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参考  県出資団体等の現状と課題  

１ 県出資団体等の現状 

（１）県出資団体の概要 

① 指導対象法人数 

 平成 21 年 7 月 1 日現在における県内の出資団体は，55 団体※あり，その内

訳は，財団，社団の公益法人 33 団体，個別法に基づく特殊法人 7 団体，会社

法法人 15 団体となっており，前回の県出資団体等調査特別委員会が調査を行

った平成 17 年度に比し，統廃合等により 5 団体減尐している状況である。 

 また，業務部門別では，農林水産関係が 11 団体と最も多く，次いで商工関

係 10 団体，運輸・道路関係及び教育・文化関係が 7 団体，地域・都市開発関

係が 6 団体であり，全体の約 75％となっている。 

※ 平成 22 年 4 月から社団法人茨城原子力協議会への県職員派遣を廃止したため，報

告時点現在の指導対象団体数は 54 団体。 

［年度別指導対象法人数の推移］ 
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［業務部門別・設立団体数］ 

 

② 経営状況 

 平成 20 年度決算において，当期損益が黒字の団体は 35 団体，赤字の団体は

20 団体あり，累積損益が赤字となっている団体は 13 団体である。 

 また，「県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例」に

基づき，平成 20 年度に行われた経営評価の結果では，概ね良好とされた団体

が 15 団体あるものの，25 団体が改善の余地がある，10 団体が改善措置が必要

とされ，5 団体は緊急の改善措置が必要とされている。 

  ［平成 20年度決算状況］               （単位：団体） 

 

 



 

 
－40－ 

  ［平成 20年度経営評価結果］             （単位：団体） 

 

③ 県関与の状況等 

ア 人的関与の状況 

 平成21年7月1日現在の団体役員総数868人のうち常勤は110人であるが，

この中には，県派遣職員 9 人，元県職員 50 人が含まれる。また，代表者が知

事である団体は 2 団体，副知事である団体は 9 団体となっている。 

 また，団体の常勤職員は総数で 2,130人であり，このうち県派遣職員 252人，

元県職員 15 人となっている。 

 なお，平成 17 年 7 月 1 日時点と比較し，常勤役員では，県派遣職員が 1 人

増加しているものの，元県職員は 16 人減尐しており，常勤職員では，県派遣

職員が 115 人減尐，元県職員が 3 人減尐しており，合計で 118 人の減尐となっ

ている。 
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  ［団体の役員数（平成 21年 7月 1日現在）］         

 

  ［団体の常勤職員数（平成 21年 7月 1日現在）］      （単位：人） 

 

イ 財政的関与の状況 

 平成 20 年度末時点における，県の出資団体に対する出資額は 256 億円であ

る。また，平成 20 年度に県が補助金などで関与したものは，公益法人で 62 団

体 953 億円，会社法法人で 15 団体 23 億円，合計で 77 団体 976 億円となって

いる。 

 さらに，平成 20 年度末時点で県の損失補償等（損失補償及び債務保証）限

度額は，10 団体に対し 3,044 億円となっている。 
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 なお，平成 16 年度末時点との対比では，出資団体が 3 団体減尐，県の出資

額で 9 億円減尐しており，損失補償等限度額は 1,958 億円減尐している。また，

財政関与状況では，合計額で 511 億円増加している。ただし，平成 18 年度か

ら開始した住宅供給公社，土地開発公社対策分を除くと，192 億円減尐してい

る。 

  ［出資状況（平成 20年度末現在）］       （金額単位：百万円） 

 

  ［県費措置状況（平成 20年度）］         （金額単位：百万円） 
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  ［損失補償等限度額の状況（平成 20年度末現在）］ （金額単位：百万円） 

 

