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行政連携団体（外郭団体）の経営健全化に向けた基本的な考え方

平成28年2月

徳島県

１ これまでの取組み

本県では，平成16年6月「外郭団体見直し等の基本方針（以下「基本方針」という。）」

を策定し，外郭団体の見直しに係る基本的な考え方を示すとともに，各団体においては，

基本方針を踏まえた「経営改善計画」を策定し，具体的な取組みを進めてきた。

・第1期経営改善計画：平成17年度～平成21年度（5年間）

・第2期経営改善計画：平成22年度～平成24年度（3年間）

・第3期経営改善計画：平成25年度～平成27年度（3年間）

これまで3期に渡り，単なる組織形態の見直しにとどまらない，団体の存廃を含めた

抜本的な見直しや，経営改善に取り組んできた結果，平成26年度末時点において，下

記のとおり大幅な「経営のスリム化」が実現されている。

２ 次期取組みの基本方針

平成19年6月，「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され，平成21

年度から全面施行されたことに伴い，地方公共団体には一般会計等のほか，外郭団体の

収支，経営状況，資産及び将来負担の実態など，外郭団体の財務状況も含めた，地方公

共団体全体の財政健全化が求められた。

併せて平成21年6月には，総務省から「第三セクター等の抜本的改革等に関する指

針」が通知され，平成21年度から平成25年度を集中改革期間として，外郭団体が実施

する事業の意義や採算性等について改めて検討を行うなど，団体の存廃を含めた抜本的

改革に集中的かつ積極的に取り組むよう求められた。

これを受け，団体による取組みが全国的に推進された結果，団体への損失補償額や補

助金等交付額等において「一定の成果が見られた」として，平成26年8月の総務省通

知により「『抜本的改革』は一区切り」とされたところであるが，外郭団体の経営が著

しく悪化した場合には，地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されるた

め，引き続き各団体には，自らの判断と責任により徹底した効率化・経営健全化等の取

組みが求められている。

●第1期（H17～H21：5年間）、第2期（H22～H24：3年間）、第3期（H25～H27：3年間）の成果

◆団 体 数 ：42団体（H15） → 25団体（H26) 17団体削減

◆役 職 員 数 ：1,061人（H16） → 516人（H26） 545人削減

◆県補助・委託金 ：81億円（H16） → 40億円（H26） 41億円削減

※第3期については期間中であるため平成26年度末時点での報告である

相当な成果！

役職員・補助金等

ともに半減！
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また，人口減少や少子高齢化，インフラの老朽化等，厳しい社会経済情勢下において，

