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令和２年度第３回第三セクター等改革推進部会 議事録 

 部会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各委員に資料  

を事前に送付のうえ、質問書の提出と回答の事前提示を行うこととした。 

  また、神奈川県住宅供給公社については、経営改善目標案は了承され、議事について

は未成熟情報があるため当面非公開とした。 

 

議題１ 経営改善目標の策定等について 

〔（公財）かながわ国際交流財団〕 

〇齋藤会長 

本法人については、事前に提示された質問書の回答に修正があるとのことから、事務

局から説明願いたい。 

〇事務局 

経営改善目標の１つである No.３のかながわ民際協力基金による助成プロジェクトの

採択数について、事前の資料送付の際には、毎年度４件ではあるものの様々な活動の深

化を図っていくことで採択件数自体は変えずに活動自体は広がっていくと説明していた

が、修正としては数字的なところで、直近の採択件数から４件を維持したいという説明

とした。 

〇齋藤会長 

今の説明にも関連するが、目標値が変わらない指標が多く並んでいる。例えば No.３

だが、神奈川民際協力基金による助成プロジェクト４件で、中身が変わるのであれば、

変わる方の数字を出すべきだと思う。また、No.２と No.４においても同じ数字が続いて

いる。今の数字に基づいているのであれば、現状維持のままでこれを発展させる気がな

いという目標値になっている点が気になる。 

〇士野委員 

何を良くしようとしているのか、そのためにどこをどう改善しようとしているのかが

よく分からないので、もう少しその辺りを整理してほしい。 

〇唐下委員 

収支健全化の指標として外部受託事業数があるが、収益性の観点で言うのであれば、

金額を目標にすべきである。 

〇中村委員 

どこで収入が増えるか、あるいは何で支出が減るかが分からない。 

〇事務局 

収益性についての補足となるが、受託事業の経費は事業費プラスαの一般管理費を大

体 10％から 15％を見込んでいるという話を追加で聞き取っている。 

〇齋藤会長 
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収支の健全化の目標値はやはり件数ではなく金額であるべきで、括弧書きで何件と付

記することが望ましいと思う。 

あとは、No.２から No.４にかけても目標値が全く上がっていないことはいかがなもの

かと思う。 

例えば、No.３の助成プロジェクトの採択件数だが、公益は不特定多数を相手とする

ため、同じ団体に延々とサポートしていくということはあまり想定されないと思う。従

って、増やす策があるならこの分野とすべきだし、他の分野を増やしたいというものが

あるなら、増やす予定の分野に変えるべきだ。 

次に、No.２にしても日本語の講座の受講者満足度を上げないという理由は何か。今

までどおりのことを継続して行うことが示されているようで、積極的に何かするという

つもりはないという回答だと認識する。それなら目標から外すべきだと思う。 

No.４も満足度であるため同様で、改善目標というタイトルにも関わらず、改善しな

い目標値になっている。 

No.２と No.４に関して、満足度を上昇させる方向での目標値の設定をお願いしたい。 

〇士野委員 

現場の方の見方として、７割の満足度を得ることは結構大変なことで、これを引き上

げることがあまり現実的ではないということであれば、満足度以外の指標を持ってきて

入れ替えるべきである。 

〇齋藤会長 

No.３についてはいかがか。 

〇中村委員 

何で増えないのか。要するに応募がないからなのか、あるいは応募に対して助成に値

するプロジェクトが十分な数がないからなのか。 

〇齋藤会長 

質問書によると、直近５年の平均採択件数が 3.8 件となっているが、どれだけの募集

があったのかが読み取れない。今までどおりで加えて何かする予定がないという説明に

なっている。 

〇唐下委員 

この件数はなにか予算的に厳しい等、しかるべき理由があるのか。 

〇齋藤会長 

予算制約はあると思うが、もしあるのであれば応募件数の増加に切り替え、ないので

あれば、採択数を増やしても構わないと思う。５件の年度があったから５件にしてもよ

いのではないかという話にはなってくるが、そんなに予算の都合上増やすことはできな

い、あるいは助成金が出せないということであれば、応募件数を増やしていって質を高

めていくという話になると思う。 

No.１に関しては意見が出ていないため、そのままで構わない。 
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その他は、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、以下のとおりに修正した。 

 ・No.２・No.４：70％からスタートし、令和７年度には 80％を目指す形とした。 

 ・No.３：令和３年度の申請者数を５件として、以降増加させる形とした。 

 ・No.５：受託額を記載し、件数を括弧書きで記載。令和３年度以降の受託額を 88,000 

      千円（県とその他の内訳もそれぞれ）と記載。 

 

