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  福岡市では，「行財政改革プラン」(計画期間：平成 25 年度～平成 28 年度)において健全な財政運営を推進するための部門別計画と

して，平成 25 年８月に「第３次外郭団体改革実行計画」（計画期間：平成 25 年度～平成 28 年度）を策定し，市長・副市長のトップマ

ネジメントのもと各局が自律的に改革に向けた取組みを進めてきました。このたび，計画における目標の進捗状況及び各団体の取組状

況等について，平成 28 年度の取組実績としてまとめましたのでお知らせします。 

   

   

 

（１）団体数の最小化 

   ・廃止したもの…１団体 

(公財)福岡市防災協会 

・廃止の方針を決定したもの…２団体 

福岡市土地開発公社，（一財）福岡市水産加工公社 

・統合を実施したもの…１団体 

（公財）福岡国際交流協会（→（公財）福岡よかトピア国際交流財団） 

（２）人的関与の最小化 

    

 

（３）財政的関与の最小化 

 

     

 

   

※福岡市の重要な施策・事業を推進するにあたり，効果的・効率的な手法等を勘案した上で所要の予算措置を行っています。 

 

市が団体へ派遣する職員（H28） 計画策定時（Ｈ25）との比較 

263 人 ▲73 人 

市が団体へ支出する補助金等(H28 決算) 計画策定時(H24 決算)との比較 

補助金 約 21.1 億円  ▲2.1 億円  

負担金 約 3.7 億円  ＋1.4 億円  

委託料 約 239.5 億円  ▲1.7 億円  

１ 目標の進捗状況 

第３次外郭団体改革実行計画の取組み状況について 

→MICE 誘致など団体で実施する事業の増加によるもの 



 
 

 

 

 平成 25 年度に，全庁的に「随意契約総点検」を実施し，外郭団体との随意契約については，平成 24 年度契約金額ベースで約 46.4

億円分を競争性のある契約手続き等へ見直すこととしました。 

 

⇒平成 28 年度までにおいて，見直し対象約 46.4 億円分のうち約 37.5 億円分（約８割）の随意契約の見直しを実施。 

 

 

※公正入札監視委員会の審議対象となった団体 

(公財)福岡市施設整備公社，（公財）ふくおか環境財団，（社福）福岡市社会福祉事業団， 

（公財）福岡観光コンベンションビューロー，（株)福岡ソフトリサーチパーク，（公財）福岡市緑のまちづくり協会， 

博多港ふ頭(株)，（一財）福岡市交通事業振興会，（公財）福岡市水道サービス公社，（公財）福岡市学校給食公社 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度の実施状況・第３次計画における取組み状況の振返り等は別紙のとおり 

 

 

  

３ 各団体の取組状況 

２ 外郭団体との随意契約の見直し 



 
（参考）これまでの成果 

  平成 16 年度から 3次にわたる実行計画に基づき，団体数を４分の１以上（13 団体）削減するとともに，市が補助金等として団体へ

支出する財政的関与については約４分の１（約 85 億円）を削減し，市が職員を団体へ派遣する人的関与については２分の１以上（約

350 人）を削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○　目次　

名　　　称 基本財産 市出資金 出資割合 頁

(百万円) (百万円) （％）

1 　福岡市土地開発公社 40 40 100.0% 1
2 　福岡市住宅供給公社 10 10 100.0% 2
3 　福岡北九州高速道路公社 222,168 82,336 37.1% 4

4 （公財）福岡アジア都市研究所 30 30 100.0% 5
5 （公財）福岡市施設整備公社 200 200 100.0% 6
6 （公財）福岡市スポーツ協会 218 160 73.3% 8
7 （社福）福岡市社会福祉事業団 5 5 100.0% 9
8 （公財）ふくおか環境財団 20 20 100.0% 11
9 （株）福岡クリーンエナジー 5,000 2,550 51.0% 13
10 （公財）福岡市中小企業従業員福祉協会 10 10 100.0% 15
11 （公財）福岡市文化芸術振興財団 200 200 100.0% 16
12 （公財）福岡観光コンベンションビューロー 796 755 94.8% 18
13 （一財）福岡コンベンションセンター 200 185 92.5% 20
14 （公財）九州先端科学技術研究所 300 250 83.3% 22
15 （一財）福岡市水産加工公社 10 10 100.0% 24
16 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 35 35 100.0% 26
17 （公財）博多駅地区土地区画整理記念会館 493 493 100.0% 28
18 　博多港開発（株） 6,400 3,264 51.0% 30
19 　博多港ふ頭（株） 700 357 51.0% 31
20 （公財）福岡市水道サービス公社 15 10 66.7% 34
21 （一財）福岡市交通事業振興会 10 10 100.0% 37
22 （公財）福岡市学校給食公社 10 5 50.0% 38

23 （公財）福岡よかトピア国際交流財団 3,252 900 27.7% 39
24 （株）福岡ソフトリサーチパーク 6,928 3,270 47.2% 41
25 　福岡タワー（株） 3,000 1,000 33.3% 43
26 （株）博多座 1,125 300 26.7% 44
27 　福岡地下街開発（株） 7,382 3,600 48.8% 45
28 　サンセルコビル管理（株） 50 15 30.0% 47
29 （一財）博多海員会館 32 21 39.6% 49
30 （公財）福岡市教育振興会 61 29 47.2% 50

【　地方三公社　３団体　】

【　本市が50％以上出資している団体　１９団体　】

【　本市が25％以上50％未満出資している団体　８団体　】

番
号



所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

-

実績
※職員（嘱託含）

【15名】
-

計画 -

実績
【2.8ｈａ】 【1.7ｈａ】 【1.6ｈａ】 【1.1ｈａ】 【4.6ｈａ】

-

実績
【9.6ｈａ】 【7.6ｈａ】 【7.5ｈａ】 【7.0ｈａ】 【6.4ｈａ】

-

長期保有土地の再取得を推進して
おり，28年度は面積は増加したもの
の，簿価は縮減している。今後は解
散を見据え，再取得を推進してい
く。
【公社長期保有土地】
平成25年度末　1.7ｈａ（約56億円）
平成26年度末　1.6ｈａ（約46億円）
平成27年度末　1.1ｈａ（約32億円）
平成28年度末　4.6ｈａ（約27億円）

３年以内再取得ルールを踏まえ，市
の再取得を進めた。

【公社保有土地】
平成25年度末　7.6ｈａ（約89億円）
平成26年度末　7.5ｈａ（約81億円）
平成27年度末　7.0ｈａ（約63億円）
平成28年度末　6.4ｈａ（約45億円）

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

財政局　財産活用課

藤林

092-711-4532

福岡市土地開発公社

改革の方向性 １　抜本的に法人のあり方を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）における
取組み状況の振返り・今後の課
題など

1

事業の整理・縮小 実施

土地開発公社の改革方
針に基づき，解散に向
けて公社事業の整理，
及び縮小を着実に実施
する。

関係局との協議や，団体の事業
規模・保有土地残高等の状況変
化について検証を実施。

解散までを見据えた組織のあり方
についての検討

平成32年度を目途に解散の方針。
解散に向けて平成29年度をもって
資金代行業務の廃止を予定。
また，平成29年度から係の統廃合
により係長級職員１名を減員してお
り，解散までを見据えた組織のあり
方について，今後も引き続き検討を
行う。

2

長期保有土地の解消 実施

長期保有土地の解消に
向けて区画整理事業の
進展や国費の内示状況
に合わせた市の買い取
りを推進する。

長期保有土地について，約0.5ｈａ
（約9.6億円）の再取得を実施し
た。

長期保有土地の市の再取得推進

3

市の買い取りの推進 実施

平成１６年度に財政局
が策定した公社が保有
する土地を市が買い取
る際のルール（市が買
い取る期間として原則３
年以内，例外５年以内）
を厳格化し，市の買い
取りを推進する。

公社保有土地について，約0.8ｈａ
（約27億円）の再取得を実施し
た。

３年以内再取得ルールを踏まえ
た市の再取得推進

3　市の買い取りの
推進

計画 -

工
程
表

2　長期保有土地
の解消

取組項目

1　事業の整理・縮
小

計画

改革方針に基づき，事業の整理・縮小を実施

■用地交渉業務を廃止

資金調達業務

市の再取得を推進

■平成25年度からルールを厳格化

すべて，3年以内に再取得

【残高（各年度末）】 ※2.6ｈａの再取得実績（25～28年度）※24末残高

【残高（各年度末）】 ※4.1ｈａの再取得実績（25～28年度）※24末残高

■用地交渉業務廃止（25年度～），資金調達（代行）業務（29年度末廃止予定）

※業務執行体制を見直し，職員8名の減員を実施した（25～28年度）

- 1 -



所管課

担当者

ＴＥＬ

入居促進及び退去抑制に取り組ん
だ結果、平成２５年度から平成２８
年度までの年間入居率については
９０％台を維持し、平成２４年度（８
７．２％）から改善することができた。
また、返還住宅（合計１４住宅）につ
いては、返還時の平均入居率約７
０％で返還することができた。今後
も、平成３１年度の最終返還時まで
高い入居率の維持に取り組んでい
く。

引き続き「照葉地区」及び「市5工区
等地区」のコーディネート業務を行
うとともに，計画期間内（照葉地区
31年度，市5工区等地区 29年度）
の事業完了について関係者に働き
かける。

市営住宅管理業務については，平
成30年度から業務の一部で試行的
に導入される公募型指定管理の影
響等を踏まえ，組織体制を検討す
る。
賃貸事業・分譲事業については，
各事業の事務量の減少を見据えな
がら，業務の執行体制を検討する。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

住宅都市局住宅計画課

辻

092-711-4598

福岡市住宅供給公社

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（１） 事業の内容や担い手を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）における
取組み状況の振返り・今後の課
題など