行政の補完・代替機能を有する外郭団体には，地方公共団体の区域を越えた施策の展開，

民間の立地が期待できない地域における産業の振興や雇用の確保，公共性，公益性が高

い事業の効率的な実施等が強く期待されているところであり，今後は効率化・経営健全

化と地域活性化等に資する有意義な活用の両立に取り組むことが求められている。

本県では，行財政改革の基本方針である「新未来『創造』とくしま行革プラン」によ

り，一般行政部門３０００人体制に向けた組織のスリム化や，着実な財政構造改革を進

める中，「外郭団体の経営健全化による更なる協働推進」を改革項目に掲げ，外郭団体

はもとより，民間活力を活かした指定管理者制度の導入や，ＰＰＰ/ＰＦＩ手法による

公共施設の整備，運営など，多様な事業主体と的確に連携・分担することで，厳しい財

政状況下にあっても効率的・効果的な事業展開を図り，県民サービスの向上や地域の活

性化に取り組むなど，「新次元の行財政改革」を推進しているところである。

そこで，総務省通知はもとより，これまでの本県の取組みを踏まえ，今後，外郭団体

や関係機関との連携を深化し，相乗効果を発揮することで，さらなる地方創生（地域活

性化）を推進するため，「外郭団体」という呼称を「行政連携団体」とする。

また，これまでの「経営健全化」に加え，「未来志向」の事業推進を目指すため「地

方創生・経営健全化指針」を策定し，各団体には「地方創生・経営健全化計画（以下：

「次期計画」という。）」の策定を要請するものとする。

〈参考〉

３ 「次期計画」策定の対象となる行政連携団体

（１）県が25%以上出資又は出えん（以下「出資」という。）を行っている

一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人，公益財団法人及び

特例民法法人を含む。以下同じ。）並びに会社法法人等

（２）県が損失補償を行っている法人

（３）地方公社（住宅供給公社及び土地開発公社）

●国における経営方針に関する通知等の状況

◆「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行（H19.6 H21全面施行）

◆公益法人改革制度（～H25までに完了：全ての対象団体は移行済）

◆「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」の策定（H21.6）

•集中改革期間（H21～H25）に抜本的改革を実施
◆「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」の策定（H26.8）

•集中改革期間に相当の成果がみられたため抜本的改革はH25をもって一区切り
•引き続き効率化・経営健全化
•公共性と企業性を併せ持つ第三セクターの特性を活かした地域活性化等への貢献
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４ 「次期計画」策定の基本的考え方（地方創生・経営健全化指針）