 

〔(公財)神奈川文学振興会〕 

〇唐下委員 

No.１の目標の利用者数には、オンラインは入っていないとのことだが、今後コロナ

がどうなるかが見えない中では、オンラインを含めて目標を立てた方がよいのではない

か。 

○中村委員 

  今後のオンライン事業の方向性について、どのように考えているのか。 

○法人 

現在は、若年層向け行事やパネル文学展をネットに動かしている。また、パネルの貸

し出しは利用者にネットから直接ダウンロードしてもらっており、それを報告してもら

う形で件数にこちらでカウントしている。 

ご指摘のとおり、オンラインの数も含めて目標設定する。 

〇士野委員 

リアルはリアル、ウェブはウェブと違う単位で目標設定されても構わない。 

○法人 

以前も友の会の会員数のことでご質問をいただいたので、今後は、無料会員であるメ

ール会員も併せて数値として出すこととしたい。 

〇士野委員 

次に、経費削減については、目標として使われている指標がいつも電気であるが、コ

ントロール可能な経費で、一番額の大きなものが電気ということか。 

○法人 

電気はおよそ年間支出の２割程度であるが、経費で占める割合が大きい人件費や警備

などの委託、修繕費は削減目標には挙げづらいため、経費節減として取り組みやすい節
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電を指標としている。取組は、空調機器を更新していけばエネルギー効率が良くなり節

電に繋がると考えている。ほかに水道の使用料については、最新の節水式のものに変え

る取組をしており、お客様が使うところから順番に進める努力をしている。 

〇士野委員 

電気は使用量の抑制などは多少できるのかもしれないが、料金単価は相場で動く燃料

コストなどを背景に電力供給者が決める。経営側の努力として電気代をコントロールす

るのは難しいのではないか。また、公共的な施設を運営するにあたって、この時代に価

格だけを示していいのか。エネルギーの話を出すなら、カーボンフリーや再生エネルギ

ーなども指標になるのではないか。 

○法人 

  電気の基本料金が下がるように、全体のピークを減らすような形で取組を進めてい

る。 

法人としては、いずれカーボンニュートラルの方向に行きたいとは思っている。 

〇士野委員 

カーボンニュートラルの方向に向かっていくことが国全体の動きだとすると、遅かれ

早かれ公共もそこを意識した電力エネルギー調達というところに変わっていくと思う。 

〇齋藤会長 

ＳＤＧｓに関係するような形での電気の事業については、県として今後方向性をご検

討いただきたい。 

他は特に収支健全化に関しては読みづらいところで、事業収入は令和元年度から比べ

ればかなり低い数字になっているが、コロナ下ではやむを得ない状況と思っている。 

○法人 

原則休館のところを時間予約制という形で３月 23日から取り組んでおり、少しずつ

利用者数と利用料金を回復していきたいと考えている。 

〇中村委員 

オンライン事業は今のところすべて無料で提供している事業なのか。 

○法人 

パネル文学展はもともと無料で提供しているため、ダウンロード版も無料で提供して

いる。 

〇中村委員 

オンライン事業で有料化する検討はしているか。 

○法人 

教育分野向けの事業では有料化は難しいと考えている。 

〇齋藤会長 

No.３についても同様で、目標値を 12、14、14 回としているが、パネルだけでなくオ

ンラインという手段もあると考えられるため、ダウンロードの件数も目標値として掲げ
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ていただきたい。オンラインであればもう少し上昇できる可能性があるのではないか。 

ダウンロード数が増えればパネル展示は減るということならば、合計値を設定して内

訳を参考に記載する方法もある。 

○唐下委員 

No.１だけでなく、No.２についてもオンラインを含めていただきたい。 

パネル文学展にオンラインで提供しているサービスはあるか。 

○法人 

ついこの間も YouTube で紙芝居を上演した。 

○唐下委員 

YouTube だと再生回数が出るため、それを利用してもよいと思う。 

〇齋藤会長 

先ほど申し上げた修正点の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、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、以下のとおりに修正した。 

 ・No.１・No.２：リアルを人数、オンラインを件数として目標を策定。 

 ・No.３：パネルを校数、オンライン（ダウンロード）を件数として目標を策定。 

 

 

