
令和３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 

No.５「外部資金の獲得」について、令和２年度に収入が大きく減った原因は何か。 

○所管課 

海外で研究する業務があるが、コロナ禍で現地調査等ができなかったことにより、収入が

減った。 

○唐下委員 

しばらく海外の調査が減ると思うが、これまでと同様に規模を縮小して進めていくのか、

あるいは何か新たなプロジェクトを考えているのか。 

○所管課 

今後は、オンライン技術の活用によって、必ずしも現地に行かなくても研究等ができるか

もしれないため、そうしたものを併用しながら、今後取り組んでいくと聞いている。 

○士野委員 

事業費が縮小したということは、渡航費が不要となったために、収入と支出が両方減った

という理解でよいか。 

○所管課 

渡航費や現地での会議開催、研究成果のとりまとめ等が減ったため、収入と支出が減った。 

○士野委員 

 自己評価欄の記載に「前年度から収支としては大きく改善した」とあるが、要因は何か。 

○法人 

基本的には収支相償を意識しているが、令和元年度はコロナ禍で多くの事業が追加の予

算手当なく延長となったため、資金でカバーされない支出が増える状況にあった。令和２年

度はこのような特別の事情はなく、従来どおり事業が運営できたため、黒字に回復した。 

○中村委員 

No.２と No.４は、従前は対面で実施していた会議等をオンラインで実施したことで目標

を達成しているが現地に行って対面で行わなければ難しい会議等はあるか。 

○法人 

例えば、自然観察会は現地でお子様方に直接参加していただいて実施する方が効果はあ

ると考えているため、新型コロナウイルス感染症の状況次第ではあるが、感染症対策を講じ

た上で、対面開催も視野に検討していきたいと思う。 

○唐下委員 

近年は、各企業や団体でカーボンゼロ等の環境意識が高まっているが、今後、法人として

より積極的に提案していくのか。 

○法人 

カーボンゼロは、当法人の非常に大きな活動の柱と捉えており、県のネットゼロビジョン

にも当法人の専門的な知見を提供するなどして貢献を行っている。また、企業については、

環境ステークホルダーとの連携を強化する目的のもと、例えば、JCLP という脱炭素に対し



て先進的な企業団体の事務局を務めている。 

また、県内の中小企業との連携を強化する取組を県と連携しながら進めている。今後もこ

のような活動を引き続き強化していきたい。 

○齋藤会長 

概ね目標は達成されていることから、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、既に成果を上げていると評価する。 

 