1

①市営住宅の次期管理
方法に関する最適手法
の検討

実施

公社が行っている市営
住宅の管理について，現
行の管理方法のモニタリ
ング・分析及び外部委員
による評価に基づき，総
合的な検証作業を行っ
たうえ，次期管理期（平
成27年度～）における最
適な管理方法の検討を
行い，平成25年度末まで
に次期管理方法の方向
性を決定する。

平成30年度以降の市営住宅の管理
方法について，管理業務の一部に公
募型の指定管理者制度を一部の区
（中央区・南区・城南区）で試行的に
導入することを方針決定した。

平成30年度以降の市営住宅の管
理方法について，関係局等の意見
聴収や協議をしながら，方針を決
定する。

平成30年度以降の市営住宅の管
理方法について，平成28年度の方
針決定に基づき，平成29年度に指
定管理者を公募・選定を行う。選定
にあたっては，地場業者への適正
な発注確保や，入居者に対する
サービス水準確保に配慮する必要
がある。

2

② 公社借上型特定優良
賃貸住宅事業における
収支改善及び借上期間
満了への対応

実施

新婚・子育て世帯住まい
支援制度の活用や不動
産業者への斡旋依頼等
を行うなど，入居率向上
に向けた様々な取組を
実施し収支改善に努め
るとともに，借上期間が
満了する物件について
は平成26年度から返還
を開始し，全ての借上期
間が満了する平成31年
度に返還を完了する。

・入居促進及び退去抑制に取り組ん
だ結果、年間入居率９０％を確保す
ることができた。
・返還を行った５住宅については、建
物所有者と協議を重ね、入居要件を
緩和した早期返還制度の活用や返
還後の家賃引き下げを行うなどの協
力を得ることができた結果、約７０％
（返還時平均入居率）で返還できた。

良好な住宅ストックの活用及び収
支改善の観点から以下を取り組
む。

・入居促進及び借上期間満了間近
の住宅の退去抑制。
・順次返還を迎える住宅について、
建物所有者と円滑な返還に向け協
議を進める。
・今年度返還を迎える５住宅につい
て円滑に返還を行う。

3

③ アイランドシティ住宅
開発事業への参画にお
ける十分な検証

実施

今後の事業参画にあ
たっては，市の要請に基
づき，アイランドシティ事
業計画を踏まえつつ，市
と公社との役割分担の明
確化並びに採算性及び
事業リスク等を十分に検
証した上で総合的に判
断する。

協議会の運営やまちづくりの広報活
動など，まちづくりのコーディネート業
務を行うとともに，事業完了について
の働きかけを行った。

「照葉地区」及び「市5工区等地区」
のコーディネート業務を行うととも
に，計画期間内の事業完了につい
て関係者に働きかける。

4

④ 公社の組織体制の検
討

未実施

上記の３事業の動向に
対応した組織体制，特に
平成27年度以降の市営
住宅の管理方法に対応
した組織体制について
検討を行い，方針を定
め，実施する。

各事業の動向を踏まえ，現状の組織
体制を継続した。

市営住宅管理業務については，平
成30年度以降の市営住宅管理の
方法に関する市の検討状況を注視
しながら組織体制を検討していく。
賃貸事業・分譲事業については，
各事業の事務量の減少を見据えな
がら，業務の執行体制を検討する。

- 2 -



所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

住宅都市局住宅計画課

辻

092-711-4598

福岡市住宅供給公社

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 -
・懇話会で検討
・方針決定

平成30年度以降
方針に則り作業
実施

実績
・懇話会で検討済
・方針決定済

方針に則り作業実
施

次期管理体制で
管理実施

【収支改善】

【期間満了対応】
　　　　管理戸数 751戸 594戸 536戸 298戸

[一部返還]  [平成31年度返還
完了]

□オーナー協議

◇年間入居率

87.2% 92.4% 93.6% 93.9% 90%台を確保

◇1年前協議
H26：返還8住宅

◇2年前協議
H27:返還住宅
を実施

◇8住宅（157戸）
の返還完了
返還時入居率
概ね75%～100%

◇1住宅（58戸）の
返還完了
返還時入居率
67.2%

◇5住宅（238戸）
の返還完了
返還時入居率
約70%

計画
市の要請に基づき

随時判断

実績

計画
H27からの組織

体制について検討
方針決定 方針に則り実施

実績
実施

（現行体制継続）

□新婚･子育て事業の活用
□不動産業者への斡旋依頼など

工
程
表

① 市営住宅の次期
管理方法に関する
最適手法の検討

④ 公社の組織体制
の検討

③ アイランドシティ
住宅開発事業への
参画における十分
な検証

取組項目

実績

② 公社借上型特
定優良賃貸住宅事
業における収支改
善及び借上期間満
了への対応

計画

市から新たな事業参画の要請はなく，参画中事業の

計画期間内完了に向けた働きかけを実施

組織体制について検討

- 3 -



所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - 165,600台/日 165,900台/日 166,100台/日 166,300台/日 166,600台/日

実績 170,961台/日 177,947台/日 177,666台/日 182,155台/日 187,428台/日 -

計画 - 355億円 356億円 356億円 357億円 357億円

実績 370億円 385億円 396億円 407億円 418億円 -

計画 - 6% 12% 18% 24% 28%

実績 - 3% 5% 9% 13% -

工
程
表

1　福岡高速道路
計画交通量の達
成

3　老朽化・予防保
全対策進捗率
（金額ベース）

2　福岡高速道路
料金収入の確保

取組項目

【第３次計画の振返り】
①スイスイマップの配布拡大や
ホームページのリニューアルによ
る情報提供の充実を図った。
今後も、さらなる利用促進を図り、
昨年度に引き続き、広報の対象を
絞り込んだ利用促進策の実施、
ホームページを活用した情報発
信等に取り組む。

②老朽化予防保全対策の着手当
初においては、事業計画の策定
等に時間を要し、着手や進捗に
遅れ等が生じていたものの　現在
は事業計画に基づいた実施を
行っている。

【今後の新たな取組み】
平成27年３月に，県，市，公社の
三者において，自動車専用道路
アイランドシティ線及び福岡空港
関連自動車専用道路の整備に向
けて取組むことに合意し，アイラン
ドシティ線については，平成28年
度に事業に着手した。

2

安全・安心な都市高速
を維持していくため、合
理的な維持管理の実現
（アセットマネジメント）
に取り組み、コスト縮減
を図りながら老朽化対
策及び予防保全対策を
行い、道路施設の長寿
命化を目指す。

香椎線（H28年度までの予定）
・下部工補修工事：

223/275基完了予定

・上部工補修工事：
32/237径間完了予定

・床版補強工事：
32/207径間完了予定

② 老朽化・予防保全対
策の実施による事業資
産の適切な管理

香椎線（Ｈ28年度完了状況）
・下部工補修工事

221/275基完了（80％完了）
・上部工補修工事：

22/237径間完了（9％完了）
・床版補強工事：

22/207径間完了（11％完了）

※完了予定工事1件が工事数量
の増加に伴い、工期延期となり、
H29年4月末に完了となったた
め、完了数が減となっている。

実施

1

事故防止・渋滞緩和対
策など良好な道路管理
を行うとともに、お客様
サービスの向上により利
用促進を図り、料金収
入を確保する。

ホームページの都市高速周辺施
設の最寄出入口案内のリニュー
アル等、ホームページ等を通じた
お客様への情報提供を充実し、
お客様サービスの向上に努める。
また、さらなる利用促進を図り、昨
年度に引き続き、広報の対象を絞
り込んだ利用促進策等を実施す
る。

① 福岡高速道路の利
用促進・料金収入の確
保

お客様のご意見に基づき、ホーム
ページ「動画で案内！都市高速」
の動画を改良し、ジャンクションや
出口付近の案内を充実させた。ま
た、ホームページの周辺施設案
内を充実させた。
さらに、小学生・保護者を対象と
する冊子でPRを行うことにより、家
族でお出かけの際の都市高速利
用を促した。

実施

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

道路下水道局
高速道路推進課

山田

092-711-4418

福岡北九州高速道路公社
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所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - ３人 ３人 ３人 ３人 ３人

実績 ４人 ３人 ４人 ４人 ３人 -

計画 - 改革の順次実施 改革の順次実施 改革の順次実施 改革の順次実施
次期改革案

を検討

実績
所管局で改
革案を検討

実施 実施 実施 実施 -

計画 - ２０，０００千円 ２０，０００千円 ２０，０００千円 ２０，０００千円 ２０，０００千円

実績 ８，８６０千円 ５１，６１５千円 ６０，６５３千円 ４０，６８２千円 ２２，７６９千円 -

計画 -
個人６７件
法人７３件

個人６２件
法人７３件

個人５８件
法人７２件

個人５７件
法人７２件

個人５９件
法人６７件

実績
個人６７件
法人７３件

個人６２件
法人７３件

個人５８件
法人７２件

個人５７件
法人７２件

個人５９件
法人６７件

-

工
程
表

1．市派遣職員の削
減

4．賛助会員の維持

3．受託事業の増収

2．事業内容の検討

取組項目

4

賛助会員の維持 未達成

賛助会員向けのサービ
スの充実や、財団の活
動への理解や賛同を得
るための取り組みを行う
など、年々減少している
賛助会員数を維持す
る。

セミナー等の開催や都市情報の
積極的な発信等により、個人会員
は退会数と同等の入会を得たた
め、微増したが、法人会員は新規
入会に至らず減少し、平成２８年
度は個人５９件法人６７件となっ
た。