（１）「次期計画」策定の方向性

各団体においては，「第３期経営改善計画」を策定し，その推進を図っている

が，ほとんどの団体で，今年度がその最終年度に当たることから，平成26年8

月の総務省通知「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」に鑑み，引き続

き「経営健全化」を進めるとともに，地方創生の起爆剤として，「県民目線・現

場主義」で「地域活性化」に貢献し「新次元の団体経営」に挑戦するため「次期

計画」を策定し取組みを推進するものとする。

（２）３つの柱

計画推進の３つの柱は次のとおりとする。

・地方創生の推進

各団体の特性を発揮し地方創生を加速

・更なる連携推進

「産・学・官・金・労・言」の「六位一体」の連携推進で

効果的・効率的な事業を推進

・不断の経営改善

更なる「経営改善」に向けた団体独自の取組みを推進

（３）計画期間：平成28年度～平成30年度（3年間）

（４）取組目標

①事業分野

各団体が「地方創生」に資する「重点取組目標」（数値目標）を定め，

地域に根ざした団体の特性を活かした機動的な事業運営を推進する。

②経営分野

各団体が「効率化・経営健全化」に資する「重点取組目標」（数値目標）

を定め，財務や役職員数の適正化等，経営体質強化に向けた取組みを推進する。

※各団体は，①，②の「重点取組目標」について，計画期間における達成率

「80%」以上確保を目指す。

③透明性

各団体でのコンプライアンス向上の取組みや情報公開の推進など，透明性の

向上に努める。

④進捗管理（PDCAサイクルの確立）

各団体は「次期計画」の取組み状況について，達成度や課題を分析する

「自己点検評価」を実施し，毎年度，県へ報告するものとする。団体所管課は，

団体から評価報告を受け，県としての評価を行い，これらの評価結果を人事課

行政改革室が指定する「第三者で構成する機関」に報告し，評価を受けるとと

もに，意見や提言を聴取し，更なる「地方創生・経営健全化」の推進に反映さ

せる。
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５ 行政連携団体に求められること

（１）事業・経営改善について

①行政連携団体は，行政の補完・代替機能を有し，機動的かつ弾力的に行政目的

を達成するための有効な手段として公益的・公共的事業の役割を果たすため設

立されたものであることに鑑み，その社会的使命や役割を踏まえた事業を主体

的に企画・推進する。

②県からの補助金・委託金等については，県の財政支援に過度に依存しない財務

体質を確立し，自立を促進するため，事業の必要性，効果，コストの妥当性等

を十分検証した上で，適正化に努める。

③経営の効率化を進め，黒字基調の健全な経営を目指す。また，経営状態が安定

している団体にあっても，今後の社会経済情勢等の変化にも対応できるよう，

経費削減や増収策など，更なる経営改善に取り組む。

④役職員数の適正化に努めるとともに，新たな業務への対応については，既存事

業の見直しや事務処理方法の改善を行うとともに，職員の採用については，

事業効果や事業期間を検証し慎重に対応する。また，給与の見直しなどによる

人件費の更なる抑制，組織機構のスリム化等不断の見直しを行う。

⑤一定の役割を終えた団体や経営が悪化している団体については，「廃止」や「統

廃合」なども含め，抜本的対策を行う。

⑥「公の施設」の指定管理者となっている団体については，団体の特性を活かし

ながら，管理コストや組織の適正化，さらには企画力やサービスの質の向上な

ど，更なる経営体質の改善に取り組む。

⑦団体の自主財源を確保するため，収益事業を展開するほか，国の公募的資金や

賛助会費，寄附金など収入の拡大に向けた取組みを積極的に進めるとともに，

国等から新たな委託業務を獲得するなど，自立に向けた経営努力も併せて行う。

（２）議会や県民への説明責任（地方自治法施行令第百五十二条第三項）

地方自治法施行令により，団体は，長の調査権の対象となる法人等及び，長が

議会に経営状況の報告を要する対象となる法人等とされていることから，今後も

議会への報告はもとより，県民にもその状況を積極的に説明する。

（３）情報公開の更なる推進

県では，団体の経営状況や進捗状況等について，県ホームページ等を活用し，

県民に分かりやすい情報提供に努めているところであるが，各団体においても，

その設立や運営が県民の負担によってなされていることから，団体の透明性の確

保や県民に対する説明責任が課せられていることを理解し，積極的に情報公開を

行う。なお，情報公開を行うにあたっては，自らの存在価値をより一層発揮する

ため，全ての団体が法令上公表を求められている財務状況や役員名簿などの情報，

各団体の活動状況や事業実績について，ホームページを活用したわかりやすい積

極的な広報を行う。
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（平成28年1月末現在）

徳島ハイウェイサービス株式会社 県土整備部

公益財団法人徳島県埋蔵文化財センター 教育委員会

公益財団法人徳島県暴力追放県民センター 警察本部

公益財団法人e-とくしま推進財団 政策創造部

公益財団法人徳島県文化振興財団 県民環境部

一般財団法人徳島県環境整備公社 県民環境部

公益財団法人徳島県福祉基金 保健福祉部

社会福祉法人徳島県社会福祉事業団 保健福祉部

公益財団法人とくしま移植医療推進財団 保健福祉部

公益財団法人とくしま“あい”ランド推進協議会 保健福祉部

公益財団法人徳島県建設技術センター 県土整備部

徳島県土地開発公社 県土整備部

株式会社コート・ベール徳島 商工労働観光部

公益財団法人徳島県農業開発公社 農林水産部

公益財団法人徳島県水産振興公害対策基金 農林水産部

公益財団法人徳島県林業労働力確保支援センター 農林水産部

公益社団法人徳島森林づくり推進機構 農林水産部

徳島県住宅供給公社 県土整備部

阿佐海岸鉄道株式会社 県土整備部

徳島空港ビル株式会社 県土整備部

一般財団法人徳島県観光協会 商工労働観光部

