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令和３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 

〔（福）神奈川県総合リハビリテーション事業団〕 

○齋藤会長 

七沢学園の児童の利用が目標よりも低かった理由として、地域の支援を得ながら生活す

る方の増加を挙げていたが、今後の見通しをどう考えるか。今回の目標未達の原因が、コ

ロナ禍の影響であるのか、社会全体の動きが変わったのかということを確認したい。 

○法人 

コロナ禍の影響により、入所の制約をしている部分はあるが、虐待を受けている障害児

は増加しており、その点については入所施設のニーズが高くなっている。 

一方で、強度行動障害児については支援環境の拡充が進み、障害が重くても在宅で児童

及び保護者を支援していく環境が整いつつあることから、障害が重いという理由で施設に

入るケースが少なくなってきている。そのため、強度行動障害児の入所ニーズは、減少傾

向にある。 

○齋藤会長 

今回、目標を達成できなかった理由は、主に新型コロナウイルス感染症の影響によるも

のという理解でよいか。 

○法人 

そのとおりである。 

○士野委員 

新型コロナウイルス感染症患者受入について県の要請を受け病床を一部閉鎖したことで、

入院患者の利用率が前年度より下回ったが、閉鎖による収入減について県から補填を受け

たか。 

○法人 

新型コロナウイルス感染症への対応により一部病床を休止し、「下り搬送」の受入体制

を確保しているため、空床確保の補助金を受け、収入の欠損分を補填している。 

○士野委員 

かなり頑張っていらっしゃると思う。 

○齋藤会長 

コロナ禍の現状に鑑みると、目標未達は仕方ない面があると思う。しかしながら、ポス

トコロナ禍の見通しが難しく、来年度も部会で見極める必要がある。 

○中村委員 

コロナ禍がいつまで続くか分からないが、例えば３年続いた場合も今回と同様に「目標

未達は仕方ない面がある」と評価するのは難しいと思う。 

○齋藤会長 

コロナ禍前のような状況に急激に戻るとは考えにくい。虐待を受けている障害児は増加

していることから、当該法人の役割は重要性が高まっていると考える。そうした社会問題

に対応することで被害に遭っている児童を救い、結果として利用率が上がるような方策を

取ることが重要と考える。 
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よって、ポストコロナ禍での目標達成を目指していただきたいというコメントを付した

上で、評価としてはＢということでいかがか。 

（異議なし） 

評価はＢとし、「ポストコロナ禍での対応による目標達成を強く期待したい」というコ

メントを付すこととする。 

 

〔（公財）神奈川県下水道公社〕 

○唐下委員 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、対面による研修会を見送り、代

替として資料配布による研修を実施したそうだが、オンライン開催等の手法があるのでは

ないか。今後はどのようにしていく方針なのか。 

○法人 

12月２日に開催予定の研修は、オンライン開催の予定である。 

○中村委員 

工事等の一括発注による経費縮減実績の中身を伺いたい。 

○法人 

例えば、四之宮水再生センターにおける７件の工事を集約して４件として発注し、約

480万円を削減している。 

○中村委員 

個別発注した場合と比較して幾ら削減できたのか。 

○法人 

 例えば電気設備の場合、個別発注すると約 1,016 万円であるが、一括発注すると約 931

万円であることから、約 85万円の削減ができた。 

 工種にもよるが、一括発注することによって約１割の経費削減ができる。 

○齋藤会長 

令和元年度に比べて一般正味財産が増えているので、財政的によくなっていると考える。

公益目的事業会計で余剰が出た場合は特定資産が増えるものと考えていたが、特定資産の

内訳は退職給付引当資産のみであり、それが今回増えていないということは法人会計内に

300万円超の余剰があるということか。 

○法人 

公益目的事業会計の下水道知識普及啓発事業等がコロナ禍で開催できず、その開催費用

が余った。その余剰金は次年度に繰越金として公益目的事業で支出予定である。 

今回の余剰は恒常的なものではなく、コロナ禍による一時的なものであり、通常は収支

相償を意識している。 

○齋藤会長 

コロナ禍で研修会を開けなかったことによる対応策等も示されており、特段の指摘事項

はないことから、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。 
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〔神奈川県道路公社〕 