個人５７件
法人７２件

3

受託事業の増収 実施

国や研究機関による資
金助成を伴う公募型研
究の獲得を図り、受託
研究の増加に取り組
む。

福岡市及び外部からの受託事業
として約２２，７６９千円を確保する
とともに、国の研究機関の事業採
択を受け約６，１４２千円の助成金
を確保した。

２０，０００千円

2

事業内容の検討 実施

平成２４年７月から設置し
た情報戦略室の都市情報
発信機能を強化するな
ど、自治体シンクタンクとし
ての役割を担いながら、平
成２５年度より産学官の地
域戦略推進のプラット
フォーム機能も担ってい
く。

情報戦略室において、海外諸都
市との比較・分析及び情報発信を
行うとともに、平成２５年度より福
岡地域戦略推進協議会の事務局
業務の受託等により、産学官民連
携プラットフォーム機能を担って
いる。

改革の順次実施
(機能強化、経営改善）

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

市派遣職員の削減 実施

平成２５年度から国際交
流事業の見直しに伴い
派遣職員１名を削減し、
現行の４名体制から３名
体制とする。

平成２５年度に国際交流事業の
見直しに伴い派遣職員１名を削
減した。

市派遣職員３名

産学官民連携機能強化等のた
め、平成２６～２７年度は職員１名
を追加で派遣したが、平成２８年
度からは当初計画に沿って３名体
制としている。
今後、事業内容の検討と併せて
効率的な人材配置についても検
討していく。

第３次計画において事業内容の
検討を行い、都市情報発信機能
及び産学官民連携プラットフォー
ム機能の強化に取り組んでいる。

計画期間全てにおいて目標額を
達成した。
市費負担の軽減を図るため、引き
続き外部資金・自主財源の確保
に努めていく。

既存会員の維持や新規会員入会
に向け、ニーズに沿ったセミナー
の開催や情報発信に一層務めな
がら勧誘を進める。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

総務企画局企画調整部

原

092-711-4408

(公財）福岡アジア都市研究所

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（１） 事業の内容や担い手を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

- 5 -



所管課

担当者

ＴＥＬ

4

固定経費の削減 実施

事務所賃料の見直しを
行うなど，固定的経費の
削減を図る。

91

90
（H24を100とする）

3

適な実施体制の構築
による人件費の削減

実施

公共建築物の維持保
全，管理事業に関する
随意契約について，事
業の範囲や内容が公社
事業として適切かどうか
の観点から検討を行うと
ともに，事業量を勘案し
ながら，市派遣職員の
嘱託職員への振替など
により， 小の費用で事
業を実施する体制を構
築し，人件費の削減を
図る。（平成25年度は，
人員を都心部教育環境
整備に振り替えたため，
一時的に減少。）

　嘱託職員16名のうち5名を，週
当たり38時間45分勤務から31時
間勤務に変更した。

97.2
（H24を100とする）

2

市における建築保全等
技術向上への貢献

実施

公共建築物の維持保
全，管理事業を通して
得られた，本市施設の
設計，施工方法及び施
設管理面等での課題・
問題点を整理し，本市
の担当部署に対して，
情報提供，アドバイスな
どを行うことで，本市に
おける建築保全等技術
の改善，向上に貢献し
て行く。

　市建築技術職員を対象とする研
修会を開催した。
　また，ホームページに学校施設
の管理マニュアル等を掲載し，情
報提供を行った。

8件以上
（累計）

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

維持・保全事業の充実
（工事等依頼者満足度
の向上）

実施

市有建築物の施設管理
者に対し，公社が実施
した修繕工事等につい
ての満足度調査を実施
し，その結果を今後の
工事等にフィードバック
することにより，事業の
PDCAサイクルを確立
し，毎年度，依頼者満
足度の向上を図る。

　修繕依頼の頻度の高かった30
施設を抽出し，顧客満足度につ
いて，アンケート調査を実施した。
前年度より0.7ダウンの56.1点（-
100点～100点）という評価結果で
あった。
　評価が下がった原因を分析する
ため，ヒアリング調査を実施した。

30施設調査
前年度以上

　評価結果については，年度に
よって結果が上下する結果となっ
たが，評価の下がった施設管理
者へのヒアリングを実施し，業務
改善に繋げた。
　今後も調査結果を基に依頼者
の満足度の向上を図る。

　維持保全業務の実施や研修会
等を通して，情報提供やアドバイ
スを行い，建築保全等技術の向
上に貢献した。
　今後は研修会や講習会の内容
の充実を図るとともに，開催回数
についても検討し，さらに本市に
おける建築保全等技術の改善，
向上に貢献していく。

　平成26年度から250万円を超え
る工事及びこれに伴う設計業務を
市からの直接発注へ切り替えた。
　また，平成27年度から教育施設
等の設備の保守管理業務等も市
からの直接発注に切り替えた。
　平成24年度に比べ5名の派遣
職員を削減した。
　また，学校建設事業の増加に対
応するため，平成27年度に学校
建設係を設置するなど，組織体
制の強化を行った。
　今後は，市からの受託事業及び
学校建設の事業量を勘案し，人
件費の削減について検討してい
く。

　固定経費については，平成25
年度より，事務所賃料を約300万
円/年（消費税別）削減した。
　消費税率の引き上げの影響を
勘案すれば，実質的には目標を
達成している。
　今後も，引き続き固定経費の削
減に努めて行く。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

アセットマネジメント推進課

池嶋

092-733-5426

(公財）福岡市施設整備公社

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

- 6 -



所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

アセットマネジメント推進課

池嶋

092-733-5426

(公財）福岡市施設整備公社

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 -
15施設調査
63点以上

20施設調査
前年度以上

25施設調査
前年度以上

30施設調査
前年度以上

各局2施設調査
70点を目標

実績
10施設調査

62点
15施設調査

58.1点
20施設調査

67.5点
25施設調査

56.8点
30施設調査

56.1点
-

計画 - 2件以上 4件以上 6件以上 8件以上 10件以上

実績 0件

累計
研修会等による
情報提供：2回
アドバイス及び
改善事例：2件

累計
研修会等による
情報提供：5回
アドバイス及び
改善事例：5件

累計
研修会等による
情報提供：7回
アドバイス及び
改善事例：5件

累計
研修会等による
情報提供：8回
アドバイス及び
改善事例：5件

-

計画 - 98.1 99.2 98.2 97.2 96.3

実績 100 97.9
派遣職員2名削
減

派遣職員3名削
減

一部嘱託職員の
勤務時間変更

-

計画 - 90 90 90 90 90

実績 100 89 91 91 91 -

工
程
表

1　維持・保全事業
の充実（工事等依
頼者満足度の向
上）

4　固定的経費の
削減（H24経費を
100とする）

3　維持・保全事業
事業費決算額に
対する人件費決算
額の割合（H24を
100とする）

2　情報提供，アド
バイスによる改善
事例（累計）

取組項目

- 7 -



所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画
事業の見直し
あり方検討

事業の実施 → → →

実績 指定管理６施設 → → →
平成29年度より

指定管理
３施設へ

計画 検討/実施 実施 → → →

市派遣職員数

10人 9人 8人 7人 6人

計画 検討 実施 → → →

実績 137,333千円 139,236千円 138,913千円 138,953千円 143,119千円

3

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

市民局スポーツ事業課

吉田

092-711-4657

(公財)福岡市スポーツ協会

1

事業の見直し 実施

現在，協会が実施・検
討している事業につい
て個別に評価を行い，
市及び協会の役割分担
を明確にし，協会の役
割を踏まえた事業の充
実を図る。

企画調整委員会において，「ス
ポーツ推進プラン実施計画」の中
間見直しについて，各専門委員
会での意見を踏まえた協議・調整
を行った。

協会の役割に応じた事業を実施
するとともに，「スポーツ推進プラ
ン実施計画」の中間見直しを実施
する。

新たな賛助会員制度を
検討するとともに，新た
な収益事業を検討・実
施し，自主財源の拡大
を図る。

スポーツトレーナー派遣事業や指
定管理施設における出店料収入
の確保を開始するとともに，ソフト
事業の拡充について検討を行っ
た。

自主財源の拡大について検討・
実施する。

改革の方向性 ３　経営改善が必要な団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

【第3次計画の振返り】
○「スポーツ推進プラン実施計
画」の中間見直しを視野に入れな
がら，団体の専門部会において
下記３項目の視点を踏まえ，主要
事業の見直しを行った。
①大規模国際スポーツ大会開催
を契機とするスポーツ人口の拡大
と競技力の向上
②「福岡市スポーツ振興計画」中
間見直しとの整合
③公益財団法人としての経営基
盤の強化
○自立的経営促進の観点から，
市との人的関与の最小化を図っ
ていくため，派遣職員について，
段階的に削減を行った。
　平成25年度（9人）
　平成26年度（8人）
　平成27年度（7人）
　平成28年度（6人）
○協会が管理する指定管理６施
設のうち，３施設（東体育館、もも
ち体育館、西体育館）について
は，平成29年度から公募により民
間の指定管理者に移行する方針
を決定した。

【今後の方針】
当該団体が果たすべき役割等の
整理を行い，平成31年度以降の
次期指定管理者の選定に向け
て，選定方法のあり方の見直しを
行うとともに，「福岡市スポーツ振
興計画」と一体的に推進する当該
団体の中間見直し後の「スポーツ
推進プラン実施計画」（平成２９年
から５年間）に基づき，「ソフト事業
の拡充」，「自主財源の拡大」につ
いての検討・実施を行う。

2

組織体制の見直し 実施

協会の役割分担に応じ
た組織体制とするため，
市派遣職員の減員とと
もに，固有職員の雇用
形態や人材育成等につ
いて検討を行う。

H29年度より，市派遣職員を１名
削減するとともに，指定管理施設
数減少（６→３）に伴う組織体制づ
くりの検討を実施した。

協会の役割に応じた組織体制づ
くりを実施する。

自主財源の拡大 一部実施

工
程
表

1　事業の見直し

3　自主財源の拡
大

2　組織体制の見
直し

取組項目

実績
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所管課

担当者

ＴＥＬ

4

④　組織体制の適正化 実施

　公募による指定管理
への移行等に伴う余剰
人員に関して，退職者
不補充や施設引き継ぎ
要員としての再配置な
どにより対応するととも
に，支援技術の継承や
高度専門性の確保に留
意しつつ，随時，非正
規職員への振り替えを
検討・実施する。