〔(公財)神奈川芸術文化財団〕 

〇唐下委員 

オンラインでも何かサービスを提供しているのか。 

○法人 

コロナの影響で複数の公演が中止や変更になった中で、例えば音楽堂の文化事業で公

演が中止になったものについては、ウェブで配信し、学校で視聴できるものを作った。

また芸術劇場については、事業に応じて有料版と無料版を作成し、ウェブで配信した。

それから収録した映像を活用して、動画の制作配信を支援することを目的とした経済産

業省からの補助金を利用して、作品の発信も行った。 

〇唐下委員 

No.６の学校教育のアプローチの中にオンラインの回数も入っているのか。 

○法人 

オンラインのアプローチではない。これまで、特別支援学校等に実演団体を持って行

く取組を続けて行っている。その他、新しく社会連携ポータル課を４月から発足し、耳

の不自由な方、目の不自由な方への施設のバリアフリーを含めた観賞サービスを行って
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いく。また、例えば芸術劇場では新しく芸術監督に就任する長塚圭史さんが県西部を中

心に、西遊記を模した劇を公演する計画をしている。あるいは県民ホールでは、今後、

巡回オペラを、まずは３年間行う計画をしており、各地域の子どもと親御さん、おじい

ちゃんおばあちゃんまでも見ていただき、いつか私どもの県民ホールにも来ていただく

ような新しいニーズの開拓に取り組んでいく。そういったような、リアルのアプローチ

の数を目標に挙げており、オンラインは含まれていない。 

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)地球環境戦略研究機関〕 

〇唐下委員 

目標が基本的にずっと同じ数値となっているが、改善の余地があまりないのか。 

○所管課 

期間を通じて一定の目標を定めて確実に実施していきたいということで、この目標設

定にしている。法人の理事会等でもこの方針で目標設定をする予定で聞いている。 

〇齋藤会長 

質問の趣旨としては現状維持というように見えてしまい、本来経営改善は数値が良く

なっていくことをイメージしている。もし現状維持が大変なのであれば、その大変さが

わかるような形での目標設定をすべきではないか。その上で、その数値が一定である理

由は何になるのか。 

○所管課 

例えば、No.１のサイトのレビュー数は一定ではあるが、2017 年から 2019 年の月平均

を超えた数を設定しており、この４年間の期間で目指すという作りになっている。 

〇齋藤会長 

一気に上げる施策があるということか。 

○所管課 

SNS 等のコミュニケーションツールが出ており、情報発信が進んでいる中で一段階増

えるという認識を持っている。 

〇齋藤会長 

将来変わらないという推定の根拠は何になるのか。 

○所管課 

ネットでの情報収集はこのまま進んでいくだろうと思っている。 

〇齋藤会長 
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進んでいくなら普通増えるというふうに考えるのではないか。 

○所管課 

この期間でこの数値を目標と法人としては考えており、１年ごとに上げる考え方では

ない。 

〇齋藤会長 

質問をもう一度繰り返すが、令和３年度から令和６年度まで一定になっている理由は

何なのか。 

○所管課 

振れ幅があるため、この４年間でここを目指すという法人としての考えになる。 

〇齋藤会長 

４年で目指すということは、令和６年度で達成するということか。 

○所管課 

そうである。令和３年度に達せればいいが、少なくとも令和６年度には達するという

目標である。 

〇唐下委員 

令和２年度の見込みも同じになっているが、その時点で達成できているということで

はないのか。 

○所管課 

達成できるとは思うが、コロナの状況を考えて設定している。 

〇唐下委員 

コロナであればさらにウェブ経由が増えるのではないか。 

○所管課 

法人としては数値の状況が分からない中、令和２年度の数値を基に設定している。 

〇齋藤会長 

法人としてはそうかもしれないが、普通の人から見てこの目標はすでに達成できてい

る、来年も再来年もその後も変わらないと感じるのではないか。県民は何と思うか。 

○所管課 

現状維持にみえると思われる。 

〇齋藤会長 

現状どおりであればなぜそれが目標になるのか、それが大変なら何が大変なのか、ど

こが目標で何を頑張るのかということを目標にすべきではないか。 

〇士野委員 

ここ数年で、一番力を入れていることは何か。 

○所管課 

環境問題をテーマとする研究機関として、世界的に話題となっている気候変動や資源

循環等に法人として力を入れており、県と連携して研究も行っている。 
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〇士野委員 

