが、地域として貸し出してもらえるように働

きかけていくことが重要である。それを県と農業公社が共同して実施していくことで、全

体の母数を増やすための努力をしている。 

○齋藤会長 

新たな情報収集も含めて対応しているということでよいか。 

○所管課 

令和元年度は前年度と比較して事業説明会に参加した回数は約２倍程度であり、こう

した取組を通じて情報収集にも努力している。 

○齋藤会長 

農業委員会からアクションがなければ動けないということではなく、事業説明会に積

極的に参加して新たな情報を収集することもできるということでよいか。 

○所管課 

そのとおりである。説明会の開催自体はこちらで決められないが、開催情報を一生懸命

に集めて積極的に参加することはできる。農業委員会の研修会や土地改良区主催の研修

会、また農地利用最適化推進委員の研修会や人・農地プランの話し合いなど、様々な会議

に参加して情報収集していきたいと考えている。 

○齋藤会長 

比較的多くの機会があるように受け止めた。以前、農業委員会からのアクションを待っ

ているだけではまずいのではないかと話したときに、新たな情報が入るようになったの

で問題ないとの回答であったと認識している。しかし、新たな情報自体は入っているが急

に農地の貸し借りが増えるわけではないので、地道な努力が必要ではないかという印象

を持っている。その意味で、情報を待つというスタンスではなく、ただいま説明されたよ

うに、積極的にいろいろな会議に参加して自ら情報収集していくことが不可欠なのだろ

うと思う。 

○中村委員 

10 年間で 1,500ha を目標としているが、実績が年間 30ha となれば、タイムラグを生じ

ながらも、今後の実績が尻上がりに伸びていくようにしないと全体の目標は達成できな

い。原因を取り除くには何を解決する必要があるかの分析も含めて、何らかの工夫をして

いかなければいけないと感じた。 

○齋藤会長 

中村委員が言われたとおり、結果の分析は必要だと思う。分析結果を一覧表にするなど

の対応も考えられる。 
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○法人 

パンフレットを１枚配布することで、どの程度の効果が出ると考えればよいか、分析の

方法が非常に難しいと思っている。 

○齋藤会長 

どのような効果があるのかを具体的に考えるのは法人が専門であり、現場の様子を踏

まえながら分析することを検討してもらいたいというのが、中村委員からの意見である

と思う。 

○法人 

分析の手法や指標をどのように設定すればよいか。外部の業者に業務を依頼するとい

うことであればコストがかかってしまう。 

○齋藤会長 

今まで法人として分析をしてきたのかという問題でもある。素朴な分析でも構わない

と思うが、それらを通じて、本来なら解決に向けた視点が一定の時間をかけながらできて

くるはずである。 

○法人 

例えば、パンフレットの配布だけでは効果が見られないので、昨年度は土地改良区等に

直接働きかけるという手法に軸足を移した。これは分析の結果に基づき対応しているも

のである。但し、それを定量的に示すことが難しい。 

○齋藤会長 

  いろいろな規制があって難しい仕事であることは理解する。 

○士野委員 

  今後計画を見直して、県もともにどのようなてこ入れができるのかを考えるという意

味で、あまり厳しい評価は適切ではないのではないか。 

○齋藤会長 

それでは評価に移りたい。経営改善目標の達成に向けてより一層の取組が必要である

ことから、評価としてはＢでいかがか。 

 （異議なし） 

評価はＢとし、農地集積の促進のために事業の説明会やＰＲを進めるとともに、特に借

受面積の増加を図っていただきたいとのコメントを付することとする。 

 

〔神奈川県道路公社〕 

○唐下委員 

ETC の導入によって、交通量が増加する可能性はないのか。 

○法人 

ETC の導入により利便性が高まり、潜在需要の掘り起こしが見込めると期待している。

一方で、どの程度の交通量の増が見込めるかという具体的な数字の予測は非常に困難で
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あり、新たな目標には反映させていない。 

