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令和３年度第１回第三セクター等改革推進部会 議事録 

 

議題１ 経営計画目標の達成に向けた取組状況について 

〔（公財）神奈川県暴力追放推進センター〕 

○唐下委員 

令和２年度決算では、正味財産増減計算書の経常費用が令和元年度より減っており、一

番は啓発事業費で約 100 万円減っているが、新型コロナウイルス感染症の影響で訪問等が

中止になったことで、各種経費が減っているのか。 

○所管課 

４月から８月末までの間、一番大きいものは講習会場の費用だが、責任者講習で使用す

る資料の配布がなかったことで、広報啓発費が余っているという状況である。 

○唐下委員 

経費が減ることはいいことだが、事業については、ホームページやリアルでなくてもオ

ンラインにできるようなことは色々取り組んでいるという認識で大丈夫か。 

○所管課 

オンラインについては、この８月から本格的導入を検討している。また、暴力追放推進

センターで行う責任者講習の中身が、多少捜査情報を交えているところもあり、なかなか

オンラインで全てを配信できるという状況でもないが、まず導入として来月に県職員を対

象にオンライン講習会を実施する予定である。 

○唐下委員 

承知した。なかなかやりにくいと思うが、色々工夫してほしいと思う。 

○中村委員 

適格団体訴訟が終わったということだが、適格団体とは認められて、訴訟の上で終了、

あるいは任意の交渉で終結したものか。 

○所管課 

和解という形になっている。 

○中村委員 

そうすると、適格団体として裁判所からも認められて、今後もこのような事案があった

場合には積極的に対応していく予定ということか。 

○所管課 

その通りである。 

○中村委員 

どれぐらいの経費が発生したのか。 

○所管課 

経費については、弁護士に一時的な支払いをしたが、最終的に相手方から賠償金という

形で取っているため、それで補填している。 

○中村委員 

今後、何年かに 1 件程度あったとしても、費用的に対応できる状況か。 

○所管課 

費用は訴訟関係費という形で毎年計上しており、そこから対応している状況である。 
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○齋藤会長 

オンライン等の対応がこの１年取れておらず、若干遅い点が少し気になったが、寄付金

が目標値を超えて増加しており、この時期によく努力していると思う。今後はリモート等

の手段を用いて、８月からオンラインで対応するとの説明もあり、収支の健全化について

も特に努力している点に鑑みて、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。また、「講習会等の新た

な手段の構築にもご努力いただきたい」というコメントを付すこととする。 

 

〔神奈川県住宅供給公社〕 

※「議題２ 神奈川県住宅供給公社の自立化について」も含む。 

○唐下委員 

自立化の仕組みが分からないので聞きたいが、自立するということは県からの補助がな

くなるだけでなく、出資もなくなるのか。 

○齋藤会長 

そういうことではなく、第三セクターとして部会のコントロール下から外れるというこ

とかと思う。 

 

事務局補足 

自立化とは、県からの支援を見直し法人運営の自立化を促進することにより、県から財

政的支援、人的支援又はその他の支援を受けることなく事業を展開することが可能な状態

である等、県から自立した第三セクターとなることをいう。 

 県主導第三セクターについては、経営改善目標等を策定するとともに、毎年度、経営改

善目標の達成に向けた取組状況等を、第三セクター等改革推進部会に諮り、外部の視点を

踏まえた PDCA サイクルによる経営改善を進めていくが、自立した第三セクターについて

は、第三セクター等改革推進部会による PDCA サイクルの対象外となる。 

 

○唐下委員 

パワーポイント資料の経営目標の４番目に年間経常利益 10億円という記載があるが、

あえて経営目標に入れなくてもよいのではないかと思う。 

○所管課 

神奈川県住宅供給公社は、かつて債務超過に陥った状況があり、県主導第三セクターと

して経営改善を図ってきている経緯がある。自立した後も一定の利益を生み出し、継続し

て事業を実施してもらうことが自立した後も必要な部分だと思っているため、黒字という

目標をあえて記載している。 

○唐下委員 

毎年減損を計上しており、特別損失の減損が令和元年度に９億円、令和２年度に５億円

程度あるが、中身は建物の老朽化に伴うものが主なのか。 

○法人 

特別損失の中身は、県西部の方の賃貸住宅で赤字の物件があり、会計上３期連続赤字と

いうことで、自動的に減損損失を計上しているものが中心である。また、災害その他臨時
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損失は、ケア付高齢者住宅事業に赤字が続いており、監査法人と協議した結果、黒字化ま