○士野委員 

コロナ禍の影響で収入が落ちたため不急の一部工事を延期しているが、何か問題は起き

なかったか。 

また、事業企画部の立ち上げ後、何か具体的な成果等あれば伺いたい。 

○法人 

トンネルの照明をＬＥＤに更新する工事や、有料道路に設置しているポストコーンの入

替えを見送った。また、真鶴道路におけるトンネル改修工事の規模を見直し、合計で約１

億 1,000万円を繰り延べた。いずれも管理上支障はなく、問題は起こっていない。 

事業企画部の立ち上げにより、以前は組織体制として駐車場や道路の管理が先行してし

まっていたが、新しい情報を仕入れつつ企業と提携できるようになった。例えば、首都高

速道路でサービスをしている企業と提携してドライブマップを作成するなど、成果を上げ

ている。 

○唐下委員 

先送りした工事等は翌年度に実施予定としているが、コロナ禍で収入の回復が厳しい中

で費用が大きくなるのではないか。 

○法人 

先送りした工事等は令和３年度予算に計上しており、ほとんどの工事等は契約締結済み

である。 

収入については、７月に起きた土砂崩れに伴う逗子ＩＣ閉鎖の影響がかなり大きく、ど

う乗り越えていくか検討中である。 

○唐下委員 

令和２年度収入支出決算書に助成金受入の内訳として「ネットワーク型ＥＴＣシステム

導入助成金」が記載されているが、システム導入は費用として計上されているか。 

○法人 

管理業務費として計上されている。 

○齋藤会長 

来年度は巨額の返済があるが、この返済資金の財源は。 

○法人 

現預金で支払いを行う予定である。 

○齋藤会長 

令和２年度の貸借対照表に１年以内に返済予定の長期借入金が 12億 6,000万円あると記

載されているが、流動資産の現金及び預金を足し合わせても足りないのではないか。どの

ような資金繰りを予定しているのか。 

○法人 

令和３年度収支の差額分により調達する予定である。毎年、料金収入が約 23～24億円あ

り、道路等の維持や修繕、一般管理費等含めて約 16～17億円支出しており、７億円前後の

余剰が発生する見込みである。 

その余剰は損益計算書上の償還準備金繰入額等として計上している。令和２年度は償還

準備金繰入額として約５億 5,100万円、道路事業損失補てん引当金繰入額損として約 9,200

万円の合計約６億円強を留保している。 
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○齋藤会長 

その引当金等をどのように経理処理しているのか。 

○法人 

令和２年度の貸借対照表の負債及び資本の部にある道路事業損失補てん引当金及び償還

準備金として資金拘束している。 

○齋藤会長 

その拘束している資金は、貸借対照表上の預金か。 

○法人 

そのとおりである。 

○齋藤会長 

令和４年度の返済額の 12億 6,000万円のうち、約７億円はその預金をもって充てるとし

て、残りはどのように返済するのか。借換えか。収支差による利益が出る見込みのため、

あまり気にはしていないものの、返済金額が大きいため、どのように資金繰りするのか確

認したい。 

また、返済により預金をほぼ全額使ったとしても、日頃の準備資金として問題ないか。

資金ショートしないという理解でよいか。 

○法人 

令和２年度末における貸借対照表にある有事用準備資金特定預金として６億円を積み立

てており、これを取り崩して普通預金に組み替えて、返済の財源に充てる予定である。ま

た、令和３年度末に約３億円の預金残高を見込んでおり、資金ショートはしない。 

○齋藤会長 

有事用準備資金特定預金の取崩しは、予算に反映しているか。 

○法人 

令和３年度の当初予算において、有事用特定預金の取崩収入として予定貸借対照表に反

映している。 

○齋藤会長 

 了解した。 

○事務局 

道路公社は今年度で経営改善目標の期限であることから、現在、来年度以降の経営改善

目標の策定に向け作業をしている。次回の部会において、今年度の貸借対照表等の見込み

資料を提示する予定であるので、返済計画はその場で改めて説明させていただきたい。 

基本的には経営に問題なく、順調に推移していると事務局としては認識している。 

○齋藤会長 

評価に移りたい。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。 

 