　事業団とあり方検討会を実施
し，将来の公募化を前提とした定
数の検討を行うとともに，職員の
支援技術の維持・継承や高度専
門性の確保に配慮しつつ，求め
られる事業運営に要する組織体
制のあり方や適正規模について，
効率的な法人経営と併せて検討
を行った。

　事業団の組織体制の適正化に
ついて検討

3

③ 効率的な法人経営 実施

　指定管理料の積算や
精算のあり方の見直し
により，インセンティブが
働く経営方式を確立す
るとともに，民間事業所
と比較して高水準となっ
ている人件費のあり方を
含めて，経費の節減等
により収益性を高めるな
ど，効率的な法人経営
に努める。

○児童発達支援事業所（分園す
てっぷ）3施設を自主開所

　事業団とあり方検討会を開催
し，人件費も含めた経費の節減，
適正規模の資産形成，自主財源
の確保等，さらなる経営改善につ
いて検討を行った。

　事業団の効率的な法人経営に
向けて，収益性の向上等ついて
検討

2

② 補助金の見直し 実施

　法人本部の運営経費
等として支出している補
助金は，指定管理料の
積算や精算のあり方の
見直しや経費節減等に
より，減額を検討する。

　事業団とあり方検討会を開催
し，平成29年度以降に採用され
た職員の退職手当については，
事業団が共済制度及び独自財
源により負担することとして取り決
めを行った。

　事業団事務局に対する補助金
（退職手当補助金）の取り扱いに
ついて検討

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

① 指定管理施設の公
募化推進

実施

　事業団が非公募で指
定管理している12施設
のうち，民間事業者によ
る管理運営が可能な施
設は公募化を進める。

　事業団とあり方検討会を開催
し，公募化に向けた課題等の整
理を行った。

　非公募による事業団管理9施設
の公募化を検討

○非公募12施設中3施設を公募
化して民間管理に移行

・次期指定管理期間での公募化
を前提とした仕様書等の整理
・指定管理料の積算見直し
・民間管理に移行した際の余剰
職員の整理，対応

○事業団事務局に対する補助金
のうち法人本部の経常経費補助
金については，指定管理料に振
替

・事業団の退職手当引当金の財
源確保

○経費節減効果に伴う指定管理
料不用額の精算・戻入を廃止
○公益事業の拡大（分園すてっ
ぷ）

・社会福祉法改正への対応（社
会福祉法人の内部留保の活用
等）
・サービス報酬対象事業の利用
者確保による収入増
・自主事業の新設，拡大による自
主財源の確保

○職員定数（H25⇒H28）
　職員：232人⇒220人

・事業団が担うべき役割及び事業
の明確化
・事業に要する専門職員の確保・
育成，質の維持・継承に留意した
組織体制の整理

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

保健福祉局
障がい者施設支援課

入江

092-711-4249

（社福）福岡市社会福祉事業団

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定
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所管課

担当者

ＴＥＬ

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

保健福祉局
障がい者施設支援課

入江

092-711-4249

（社福）福岡市社会福祉事業団

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画

実績

計画

実績

計画 検討

実績

計画

実績

計画

実績

12施設
（事業団管理

施設数）

166,816千円
（24年度予算）

工
程
表

1　指定管理施設
の公募化推進

5　随意契約のあり
方の見直し

3　効率的な法人
経営

2　補助金の見直
し

取組項目

4　組織体制の適
正化

5

⑤　随意契約のあり方
の見直し

実施

　指定管理業務への統合及び事
業の公募化（競争入札）等の検討

○事業団との随意契約数
　H25：23件⇒H28:18件

・指名競争入札を前提とした仕様
書の整理
・事業規模に応じた専門スタッフ
の確保及び支援ノウハウの継承

　指定管理業務への統合，委託
事業の統合等の見直しを行っ
た。
　先駆的・高度専門的観点から事
業団に委託している事業につい
ては，民間事業所の充足状況等
を踏まえ公募化等の検討を行っ
た。

　事業団と随意契約に
より実施している事業の
うち，①指定管理施設
に付随して実施してい
るものに関しては，指定
管理業務の一環として
実施することの可否を
検討する。②先駆的・高
度専門的観点から事業
団に委託して実施して
いるものに関しては，民
間事業者による同種事
業の実施状況等を踏ま
え，必要に応じて民間
事業者活用を検討す
る。

公募可能性随時検討（9施設）

公募化（3施設）

補助金減額を検討

人件費のあり方の検討を含む経費節減，自主事業などによる収益

退職者補充の適否及び非正規職員への振替検討並びに実施

指定管理業務の一環として実施することの可否の見当

民間事業者活用の検討
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名 （公財）ふくおか環境財団

環境局循環型社会計画課

山口

092-711-4308

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
工程（計画・目標値） 取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ

る取組み状況の振返り・今後
の課題などH28年度予定 Ｈ28年度実績

1

業務の効率化及び経費
節減

業務の効率化，組織の適正化及
び人件費と要員配置の適正化に
向けた見直しにより経費節減を進
める。
また，財団の持続的安定経営の
ための適正な人員配置を行い、
人件費の縮減の進行管理を実施
する。

実施
「循環のまち・ふくおかの構築に
向けた事業推進」及び「行政の補
完的役割」の２つの使命を担って
おり，市の環境行政の推進に必
要不可欠である中で，業務の効
率化や経費節減を進めなければ
ならない。
一方，これまで組織のスリム化を
進めた結果，人員配置が硬直化
して人事異動に支障が生じるとと
もに，人員の高齢化も進んでお
り，これらの問題への対策を講じ
る必要がある。

し尿収集運搬事業をは
じめ，全ての事業につ
いて，業務のより一層の
効率化，組織のスリム化
及び人件費の見直しに
より経費節減を進める。

業務の効率化，組織のスリム化を
図り，平成27年度と比較して財団
職員を1名削減した。

2

公益財団法人への移行

平成27年4月1日付で公益財団
法人へ移行。

実施

公益財団法人への移行は平成27
年4月に完了した。
今後は，公益目的事業を公平・
公正に，かつ，安定的に継続して
実施しなければならない。

平成２５年度中を目途
に，公益財団法人の認
定を受け，公益法人とし
て活動する。

同左

3

財団職員の人材育成

公益法人として公益性を発揮し，
専門性を高めるために，引き続き
職員研修を充実させる。平成28
年度においては，中堅・若手職員
の育成に重点を置き，自律的な
経営を担える人材を育成する。

実施

組織のスリム化を進めた結果，研
修生として市に派遣できる人員の
確保ができず，平成26年度以
降，研修生派遣を中止している。
また，人事異動に支障が生じて
おり，人材育成を含めた組織の
継続性に課題が生じ始めている。

公益法人として公益性
を発揮し，専門性を高
めるために，職員研修
を充実するとともに，中
堅・若手職員を市に研
修生として派遣して，自
律的な経営を担える人
材を育成する。

専門性を高めるため，階層別研
修を多数取入れるとともに，管理
監督者向けの研修の内容を充実
させた。また，平成28年度におい
ては，葬祭場等専門的な技術を
継承出来るように新たに電気設
備関連研修等の実施に加え，基
本的能力の向上を目的として，葬
祭場における接遇研修，さらに
は，職員自らが企画，提案する提
案型出張研修を実施した。

4

事業の民間開放に向け
ての調査・研究

社会情勢等を勘案し，各事業に
おいて民間開放が可能かどうか
の調査・研究を行う。

実施
平成16年度に民間開放が可能と
判断した業務は平成24年度まで
にすべて開放を完了している。
また，現在実施している事業は，
公益目的事業として県の認定を
受けており，民間では安定した継
続が難しい等，財団でなければ
実施できないものであることから，
今後も継続して実施しなければな
らない。

年々変化する廃棄物処
理を取り巻く状況等を
踏まえ，財団が行う各事
業のうち，民間開放可
能な事業について，今
後の財団の雇用状況を
踏まえながら，調査・研
究を行う。

緑のリサイクルンセンター事業に
ついては，剪定枝等を堆肥化す
る民間の施設が稼働を開始した
ことなど，本事業を取り巻く状況
の変化により事業継続の意義が
薄れてきたことや施設が老朽化し
てきたことから平成30年度を目途
に事業終了することとした。
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名 （公財）ふくおか環境財団

環境局循環型社会計画課

山口

092-711-4308

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画

実績 職員数 ９名削減 ９名削減 １名削減 １名削減

計画
公益財団法人の
認定申請

公益財団法人
への移行

公益法人として活動

実績

平成25年5月
公益財団法人へ
の移行認定の申
請。

平成27年3月20
日
公益財団法人の
認定通知。

平成27年4月1日
付
公益財団法人へ
移行。

-

職員研修の充実

研修生の市への
派遣

実績
財団職員1名を
研修生として市
に派遣。

管理監督者向け
研修の充実。
葬祭場における
接遇研修，職員
提案型研修の実
施。

平成26年度の内
容に加え，女性
リーダー研修を
実施。

電気設備関連研
修等を追加実
施。

計画
民間開放可能
な事業について
調査・研究

実績
受託事業につい
て，民間開放の
可能性を整理。

緑のリサイクルセ
ンター事業につ
いて，事業廃止
に向けた検討を
開始。

同左

平成30年度を目
途に同事業を廃
止することを決
定。

研修生派遣の
検討

工
程
表

取組項目

1　業務の効率化
及び経費節減

2　公益財団法人
への移行

3　財団職員の人
材育成

4　事業の民間開
放に向けての調
査・研究

計画

全ての事業について，効率

化，組織のスリム化及び人

件費の見直し等による経費

節減

し尿収集見直し

局と財団による進行管理
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所管課 環境局 施設部 管理課

担当者 近藤

ＴＥＬ 092-711-4511

委託料の縮減

創意工夫により、消耗品費、委託
費、修繕費等の抑制に取り組むこ
とにより，引き続き費用全般にわ
たるコスト削減に努める。また，新
たな削減策を検討予定だが，実
行できる削減策は縮小傾向であ
る。