での道筋に対して引当金が足らないところを特別損失で計上している。こちらが令和元年

度に６億円、令和２年度に１億 3,000 万円ということで、改善傾向にはある。 

○唐下委員 

必要な減損がある程度終わって、今後このような減損は発生されない見込みだというこ

とか。 

○法人 

翌年度以降も出るかもしれないが、金額的には徐々に抑えられていくと思っている。 

○唐下委員 

減損対象になると思ったのが、中井メガソーラーの減損の可能性はないのか。 

○法人 

今のところメガソーラー事業は順調であり、減損することは考えてない。 

○齋藤会長 

公社として、新たな債券を発行する場合の利息を考え、利益がないと格付という問題も

生じ、利息の利率も変化してくることから、利益に関して一定程度確保しなければならな

い。ただ、過度の利益を計上することは好ましくないことから、提示の利益の金額になっ

ていると理解しているが、それでよいか。 

○法人 

その通りである。 

○士野委員 

これまでにも比較的新しい取組が積極的にされており、これを今後も継続して行っても

らえれば非常に頼もしいと思っている。一方で、首都圏の人口はコロナの関係で減ること

が予想され、高齢者も減り始めてくるため、今後は積極的な施策だけではなく時にはブレ

ーキを踏むことも意識して、バランスを取りながら慎重に動いてほしい。 

○齋藤会長 

取組状況は全てというわけではないが、基本的には達成できており、達成できなかった

部分も１か所あるが、コロナ禍という影響を考えると、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、着実に取組が進められていると評価する。 

自立化に向けては、コロナ禍での新たな住居の取組といったものに注力していくことの

重要性の指摘があった。さらに、民業圧迫の懸念が出され、人口減少に転じている状況下

で、公社としての役割は単に一般住宅でということだけではいかず、民間の住宅供給を行

っている事業体と同じようなことをやっていると存在意義がなくなってしまうため、収益

には繋がらないかもしれないが、新たな住居の形態を試みてみるといった提案ができる公

社であってほしい。 

高齢者事業は黒字化が難しいため、一般住宅の方で利益を上げた分を過不足なく要配慮

者といった方の住宅供給で賄うために使うことを心掛けていただきたい。 
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〔（公財）かながわ健康財団〕 

○齋藤会長 

県民サービスの向上の No.２「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」の自己評価欄に記載のある「工夫」とはどのようなものか教えてほ