議題２ 新たな経営改善目標の策定について 

〔（公財）かながわ海岸美化財団〕 

○士野委員 

ここ数年でプラごみの減量に向けて国が活発に動いているが、海岸のごみの量は減って

いるのか。 

○法人 

集めたごみを集計してデータを取っているが、大きな変化はない。 

○士野委員 

そうすると、清掃活動の頻度が減らせない一方で、今後労務費が上昇することが見込まれ

ることから、海岸清掃費の負担金収入の目標値を年々上昇させた方がよいのではないか。 

○法人 

財団としてはそうした希望はあるが、県や市町との調整が絡むため、据え置きという形で

目標値を設定した。 

○齋藤会長 

限られた収入の中で経費を掛けずに、事業規模を拡大していく方法として何か想定して

いることはあるか。 

○法人 

負担金の増額が一番効果的であると考えており、今後、会議等で県や市町に対して増額の

要望をしていく。 

○士野委員 

県はどう考えているか。 

○所管課 

昨今の厳しい財政状況下で、一概に負担金を上げていくことは困難であるが、市町と引き

続き調整し、何とか現実的な方法を探っていきたい。 

○唐下委員 

目標値がコロナ禍前の実績値と比べて下がっていたり、コロナ禍前の実績値への回復が

遅かったりしている点が見受けられる。 

例えば、県民サービスの向上等の No.２「環境出前授業「学校キャラバン」の実施」は、

令和元年度実績見込値が 3,000 人程度だったのが、令和８年度はそれに満たない目標値で

ある。また、No.５「海岸清掃ボランティアへの支援」は、５年かけて令和元年度実績見込

値の 16万人に戻す目標値としている。そして、No.６「美化団体交流会の開催」は、令和元

年度実績見込値が 160人だったのが、令和８年度はそれに満たない目標値である。 

令和８年度には新型コロナウイルス感染症が収束すると見込まれ、またオンラインとリ



アルとのハイブリッド等を上手く活用して、コロナ禍前の水準に早めに戻す目標値が望ま

しいと考えるが、いかがか。 

○法人 

No.２は、確かに前回の目標値より低いが、約１学級分の人数を増やすことを念頭に毎年

30 人ずつの上昇としている。また、学校キャラバンは実際に職員が出向いて実施すること

に効果があると考えているが、今後はほかの方法で実施できるかも併せて検討していく。 

No.５は、最終的に 16万人を目標として５年間で均等に増やしていくつもりだが、実際に

はそれ以上の回復を見込んでいる。 

No.６は、コロナ禍前の平成 30 年度には 160 人に参加いただき、令和２年度にはオンラ

インで 140人に参加いただいた。コロナ禍後も対面での混雑は望ましくないと考え、リアル

でもオンラインでも対応できる 140 人を目標値とした。これよりも多い人数を集めること

は、今後、難しいと考えている。 

○齋藤会長 

コロナ禍の影響に鑑みても、令和６年度以降も同じ目標値だと低く設定されていると感

じる。 

No.５については、目標よりも早い段階で 16万人に達する見込みなのであれば、その見込

みを目標にすべきなのではないか。 

○法人 

検討する。 

○中村委員 

ボランティアの人数がなかなか戻らない理由は何か。 

○法人 

春と秋に行っている大規模なビーチクリーンアップがコロナ禍により中止したり、一部

開催としたりしたことが影響し、ボランティアの人数が大幅に減っている。 

一方、個人や少人数での申込みは非常に増えており、令和元年度に 980 件だったのに対

し、令和３年度は 1,800件を超えている。 

○中村委員 

大規模なイベントで実施する場合と個人が実施する場合とで、職員の負担に大きな違い

はあるか。 

○法人 

申込件数ごとにごみ袋を送るなどの対応が必要となるため、個人の件数が増えるとそれ

だけの負担は生じるが、財団としては、ボランティアの個々人の広がりを大変ありがたいこ

とと感じている。 

○中村委員 

今後大規模なイベントを従前どおり再開すると、より負担が増していくと思うが、職員の

人数が増えない中で対応は可能か。 

○法人 

現状では、電話やメールで申込みいただいたものを紙ベースで管理しているため、今後は

データ管理をシステム化して省力化していくよう対応を検討している。 

○唐下委員 

例えば、ホームページで簡単にデータ入力できるような申込フォーム等を作るなどの方



法も考えられるので、省力化に是非取り組んでいただきたい。 

○齋藤会長 

「収支健全化に向けた経営改善」の No.２「基本財産の運用収入」は、財団の努力と直結

しないと思うが、目標に掲げている理由は何か。 

○法人 

基本財産の運用収入を基に運営していくことが財団の基本であり、今後の見通しが厳し

い中でもどのように対応していくかを検討していくために、目標項目として掲げた。 

○齋藤会長 

基本財産の運用収入が減っていくことが見込まれている中で、代わりに何によって賄う

のか。 

○法人 

会費収入と寄附金で賄うつもりである。 

○齋藤会長 

そうであれば、会費収入は既に目標項目として設定されているので、寄附金も目標項目と

して設定すべきではないか。 

○法人 

寄附金は自主財源として重要なもので、それなりの金額を頂いているが、単発的なものが

多く目標項目とするには難しいため、目標項目として設定していない。 

○齋藤会長 

活動の基盤となる基本財産の運用収入が減ることに問題意識を持ち、それを補うために

は寄附金を目標項目に設定すべきではないか。また、基本財産の運用収入の減少幅を考える

と、会費収入を 10万円ずつ増やしていくことを目標とするならば、事業規模を維持するた

めには大半を寄附金で補わなければならないのではないか。そうであればやはり、寄附金を

目標項目として設定する必要がある。 

財団側が努力している部分が目標として入ってくると、県民の皆さんにより御理解いた

だける内容になると思う。 

よって、寄附金を目標項目に設定し、予測している基本財産の運用収入を補助的な情報と

して付記することを提案するが、いかがか。 

○法人 

その方向で検討したい。 

○中村委員 

ボランティアの話に戻るが、海岸の清掃業務の一部をボランディアの方々に担っていた

だくことで、海岸美化の質を維持することは可能なのか。 

○法人 

業者が行う清掃は機械と人力を合わせるが、最近話題となっているマイクロプラスチッ

ク等の細かいごみは回収が難しく、ボランティアの方に回収いただいており、一体となって

行っている。 

○中村委員 

有償で実施する清掃業務はなかなか減らし難いということかと思う。財源の縮小を、ボラ

ンティアの方の支援で補うことは難しいのか。 

 