〔（公財）神奈川文学振興会〕 

○唐下委員 

令和２年度の収支計算書によると、コロナ禍で事業収入が昨年度よりも減少したにもか

かわらず事業活動収支が約 10 万円の黒字である。一方、令和元年度の事業活動収支は約
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3,800 万円の赤字である。事業を縮小すると事業活動収支がよくなっているように見える

が、理由を伺いたい。 

○法人 

令和元年度は２名の退職者があり、退職手当を支払ったため事業活動収支が約 3,800 万

円の赤字である。退職手当の財源である退職給付引当資産取崩収入により投資活動収支は

約 3,800 万円の黒字であるため、事業活動収支と投資活動収支とを合算した当期収支は

5,453円の黒字であり、ほぼ収支均衡である。 

○中村委員 

観覧予約制導入による来館者の人数制限は、現在も引き続き実施しているのか。 

○法人 

特措法に基づく県の措置が 10月 24日をもって全面解除となり、10月 26日以降は通常営

業している。 

○中村委員 

これまでは目標と比べてどれほどの来館者があったか。 

○法人 

目標に完全には届いていないものの、展覧会の観覧者は 10月末時点で１万 6,787人であ

る。予約制導入による制限をしている中では入場者は多かったと考える。 

○中村委員 

今後、コロナ禍による入場制限を継続したとしても、事業を継続することができる見込

みか。 

○法人 

そのとおりである。 

12 月からエレベーター工事の影響で休館を行うため、年度内の営業は残り１か月となる

ものの、通常営業していれば収支は今後少し回復する見込みである。 

○齋藤会長 

閉館しないということを前提とした経営改善目標であるが、コロナ禍であっても大変努

力していることが分かる。コロナ禍がなければ、あるいは一定程度収束すれば、目標を達

成できたであろうことが十二分に推定できる実績値と考える。 

よって、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、「コロナ禍による休館期間を考慮しても経営改善目標に向けた様々な取

組が進められ、一定の成果を上げている」というコメントを付すこととする。 

 

〔（公社）神奈川県農業公社〕 

○中村委員 

「新聞等を利用したＰＲ実施」の実績が目標を大幅に上回っている。ＰＲの効果を何か

把握しているか。 

○法人 

ＰＲの効果は把握しづらい面があるものの、一定の効果はあると考える。 

新聞等に掲載した広告は問合せがほとんどなく、効果がすぐに出てきているかどうかは

把握が難しいところがある。しかしながら、市町村や各農業委員会等で配っているチラシ
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等をきっかけにお問合せを頂くことがある。県のたよりで広報した場合もかなり問合せが