④ 県による指導監督の状況 

ア 条例に基づく指導監督 

 「県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例」（平成 15

年制定）に基づき，出資法人等の組織や財務運営，情報公開の推進等に関し，

必要に応じて助言等を行うほか，毎会計年度終了後に事業の実施状況，経営状

況等に関して法人自ら評価を行い，その結果を報告するよう求めている。 

 また，公益法人制度改革等社会経済情勢の変化に対応するため，平成 20 年

度から，経営評価の区分を従来の 3 区分から 4 区分に細分化や評価の視点の見

直しを行うとともに，経営評価書の大幅な見直しを行い，評価結果に応じた適

切な指導を行っている。 

 さらに，前回の出資団体等調査特別委員会の提言を受け，改善が必要と判断

された法人に対して改革工程表を作成させ，毎年度の目標達成が確実となるよ

う定期的に取組実績等を報告するとともに，進行管理上の課題等について，助

言，指導を行っている。 

 

イ 出資法人等指導監督基準に基づく指導監督 

 「出資法人等指導監督基準」（平成 11 年制定）に基づき，出資法人等の設

立の趣旨に沿った適正な運営が確保されるよう，事務事業の管理に関すること，

組織人事の管理に関すること，財務管理に関すること等の基本的事項について，

事前協議・報告徴収・実地検査による指導監督を実施している。 

ウ 総務省通知に基づく運営指導等 

 「第三セクターに関する指針」（平成 11 年制定，平成 15 年改定総務省通知）

は，第三セクターを取り巻く社会経済情勢が大きく変化していることなどから，
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「政策評価の視点も踏まえ，点検評価の充実，強化を図ること。」「既存団体

の見直しを一層積極的に進めること。」等のポイントを踏まえ，出資団体に対

し健全な運営が確保されるよう指導を行ってきた。 

 また，「第三セクター等の改革について」（平成 20 年 6 月総務省通知）に

基づき，専門家で構成する「経営検討特別委員会」を平成 20 年 10 月に設置し，

経営が著しく悪化する恐れがある開発公社及び住宅供給公社の経営分析や今後

のあり方について審議し，経営改革に関する意見書がとりまとめられた。（開

発公社：平成 21 年 8 月 21 日，住宅供給公社：平成 21 年 10 月 30 日） 

 さらに，平成 21 年 6 月の総務省通知「第三セクター等の抜本的改革の推進

等について」において，従来の指針にかわり，新たに「第三セクター等の抜本

的改革等に関する指針」が示されたことから，今後，同指針を踏まえた出資団

体の抜本的な改革に取組むこととしている。 
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（２）特別会計・企業会計の概要 