実施

これまで，安定・確実なごみ処理
を前提として，設備運用変更，仕
様変更等による多くのコスト削減
に取り組んでおり，一定の成果が
得られている。今後も新たな削減
策を継続的に検討する必要はあ
るが，実行できる削減策は縮小傾
向にあると思われる。

東部工場の安定・安全な
運転を確保しつつ，社員の
嘱託化等による人件費の
削減を行うとともに，官民連
携会社の特色を活かした
民間の経営ノウハウや技術
力を活用した事務事業の
見直しやその他経費の削
減に努め，委託料の縮減
を行う。

分割発注及び競争発注による委
託費・修繕費等の削減を行った。
また，上下水道費の削減や薬品
の銘柄変更によるコスト削減を
行った。

売電料収入の増収が委託料の縮
減に大きく寄与することから，高効
率発電を目指したプラント運用の
実施，所内動力の削減は必要不
可欠である。また，発電量はごみ
焼却量に比例するため，契約時
点における充分なごみ量の計画
及び計画に沿ったごみ処理量の
確保が必要である。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名 （株）福岡クリーンエナジー

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

3

経営状況報告の確認によりコスト
縮減の評価や事業監理を行う必
要がある。今後，ごみ処理量の減
少に伴い，VFM達成に必要なご
み量が確保できなくなる恐れがあ
るため，コスト縮減等を積極的に
行う必要がある。

2

ごみ処理量の確保 実施

毎年度策定する「一般廃
棄物処理計画」において，
㈱福岡クリーンエナジーの
経営に必要なごみ量を供
給し，安定した会社経営を
図る。

「一般廃棄物処理計画」（年度）を
策定のうえ(株)福岡クリーンエナ
ジーの事業運営に必要なごみ量
を確保した。

関係部署との調整などを行い，引
き続き(株)福岡クリーンエナジー
の事業運営に必要なごみ量を確
保していきたい。しかし，年々ごみ
量が減少しているので，確保でき
ない場合が出てくることが想定さ
れる。

ＶＦＭ最大化のための事業
監理

実施

　5年毎の事業計画の見直
しにおいて，引き続き民間
における経営ノウハウを生
かしたコスト削減を行って，
PPP （官民協働事業）の指
標であるVFMの最大化を
目指して評価・事業監理を
行い，経営改善を図ってい
く。
　毎年の事業監理にあたっ
ては，経営状況報告の確
認，工場別の工場運営費
による他工場との比較等に
より評価する。

経営状況報告の確認や工場運営
費の他工場との比較等による評
価を行い，所内電力の節減や運
営コストの削減に努めるよう指導
等を行った。また，第5次中期経
営計画を策定した。

経営状況報告の確認，工場別の
工場運営費による他工場との比
較等によりコスト縮減の評価や事
業監理を行う。

現在，本市のごみ処理量は年間
約54万トンだが，ごみ発生抑制や
資源の再使用により年々ごみは
減少傾向である。今後も関係部署
との調整などを行い，引き続き(株)
福岡クリーンエナジーの事業運営
に必要なごみ量を確保していきた
いが，確保できない場合が出てく
ることが想定される。

4

売電料収入の増収 実施

「電気事業者による新エネ
ルギー等の利用に関する
特別措置法」（RPS法）によ
る認定から，「電気事業者
による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する
特別措置法（固定価格買
取制度）」（FIT）の適用施
設へ平成25年3月1日を目
途に移行し，売電収入を増
やす。併せて，引き続き効
率的な発電と工場内消費
電力の抑制に努め売電量
を増やす。

ごみ焼却量の減少（21.4→19.9万
ｔ、７％減）及びバイオマス比率の
低下による売電単価の減少
（11.51→11.34円/kWh）はあった
ものの、効率的な運転を行う等に
より、前期に比べ７％減の８７７百
万円（税抜）を確保した。

効率的な発電と工場内消費電力
の抑制に努める。

- 13 -



所管課 環境局 施設部 管理課

担当者 近藤

ＴＥＬ 092-711-4511

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名 （株）福岡クリーンエナジー

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 -

実績 -

計画 -

実績 -

計画 -

実績 -

計画 -

実績 -

計画 -

実績 -

操業開始後10年を経過しており、
設備の高経年化に対応した適切
な計画策定が必要となる。なお、
事業終了（H41年度）時の設備状
態をどうするのかが大きな要因と
なる。

5

施設の長期修繕計画の定
期的な見直し

実施

　定期修理及び予備点検
の結果から長期修繕計画
の見直しを行い，アセット
マネジメントでごみ処理委
託料の平準化と総額の縮
減を図る。

　定期修理結果等を反映した事
業者検査・修繕計画の策定を
行った。
　・点検整備計画総括表,機器台
帳への点検結果の反映及び点検
頻度見直しの検討
　・過去の不具合を反映した設備
更新計画の検討

操業開始から10年が経過したた
め，設備の高年化に伴い，より一
層の設備運営管理及び適切な修
繕計画の策定が必要である。

工
程
表

取組項目

施設の長期修繕
計画の定期的な
見直し

売電料収入の増
収

委託料の縮減

ごみ処理量の確
保

ＶＦＭ最大化のた
めの事業監理

5

4

3

2

1

・経営状況報告による確認 ・工場運営費比較

・経営状況報告による確認 ・工場運営費比較

長期計画の見直し 長期計画の見直し

長期計画の見直し

・適切なごみ搬入計画

・適切なごみ搬入計画

・運転員・整備員の嘱託化 ・その他コストの削減努力

・運転員・整備員の一部嘱託化 ・その他コストの削減努力

・固定価格買取制度への移行 ・効率的な発電及び工場内の消費電力の抑制

・定期修理・予備点検の結果から長期修繕計画の見直し

・定期修理・予備点検の結果から長期修繕計画の見直し

・固定価格買取制度への移行 ・効率的な発電及び工場内の消費電力の抑制
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所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 31,046人 前年比増加 約33,700人

実績
各年度末
会員数

31,960人 32,573人 32,707人 32,663人

計画
検討・見直し

継続

実績

計画 継続
最新の会員数
予測等を反映

して策定

定期見直し
実施

実績
中期経営計画

の策定
中期経営計画

を策定

継続して，事業内容の検討・見直
しを行う。

中期経営計画に基づき，事業を
実施していく。また，必要に応じて
適宜見直しを行う。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局就労支援課

高橋

092-711-4326

（公財）福岡市中小企業従業員福祉協会

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

①　会員の加入促進 実施

協会職員及び加入推
進員による訪問勧誘等
の加入促進体制の強
化，会員企業への紹介
依頼，魅力的な事業の
企画，協会事業のＰＲに
おける市の積極的な協
力等により，会員の獲得
に努め，主要な財源で
ある会費収入の確保に
努める。

平成２８年度末　32,663人

加入促進活動の強化により，28年
度末目標会員数を３3,5００人とす
る。

平成２７年度に，協会設立４０周
年記念の加入紹介キャンペーン
を実施した。

2

②　事業内容の検討・
見直し

実施

今後予測される財源に
対応した事業運営とな
るよう低コスト事業への
転換を進めるとともに，
会員の加入促進や退会
防止を図るため，魅力
的な事業の企画，実施
に努めていく。

利用者の人気度から見た，契約
施設の継続と解消などの効率化と
新たな契約先の開拓を行った

引き続き，検討，見直しを継続す
る。

3

③　中長期収支計画の
策定・見直し

実施

今後も独立採算を維持
しつつ，長期的に公益
に資する事業を実施し
ていけるよう，最新の会
員数の予測に基づいた
より精緻な中長期の収
支計画を策定する。ま
た，策定した計画につ
いては，経済情勢や会
員数推移等を反映して
定期的に見直しを行っ
ていく。

平成２９年３月に中期経営計画
（平成29～31年度）を策定した。

最新の会員数予測等を反映して
策定する。

工
程
表

①　会員の加入促
進

③　中長期収支計
画の策定・見直し

②　事業内容の検
討・見直し

取組項目

契約施設の見直し・

新たな契約先の開拓
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所管課

担当者

ＴＥＬ

4

市民芸術祭の見直し 実施

H25年度で50周年を迎
える｢市民芸術祭｣事業
について，より時代に適
合し，効果的な事業へ
と見直す。

毎年多くの動員数を有する音楽
フェスティバル「ミュージックシティ
天神」の会場にて，オープニング
セレモニー及び団体のPR活動を
実施し，効果的なプロモーション
を図った。また，参加団体向けに
資金調達に関するセミナーを実
施し，参加団体へのフォローを
行った。

H27年度に見直した実績を踏ま
え、より良い制度を目指していく。

3

芸術活動者支援の見直
し

実施

若手アーティストや芸術
活動者の支援など芸術
支援制度を見直し,地域
アーティストの活性化を
図る。

アーティストや芸術活動者の支援
についてはｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ助成ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑなどの事業を通じて活動を支
援した。また，ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ助成ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑに新たに「文化団体等活動
支援部門」を設け，応募資格の緩
和を行った。