公益財団法人徳島県国際交流協会 商工労働観光部

団体一覧

団体名 所管部局

公益財団法人とくしま産業振興機構 商工労働観光部

株式会社徳島健康科学総合センター 商工労働観光部

徳島工芸村株式会社 商工労働観光部
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〈参考資料〉

第三セクター等の経営健全化等に関する指針

（平成２６年８月５日付け総務省自治財政局長）抜粋

第１．本指針の基本的な考え方

公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等（第三セクター及び地方公社（注１））は，地域にお

いて住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担っている一方で，経営が著しく悪化した場合

には，地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。

地方公共団体は，関係を有する第三セクター等について，自らの判断と責任により徹底した効率

化・経営健全化等についての取組を進め，もって財政規律の強化に努めることが必要である。

特に，地方公共団体が損失補償を行っている第三セクター等の債務については，第三セクター等

の経営状況が著しく悪化している場合には，将来的に地方公共団体に多額の財政負担が生じるおそ

れがある。第三セクター等の抜本的改革を必要とする状況にありながらも，取組が遅れている地方

公共団体にあっては，抜本的改革を含む経営健全化について，速やかに取り組むことが求められる。

一方，人口減少・少子高齢化，インフラの老朽化等を始めとする現下の社会経済情勢においては，

地方公共団体の区域を超えた施策の展開，民間企業（第三セクター等以外の企業をいう。以下同じ。）

の立地が期待できない地域における産業の振興や雇用の確保，公共性，公益性が高い事業の効率的

な実施等が強く期待されるところであり，第三セクター等はそれらを実現するための有効な手法と

なる場合がある。

各地方公共団体におかれては，これらの点を踏まえて，出資（原則として25%以上）を行って

いる法人，損失補償等の財政援助を行っている法人その他経営に実質的に主導的な立場を確保して

いると認められる法人を対象として，効率化・経営健全化と地域活性化等に資する有意義な活用の

両立に取り組まれるよう留意されたい。

第５．第三セクター等の活用

人口減少・少子高齢化，インフラの老朽化，国・地方を通じた厳しい財政状況を始めとする現下

の社会経済情勢においては，単独の地方公共団体が自ら直接に事務事業を執行する手法のみによっ

ては，地域住民が必要とする住民サービスの提供，施策の展開等が困難となってきている。地方公

共団体の区域を超えた施策の展開，民間企業の立地が期待できない地域における産業の振興や雇用

の確保等が強く期待されるとともに，行政が担うべき分野全般においても，より効率的な業務の執

行が求められている。

公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等は，これらの課題を克服していく上で，有効な手法と

なる場合がある。地方公共団体は，本指針においてこれまで述べてきた事項に十分に留意しながら，

第三セクター等が有する以下のような長所を踏まえ，有効に活用することが望ましい。

２ 民間企業の立地が期待できない地域における事業実施

民間企業の立地が期待できない地域（特に，中山間地域，離島等）においては，第三セクター等

は，産業振興，地域活性化等に取り組むための有効な手法となる場合がある。

民間の資金やノウハウを適切に活用し，地域の特産品の製造・販売，観光施設等の経営，地域お

こしに関わるイベントの企画等に取り組むことが考えられ，また，収益を住民サービスに還元する

ことも可能である。
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初期投資（イニシャルコスト）等は地方公共団体が負担しながらも，第三セクター等が経営の安

定により地方公共団体の関与・支援を必要としなくなった場合には，地方公共団体との関係を解消

（地方公共団体の出資の返還，保有株式の買い取り等）するなど，第三セクター等という手法を法

人が自立的な運営が可能となるまでの過渡的な事業手法として取り扱うことも可能である。

３ 公共性，公益性が高い事業の効率的な実施

まちづくり，福祉，インフラの提供，地域活性化等の事業について，第三セクター等が民間企業

と同様の機動的，効率的な経営手法で行政の補完・代行機能を果たすことにより，地方公共団体が

直接実施するよりも効率的に，或いはユニークな形で行うことが可能となる場合がある。

特に，公共施設，インフラ等の維持・管理，運営等については，地方公共団体が直接実施するよ

りも，第三セクター等が事業を行うことにより，効率化が図られ，新たな価値が生み出される事例

が見受けられるところである。現在，多くの第三セクター等がPFI事業における選定事業者（民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11 年法律第117 号）第２条

第５項）や指定管理者（地方自治法第244 条の２第３項）として，地域において一定の役割を果

たしている。

また，これらの事業について，民間企業を事業実施主体とするのでは，公共性，公益性の担保に

ついて，議会・住民等の理解や支持が得られにくいことがあり，このような場合に，第三セクター

等が主体となることで，確実かつ円滑な進捗が可能となることが考えられる。

（注１）

本指針において，「第三セクター」とは地方公共団体が出資又は出えん（以下単に「出資」という。）を行

っている一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を含む。以下同じ。）並びに会社法

法人をいい，「地方公社」とは地方住宅供給公社，地方道路公社及び土地開発公社をいうものとする。

〈参考：第三セクター等の経営健全化に関する指針概要（総務省）〉