① 会計数 

 平成 21 年 4 月 1 日現在における特別会計設置数は 17 会計であり，その内訳

は，事業会計 6 会計，貸付金会計 7 会計，整理区分会計 4 会計である。平成 21

年度当初予算額は，2,809 億円である。 

 また，企業会計設置数は 5 会計であり，平成 21 年度当初予算額は，1,009

億円である。 

② 一般会計からの繰入状況 

 平成 21 年度当初予算における一般会計からの繰入金の多い会計は，公債管

理（252 億円），病院事業（44 億円），水道事業（33 億円），港湾事業（30

億円），都市計画事業土地区画整理事業（ＴＸ沿線開発）（25 億円）などであ

る。 

③ 県債残高の状況 

 また，平成 21 年度末（見込み）における県債残高の多い会計は，都市計画

事業土地区画整理事業（ＴＸ沿線開発）（1,845 億円，平成 20 年度決算将来負

担見込額 840 億円），港湾事業（961 億円，将来負担見込額 631 億円），水道

事業（686 億円，将来負担見込額 46 億円），工業用水道事業（705 億円，将来

負担見込額－），流域下水道事業（409 億円，将来負担見込額 296 億円）など

である。 

④ 内部留保資金の状況 

 さらに，平成 20 年度末（見込み）における繰越金や基金など内部留保資金

の多い会計は，公債管理（336 億円），水道事業（162 億円），鹿島臨海都市

計画下水道事業（70 億円），工業用水道事業（61 億円），競輪事業（38 億円）

などである。  
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２ 県出資団体等の課題 

 過去 3 回の県出資団体等調査特別委員会の提言等を受け，策定した改革工程

表に則り，取組みを行ってきているが，いまだ次のような課題が残されている。

今回の調査特別委員会の調査を踏まえ，整理を行った。 

（１）団体・会計のあり方等 

① 団体・会計のあり方 

 県出資団体を取り巻く社会経済環境が大きく変化する中で，法人の役割や必

要性を改めて問い直し，「廃止」や「統合」「自立化・民営化」も視野に，あ

り方を抜本的に見直す必要がある。 

 特に，債務超過に陥り，今後経営改善の見通しが立たない団体については，

早期に抜本的な対応策を検討する必要がある。 

 また，社団法人，財団法人である団体では，平成 25 年 11 月までの新公益法

人制度への移行に耐えられるだけの，事業の公益性の点検，公益目的事業の割

合の引上げなどに取組む必要がある。 

 特別会計・企業会計においては，設置当初の目的が薄れたり，一般会計での

取扱いが可能と判断される特別会計について，廃止も含め，あり方を検討する

必要がある。 

 

② 経営改善 

 累積損失を抱える団体数は，平成 19 年度決算で 12 団体と，前回の調査特別

委員会時より経営状況が悪化している。これらの団体については，改革工程表

に基づき，財務基盤の強化や経営の健全化を図る必要がある。 

 事務事業の必要性や効率性については，常に再点検するとともに，定員管理

の適正化や人件費の縮減など，業務運営の一層の簡素・合理化を図る必要があ

る。 

 特別会計・企業会計については，独立採算性の確保の観点から，事業の効率

化や経費の徹底した見直し，受益者負担の適正化などを行うことにより，一般

会計からの繰入金を抑制する必要がある。 
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③ 県の関与 

 県出資団体が自己責任による自律的な経営を推進できるよう，県の人的，財

政的関与は，必要最小限にする必要がある。 

 また，民間と競合する事業については，県が関与すべき範囲を再検証し，関

与の必要性が薄れた事業の民営化や譲渡を視野に入れた検討を開始する必要が

ある。 

④ 経営責任 

 県出資団体は，独立した事業主体として自己責任原則の下，事業運営の責任

体制の明確化を図る必要がある。  
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（２）精査団体等の課題 

① 精査団体の課題 

ア 茨城県住宅供給公社 

 本団体は，平成 17 年度決算で生じた債務超過（461 億円）を平成 18 年度か

ら 10 年間で解消するため，債務超過額の 10 分の 1 相当額を毎年度，県の一般

財源から補助を受け，残りの債務超過の額を単年度貸付金により支援されてい

るほか，本団体の人件費や借入金の利息等の運営費等についても，支援を受け

ている。 

 しかし，保有土地の処分が計画どおりに進んでいないことから，平成 18 年

度決算で 1 億 50 百万円，平成 19 年度決算では 17 億 76 百万円，平成 20 年度

には低価法を適用し，土地処分等に伴う損失等も含め約 60 億円の実質損失が

発生し，平成 18 年度及び 19 年度分は翌年度の最終補正予算で一括処理し，平

成 20 年度分はそのうち 8.6 億円を平成 21 年度最終補正予算で処理したところ

である。 

 仮に追加損失に対する県支援を認めない場合には，本団体は年度末に県貸付

金を返済するためのオーバーナイト資金を金融機関から調達できなくなり，県

は最悪の場合，財政再生団体に転落する恐れが生じる。 

 現在の改革工程表においては，平成 26 年度を目途に保有資産を処分した上

で，自主解散の手続を進めるとしているが，地価下落傾向が続くと予測される

中で，さらなる損失の発生は避けがたい状況にあることから，県財政への負担

を抑制するためには，早期の解散が必須である。 

 解散に先だっては，サンテーヌ土浦の譲渡，プロパー職員の処遇，特定優良

賃貸住宅事業の整理などの解決すべき課題がある。※ 

 さらに，解散に当たっては，県が損失補償している 501 億円（平成 20 年度

末）の資金をどのように調達するかが最大の課題であり，第三セクター等の抜

本的改革を集中的に行うことを目的に時限的に認められた「第三セクター等改

革推進債」の活用の是非について，現世代と将来世代との負担のあり方も含め，

スピード感を持って結論を出す必要がある。 

※ サンテーヌ土浦は平成 21 年 12月末社会福祉法人筑水会に譲渡，プロパー職員は平

成 22 年 3 月末までに全員退職。 
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イ 財団法人茨城県開発公社 