H27年度に見直した実績を踏ま
え、成果の効果・検証を行いなが
ら，より良い制度を目指していく。

2

事務事業構成の再構築 一部実施

NPO・民間団体との役
割分担を再検討し,財団
の事業内容を直営事業
の実施から実施団体の
支援へと見直していく。

　提携公演については，費用負
担のない，広報協力などで支援。
また，これまで財団単独で実施し
ていた研修事業を，新たに大学と
連携し，共催で実施した。他の事
業についても，財団とＮＰＯ団体
などそれぞれの強みを活かした共
催事業を実施した。

引き続き、民間団体で担えるもの
については、事業主体の移行等
について随時検討を行っていく。

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

組織体制のあり方の見
直し

実施

整備を検討している拠
点文化施設の運営と財
団との関わり，及び，市
と財団との事業分担の
整理をふまえて，今後
の組織体制等について
検討する。

福岡市文化芸術振興ビジョンの
改定，及び，拠点文化施設の管
理・運営の方針決定を見据えな
がら，財団事業の実施に最適な
組織体制を検討した。

引き続き拠点文化施設の整備に
合わせて、財団のあるべき組織に
ついて検討していく。

引き続き福岡市文化芸術振興ビ
ジョンの改定及び，拠点文化施設
の整備に合わせて，財団のあるべ
き組織について検討していく。

引き続き、民間団体で担えるもの
については、事業主体の移行等
について随時検討を行っていく。

見直しによる成果の効果・検証を
行いながら，より良い制度を目指
していく。

見直しによる成果の効果・検証を
行いながら，より良い制度を目指
していく。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局文化振興課

藏満

092-711-4969

（公財）福岡市文化芸術振興財団

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（１）　事業の内容や担い手を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局文化振興課

藏満

092-711-4969

（公財）福岡市文化芸術振興財団

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画

検討

拠点文化
施設基本計画

実績
検討

拠点文化施設
基本計画策定

計画

実績

計画 新制度実施

実績 新制度実施

計画
事業再構築
関係者調整

新制度実施

実績
事業再構築
関係者調整

新制度実施

工
程
表

１．組織体制のあり
方の見直し

４．市民芸術祭の
見直し

３．芸術活動者支
援の見直し

２．事務事業構成
の再構築

取組項目

（拠点文化施設の進捗にあわせ

検討・実施）

NPO・民間団体との役割分担を再検討し，

随時，事業主体を移行

NPO・民間団体との

役割分担の検討

一部見直しを実施

（ビジョン改定・拠

点文化施設の進

捗を踏まえ検討）
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所管課

担当者

ＴＥＬ

5

財源の確保

財団PRの強化を行う。

実施 財団ホームページのリニューアル
等により，財団ＰＲの強化及び会
員サービスの拡充を図った。ま
た，第３種旅行業の取得により，
収益事業の実施に向けて検討を
行った。
今後も引き続き賛助会員増を図る
とともに，収益事業の構築を行う
必要がある。

○会員・会費の増（魅力
的な事業の充実，情報
発信の強化）
○収益事業の構築等

自主財源の増及び安定的確保に
向けて，賛助会員増のための加
入促進を行った。特にMICE推進
のために「戦略的パートナー」とし
て位置付けた企業より大口の賛
助会費を募った。

これまで市が行ってきた，観光案
内所の運営，観光案内ボランティ
アの管理・運営，外国クルーズ船
の受入・歓迎，着地型観光プログ
ラムの広報・支援等について，財
団へ移管を行った。
また，移管を行ったことから継続
的な組織体制の構築と，安定的
な財源の確保が必要である。

平成26年4月にＭＩＣＥの専門的
組織である「Ｍｅｅｔｉｎｇ　Ｐｌａｃｅ　Ｆ
ｕｋｕｏｋａ」を立ち上げ，ＭＩＣＥの
誘致やコンベンション情報の収集
等の体制強化を行った。
今後は，様々な団体との連携や，
リサーチに基づいた誘致施策の
分析などにより，効率的かつ効果
的な事業を実施する必要がある。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局観光産業課

馬場・花村

092-711-4353

（公財）福岡観光コンベンションビューロー

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（１）　事業の内容や担い手を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

市との役割分担を実施，当該団
体の役割を観光業界における各
利害関係者間の調整役として「お
もてなしの総合ディレクター」と位
置づけるとともに，コンベンション
誘致の強化のため，平成26年度
にMPF（ミーティング・プレイス・フ
クオカ）を設立し，組織体制を見
直した。
コンベンション誘致に関するノウ
ハウ蓄積，人的ネットワークの構
築等を行う上でも，固有職員の核
となる人材の育成が必要。MPF
は，民間事業者からの出向者を
中心に組織されているため，組
織，人材等の経営基盤の強化が
必要。

2

本市と財団の役割・業
務の整理

実施

○本業務の移管（官民
で取り組むことで効果・
効率の上がる事業）及
び業務移管と併せた委
託等の方法見直し

これまで市が行ってきた，観光案
内所の運営，観光案内ボランティ
アの管理・運営，外国クルーズ船
の受入・歓迎，着地型観光プログ
ラムの広報・支援等については，
ビューローに移管を行った。（H27
年度実施）

本市と財団の役割・業務の整理を
行う。

1

本市観光施策を推進す
る上での財団の役割の
整理

実施

福岡の観光・ＭＩＣＥ振
興の中組織として，官民
のネットワークを活かし，
下記を積極的に進め
る。
○情報の収集・提供
○観光・ＭＩＣＥの誘致・
受入
○民間事業者や団体，
ボランティアなどとの
コーディネート等

当該団体は，「おもてなしの総合
ディレクター」として，観光・コンベ
ンションの振興を図るため，国内
外に向けた様々な誘致活動，ＰＲ
活動を展開しており，福岡市の国
際コンベンション開催件数は，
年々増加傾向にある。平成28年６
月に開催された世界規模の大型
MICE「ライオンズクラブ国際大
会」については，関係機関と連携
し，大会成功に向けた開催支援
を行うとともに，大会参加者への
受入環境の整備や福岡及び九州
のＰＲを行った。

観光コンベンションビューローの
役割を，福岡の観光・MICE振興
の中心組織として，官民のネット
ワークやノウハウを活かし，情報の
収集・提供，観光・MICEの誘致・
受入，民間事業者や団体，ボラン
ティア等とのコーディネートなどを
積極的に進める「おもてなしの総
合ディレクター」に既に位置づけ
ている。

これまで市が主体として行ってき
た，観光案内所の運営，観光ボラ
ンティアの管理・運営，外国ク
ルーズ船の受入・歓迎，着地型観
光プログラムの広報・支援等につ
いて，市から移管をした。団体が
行う収益事業について，民間でも
実施できるものについては，当該
事業を外郭団体である当該団体
が担うべきかの検討が必要。

3

財団の事業強化・体制
強化

実施

○今後の事業強化方針
（情報発信，おもてな
し，MICE推進等）
○専門家集団の形成：
外部人材の確保・充実
強化
○官民ネットワークの強
化
○福岡都市圏との連携
強化

MICEの誘致セールスや開催支
援を強化するため，平成26年4月
にMICEの専門的な組織である
「Meeting Place Fukuoka」を立ち
上げ，新たに外部人材を採用し，
MICEの誘致や開催支援を行うと
ともに，ライオンズクラブ国際大会
の開催に向けて，専任職員を配
置し体制強化を行った。

段階的に事業を移管するととも
に，組織変更（市→財団）を行う。

4

MICE推進の強化 実施

○誘致体制の強化
（ICCA（国際会議協会）
への加入及び対応人材
の採用等）
○支援内容の充実・強
化（MICE誘致・開催支
援等，民間とのネット
ワーク構築）

民間企業が戦略的パートナーとし
て参画し，官民連携のもとMICE
の誘致や開催支援をワンストップ
で行う組織として，平成26年度に
設置した「Meeting Place
Fukuoka」において，情報の収
集，MICE国内外誘致セールスや
開催支援を行った。

官民連携体制を段階的に構築す
る。
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担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局観光産業課

馬場・花村

092-711-4353

（公財）福岡観光コンベンションビューロー

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画
整理

実績
整理

-

計画
整理

実績
整理

-

計画
検討

実績
検討

-

計画
検討 ICCA加入

対応職員の採用

実績
検討 ICCA加入

対応職員の採用
-

計画
財団PRの強化

実績
財団PRの強化

-

工
程
表

5　財源の確保

1　役割の整理

4　MICE推進の強
化

3　事業・体制の強
化

2　役割・業務の整
理　（市とのすみわ
け）

取組項目

官民連携体制の段階的な構築

「福岡観光・集客戦略2013」において，「おもてなしの
総合ディレクター」として位置付けた。

市からの受託事業は業務の移管を行い，財団主体の
負担金事業とし，役割・業務の整理を行った。

平成26年度にMPF（ミーティング・プレイス・フクオカ）
を設立し，MICE誘致・支援について体制の強化を
行った。

官民連携体制の段階的な構築
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担当者

ＴＥＬ

引き続き、長期保全計画に基づ
き、計画的な修繕積立、維持修繕
を実施していく。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局MICE推進課

山下

092-711-4345

（一財）福岡コンベンションセンター

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

引き続き、現在 の3施設の一体経
営の利点を生かし，さらなる効率
化を図り，経費節減及び収益増
加に つなげるとともに，施設の機
能向上や効率的な維持管理に努
め，市民サービスの向上を図る。

2

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進事業の
さらなる充実（MICEの
推進、施設利用率の維
持・向上）

達成

市のMICE戦略の達成
に向け，経済波及効果
の高い学術会議や国際
会議，大型展示会，大
規模イベントの誘致に
取り組んでいく。また３
施設について引き続き
高い利用率の維持に取
り組んでいく。