ページビューを目標設定する意味はあるのか。 

○所管課 

以前は論文のダウンロード数という設定をしていたが、見ている方はダウンロードし

ている方以上にいらっしゃるのではないかということでページビュー数に変えた。 

〇士野委員 

法人の使命・担うべき役割に、多様なステークホルダーとの協働、チェンジエージェ

ントとしての役割を担っていきたいということが書かれているが、その具現化を測る指

標はページビューではないと思う。例えば、研究論文の発表の本数など、研究機関とし

て力を入れることを目標設定してもらうと伝わりやすいと感じる。もしページビューが

大事な施策で力を入れるのであれば、上昇するような目標を立てていただきたい。 

〇中村委員 

ページビューを誰が見て、研究成果がどのように伝わるかを評価して指標に挙げたの

か、それが重要な指標になるということであれば、より増やしていくことはどのような

意味があるか、あるいは増える方策をどれくらい注力するべきか、その点をご説明いた

だく必要がある。 

〇齋藤会長 

ページビューは県民に広く関心を持ってもらう直接的なサービス提供という点で、決

して法人の存在に反するものではないと考えており、ダウンロード数が直ちに県民への

直接的なサービスに繋がるかと言われると、少々違う感じがする。県民が読んでも理解

してもらえるようなホームページの工夫をするからページビューが伸びていく、といっ

たように、力を入れるところを分かるようにした目標数値の設定をしていただきたい。 

意見としては、公表論文数など研究そのものに関係するような目標値でもいいのでは

ないかと思うが、No.１の目標値についてはいかがか。 

〇中村委員 

ページビューの話で、従前の月約 65,000 件が令和２年度は約 69,000 件に増えたとの

ことだが、何か具体的な取り組みがあって増えたのか。 

○所管課 

具体的にはホームページを見やすくしたことと、気候変動やプラごみの資源循環など

への社会的な興味が以前より上がっていることによってのものだと考えている。 

〇中村委員 

ホームページを見やすくしたことや社会的な関心となったことで、もう十分に上が

り、これ以上伸びるのは難しいということか。それであれば、例えば他の SNS からの発

信でページビューへ繋げる取組を予定するなど、何か取組をすることで今年度から少し

上がるということはないのか。 

〇士野委員 
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目標数字が変わらず、かつ環境依存でページビューが増えている、ホームページも４

～５年で見直すつもりはないということになると、法人として特段の努力をするという

話ではなくなってしまうと思う。 

〇齋藤会長 

研究の社会的な還元のパターンの一つとして、県民に対し地球が置かれている環境に

ついてどうなっているかを専門家が伝えるということは、インパクトあるものだと思

う。そういう意味では、増えないという設定はいかがなものだろうか。分かりやすく説

明するような努力で必然的にページビュー数は増えると考える。 

一方で、士野委員が言われたみたいに、例えば論文の公表数や論文のダウンロード数

も指標に足り得ると考えるが。 

〇唐下委員 

ダウンロード数は専門的で難しいということであれば、前回目標として挙げていた国

際会議ワークショップ等の開催はどうか。 

〇齋藤会長 

恐らくそれが読めないのでということだと思うのだが。 

〇唐下委員 

オンラインが増えてきており、リアルではなくウェブの開催が当たり前になってきて

いるため、その点も含めて目標となりえないか。 

〇齋藤会長 

今後リモートでのイベントを想定して計画しているのであれば目標値にはなり得る

が、方向性が明確でない段階で目標にするのは無理があると思うが、いかがか。 

○所管課 

コロナの状況が改善されれば、オンラインではなく対面式の会議を開くのではないか

と思われるが、来年度以降どうするかという話はまだ決まっていないようである。 

〇中村委員 

それであれば、もう少し状況を見て、その次の長期目標を立てる際に入れるかどうか

ご検討いただければと思う。 

〇齋藤会長 

No.１に関しての意見だが、目標値の対象としては問題ないが、現状維持には抵抗感

があると感じる。あるいは、公表論文数を対象とすることも考えられるが、公表に関し

ては短期で出ないので、令和５年以降を見据えた設定ができるのかという点だと思う。 

代替の対象を意見の中に入れた方がよいか。 

〇士野委員 

私としてはマストな要求事項ではない。 

〇唐下委員 

ご検討いただいて、しかるべき理由があればやむを得ない。 
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〇齋藤会長 

No.２、No.３に関しては意見が出ていないため、そのままで構わない。 

その他は、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、以下のとおりに修正した。 

 ・No.１：毎年 20,000 件ずつ増加させる形とした。 

 

 