 本団体は，土地開発事業として，平成 20 年度末時点で 762.3ha（プロパー

分 309.4ha，公共事業受託分 452.9ha）の工業団地造成事業を行っており，県

は，本団体の金融機関からの借入れ（平成 20 年度末現在 1,294 億円）に対し

損失補償を行っている。 

 平成 21 年度からの低価法導入に伴い，保有土地等土地開発部門の含み損総

額が表面化し，債務超過に陥る見通しとなったことから，平成 21 年度から 10

年間で 211 億円の県費による支援策を決定したところである。 

 保有土地については，引き続き土地価格の下落が見込まれるが，早期に処分

を進め処分計画の着実な達成に努める必要がある。 

 団体の今後のあり方については，将来的には廃止も視野に入れながら，県の

公共団地受託事業を中心とした必要最小限の組織とすることを目指し，福祉施

設部門，ビル管理部門の縮小化等により事業を大幅に見直す必要がある。 

 なお，茨城空港旅客ターミナルビルの運営については，開港当初から就航路

線不足による大幅な赤字経営が必至であり，新たな県負担の発生が危ぐされる

ため，経営のあり方について検討を行う必要がある。 

 

ウ 鹿島都市開発株式会社 

 本団体は，平成 17 年度決算において減損会計を導入したことにより，約 69

億円の特別損失を計上し，以後，債務超過の状況に陥っている。 

 改革工程表や経営改善計画に基づく取組みにより，単年度収支については，

平成 18 年度以降 3 期連続で黒字となっているが，鹿島セントラルホテル新館

の建設に係る県からの無利子貸付金の残高（平成 20 年度末現在約 104 億円）

等があるため，引き続き徹底的なコスト削減や収益増加策に取組み，経営の改

善を図る必要がある。 

 県からの貸付金については，平成 23 年度以降の数年間は，民間都市開発推

進機構への償還金も合わせ，償還額が 7 億円前後のピークとなる見込みであり，

今後の資金収支の支障となる恐れがあることから，県貸付金の償還条件を見直
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し，償還額の平準化を県（鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計）に要請する必

要がある。 

 本団体は，鹿島地域の都市づくりの一翼を担い，公共施設の管理運営の受託

や，鹿島セントラルビルの運営に当たってきた歴史がある。しかし，設立当初

と比べ，鹿島地域の状況も大きく変化していることから，ホテル業等，民間と

競合する事業分野に関して，県の関与のあり方を検討していく必要が生じてい

る。 

 

エ 茨城県土地開発公社 

 本団体は，平成 17 年度決算で生じた債務超過約 97 億円を，平成 18 年度か

ら 10 年間で解消するため，県から補助金と無利子貸付金による支援を受けて

いる。（平成 20 年度末現在金融機関からの借入金残高 209 億円） 

 保有土地は，ひたちなか地区 34.4ha，土浦市瀧田地区約 1.3ha 及び代替地

18.7ha について，早急な処分を進める必要があるが，世界的な経済悪化により

土地需要が低迷し，売却が進まないため，県の長期貸付金の返済が計画どおり

に進んでいない。 

 このような状況の中，本団体の財務状況を明らかにするため，低価法の適用

と県の支援を含めた債務超過対策について併せて検討する必要が生じている。 

 地価下落の現下においては，公有地の拡大の推進に関する法律に基づく用地

の先行取得事業の必要性は限られてきており，本団体のあり方について検討を

行う必要がある。 

 

オ 財団法人グリーンふるさと振興機構 

 本団体は，グリーンふるさと圏（5 市 2 町）の振興を目的に事業を行ってい

るが，県出資団体等経営改善専門委員会や先の委員会における提言を踏まえ，

改革工程表において平成 22 年度には，法人の存廃を含めた再検討を行うこと

としている。 

 現在，平成 18 年度から平成 22 年度までの中期計画を定めて，組織・事業の

大幅な見直しを行い，重点施策を絞り込み集中的に事業を実施しており，その
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政策目標については，概ね達成しているが，自立化を目的として着手した収益