○法人 

業者が行う清掃を補完するというよりは、あくまでも両方の力を合わせて行うものと捉

えている。 

○齋藤会長 

職員の負担軽減を図るために、例えば、清掃だけではなくボランティアの方々の管理をボ

ランティアの方にお願いするなど、ボランティアの活用を工夫するとよいと思うが、いかが

か。 

例えば、継続的に来ていただけるボランティアの方で、法人の趣旨や中身をよく存じてい

る方がいらっしゃるのであれば、そうした方を上手く活用して、職員の負担軽減につなげら

れるのではないか。 

○法人 

職員の負担軽減を図るためにボランティアを活用することは考えていない。 

○唐下委員 

海岸のごみの状況を財団の SNS で発信することは非常によい取組だと思うので、是非継

続して行っていただきたい。 

○法人 

そうした取組は今後も継続して行い、情報をこまめにボランティアの方々に提供してい

きたい。 

○齋藤会長 

修正をお願いしたい箇所の確認だが、「県民サービスの向上等」の No.２及び No.６はコロ

ナ禍が収束しない前提に対して、No.５はコロナ禍が収束する前提となっているため、これ

らの目標について全てコロナ禍が収束することを前提に、コロナ禍前の水準に早期に回復

する目標設定としていただいたい。 

また、「収支健全化に向けた経営改善」の No.２は寄附金を目標項目として設定し、補助

的な情報として基本財産の運用収入の見込額を付記していただきたい。 

以上の修正箇所について、いかがか。 

（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、目標項目の目標値等について、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、以下のとおり修正した。 