あるものの、農家への貸借りに関する問合せではなく、市民農園のような形態で借りたい

という問合せが多い。 

また、パンフレット等の配布後しばらく経過してからお問合せを頂く場合がある。 

○中村委員 

農家から問合せを受けたときに「この制度をどこで知ったか」などのアンケートをする

ことで、ＰＲ効果の高い媒体が分かるのではないか。そのようなアンケートを実施してい

ないのか。 

○法人 

問合せを受けた際に相談票を作成しているものの、そのようなアンケートは実施してい

ない。 

どの媒体を使ったＰＲが効果的であるかを把握することも大切だが、現在のように農家

等に対しては日本農業新聞で情報発信し、市町村に対しては農地中間管理事業制度のパン

フレット配布等で周知をするという住み分けのままでよいと認識している。どの媒体を使

ったＰＲが効果的だという理由だけで、今の住み分けを変更する必要はないと考える。 

○中村委員 

 どの媒体が効果的か分析はしないのか。 

○法人 

新聞でのＰＲを行い、その結果どのような反応があるかという分析をすることを検討し

たことはあるが、現在実施している事業のうち一つをやめなければならない。ある事業を

やめて実績にどう影響するかを判断する必要があり、現実的ではないと考える。 

○中村委員 

何かの広告掲載を取りやめることで効果を測ればよいと言っているのではない。農業公

社の求める層はどの媒体で農地中間管理事業制度を知ったのかなどを調査・分析するには、

ほかのやり方があるのではないか。 

○法人 

こちらがリーチしたい方々は、農地所有者や農業経営者等であり、非常に限られている。

そうした方々は日本農業新聞等を読んで市町村に問合せに来られることがほとんどである。

問合せに来る方々は、日本農業新聞を購読されていることが多く、農地中間管理事業制度

をＰＲするに当たってはその新聞に掲載することが効果的であると考える。 

農地を借りたい方が問合せに来るきっかけには、ほかの農家からの口コミによることも

多いことから、新聞等におけるＰＲはもとより農家とのつながりも重視している。 

○唐下委員 

最近、シェア農業等により農業をしてみたいという一般の方が増えていると聞くので、

借り受けてくれる農家がいないような農地を一般の方に貸し出す方法も考えてもよいと思

うが、いかがか。 

○法人 

農地中間管理事業制度は、農業委員会からの許可を受ける、いわゆる農家資格を持って

いる方を対象としているため、いわゆる市民農園的な農地として貸し出すといったことは

難しい。 
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○唐下委員 

 つまり、法律上の制約があるということか。 

○法人 

 そのとおりである。 

○唐下委員 

県としても、今後そのような貸出しは検討しないのか。 

○所管課 

農地を借り受ける際は、農業委員会が農地法や農業経営基盤強化法に基づいて判断する。

例えば、借受希望者が借受農地を効率的に全て使用できるか、農業等に従事する日数はど

れほどか、これまでどのようにして農業の技術を磨いてきたかなどを総合的に評価して判

断するため、何も経験がなく市民農園的に農業を行いたいという希望者に農地を貸し出す

ことは、どこの農業委員会でも認められないと考える。 

○士野委員 

「貸付希望者の農地マッチング率の向上」や「買入面積当たりの補助金（コスト）/目

標面積」のコメントを読むと、農業の規模拡大を考えにくいなどの状況が実績の伸び悩み

につながっていると読み取れるのだが、農業公社としてはその状況の改善は難しく、状況

を眺めるしかないという認識でいるのか。 

○法人 

コロナ禍によって、農産物の主要な仕入れ先の一つである外食産業が大きな打撃を受け

ており、収益について不安を抱える農家は相当数いる。農業公社は、農産物の価格を安定

させたり、販売先を開拓したりといったことはしておらず、そうした状況の改善は困難で

ある。 

しかしながら、農業経営が安定していくよう努力する必要があり、規模拡大等を検討し

ている農家や新規就農希望者に対して、条件のよい農地をより多く紹介していくつもりで

ある。ただ、どこでもいいから全部紹介するというわけにはいかず、なかなかマッチング

が進まないという意味を込めて当該コメントを記している。また、耕作放棄してから大分

経過した、初期投資を相当必要とするような貸付希望農地が多い状況も加味している。 

○士野委員 

耕作放棄地が荒れる前に、貸付や売買につなげる策はないか。 

○法人 

研修目的で農地を借りられる仕組みがあるが、農業公社と受入れ市町村とが協議するこ

ととなっているため、調整を要する。 

○齋藤会長 

借受面積の目標を十分に達成されているが、その理由をどう分析しているか。 

○法人 

国に要望した結果、他団体における農地賃借事業が農地中間管理事業に一本化されるこ

ととなり、相模原市の農協が実施していた事業が農業公社に移管されることとなることが

大きな要因と考える。 

また、複数から農地を借り入れるよりも、まとめて農地中間管理機構から貸借りをした

方が、業務上効率がいいことが徐々に知れわたっていることも要因である。 

農地中間管理機構を通じて農地を貸した方が、知らない人に直接貸すよりもトラブルが
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少ないだろうということを口コミで聞いた方もいる。農地中間管理事業の浸透は、個人間