しい。 

○法人 

がんの啓発として、私どもが一番力を入れているものは、がんにならないための予防で

ある。生活習慣の改善と検診の呼び掛けだが、検診については、コロナによる受診控えが

あり、令和２年前半にがんの受診率が大きく減ったことで、その後進行がんが多く見つか

る傾向が見えた。こういう中で、Zoom でのライブ配信や YouTube による配信で、コロナ禍

におけるがん検診の重要さの呼び掛けをした。また、その内容については、健診機関の広

報誌等でも二次配信され、呼び掛けとしては効果があったというふうに考えている。 

○唐下委員 

令和２年度決算では、正味財産増減計算書の事業収益のうち、受取受託料が令和元年度

から比べると、1,200 万円ぐらい減っているが、内容について教えてほしい。 

○法人 

令和２年のコロナ禍で、大きな収入源でもある骨密度測定・体力測定・肌年齢測定など

の健康度測定の事業ができなかったことが一番大きい要因だと考えている。 

○唐下委員 

内容的にも、オンラインなど工夫する余地があまりなかったということか。 

○法人 

健康度測定は、まさに目の前にいる一人一人の方の体力などを測定するものであるた

め、オンラインなどではやりようがない事業である。 

○唐下委員 

対策を講じてやることも難しかったということか。 

○法人 

私どもで感染対策のガイドラインを作成した。そのなかで、例えば血管年齢測定や糖化

度測定は指先だけで測定するものであることから、１人１人その都度消毒をするといった

対策を講じれば可能である。しかし、体力測定など複数のスタッフの補助が必要なもの

は、対策自体が難しいため実施を見合わせることとした。 

○中村委員 

「取組実績等についての総括（所管課）」欄に、新しい生活様式にも対応する企画提案

を行っていくことを所管課が期待するということが書かれているが、なにか新しい取組に

ついて予定されているのか。 

○法人 

令和２年から、Zoom によるセミナーやテレビにおいて、自宅で簡単にできる体操を発信

し、ホームページでも要約版を紹介している。内容を変えたものを作ってほしいというオ

ーダーもあり、こちらでアイディアを出しながら、積極的に応えていきたいと考えてい

る。 

○齋藤会長 

大半は目標を達成しており、達成してない部分に関しても、角膜あっせん手数料収入が
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コロナ禍で医療体制が正常ではない中で頑張っていると高く評価したいと思うため、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）かながわトラストみどり財団〕 