事業については，黒字化が達成できていないなど，引き続き，事業の再点検を

行い，効果的で効率的な事業のあり方について検討する必要がある。また，県，

市町，地域づくり団体との役割分担の明確化を図るとともに，県からの人的・

財政的支援のあり方について検討していく必要がある。 

 

カ 社会福祉法人茨城県社会福祉事業団 

 本団体は，指定管理者制度の導入に伴い，県立あすなろの郷，県立こどもの

城及び県総合福祉会館の指定管理業務の受託を主な業務としており，全事業費

に対する指定管理料の占める割合が 91.6％と県出資団体中，最も高くなってい

る。 

 指定管理者制度のもとでは，事業の受託は民間事業者との競合が原則であり，

団体の経営面での自立化を図る方向での検討が必要である。 

 経営改善の面では，県立あすなろの郷について，大幅な職員給与の改定によ

り人件費の削減を行い，平成 17 年度に 17 億 63 百万円あった運営に係る県費

負担額を平成 20 年度には 10 億 65 百万円まで削減し改善が進められたが，平

成 18 年度に作成した中期経営計画では，平成 23 年度までに県が政策的に負担

することとしている 6 億円まで削減することを目標としており，さらなる運営

経費の削減に努めていく必要がある。 

 なお，県立あすなろの郷については，建設後 35 年が経過し施設の老朽化が

進んでいる上，施設が分散し非効率であることから，施設の建て替えによる集

約化を検討する必要がある。 

 

キ 財団法人茨城県教育財団 

 本団体は，生涯学習センター，青尐年教育施設，県立歴史館の運営及び埋蔵

文化財発掘調査事業を行っている。 

 これまで，指定管理事業における社会教育主事や埋蔵文化財発掘調査事業に

おける文化財保護主事などの専門職を団体独自に多数採用することは困難とし

て，県から多数の職員派遣を受け運営してきたが，出資団体等経営改善専門委
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員会や財政再建等調査特別委員会から，県派遣職員の削減や実施事業への民間

事業者の活用等について提言を受けている。 

 提言事項の改善に取組んだ結果，県派遣職員については，平成 17 年度に比

べ平成 21 年度は 54 人の削減が図られたが，依然として 107 人，職員全体の約

74％に当たる割合の県職員の派遣を受けており，さらなる削減が課題である。 

 また，指定管理業務及び埋蔵文化財発掘調査事業については，指定管理者制

度の趣旨や発掘調査事業の性格を踏まえて，どのように民間事業者の活用を図

っていくかが課題である。 

 

② 精査会計の課題 

ア 鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計 

 鹿島臨海工業地帯の造成に当たり地域住民から提供を受けた土地を工業団地

等に造成し，企業に売却した分譲収入を財源として，工業団地の造成や港湾の

整備や都市施設の整備のほか，カシマサッカースタジアムなど鹿島地域のまち

づくりを推進してきた。 

 平成 20 年度は，工業団地への新規立地があったものの，リース契約であっ

たことなどにより，決算において初めて一般会計からの繰入金を計上した。今

後，保有土地の早期処分や歳出の抑制に努め，繰入金の解消を図っていく必要

がある。 

 県債残高については，平成 20 年度末で約 111 億円あり，その大部分は，県

立カシマサッカースタジアムの改築に係るものであるが，公債費の支出が会計

の大きな負担となっていることから，起債額を必要最小限に抑制するとともに，

計画的な償還を行うことにより，県債残高の圧縮を図る必要がある。 

 今後 10 年前後のうちに，本会計の主要事業である奥野谷浜工業団地や北公

共ふ頭関連用地の分譲についても概ね完了していくことが予想される。このた

め，保有土地の管理等のみとなる将来に向けて，同会計の収束を含めた検討を

開始する必要がある。 
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イ 都市計画事業土地区画整理事業特別会計 