の口コミで広がっていく面も大きいと考える。 

○齋藤会長 

実績値のうち、相模原市の農協からの移管分は何平米か。 

○法人 

74.4haのうち約 20haである。 

○齋藤会長 

耕作を断念した方々の情報を農業委員会から貰えるようになったと以前伺ったが、農業

委員会で把握していなかった方々が農地中間管理機構を通じて農地の貸付けを依頼してき

た際に「どこで農地中間管理事業を知ったか」「誰から聞いたのか」などと聞けば、より

マッチングにつながって有効と考える。そのための分析やデータの把握はしているか。 

○法人 

していない。それが重要であることは理解しているが、基本的に農地中間管理事業の問

合せを受ける窓口は農業委員会や農協である。借り受けた方に対して口コミの大元を質問

してもなかなか答えていただけない場合が結構ある。 

また、農業公社からプッシュ型で案内をしていくことも今のところ検討していない。問

合せを受けてから対応するつもりである。 

○中村委員 

口コミが多いということを肌感覚ではなく数字・データで残すことが大事ではないか。

例えば相談票に「どこでこの制度を知りましたか」などの欄を設けておけばよいのではな

いか。 

○法人 

御意見として承る。 

○齋藤会長 

これまでの説明によると、農業公社として特に何か取組を実施したわけではないとして

いるが、それにもかかわらず令和２年度はなぜ目標値を達成できたのかという原因分析は

しているか。農業公社を取り巻く何らかの状況変化や環境制約の変化等があったのか。 

○法人 

市町村に対して農地中間管理事業の説明をしたため、市町村から農地中間管理事業制度

を周知することができつつあるという変化がある。 

○所管課 

最も効果的なＰＲは、農家に最も近い農業委員会の理解を得ることと考えている。実際、

市町村に対して研修会を実施したり、個別相談に応じたりするなどしてきた。そうした地

道な周知活動が積み重なって、今まで農地中間管理事業を利用していなかった市町村が利

用するようになっていった。その結果、実績値が上昇したと考える。 

先ほどからＰＲに係る御意見を頂いたところだが、例えば日本農業新聞には年に２回程

度の広告掲載をしている。県のたよりにも掲載しているが掲載するにも限りがあり、例え

何が効果的かという分析が出ても、その広告回数を簡単に増やせるわけではないことは御

理解いただきたい。ただし、今後も農業委員会等の広報誌に掲載できる機会があれば、積

極的に掲載させてもらい、ＰＲ活動を充実させていきたい。 
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○齋藤会長 

農業委員会の対応に変化があったわけではないのか。 

○所管課 

従来、農地貸借のマッチングを農業委員会がしていたため、農地中間管理事業が始まっ

た当初はあまり理解を得られなかった。何年か経過し、借受け側としては「個別の契約を

しなくて済む」という大きなメリットがあるということと、貸し手側としては「知らない

人に農地を直接貸すわけではないため安心だ」ということが浸透し、さらに農業委員会も

地元のためになるなら農地中間管理事業を利用してみようという意識の変化が徐々に進ん

でいったという背景があると考える。 

○齋藤会長 

収支健全化に向けた経営改善の目標が全てＡ評価だが、これはコロナ禍の事情を踏まえ

たものか。 

○所管課 

 そのとおりである。 

○齋藤会長 

借受面積の継続的な目標達成が強く望まれるが、今回の目標達成は一時的なものの可能

性がある。今回の目標達成の要因が分かるとよいが、これまでの説明では分からなかった。

来年度も様子を見させていただきたいという観点からも、評価としてはＢということでい

かがか。 

（異議なし） 

評価はＢとし、「経営改善目標の達成に向けてある程度の取組が進められ、今後の成果

について期待できるとともに、借入面積の増加に御尽力いただきたい」というコメントを

付すこととする。 

 