利用率実績

国際会議場：　６８.４％
マリンメッセ：　８７.８％
国際センター：　９２.５％

目標利用率

国際会議場：　７０％
マリンメッセ：　８７％
国際センター：８４％

1

さらなる効率的な経営
の検討実行

実施

人材配置や営業活動，
催事運営の効率化を図
り，経費節減及び収益
増加に繋げるとともに，
施設の機能向上や効率
的な維持管理に努め
る。

満足度の高いサービスを一層高
めるため複数施設を利用する利
用者に窓口を一本化して要望等
にこたえる「ワンストップ化」の充
実。また，諸室を含む全館対応の
無料高速無線LANサービス（Wi-
Fi）の提供開始及び最新のデジタ
ルサイネージの福岡国際会議場
への導入など，情報サービスの充
実などを行った。

さらなる効率的な経営の検討・実
行

施設の経年劣化に伴い，これまで
以上の修繕作業等が発生するこ
とが予測されることから，施設の安
全性・快適性を確実に維持しなが
らも、利用率については，
国際会議場：　７０％
マリンメッセ：　８７％
国際センター：　８６％
を目標とする。

3

施設の長期保全への対
応

実施

福岡国際センターや福
岡国際会議場の老朽化
への対応並びに施設の
長寿命化を図るため
に，財団が策定した長
期保全計画に基づき，
計画的かつ適切な修繕
費の積立を行い，当該
積立金を活用し維持修
繕を実施する。

○２８度修繕等積立資産残高
３２億６，７００万円
（前年度より４億７，４００万円増
加）

○修繕・改修工事件数
国際センター（34件）、国際会議
場（65件）

長期保全計画に基づき，計画的
な修繕積立，維持修繕を実施
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担当者
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「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局MICE推進課

山下

092-711-4345

（一財）福岡コンベンションセンター

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

一般財団法人へ
の移行申請

一般財団法人へ
移行

２施設の指定管
理者

指定管理期間
満了に伴う
更新申請

一般財団法人へ
移行

第３期指定管理
者指定

利用率

　 国際会議場 65.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%

　 マリンメッセ 80.0% 81.0% 81.0% 81.0% 81.0%

　 国際センター 80.0% 81.0% 81.0% 81.0% 81.0%

利用率

　 国際会議場 65.7% 71.0% 66.9% 68.4%

　 マリンメッセ 90.4% 86.0% 86.6% 87.8%

　 国際センター 85.7% 87.2% 81.5% 92.5%

計画
各施設の修繕実
施

長期保全計画に
基づき，計画的
な修繕積立，維
持修繕を実施

修繕積立

　 対前年増減 + 597百万円 + 416百万円 + 95百万円 + 474百万円

　 残高 2,283百万円 2,699百万円 2,793百万円 3,267百万円

修繕・改修工事

　 国際会議場 67件 80件 65件

　 国際センター 32件 46件 34件

最新のデジタル
サイネージの導
入（国際会議場）

工
程
表

3　施設の長期保
全への対応

2　施設利用率の
維持・向上

取組項目

計画
さらなる効率的
な経営の検討・
実行

実績

窓口を一本化
し，ワンストップ
化を開始

Wi-Fiを整備

計画

実績

1　さらなる効率的
な経営の検討

実績
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担当者
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3

効率的・効果的な運営 実施

外部資金の確保に努め
るとともに，事業実施体
制を継続的に見直し，
最も効率的かつ効果的
な運営を維持する。

・イノベーション推進室の設置
・研究開発事業収益・国庫補助金
　　　１９１，２４０千円

・事業実施体制の継続的見直し
・外部資金の確保
　250,000千円

2

高度な研究開発力の維
持・発信

実施

有益な研究成果を広く
社会に繋げていくため，
有能な人材を確保し，
社会ニーズに沿った独
自性のある研究開発に
取り組むとともに，その
成果を広く産業界及び
市民に周知していく。

・論文・学会等研究発表　５９件
・交流会・セミナー等参加者数
　　　　　　　　　　　 ２，２２６人

・論文・学会等研究発表：100件
・交流会・セミナー等参加者数：
500人

第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

産業振興への貢献 実施

共同研究等の実施や地
域における産学官連携
プロジェクトへ参画・支
援することにより，研究
成果の橋渡し役を担
い，システム情報技術，
有機ＥＬなどの先端科
学技術にかかる地域企
業の技術力・研究開発
力の向上とともに，関連
企業の集積を図る。

・国等公募プロジェクトに共同提
案した企業：12社

・新製品開発への関与：１件

・国等公募プロジェクトに共同提
案する企業：６社
・新製品開発への関与：３件

国等公募プロジェクトに共同提案
する企業数については，計画を
達成した。
今後も，地域企業の技術力向上
等を図る事業を実施していく。

研究成果の発表については，年
度でばらつきはあるものの，累計
では計画を達成した。
今後も，産業界や市民へ先端科
学技術の発信に努めるとともに，
参加企業が事業へも参画できる
機会を増やしていく。

外部資金の獲得については，年
度でばらつきはあるものの，累計
では計画を達成した。
事業実施体制については，研究
開発等の支援体制を見直した。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

経済観光文化局新産業振興課

下川

092-711-4344

（公財）九州先端科学技術研究所

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目

Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況
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担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

経済観光文化局新産業振興課

下川

092-711-4344

（公財）九州先端科学技術研究所

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - 累計 152社 累計 158社 累計 164社 累計 170社 累計 176社

実績 累計 146社 累計 160社 累計 161社 累計 169社 累計 181社 -

計画 - 累計 39件 累計 42件 累計 45件 累計 48件 累計 51件

実績 累計 36件 累計 38件 累計 40件 累計 42件 累計 43件 -

計画 - 年間 100件 年間 100件 年間 100件 年間 100件 年間 100件

実績 年間 100件 年間 120件 年間 123件 年間 101件 年間 59件 -

計画 - 累計 10,500人 累計 11,000人 累計 11,500人 累計 12,000人 累計 12,500人

実績 累計 10,000人 累計 10,945人 累計 11,876人 累計 13,430人 累計 15,656人 -

計画 -
第二ｾﾝﾀｰに
有機光ﾃﾞﾊﾞｲｽ
研究室の開設

事業実施体制
の見直し

実施 実施 検証

実績
ＩＳＩＴビジョン

の策定
イノベーション
推進室を設置

-

計画 - 250,000千円 250,000千円 250,000千円 250,000千円 250,000千円

実績 250,000千円 277,452千円 239,016千円 300,919千円 191,240千円 -

工
程
表

1 産業振興への
貢献
国等公募プロジェ
クトに共同提案し
た企業

6 効率的・効果的
な運営
外部資金の確保

5 効率的・効果的
な運営

3 高度な研究開
発力の維持・発信
研究発表（学会、
論文、国際会議、
研究会等での発
表件数）

取組項目

2 産業振興への
貢献
新製品開発への
関与（研究件数）

4 高度な研究開
発力の維持・発信
セミナー等参加
者数累計
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担当者
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平成25年度，「魚滓処理あり方検
討委員会」により，新魚滓処理手
法として8案が提出され，平成27
年度，8案のうち3案に絞って検討
中であることを議会報告した。
今後，これまでの協議等を踏ま
え，3案から1案に手法を絞り，民
間業者の選定方法等検討する必
要がある。

平成25～26年度にかけて魚粉単
価が上昇し，また，工場操業方法
変更による電力費節減等により，
運営収支不足は一時改善された
が，平成28年度の魚粉単価暴落
により，収支不足は拡大した。
今後，魚粉単価の低迷状態が続
くことが予想されることから，運営
収支不足は改善が見込まれな
い。

平成25年度，工場職員を1名減（6
名→5名）とし，人件費削減を図っ
ている。
市派遣職員については，平成31
年度末，公社解散時まで配置。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

農林水産局水産部水産振興課

宮司

092-711-4364

（一財）福岡市水産加工公社

改革の方向性 １　抜本的に法人のあり方を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

団体のあり方検討 実施

福岡市水産加工公社
は，設立以来，悪臭等
の公害防止に万全を期
して操業してきたが，近
年は民間の魚滓処理施
設において一定の公害
対策がなされていること
から，公社のあり方につ
いて検証・検討し，平成
26年度内に方針決定を
行い，平成28年度まで
には見直しを完了す
る。

平成31年度末までの団体解散に
向けて，魚滓処理の民間移行準
備を進めた。

方針決定に基づく公社のあり方に
ついて，見直しを完了する。

平成25年度設置された「魚滓処
理あり方検討委員会」により，平
成26年度，「魚滓処理の民間移
行」と「当団体の解散」が方針決
定された。
今後，魚滓処理の民間移行にお
ける手段を検討するとともに，公
社施設の解体，跡地活用等につ
いて検討する必要がある。

2

魚滓処理のあり方検討 実施

食品廃棄物の発生を抑
制し，食品循環資源の
有効活用を推進するた
め，本市の魚滓処理の
あり方について，検証・
検討を行い，平成26年
度内に方針決定し，平
成28年度までには見直
しを完了する。

魚滓の新処理手法について，３案
から１案へ絞るため，排出者や集
荷業者，地元自治会等と協議を
行った。

方針決定に基づく本市における
魚滓処理のあり方について，見直
しを完了する。

3

運営収支不足の改善 未達成

市外に流出している魚
滓の取り込みを行い，
増収を図る。また，工場
運転体制などの見直し
による更なる経費削減
に取り組み，経営の健
全化を図る。

平成28年度における魚粉単価の
大幅な下落により事業収入が落
ち込み，運営収支不足は前年度
に比べ拡大した。

魚滓処理量・有用販売量の増加
による増収を図るとともに，運営体
制の見直し等により経費削減を行
い，経営状況の改善を目指す。

4

市派遣職員の必要性に
ついて検討

実施

中長期的な視点に立っ
た効率的人員配置，市
派遣職員の必要性につ
いて検討を行う。

検討を行った結果，平成31年度
末までの団体解散における諸手
続・調整のため，市職員1名の派
遣を継続することとなった。

市派遣職員等，人員配置の見直
しを検討する。
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「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