○ ＴＸ沿線開発 

 県は，鉄道整備と一体的な計画的なまちづくりを推進するため，本会計によ

り沿線地域 5 地区において土地の先買い事業を行うとともに，うち 3 地区にお

いて土地区画整理事業を進めている。 

 本事業にかかる県債残高は，ＴＸ開業に伴う土地処分の本格化により，平成

17 年度末の約 2,309 億円をピークに減尐に転じているが，平成 20 年度決算で

2,183 億円の残高があり，支払利息だけでも年間約 30 億円を要している。 

 また，長期の地価下落の影響などにより収支が悪化しており，平成 20 年度

決算を基に算定した一般会計の将来負担見込額は約 840 億円と見込まれ，県財

政の大きな負担となっている。早期の保有土地処分や事業費の縮減など事業の

健全経営に全力で取組み，将来負担額のできる限りの抑制に努めていく必要が

ある。 

 さらに，将来負担額を抑制するため，県の財政状況や公社支援の動向等も勘

案しながら，一般財源による対策も検討課題である。 

○ 阿見吉原地区 

 県は，首都圏中央連絡自動車道（以下，「圏央道」）阿見東ＩＣ周辺におけ

る計画的な市街地整備を図るため，本会計により先買い事業及び土地区画整理

事業を進めている。 

 本事業に係る県債残高は，平成 19 年度は約 162 億円であったが，その後大

規模アウトレット店舗用地として土地処分をし，繰上償還を行い，平成 20 年

度末残高は約 102 億円に減尐している。しかし，今後，西南地区の整備のため

新たな借入れを行う必要があり，既借入れに係る利息も年間約 1 億円以上とな

っていることから，県財政への影響が懸念されるところである。 

 また，長期の地価下落の影響などにより収支が悪化しており，平成 20 年度

決算をもとにした将来負担額は約 20 億円と見込まれた。しかし，地価のさら

なる下落を見込んだ収支見直しの結果，将来負担額は約 65 億円まで膨らんで

いる。保有土地の早期処分がますます求められている。 
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ウ 病院事業会計 

 平成 18 年度から地方公営企業法の全部適用を導入し，平成 21 年度までの 4

年間を改革期間として，県立病院改革に取組み，様々な改革が進められてきた

結果，県立 3 病院の経営状況は医業収益などについて改善が図られるとともに，

診療体制においても，友部病院における精神科救急への取組みの開始や中央病

院における救急医療への積極的対応など，一定の成果を上げている。 

 一方で，中央病院における資金収支は，引当金のない退職給与金や建設改良

費の負担などにより赤字が続き，引き続き危機的な経営状況となっていること

から，3 病院合計の平成 20 年度における一般会計からの繰入金は平成 17 年度

とほぼ同額で，一般会計からの繰入金縮減という改革当初の目標については達

成できていない。 

 今後，病院事業会計の健全経営を図るためには，退職給与金や建設改良費の

負担のあり方などについて，一般会計からの繰入基準の見直しも含めて検討せ

ざるを得ない状況である。 

 また，平成 18 年度から 21 年度までの改革期間においては，経営改善の効果

を評価する指標を明確にしておらず，改革効果の評価の検証を明確に県民に説

明することが困難な状況であることから，今後の改革に取組むに当たっての経

営目標を明確に示す必要がある。 

 さらに，診療体制においても，中央病院においていまだ産科や小児科入院が

再開できていないなど，県民への政策医療の提供の面からも十分とは言えない

状況である。 

 以上のことから，県立病院改革については，改善効果は見られつつも，いま

だ目指すべき改革の緒についたばかりの状況である。 
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③ 準精査団体の課題 

ア 財団法人茨城県青尐年協会 

 本団体は，県の指定管理を受け県立青尐年会館の管理運営及び運営と一体の

青尐年育成事業を行うとともに，施設を活用し，青尐年や若者の交流の機会を

創出する自主事業を行っている。 

 しかし，事業収入の 7 割が県委託料，3 割弱が青尐年会館の利用料であるた

め，平成 26 年度以降に指定管理を受けられない場合には，団体の運営が困難

となるおそれがある。 

 このため，県による青尐年や若者への支援の総合的かつ一体的な実施とあわ

せて，他の類似団体との統合・再編を含め団体のあり方を検討する必要がある。 

 また，事務長が県職員ＯＢであること，青尐年会館における平成 20 年度の

青尐年等利用率が 28.7％と低調であることなどが課題である。 

 