〔(福)神奈川県総合リハビリテーション事業団〕 

〇齋藤会長 

私が一番心配していることは人員確保の点であるが、状況的にはどうか。 

○所管課 

医療人材や福祉人材の確保はかなり厳しい状況にあるのが事実である。ただ、例えば

看護職は奨学金制度を設けたり、医師は紹介の業者を使って入っていただいたり、福祉

の方も同様に様々なところに働きかけて人材確保する努力をしている。 

そのためには、かなリハならではの魅力を知っていただく必要があると思い、ある程

度の経験を積んだ先生であれば、院長先生が熱心にやられている人工股関節や人工膝関

節の手術と同じような手術ができる最新鋭のロボットを新たに導入して、最新の機器を

使って手術をしたいというような先生を呼び込んで人材確保に努めている。 

○士野委員 

人材確保に力を入れられていることは重々承知のうえで、ただ人材確保に苦労されて

いることを考えると、人材確保の目標を抜きにした経営改善目標はないのではないかと

思っているのだが。 

○所管課 

あくまでも人材確保は目標達成のための手段であり、そこを満たしたうえで、経営改

善目標に掲げている家庭復帰などの目標を達成するためにやっていこうと考えている。 

〇士野委員 

常勤と非常勤のドクターでは役割が違うことが多い。例えば、常勤医師がいれば入院

患者を受け入れられるが、非常勤だと入院患者を受けにくいということが現場では起き

るのではないかと思うが。 

○所管課 

そのようなことは確かにあろうかとは思うが、患者さんに迷惑がかからないように人

材を常勤で採用して、なるべく受け入れるようにする努力はしている。常勤を確保する
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ことを優先したうえで、やむを得なければ非常勤で補っている。 

〇士野委員 

病院の利用率を 90％にする設定がなされているが、ドクターの確保目標が崩れた瞬間

にこの数値も崩れるのではないか。どうやったら 90％になるのかという筋書きがあった

うえでこの目標が掲げられているのかどうかが気になる。 

○所管課 

人材確保の状況によっては入院できない患者さんが出てくるケースがあるかとは思う

が、数値目標の中では考えておらず、人材がいないことで入院を絞ることはない。ま

た、実際に掲げている目標よりも少ない利用率であるのは、コロナの影響や近隣のリハ

ビリテーション病院などが増え、競争も激しくなっていることが影響していると考えて

いるが、患者さんにとって魅力ある病院ということで打ち出していき、利便性の良さか

ら患者さんの確保を何とかやっていけると考えて目標に挙げた。 

〇士野委員 

色々と福祉系の目標数字があるが、その中で施設の努力ではコントロールできないよ

うなものが目標値化されている。経営努力を測る指標としてコントロール外の指標が出

てくるのはいかがなものかと思う。 

○所管課 

措置で入所される方の場合だと、施設を入所者の方が選べない側面があるが、事業団

はもともと重度・重複障がい者の方の社会復帰を設置の目的としており、県としてもそ

の役割を全うするよう期待している。また、そういった難しい患者さんであっても、対

処方法を考えてしっかり調整することで、家庭もしくはグループホームに帰って生活し

ていただけることが努力でできる部分があるため、全くコントロールが効かないとは考

えていない。 

〇士野委員 

政策論としては十分理解できるが、一方で組織のオペレーション上の目標として考え

たときに、頑張れば手が届くところに目標を置かないと組織の改善には繋がらないので

はないかと思う。このようにしたらできるからやりましょう、これを目標にしましょう

となっていれば別に構わないと考えるが、現実と目標の数値が結びついていないのでは

ないかと感じている。 

○所管課 

今回の目標設定に関して当方と事業団で議論し、事業団としてもコントロールが効か

ない部分もあるが、自分たちの努力で変わっていけるとの話があったため、この目標で

設定している。 

〇齋藤会長 

設定しにくい役割という気がするが、ミッションのど真ん中で設定されているという

ことになるかと思う。何か修正等が必要ということになるか。 
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〇士野委員 

この目標でやるというなら構わない。 

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)かながわ健康財団〕 

〇士野委員 

健康づくり事業の採算が採れないと記載があるが、採算の採れない事業をやるとの目

標設定は、経営改善の観点からどうなのかと思う。 

〇齋藤会長 

公益財団であれば公益目的事業に関しては、収支相償を達成しなければならないた

め、儲けることは想定していないと思う。ここでは、資金元の確保ができているかの問

題になるかと思われるが、補助金がそのまま残っていたりするので、そのことを前提に

して設定しているのではないかと推定している。 

〇士野委員 

寄付金について金額ではなく件数で表されているが、金額の方がよいのではないか。 

〇事務局 

補足するが、がん対策の寄付金については呼びかけを通して多くの個人・企業・団体

といった幅広い方々にがんへの理解を普及していくことと、がん征圧を県民と一緒に行

っていくということは財団の事業趣旨にも適うということから、件数を目標設定してい

るということで話を聞いている。 

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。 


