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（仮称）外郭団体経営改革推進委員会について （案） 

2009.6.30 

 
(注)以下については現時点での案であり、今後、具体案を詰めていく過程で、一部、変更にな

る可能性があります。 
 

１．委員会の目的 
 

財政健全化法及び総務省が示した「第三セクター等の改革について」の通

知等の趣旨を踏まえ、本市の外郭団体の今後のあり方や経営改革案等につい

て、専門的視点及び客観的視点から、抜本的見直しや検討を行うもの。 

今後の外郭団体改革の推進に関して、市に必要な助言等を行うことにより、

外郭団体の健全な発展と市の行財政運営の効率化を図ることを目的とする。 
 
 

２．審議の対象とする団体の範囲 
 

本市の全ての外郭団体を対象とする。(※) 

特に「経営状況が著しく悪化しているおそれがある団体」と判断した団体

については、団体の存廃を含めた検討を行い、1 つまたは複数の抜本的な改

革案を提言するものとする。 
 

(※)市が当該団体の基本財産等の 25％以上を出資又は出捐している法人。その他、本市の

人的又は財政的援助の状況等を考慮して総務局長が指定する法人。（別添 22 団体） 

 
 

３．委員会の役割・所掌事務 
 

①外郭団体の経営状況の評価に関すること 

・・・各団体の財務諸表等から「経営状況が著しく悪化しているおそれがある団

体」かどうかを評価する。 

 

②外郭団体の経営改革策の検討に関すること 

・・・市が検討した改革案に対し、各団体の経営状況等に応じて、団体の今後の

経営見通しや市の関与の必要性、将来の市の財政負担等を総合的に分析・

検証したうえで、助言や「適切な改革案」の提言を行う。 

また、それらの改革案等をまとめた（仮称）「外郭団体改革プラン」の案

を策定し、市に提言を行う。 

 

③外郭団体の経営改革の推進に関すること 

・・・市が（仮称）「外郭団体改革プラン」を策定した後には、毎年度、当該プ

ランの実施状況及び経営状況等を委員会に報告し、委員会は、その進捗状

況等を検証するとともに、必要に応じて、意見や助言等を述べるものとす

る。 

資料３ 
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４．委員の構成及び任期等 

 

（委員構成） 

外郭団体の経営評価等に知識のある外部の専門家 ４、５名とする。 

（案） 

◆経営コンサルタント  

◆公認会計士      

◆弁護士 

◆大学教授等・・・ 経営学、経済学、または、まちづくり等を専攻する教

授等を選定する。 

◆金融機関の役職員・・・経営評価、経営改善等の視点からの意見を期待。 

◆地域経済団体の役員等・・・企業経営者等の視点からの意見を期待。 

（任期） 

任期は２年間とし、更新も可とする。（最長、H26 年度まで） 

また、各委員の都合により、任期途中での辞任も可とする。 

 

（報償費） 

原則として、他の附属機関委員と同様に、日額 8200 円(委員長は 8800

円)程度を想定。 

  まずはその額を基本に、委員就任依頼時に打診、交渉を行う。 

 

 

(参考) 

・本案に示した委員会の役割や委員構成等は、概ね、総務省が示した「第三セクター

等の抜本的改革の推進等について」の通知にも、沿ったものであると考えている。 

・他政令市では、17 市中、７市(※)が同様の委員会を設置しており、委員構成や委員

の人数は、概ね本案と同様である。 

(※) 仙台、横浜、京都、大阪、神戸・・・委員３～５名 

浜松、名古屋・・・委員６～10 名          (H20.8 神戸市調査による) 
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５．本年度のスケジュール（案） 

 

◎岩槻都市振興(株)については、早急に、市（執行部）の方針を決定する必

要があるとのこと。 

◎まずは、緊急を要する岩槻都市振興(株)、の改革案の検討を優先的に行い、

その後に「外郭団体全般の改革案の検討」を行うこととする。 

（与野都市開発(株)についても優先的に検討するが、スケジュールは未定。） 

 

(懸念事項) 

・委員所属団体での手続きなど、正式な委員就任までに相当な時間がかかる可能性がある。 

・各委員の日程の都合によっては、７月後半に、２回の委員会開催が出来ない可能性もある。 

 

 

６．平成２２年度以降のスケジュール（案） 

 