○唐下委員 

決算書で、受取補助金の森林が令和２年度は 800 万円程度減っているが、内容について

教えてほしい。 

○法人 

森林関係のイベントが中止したことで減額となった。 

○唐下委員 

今後は、この状況でもできる新しいイベントを色々工夫していると思うが、補助金はま

た戻るということか。 

○法人 

今年度は、自然観察会のイベントの開催について、コロナウイルス対策を強化するなど

工夫しているため、令和３年度は令和２年度のように減額する話にはなっていない。令和

３年度だと約 6,000 万円程度のお金は執行できるのではないかと考えている。 

○齋藤会長 

県民サービスの向上の No.１「ホームページのアクセス数」がここ何年間かと比較する

とかなり下がってしまっている。また、寄付金に関しては大口の寄付があったことで、金

額的には満たしたことにはなるが、収支健全化に向けた経営改善の No.１「会費収入」に

関しては減ってしまっている。緑の募金収入も含めて、広く一般に、みどりのトラストの

意味づけや重要性といったものの広がりが上手くいってないのではないかと危惧している

が、どのような問題意識を持っているのか、いつコロナ禍が収束するか分からない状況下

であっても、なんらかの改善策として考えているようなことがあれば、教えてほしい。 

○法人 

神奈川のナショナルトラスト運動は、始まった 30数年前に比べて盛り上がりがなく、

危機感を持っている。当財団は、イベントを通じての会員獲得や会費収入および寄付金の

呼び掛けにより、令和元年度は自己評価オールＡの評価を獲得した。ただ、令和２年度は

新型コロナウイルス感染症の影響でイベントができないということが致命的だったため、

SNS での配信の強化やホームページの改良、新聞による新規会員の獲得に努めた。また、

令和３年度は街頭募金ができず、市町村や県職員の募金、あるいは企業等の募金が中心だ

ったが、早々に大口の募金が２件で 620 万円あったため、目標は達成できると思う。しか

しながら、減少が続いているため、新規の 500 人を毎年獲得していくことをベースに努力

していく。ホームページのアクセス件数についても、令和３年度はイベントのやり方を工

夫しているため、令和元年度以上に目標を上回ってここまで来ている。 

○齋藤会長 

それに関連して、県民サービスの向上の No.５「森林インストラクター養成者数」にお

いて、令和２年度に１人だけ足りないということになっているが、こちらの方は大きな影

響は受けなかったのか。 
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○法人 

インストラクターは、２年間で 35人を養成する目標でやっており、本来は令和２年度

と令和３年度で養成する予定だったが、令和２年度に緊急事態宣言が出て、募集を中止し

た。本日、別会場で面接しているが、途中で転勤等により抜けてしまう人がいることを考

慮して、面接では 37～38 人を採用し、目標通り令和３年度と令和４年度で 35 人を養成す

ることにしている。新型コロナウイルス感染症の関係で１年ずらしたという影響は出てい

る。 

○齋藤会長 

令和３年度の目標達成はなかなか厳しいという理解でよいか。 

○法人 

そのような形になると思う。 

○齋藤会長 

令和２年度の 530 名を２年間の研修を終えた方の数と理解していたが、２年間の研修が

行われたということは、２年目はリモートかなにかで処理されたのか。 

○法人 

令和２年度の 530 人は累計の人数である。養成講座は２年間の受講が必要であり、令和

２年度は新型コロナウイルスの影響で１回も養成講座ができなかった。令和２年度は新規

養成者がいないため 530 人となっている。そこで、備考欄に 566 人から 530 人に変更した

いという文言を記載した。令和４年度からは、本日、別会場で面接している人員が加わる

形となる。 

○中村委員 

選抜をされているということだが、多ければ多いほどよいというものではないのか。 

○法人 

県との協議の中で、要請するキャパシティの問題もあるため、35 人ずつを着実に森林活

動の際の指導員として活動してもらう計画で行っている。 

○齋藤会長 

数に変更がないということは、令和２年度ではいなくなった方がゼロだったということ

か。 

○法人 

その通りである。 

○齋藤会長 

みどりのトラストの盛り上がりが最近欠けているのではないかという点が心配である。

イベントだけではなく、他の様々な手法を用いて宣伝あるいは普及していくという努力が

必要なのではないかと思うことから、評価としてはＢということにしたいが、いかがか。 

（異議なし） 

 評価はＢとし、より一層の取組が必要であると評価する。また、「緑のトラスト運動に

ついての普及に一層努めていただきたい」というコメントを付すこととする。 

 

〔（公財）かながわ国際交流財団〕 

○唐下委員 

県民サービスの向上の No.２「財団ホームページアクセス件数」が目標達成しているこ
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とに対し、収支健全化に向けた経営改善の No.１「企業・団体等からの寄付金／HPバナー

広告受注獲得件数」はコロナ禍による経済的打撃により減っているとあるが、これは企業

の業績が悪化したということなのか。コロナで経済的に打撃を受けた業界も多いと思う

が、一方でそうではないところもあると思う。従って、より幅広い依頼活動ができないも

のかと思ったが、いかがか。 

○法人 

平成 28 年度に寄付に関しての目標を掲げ、平成 28年度から 29 年度にかけて大掛かり

なキャンペーンをしたところ、企業も含めてだが、特にクリニックからの協賛を賜った。

その後も、クリニックからの寄付を継続的に賜っていたが、令和２年度はコロナというこ

とで、状況が非常に厳しく、当財団からの声掛けがなかなかできなかったということもあ

り、自己評価はＣとした。 

○唐下委員 

新規に獲得するということはできなかったのか。 

○法人 

新規の獲得は、年末年始に一斉にお手紙を出してお願いするということやっていたが、

緊急事態宣言によりそうしたお願い事自体を控えた。 

○唐下委員 

緊急事態宣言でもお願いくらいはいいのではないかと思うが。 

○法人 

状況として、たとえお願いでもこの時期にはしない方がいいだろうと判断した。 

○唐下委員 

経営改善を考えると、今後は新規をもう少し積極的に獲得する必要があると思う。 

○中村委員 

今後、事業への理解の裾野を広げるために、新たなターゲットに対して寄付あるいは支

援を求めるといったアイディア等はあるか。 

○法人 

寄付に関しては、当財団の事業展開の方向性と合わせた形で効果的なところで狙ってい

こうと考えており、日本語事業に力を入れているので新たなターゲットとしたい。県内市

町村も含め様々なところで、これまで行っていなかった日本語事業を新たに作り出し、併

せてその事業の受託も含めて行っていきたいと考えている。 

○中村委員 

事業の受託と併せて、手数料等の収入を増やしていくということか。 

○法人 

そのように考えている。 

○中村委員 

こちらについて、現時点でなにか具体的な数値目標は掲げているのか。 

○法人 

令和３年度からの新しい経営改善計画の取組等、当財団における事業中期計画に外部受

託事業件数を掲げている。 

○齋藤会長 

財務諸表関係で気になる点があるのだが、事業ができなかったことにより、臨時雇いの
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賃金が減っていることは理解できるが、どうして役員報酬・給与・給料手当は増えている