イ 財団法人茨城県環境保全事業団 

 本団体は，公共処分場「エコフロンティアかさま」における廃棄物処理事業

などの業務を行っている。 

 しかし，廃棄物の減量化やリサイクル技術の進展，急激な景気悪化による企

業活動の減速などにより，廃棄物の発生量が大幅に減尐したため，当初計画に

対して，平成 20 年度の廃棄物受入量で 78.2％，売上高で 54.3％の達成率とな

っており，平成 20 年度末残高で 131 億 2 千万円にのぼる長期借入金の返済が

極めて困難な状況である。 

 県では平成 17～21 年度に，本団体の運転資金不足分として 11～34 億円の短

期貸付を行ってきたが，その額も毎年度増加し，年度末のオーバーナイト資金

の調達が困難となりつつあるため，長期的な資金計画の見直しとともに，エコ

フロンティアかさまの操業期間や損失補償期間の延長を検討，判断することが

緊急の課題となっている。※ 

※ 損失補償期間の延長については，平成 22 年第 1 回定例会で提案され，可決された。 
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ウ 財団法人茨城県看護教育財団 

 本団体は，結城市内において看護専門学校を運営し，県西地域の看護師育成

に貢献してきたが，前回の調査特別委員会において，入学者の定員割れや県補

助金が 3 千万円を超えているなどの理由から，民間委譲も含めて学校運営のあ

り方を検討するよう求められた。 

 その後，学生数の安定確保や運営経費の削減などの改革に取組んできたが，

平成 20 年度入学者は 42 名と再び定員割れになり，平成 21 年度の県補助金額

は 3,300 万円と依然として課題は解決されていない。 

 今回の調査特別委員会の調査においては，財団による学校運営を改善する方

策として，新たに定員の引下げと授業料等の引上げが執行部から提示された。 

 

エ 株式会社いばらき IT 人材開発センター 

 本団体は，平成 3 年に（独）情報処理推進機構，県，古河市，地元企業等に

より設立され，情報技術者の養成・派遣や中小企業の情報化支援，自社ビルの

オフィス賃貸事業などの業務を行っている。 

 しかし，平成 20 年度末のオフィス入居率は 70.2％と目標の 80％を達成でき

ず，景気後退の影響により企業からの技術者派遣要請は減尐し，解消すべき累

積損失は 3 億 3,200 万円と逆に増加している。 

 経営の安定化を図るため，抜本的な財務体質の改善が必要である。 

 

オ 財団法人茨城県農林振興公社 

カ 社団法人茨城県穀物改良協会 

キ 社団法人園芸いばらき振興協会 

 この 3 団体は，先の調査特別委員会において，再編統合を検討すべきとの提

言を受けた後，平成 21 年度に給与事務の一元処理を開始したが，再編・統合

にはいまだ至っていない。 

 農林振興公社が行っている分収造林事業については，他県において木材価格

の低迷により多額の債務を県が引き受ける事例が発生しており，再編・統合の

妨げとなるおそれがあるため，その解消が課題である。 
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 また，平成 22 年度から，公益法人制度改革への対応として，公益目的事業

を担っているのか，再点検する必要がある。 

 さらに，農林振興公社では，農地保有合理化事業に係る借入金が平成 20 年

度実績 6 億 1,450 万円に対して，県の損失補償限度額が 43 億円と過大である

こと（※1），理事長が知事の兼職であり，解消が求められること（※2）など

が課題である。 

※1 損失補償限度額については，その引き下げが平成 22 年第 1 回定例会に提案され，

可決された。 

※2 平成 22 年 4 月 1 日に知事の理事長職兹職を廃止。 

 