平成 22 年度からはプランの進捗状況の管理のため、毎年度１回程度の開催を

想定している。 

なお、外郭団体の改革期間(H20～H25)に合わせて、翌年度にプランの進捗管

理を行うため、原則、平成 26 年度までの作業となる。 



 - 4 -

○ 外郭団体一覧                                      H21.4 現在 

番 
号 

名   称 事業概要 
基本財
産 
（千円）

うち   
市出資金
（千円） 

出資
割合
（％）

所管部局 

1  さいたま市土地開発公社 
公共用地等の取得、処分、保
有地の維持管理等 

10,000 10,000 100 財政局 財政部 用地管財課 

2 （財）さいたま市公立施
設管理公社 

体育館、コミュニティ施設及び
労働施設の管理運営 

10,000 10,000 100 市民部 
コミュニティ課 

3 （財）さいたま市文化振
興事業団 

文化施設等の管理運営、自主
文化事業の企画実施等 

155,000 155,000 100

市民局 
生活文化部 
文化振興課 

4 （財）さいたま市浦和地域医療センター 
休日急患診療所、訪問看護ス
テーションの運営等 

30,000 30,000 100 保健部 
健康増進課 

5 浦和総業株式会社 葬祭関係総合サービス 10,000 5,500 55
保健部 
浦和斎場管理事務
所 

6 （社福）さいたま市社会
福祉協議会 

地域福祉の基盤整備、利用者
の権利擁護、福祉ボランティア
育成 

8,500 0 0

7 （社福）さいたま市社会福祉事業団 
児童・高齢者・障害者福祉施設
の管理運営等 

6,000 6,000 100

福祉部 
福祉総務課 

8 （社）さいたま市シルバ
ー人材センター 

高齢者の就業相談、機会の提
供、技能取得支援等 

0 0 0 福祉部 
高齢福祉課 

9 （財）さいたま市在宅ケ
アサービス公社 

高齢者・障害者への在宅ケア
サービスの提供 

200,000 200,000 100

保健福
祉局 

福祉部 
介護保険課 

10 浦和商業開発株式会社 
再開発商業ビル「コルソ」の賃
貸、管理 

100,000 50,000 50 経済部 
経済政策課  

11 （財）さいたま市産業創
造財団 

中小企業者・創業者支援（経営
診断、研修、調査、融資受付、勤労

者福祉サービス等) 
200,000 200,000 100 経済部 

産業展開推進課 

12 （社）さいたま観光コン
ベンションビューロー 

観光イベント、コンベンション事業

の実施、観光案内所の管理運営 
20,200 10,000 49.5 観光政策部 

観光政策課 

13 （財）さいたま市国際交流協会 
国際交流及び国際協力関連事
業 

200,000 114,441 57.2

経済局 

観光政策部 
国際課 

14 （財）浦和パーキングセ
ンター 

交通安全運動の推進及び駐車
場の管理運営 

20,000 20,000 100 都市計画部 
都市施設課 

15 （財）さいたま市公園緑
地協会 

公園・運動施設の管理・運営 28,000 28,000 100 都市計画部 
都市公園課 

16 （財）さいたま市都市整備公社 

情報文化センター「JACK大
宮」の賃貸、管理、駐輪場・駐
車場の管理運営等 

10,000 5,100 51

17 与野都市開発株式会
社 

再開発ビル「アルーサＢ館」の
賃貸、管理 

300,000 210,000 70

18 北浦和ターミナルビル
株式会社 

再開発ビル「北浦和ターミナル
ビル」の管理・賃貸、バスターミ
ナルの管理 

80,000 66,950 83.7

19 岩槻都市振興株式会社 
再開発ビル「WATSU」の賃貸、
管理 

900,000 604,150 67.1

まちづくり推進部 
まちづくり総務課 

20 （財）さいたま市土地区
画整理協会 

組合施工の土地区画整理事業
に関する業務の受託 

10,000 10,000 100

都市局 

まちづくり推進部 
区画整理支援課 

21 （財）埼玉水道サービ
ス公社 

水道料金調定業務、水道メー
ター検針業務等 

3,000 750 25 水道局 業務部 
水道総務課 

22 （財）さいたま市体育協会 
市民向けスポーツ事業。体育・
スポーツ団体の育成。 

200,000 200,000 100 教育委員会 
生涯学習部 
体育課 

 