のか。 

○法人 

役員報酬については、専務理事の交代が令和元年度と令和２年度の間にあった。報酬の

設定額自体は変わっていないが、令和元年度において、当時の専務理事が報酬額の一部を

辞退した。このため財務諸表の上では、令和元年度から令和２年度にかけて役員報酬が増

えるという見え方になっている。給料手当については、日本語事業に関して職員を２名雇

用したため、増加となっている。 

○齋藤会長 

正味財産増減計算書の受取補助金等の３つ目の地域日本語教育の総合的な体制づくり推

進事業で増えたということでよいか。 

○法人 

 その通りである。 

○齋藤会長 

受取補助金等の地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の増加が 1,500 万円、事

業費の給料手当の増加が 1,900 万円となっており、給料手当の増加の方が多いように見え

るが、この関係はどうなっているのか。 

○法人 

給料手当は 1,900 万円が増加しているが、そのうちの日本語の職員に係る部分として

は、900 万円である。他には、職員１人がアルバイトの待遇から非常勤職員の待遇に変わ

り、執行科目が臨時雇賃金から給料手当が変わった。 

○齋藤会長 

ということは、実質的には３名増えたということか。 

○法人 

非常勤職員の１名を加えて３名の増である。 

○齋藤会長 

特定のところに寄付金を頼ってしまうことで、頼みにくくなってしまった時には、もう

その手立てができなくなってしまうことから、事業そのものに広く理解をしていただい

て、多様性のある形で様々な企業から支援いただくことが望まれると思う。また、コロナ

禍に関係なく、そのようなアプローチは重要だと考える。評価としてはＢとし、より一層

幅広く寄付金の収受に心掛けていただきたいというコメントを付すことにしたいが、いか

がか。 

（異議なし） 

 評価はＢとし、より一層の取組が必要であると評価する。また、「寄付金を幅広く収受

する努力をお願いしたい」というコメントを付すこととする。 

 

議題３ 第三セクター等指導調整指針の今後の改正予定について 

○齋藤会長 

県主導第三セクターが自立化した後でも、今後積極的に関わることが有り得るというこ

とが大きな改正の目玉だという、そういう理解でよろしいか。 
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○事務局 

その通りであり、自立した第三セクターについても経営悪化状態となった場合には、速

やかに対応を図り、法人の存廃も含めた見直しを行うものである。 

○齋藤会長 

どういう場合が経営悪化となるかについて基準を設けると思うが、その場合は当部会の

コントロール下とするといった方向性が検討されているというということか。 

○事務局 

見直しの内容には、自立した第三セクターについて県主導第三セクターに戻ることも含

む予定である。 

○唐下委員 

一旦は自立化した第三セクターについて、経営悪化した際には議論するということでよ

いか。 

○事務局 

その通りで、経営悪化した自立した第三セクターの今後の存続について、自立した第三

セクターから県主導第三セクターに戻すことも含めて、専門的な意見を伺う場合があると

いうことが今回の改正の考え方となる。 

○唐下委員 

県としては、月次決算あるいは四半期決算という形で、法人になにかあった際には状況

を把握できるようになっているのか。 

○事務局 

出資比率によって関わり方は多少異なっているが、経営状況については適宜把握してい

る。 

○齋藤会長 

第三セクター等指導調整指針の中で、法人の区分をしており、県として必要性が高いか

否か、あるいは自立性が高いか否かという判断をすることとしている。かつては、必要性

が高く、かつ自立性も高かった法人が一転、自立性が低くなった場合に、県として財政支

援を行う必要が生じることになり、その際に当部会での審議対象になり得るという理解に

なるかと思う。 

今回の改正の方向性は、県民に対して損害を与える前に事前にチェックを入れる体制に

したいということでよいか。 

○事務局 

その通りである。 

○士野委員 

「経営悪化時は速やかに対応を図る」という改正内容になっているが、文言が抽象的で

あると感じた。 

○中村委員 

自立化した場合であっても一定の監督を及ぼす、あるいは見直しをする必要があるとい

うことを念頭に置いて対応するといった方向性自体はいいと思うが、この文言がその方向

性を十分に表現した文言となっているかについては若干の疑義がある。文言については、

パターンに応じてもう少し細かく記載するなどの検討を要すると考える。 
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○事務局 

第三セクター等指導調整指針の改正文は調整中であるため、ご意見のあった事項を踏ま

えて十分整理をしていきたいと思う。 

○唐下委員 

経営悪化時の対応とあるが、経営が悪化する前についても、今回の意見を踏まえて見直

すべき内容があれば併せて見直していただきたく思う。 

○事務局 

了解した。 

○齋藤会長 

いくつかの意見が挙がったが、それらを検討の一つの対象にするということでお願いし

たい。 