【県民サービスの向上等】 

・No.２：2,700（人）を起点に、令和８年度に 3,100（人）を目指す形とした。 

・No.５：90,000（人）を起点に、令和６年度に 160,000（人）を目指す形とした。 

・No.６：会場での開催を念頭に置き、各年度 160（人）を目指す形とした。 

【収支健全化に向けた経営改善】 

・総括的目標：２に「会費収入」について、３に「寄附金収入」について記載した。 

・No.３：「寄附金収入」を目標項目とし、現金寄附と物品寄附の合計額について、3,200

（千円）を起点に、令和８年度に 4,000（千円）を目指す形とした。 

また、参考として「基本財産の運用収入」を記載した。 



〔神奈川県道路公社〕 

○士野委員 

令和３年度末で料金徴収期限を迎える本町山中道路の管理費用は、今後、誰が負担をする

のか。 

○法人 

県の横須賀土木事務所である。 

○士野委員 

来年度以降、道路公社の費用負担はなくなるのか。 

○法人 

そのとおりである。 

○士野委員 

これまで本町山中道路に関する業務に従事していた人員の整理をしなければならないの

ではないか。 

○法人 

来年度以降、本町山中道路のパトロール業務を県から受託することとなっていることか

ら、人員の整理を行うことはない。 

○士野委員 

様式５－２「新たな経営改善目標（案）に対する所管局の意見」にある「目標に対する視

点と所管局意見」として「十分に高い目標水準か」という項目がＢであり、「費用について

は効率的・効果的な視点を踏まえ、更なる精査が必要である。」というコメントが付されて

いるのだが、この意図は何か。 

○所管課 

「計画的な道路施設等の維持修繕への対応」の来年度の目標額案は７億 300 万円である

が、所管課としては妥当な目標水準であると認識している。しかしながら、予算の執行に当

たっては更に精査が必要と考えていることから、そのようなコメントを付している。 

○唐下委員 

「収支健全化に向けた経営改善」に「年度末資金残高」を目標案として設定しているが、

これは基本的に収入と支出の結果としての金額であるため、目標として設定することに違

和感がある。いかがか。 

○法人 

自然災害等の不測の事態にも対応できるように、お金を留保しておく必要があるため、そ

れを十分に担保することは経営目標であると認識している。 

○唐下委員 

基本的には、通行料収入や駐車場収入、費用削減を目標として設定すると思うが、「年度

末資金残高」は目標にするような数字ではないと考える。何らかの経費節減を目標として設

定した方がよいのではないか。 

○法人 

「年度末資金残高」は、経費節減に取り組んだ結果の数値であると考えていることから、

目標として設定している。 

○唐下委員 

取り組んだ結果の数値を目標に設定しても、何の経費を節減するのか分からない。節減す



る経費を目標に設定する方がよいのではないか。 

○齋藤会長 

一定程度の余裕のある金額を備えておくことで、自然災害等の不測の事態に対応できる

ように「年度末資金残高」を目標に設定しているのが趣旨であると考える。 

特定の収入又は費用の増減について、何か見込みがあるのであれば御説明いただくとと

もに、その見込みを目標に設定してはどうかという指摘に対してはいかがか。 

○法人 

収入を増やしつつ、支出を合理的に節減していった積み重ねの結果が「年度末資金残高」

であると理解している。 

○士野委員 

具体的な節減項目を示せないため、様々な費用を節減するということか。 

○法人 

そのとおりである。 

○士野委員 

要は、この目標は積み重ねの結果であるため、法人が制御できるものではないのではない

ことから、目標ではなく結果であるという指摘をしている。 

○齋藤会長 

自然災害等の不測の事態に備えるために、財政基盤を強化させる必要があるという意味

で「年度末資金残高」を目標として設定しているという理解をしていた。 

無論、「年度末資金残高」は結果の数値であるが、この結果をもたらすためには様々な経

費の節減とともに、様々な収入増の取組が必要である。 

したがって、特定の１つの費目だけを抜き出して目標として設定していくことは、この趣

旨からすると合致しないことから「年度末資金残高」を目標として設定していると思ってい

たが、いかがか。 

また、何かほかの理由で、「年度末資金残高」が目標として設定されているのであれば、

御説明いただきたい。 

○法人 

そのとおりである。 

災害時には１路線につき約１億 5,000 万円が必要であり、３路線で約５億円は留保して

おく必要がある。この目標額をクリアできなければ、安全・安心の道路運営はできないと考

えているので、「年度末資金残高」を目標として設定している背景もある。 

○中村委員 

例えば、その目標の達成に向けて、執行抑制の金額は検討できないか。 

工事費用や人件費等の節減に際しては様々な制約があると思うが、「年度末資金残高」を

目標に設定すると、達成に向けては工事をしないという選択肢しかないのではないか。 

○法人 

この２年間、コロナ禍によって道路の舗装等の先送りできる工事は繰延べ等とした実績

がある。今後、収入が大幅に減少することがあれば、執行抑制や工事見送りを検討する必要

があると考えている。 

○唐下委員 

「４ 経営改善目標」の総括的目標①「安全・安心を確保する計画的な維持修繕工事の実



施」を見ると、今年度の実績見込額は５億 3,100万円であるが、来年度には７億 300万円に

なり、約２億円増えている。 

一方で「有料道路通行料金収入」は、本町山中道路の料金収入がなくなることから今年度

実績見込額比で約３億円減り「駐車場料金収入」は若干増える見込みとなっている。 

費用増・収入減にもかかわらず、「年度末資金残額」が３億 8,200万円から約６億円に増

えており、その根拠が分からない。 

○法人 

民間金融機関及び神奈川県への返済が今年 10億円強あるのだが、それが今年度で終了す

るためである。 

○齋藤会長 