ク 財団法人茨城県建設技術公社 

 本団体は，建設行政を補完するため，技術職員への研修会の開催や市町村へ

の技術的助言・相談等の実施，電子入札システム等の資金・技術支援などを行

うとともに，県や市町村などの公共事業の積算・施工管理業務などを受託して

いる。 

 しかし，民間企業と競合する調査，設計業務を含む受託事業が，収益の 9 割

を占め，そのうちの 6 割以上を県の委託料が占めるという収益構造であること

から，調査，設計業務のさらなる縮減と，研修事業など公益事業の拡充に努め

る必要がある。 

 人的関与については，平成 21 年度で，常勤役員 3 名全員が県職員ＯＢであ

り，職員 94 名のうち 5 名が県派遣となっており，必要最低限まで縮小してい

く必要がある。 

 本部と研修庁舎が別になっており，組織の統廃合により経費や人員の効率化

を図る余地がある。 

 公益法人制度改革に伴う移行手続き等を計画的に進める必要がある。 
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ケ 茨城県道路公社 

 本団体は，住民の利便性の増進と産業の発展に寄与するため，政府や市中銀

行からの借入金，県出資金などを建設資金として短期間で道路を整備し，平成

21 年度現在，水郷有料道路を含む 7 路線の料金収受及び維持管理を行っている。 

 しかし，今後，新規路線計画はなく，資金の償還が完了している水郷や新大

利根橋有料道路などの相次ぐ無料化に伴い，平成 22 年度から経営収支が悪化

し，平成 25 年度以降，2 億円から最大 10 億円の資金不足が毎年度生じる見通

しであることから，料金収入の確保や経費の削減など一層の経営改善に努め，

収支の均衡を図るとともに，団体の解散時期を判断する必要が生じている。 

 また，県の関与については，平成 20 年度末で，表筑波スカイラインの資金

償還を補てんする目的で 9 億 2,400 万円を無利子短期貸し付けしていること，

国や金融機関からの長期借入金残高 79 億 3,600 万円に対して債務保証限度額

が 180 億円（※1）と過大であること，常勤役員 4 名のうち県職員ＯＢが 3 名

（※2），職員 12 名のうち県派遣が 2 名となっておりさらなる削減が求められ

ることなどが課題である。 

※1 債務保証限度額については，その引き下げが平成 22年第 1回定例会に提案され，

可決された。 

※2 平成 22 年度は，常勤役員 4 名を 2 名に減じた（県職員 OB は 1 名）。 

 

④ 準精査会計の課題 

ア 港湾事業特別会計 

 本会計は，公共事業による岸壁等の基本施設の整備に対応して，港湾機能を

効率的に発揮させるため，起債事業により，荷役機械，上屋等の機能施設の整

備や，臨海部の土地造成を行っている。 

 しかし，港湾整備の長期化や景気悪化により，使用料収入や土地売却収入が

確保できないため，一般会計繰入金や起債の借換えに依存している。平成 20

年度決算で歳入の 57％（69 億 6 百万円）を県債が，23％（28 億 2 千万円）を

一般会計繰入金が占める状況となっている。 
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 平成 20 年度決算に基づく将来負担額は，機能施設整備事業で 337 億円，臨

海部土地造成事業で 293 億円，本会計全体で 630 億円の発生が見込まれる。 

 このため，取扱貨物量の増加対策と保有土地の早期処分が課題となっている。 

 

イ 流域下水道事業特別会計 

 独立採算による企業的経営を強化するため，平成 21 年度から地方公営企業

法財務規定の適用を予定していたが，市町村との協議が整わず見送る結果とな

っている。このため，市町村と費用負担のあり方などについて合意形成を図る

必要がある。 

 

ウ 県立医療大学付属病院特別会計 

 本会計は，県立医療大学付属病院における医療専門職の養成やリハビリテー

ション医療の提供及び情報発信などの事業を行っている。 

 病院建設及び医療機器更新のための起債未償還額は，平成 20 年度末で約 60

億円であり，平成 20 年度会計では，公債費 4 億 4 千万円を除いても，なお約 4

億 6 千万円の収支差が生じ，一般会計繰入金に依存せざるを得ない経営状況で

ある。 

 県債残高の計画的償還と一般会計繰入金の縮減のため，研修士人数の拡充な

どによる収入の確保と支出の削減が課題である。 

  