○唐下委員 

ETC を導入すると管理費が増加し、一方で人件費が減少すると考えられるが、それは新

たな目標に織り込まれているのか。 

○法人 

現金及び回数券のブースも付ける必要があることから、管理費が低減されるところま

では現時点で見込んでいない。 

○唐下委員 

ETC を導入すると、回数券のブースについては、今まで人が２人必要だったのが１人に

なるなど、人件費の削減が可能であると考える。また、首都高速道路では無人で現金の授

受が行われており、ETC の導入により運営の効率化が図られると考えるがいかがか。 

○法人 

現在我々が導入を検討しているワンストップ型ETCは、首都高速道路のものとは別の、

廉価版とお考えいただきたい。人件費の削減は期待できるが、どの程度削減できるかは未

知数であり、新たな目標に反映していない。今後の検討課題としている。 

○唐下委員 

ETC の導入に当たっては、相見積もりを取るなど適正な会計手続きを行っているか。 

○法人 

ワンストップ型 ETC システムの導入は日本で初めてのため、市場が非常に狭いが、１

社ということはなく、取扱いができる複数事業者の意見を聞き、見積もりを取りながら研

究をしている状況である。 

○唐下委員 

通常の ETC ではなくワンストップ型 ETC を選んだ理由は何か。 

○法人 

通常の ETC よりワンストップ型 ETC の方が、導入経費が非常に安く、通常の ETC は導

入経費が１路線 10億円かかるが、現在検討しているワンストップ型 ETC は約４分の 1程

度で導入できる見込み。通常の ETC には 33 個程度のセンサーが付いているなど、附属す

る機器が多いがワンストップ型では半分以下になる。その分、人の手で行う必要がある作

業も残る。 

○唐下委員 

令和３年度で本町山中有料道路の料金徴収期間が満了するとのことだが、その後はど

うなるのか。 

○法人 

神奈川県に帰属する。 

○唐下委員 

道路公社の対象から外れるということだが、そこにも ETC を導入するのか。他に ETC の
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導入予定の道路はどこか。 

○法人 

本町山中有料道路は時間的な面で導入できるか未定。他に ETC を導入する予定の道路

は三浦縦貫道と真鶴道路、逗葉新道である。 

○唐下委員 

導入費用が、新たな目標に盛り込まれていることは承知した。 

○士野委員 

令和元年度の道路駐車場料金収入について実績と収支見込みを比較して、現状はどう

なっているのか。 

○法人 

新型コロナウイルス感染症の影響があったため、収入が非常に減少し、収入見込の 80％

程度を見込んでいる。４月、５月は見込みの４割～５割まで減少していたが、現在、収入

は回復傾向にある。ただし、例えば真鶴道路であれば、インバウンドの大型観光バスが伊

東や熱海へ行っていたのだが、やっと１日 10 台程度など厳しい状況が続いている。 

○士野委員 

令和３年度の現預金期末残高見込は、どのようになりそうか。 

○法人 

見込みに近づけられるよう繰り延べできる工事については今年度繰り延べをするなど、

努力をしているところ。その他の方法についても内部で検討している。 

○士野委員 

交通量の減少の説明の一つとして、広域的な幹線道路の開通を挙げているが、どこの道

路が影響したのか教えてほしい。 

○法人 

県道久里浜田浦線という新しい道路が開設されて、渋滞の際に、本町山中道路や三浦縦

貫道路に分散されてきた車が減少している。横浜横須賀道路のインターチェンジの利用

もたいぶ減っているとのこと。 

○齋藤会長 

経営改善目標の数値について、収入の見込みは、道路の利用をする収入は減少し、駐車

場収入でその減少分を穴埋めしていくという理解でよいか。 

○法人 

穴が埋まるかという問題はあるが、そのように考えている。 

○齋藤会長 

経営基盤の強化に関する見直しの変更理由が、一部駐車場を閉鎖し、新たに一つの駐車

場を開設するとある。新設される駐車場は時間貸しか。 

○法人 

月極である。 
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○齋藤会長 

月極駐車場を運営した場合に、周辺の駐車場の状況を踏まえて借り手の見込みがある

という理解でよいのか。 

○法人 

圏央道の高架下の寒川の工業地帯に、従業員のための約 200 台の月極駐車場を開設す

る工事を行っている。 

○齋藤会長 

交通量は、減少することが想定されるため、これに代わる確実な収益財源を確保するこ

とは大切であると考える。設定されている数値自体には未知の部分もあるが、一定の根拠

を持って数字を示していると、評価できるのではないか。 

修正案については、案のとおりとしてよいか。 

（異議なし） 

経営改善目標は、修正案のとおりとする。 