この目標額を達成するためには、ほかに様々な経費節減を予定していると推察するが、い

かがか。 

○法人 

そのとおりである。 

○事務局 

御議論いただいている内容を踏まえ、33 ページに掲載している収支見込表のようなもの

を目標に補足したいと考えるが、いかがか。 

○齋藤会長 

差し支えない。 

補足資料を提示の上、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）かながわトラストみどり財団〕 

○士野委員 

No.１「会費収入」の令和３年度の実績見込額は 1,800万円とあるが、この額はその前の

２年間に比べて非常に大きかったのか。 

○法人 

その額は目標額であり、実績見込額は 1,700万円強である。 

○士野委員 

令和４年度は令和３年度の実績見込額と同額を目標値として設定したのか。 

○法人 

新型コロナウイルス感染症等の影響によって会費収入が伸び悩んでおり、令和元年度か

ら令和３年度の３年間は目標数値に達してない。その３年間の平均値を算出したところ、約

1,621万 5,000円だったため、それよりもやや高めの 1,680万円を令和４年度の目標値とし

て設定した。 

○唐下委員 

No.３「緑の募金収入」の令和３年度の実績見込額は 2,170万円とあるが、こちらの実際

の見込みも違うのか。 

○法人 

企業からの大口募金があったため、今のところ 2,300万円前後を見込んでいる。 



○唐下委員 

３年間の平均 1,958万 7,000円を大きく超えていることから、2,000万円を超える目標を

立てることはできないのか。 

○法人 

経営改善目標案の提出後に企業からの大口募金がたまたまあり、実績見込額が増えたと

いう背景がある。この３年間は 2,000万円を超えることが難しかったことから、今回の目標

案は３年間の平均値を元にした目標値にしている。 

今後の３年間で 2,000 万円を超える傾向が続けば、目標額をもう少し高く設定すること

ができると考える。 

○唐下委員 

今後３年間の数値が全体として横ばいである。毎年数値を上げていく努力は大事と考え

るが、いかがか。 

○法人 

これまでは右肩上がりの目標額を設定していたが、最初の年度の目標額が達成できなけ

れば、翌年度の更に高い目標は達成できないと考えている。 

よって、今回は、３年間一律として 2,000万円を目指すことを目標にしている。 

○齋藤会長 

平成 29年度から令和元年度は 2,000万円超の実績値であるが、令和２年度だけ大きく割

り込んでいる。そして令和３年度は 2,000万円超の実績を見込んでいるのであれば、もう少

し高い目標値を設定することも可能ではないか。 

それでもやはり、2,000万円を超えるのはハードルが高いか。 

○法人 

そのとおりである。 

○齋藤会長 

2,000万円を下回ったのは令和２年度しかないため、過去の実績を見る限りでは 2,000万

円超が高い目標値と思えない。 

３年間の実績の平均値を目標の設定根拠にしているが、令和２年度はコロナ禍による例

外的な数値であることから、令和２年度を除いた平均値を根拠にすべきではないか。 

○法人 

今年度は、企業から 700 万円近い大口募金があったため 2,000 万円超の実績値を見込ん

でいるが、このような大口募金が来年度以降も継続すれば 2,000 万円超の目標値を設定で

きる。 

しかしながら、大口募金が今後なかった場合は 1,700 万円前後に留まると予測している

ため、大口募金がなければ 2,000 万円に達するのは難しいことから、３年間で 2,000 万円

をクリアする目標を立てている。 

他県での緑の募金は、家庭募金の割合が約６割で安定しているのだが、神奈川県では家庭

募金をほぼ行っていないため、安定した数字を維持することが難しい事情もある。 

○齋藤会長 

2,000 万円を超える実績があるにもかかわらず、「達成しやすいから」という理由で実績

よりも低い目標値を設定する説明に聞こえる。それは目標として機能しないため、2,000万

円を少し超えた数値を目標に設定できるのではないかという指摘なのだが、いかがか。 



○法人 

高い目標値を設定しても、その目標値を達成できるかといえば、そうではない。 

目標は、目指すべき目標地点であることは十分承知しているが、以前、余りにも高い目標

額を設定した経緯があり、努力したにもかかわらず目標未達成のために自己評価を下げざ

るを得ない状況があった。 

よって、まずは達成しやすい目標から設定した。 

○齋藤会長 

2,000万円を集めるのが大変という話なのであれば、過去、どのようにして 2,000万円超

の募金を達成できたのか。やはり努力されてきたのだと考える。その努力を少し緩めるとい

うように聞こえる。 

コロナ禍の影響がなかった平成 29年度から令和元年度にかけての実績額を下回る目標を

設定することの合理性について、付加的な説明の必要性がある。 

○法人 

森林環境税が導入され、森林を守るためのお金を多くの方が既に払っていることから、緑

の募金にあった、かつての盛り上がりが落ちている状況にある。 

2,000 万円を超える実績は努力して達成したものだが、この先はやや厳しいと考えて、

2,000万円に設定した。 

○中村委員 

例えば、毎年度上向きにする目標値にすることは検討できないか。 

○法人 

検討する。 

○齋藤会長 

最近、募金の集め方が多種多様化している。様々な手法を使って御努力いただけることを

期待している。 

修正をお願いしたい箇所の確認だが、「収支健全化に向けた経営改善」の No.３は例えば、

令和５年度・令和６年度と微増でも構わないため、毎年度上向きにする目標設定としていた

だきたいが、いかがか。 

 （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、以下のとおり修正した。 

【収支健全化に向けた経営改善】 

・No.３：20,000（千円）を起点に、令和６年度に 20,200（千円）を目指す形とした。 