議題２ 抜本的見直しに向けた取組状況について 

〔（株）湘南国際村協会〕 

○士野委員 

新型コロナウイルス感染症軽症者の宿泊療養施設としての県との契約はいつまでか。 

○法人 

契約は現時点では 12月末までであるが、その１か月前に契約打切りの申出がなければ来

年３月末までに自動延長される。 

○唐下委員 

資料２の６ページ「② 抜本的見直しに向けた行程表」に「主な具体的な取組」としてホ

ームページの全面刷新やレストランのメニュー改善等を挙げているが、現在どれほど進ん

でいるか。 

○法人 

営業再開後、団体利用の御客様が戻っていただくまで時間を要することが予想されるこ

とから、個人客の方々により多く御利用いただく必要がある。そのためには、ホームペー

ジあるいはＳＮＳの利用が非常に有効であると考えている。今後、ホームページに施設の

魅力等を発信できるランディングページを設置する予定で、そうしたものに長けた事業者

である３社から提案を受けて検討を進めている。さらに、ＳＮＳを活用して個人客の利用
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につなげていくことも検討している。また、専門業者にホームページを分析してもらい、

改善点等の提案も受けている。 

営業再開後を見据えて、選ばれる施設になる努力をしている。そのためには、施設のハ

ード面でコロナ対策を進めるということはもちろんだが、食事の美味しさも重要な要素だ

と考えている。葉山・逗子・湘南・三浦半島の魅力的な野菜や海産物を利用して、「免疫

力が上がる」とか「集中力が高まる」とか、そうした訴えができないか事業者と検討中で

ある。 

○中村委員 

今後、オンライン併用の研修が増加し、宿泊研修施設は難しい局面に立たされると考え

る。オンライン併用の研修ができるような、ハード面の設備が必要と考える。設備投資の

予定等はあるか。 

○法人 

アンケートをとった際にオンラインの活用についての意見が寄せられたことがあり、現

在ハード・ソフト両面の準備を進めている。 

オンライン会議の場合、主催者として最も懸念されるのが回線の中断であると考える。

これまで２回線を引いていたが、今年度前半にもう１回線増設することで対応した。 

また、大勢の方がいっぺんにアクセスするような大規模なオンライン会議の開催を受注

するためには、回線の速度も重要と考える。今年度増設した回線の速度が 1,000Mbps であ

り、それを無線で館内に行きわたらせるためにルーター等を随所に設置することを今年度

に実施する予定である。 

運営者側が設備をしっかり使えることもセールスポイントになると考えており、他社の

会議運営の現場に社員を派遣・研修させている。今後も更に実施したい。 

また、会議運営研修を直接弊社社員ができない場合の対応を、会議運営に長けた幾つか

の事業者に相談しており、そうした際の発注・受注の条件面等の聞き取りをしている。 

ハイブリッド形式の会議の増加により、これまでのように多くの御客様が戻らない状況

になったとしても、これまで宿泊人数と会議室のキャパシティの都合で受注できなかった

ような規模の案件をかえって利用につなげられるビジネスチャンスでもあると考えており、

ハード・ソフト両面からハイブリッド会議の受注に向けて準備を進めている。 

○唐下委員 

ハイブリッド会議においては、回線に加えて大型のモニター、高性能なカメラやマイク

も魅力になると思うので、セールスポイントとして検討いただきたい。 

○齋藤会長 

今後の状況について来年度も様子を見させていただきたいという観点からも、評価とし

てはＢでいかがか。 

（異議なし） 

評価はＢとし、「新型コロナウイルス感染症対策としての神奈川モデルの一翼を担った

ことは県民に対して重要な役割を果たし、高く評価できる。ポストコロナ禍において柔軟

な取組により、経営改善目標を達成されることを期待したい」というコメントを付す。 