農林水産局水産部水産振興課

宮司

092-711-4364

（一財）福岡市水産加工公社

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - 検討委員会 見直し実施
新手法・
業者決定

実績 あり方検討 -

計画 - 検討委員会 見直し実施
新手法・
業者決定

実績 あり方検討 -

魚滓受入量 6,700t 6,800t 6,900t 6,500t

工場職員 5人 5人 5人 5人

6,821t 6,631t 6,322t 6,310t 6,185t

6人 5人 5人 5人 5人

計画 - 1人 1人 1人 見直し実施 1人

実績 1人 1人 1人 1人 1人 -

　 方針決定　　　方針に基づく
　　　　　　　　　　　準備期間

　 方針決定　　　方針に基づく
　　　　　　　　　　　準備期間

工
程
表

1 団体のあり方検
討

4 市派遣職員の必
要性

3 運営収支不足の
改善

2 魚滓処理のあり
方検討

取組項目

　　 検討委員会　          方針決定　  8案から3案へ     3案から1案へ

 　 検討委員会　　　   　　方針決定　  8案から3案へ　　3案から1案へ

計画

実績

見直し実施
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・駐車場運営や便益施設の運営
による収益の向上により，公益事
業の重要な財源となった。
・新たな収益の仕組みを検討し，
自主財源を拡大させ，都市緑化
の推進等に還元することで市民
等への緑化意識の啓発につなげ
る。

・組織の見直しにより，１課19名（４
課68名から3課49名）の削減を行
うとともに，団体の主体的運営を
はかるため，固有職員のポストつ
いて見直しを行った。
・市の補完的役割を果たす緑の
専門集団として，経験やノウハウ
を活かして事業者など，緑に関わ
る人材の育成なども行っていく。

・舞鶴公園，東平尾公園の管理
運営について，H28～32ndの非
公募による指定管理が決定した。
次期指定管理については，両拠
点公園に求められる政策的運営
と財団が果たすべき役割並びに
その成果を検証し，33年度以降
の次期指定管理選定に向けて，
30年度までに選定方法を検討し，
31年度に方針を決定する。
・区管理公園の市による直営につ
いて検証し，平成27年度から全区
において直営化した。

・緑のコーディネーター及び緑化
活動団体等に技術的，財政的支
援などを行うとともに，市民等と連
携し共働による都市緑化の推進
を行ってきた。
・市民団体等が継続して活動がで
きるよう支援し，地域や企業等の
自主的な活動が広がるよう取り組
んでいく。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

住宅都市局みどり推進課

遠山

092-711-4424

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（１）　事業の内容や担い手を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

都市緑化推進事業の充
実

実施

　市民の自主的な緑化
活動の支援の充実を図
るとともに，緑のコーディ
ネーターをはじめ，地域
団体やＮＰＯ団体等と
の連携を促進し，市が
進める緑化推進施策と
一体となって，総合的な
都市緑化活動を着実に
推進していく。

・緑化活動支援団体　1４８団体
　（4/1現在　150団体）

緑のコーディネーターの認定登
録者数　198名
　（平成29年度　新規33名（予
定））

・緑化活動支援団体の拡大
　計画数　144団体
（平成29年度までに150団体）

・緑のコーディネーターの認定登
録者数の拡大
　（平成29年度までに200名）

2

収益の向上 実施

　駐車場運営などの収
益事業の拡充を図るとと
もに，市民・企業等から
の寄付金等からなる都
市緑化基金の効率的な
運用を行い，公益財団
法人として安定した事
業財源の確保を図る。

H28年度　収益率　198.7％
(≒196,313千円／98,793千円)
H24年度比　30.1％向上(H24決
算　150,846千円、H28決算
196,313千円)

※収益率→収益／費用(繰入金除く)

自動販売機6ヶ所13台を増設し
た。

・H28年度収益率目標値
H24年度比５％以上(継続)

・既存の収益事業にとどまらず，
新たな収益の確保について28nd
中に検討する。

3

組織の効率化及び経費
の節減

実施

　協会のあり方やこれま
での考え方，手法も見
直した改革計画に基づ
き，組織の効率化，経
費の削減，職員の技術
とサービスの向上などを
図ることにより，協会の
自律経営を推進する。

・契約職員の固有職員への転換
や，市派遣職員の減（１名）によ
り，組織体制の見直しを行った。

・人件費の削減（対前年度比
12,123千円）

経費削減率目標値
H24年度比10％以上(継続)

・協会の更なる自律経営に向け，
職員の適正配置による組織体制
の見直しを行う

・事務経費の継続的な見直しを行
う

4

団体の事業内容検討 一部実施

　市基本計画に位置づ
けられている，舞鶴公
園・大濠公園の一体的
な活用（セントラルパー
ク構想）及び国際スポー
ツ大会の誘致を推進す
る上で協会が指定管理
者として果たすべき役
割，並びに都市の緑化
推進や公園・街路樹の
維持管理における協会
の役割など，協会が本
市公園緑地行政の中で
果たすべき役割を明確
にした上で，事業内容
や担い手を総合的に検
証し，決定していく。

舞鶴公園・東平尾公園について，
5年間の指定管理がスタートした。

管理公園における新たな収益事
業の検討を行った。

・H33年度以降の指定管理に向け
てH30年度までに選定方法等を
検討し，Ｈ31年度に方針を決定
する。
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「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

住宅都市局みどり推進課

遠山

092-711-4424

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

緑化活動支援
団体数

105団体 114団体 123団体 133団体 148団体

緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
登録者数

163人 168人 168人 165人 198人

-
・対H24年度比
収益率5%向上

都市緑化基金
10億円

造成達成

収益率 162.2% 203.0% 198.7%

H24年度比 + 12.6% + 47.9% + 30.1%

都市緑化基金
977百万円

10億円
造成達成

計画 -
対24年度経費

10％削減

実績
改革推進実行計
画（改訂版）の取

組開始

光熱水費，印刷
消耗品費5％削
減（対H23年度）

・H27nd～区所
管公園直轄化を
決定，16名減を
決定
・経費削減：約
49,630千円

・組織体制の見
直し

・事務所縮小に
よる経費削減：

3,844千円

・市派遣職員１名
減

・人件費の経費
削減：12,123千

円

-

計画

実績
東区での区管理
公園直轄試行・
検証実施

・東区での区管
理公園直轄試
行・検証実施
・舞鶴，東平尾
両公園の28～
32nd非公募を決
定

・舞鶴，東平尾
公園に指定管理
申請（H28～
32nd管理者とし
て決定）

・舞鶴，東平尾
公園の次期指定
管理者として管
理運営

-

収益率向上の
取組開始

計画

・緑化活動支援
団体数

１５０団体
・緑のコーディ

ネーター登録者
数２００人

工
程
表

4.団体の事業内容
検討

3.組織の効率化及
び経費の節減

2.収益の向上

取組項目

1.都市緑化推進事
業の充実

実績

計画

実績

国際スポーツ大会の誘致推進

緑化活動支援団体の拡大

緑のコーディネーター登録者数の拡大

収益率の向上

経費の削減

方針決定

本市公園緑地行政における協会の役
割の明確化

舞鶴・東平尾公園の

整備・管理手法検討

東区での区管理公園直轄試行・検証

セントラルパーク構想・基本計画の策定

方針決定に基づく管理実施

舞鶴公園の整備市基本計画
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4

④　計画的な施設・設
備の改修

実施

平成２９年度に施設・設
備の改修時期を迎える
ため，資金を適切に確
保し施設等の維持保全
に努める。

大規模改装工事の1年延長や実
施内容の検討を行った。これを踏
まえ、29年度に実施設計、30年度
に工事を行う予定である。また、
図書室整備については、5年延長
することで理事会での承認を得
た。

平成29年度の大規模改装に向
け，実施内容の検討を行うととも
に，今後の運営面も踏まえ，実施
時期についても検討していく。

3

③ 新たな利用者への
効果的な広報活動（利
用者数の増加）

実施

ホームページの更新
や，近隣利用者を中心
としたお知らせ等を適
切に行い，図書室・いこ
い室の利用者の増加を
図る。
※平成23年度実績
図書室：
   利用者数10,545人
   貸出冊数25,937冊
いこい室：
  利用者数5,186人
    （登録19団体）

記念会館ホームページによる図
書の新着情報や市のホームペー
ジ，市政だより、新聞折込による
チラシの配布などによる広報活動
を行った。
※平成28年度実績
　 図書室：利用者数9,278人
　　　　　　 貸出冊数31,340冊
　 いこい室：利用者数4,151人
　　　　　　　　　（登録18団体）

引き続き，記念会館ホームページ
による図書の新着情報や市の
ホームページ，市政だよりによる
広報活動を行うとともに，近隣の
公民館や小中学校，住戸などへ
のチラシの配布を行い，利用者の
増加を図る。

2

② 利用者定着のため
の取組

実施

利用者ニーズに応えた
図書の充実を図る。ま
た，定期的なアンケート
調査により引き続き満足
度向上に努め，利用者
の定着に努める。

アンケート調査の内容を検討し、
図書室にベンチの増設や新刊
本、文庫本、雑誌など蔵書の充実
を図るとともに、いこい室の防音の
間仕切りや姿見の設置は大規模
改装工事に併せて行うこととした。

アンケート調査を踏まえ，今後の
大規模改装実施に合わせて行う
ものや，今後随時対応していく事
項など整理を行う。

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

①自主財源による自立
運営

実施

収入に見合った事業規
模により自立運営を行う
ため，引き続き自主財
源として土地貸付事業
（駐車場）による収入を
確保する。

土地の有効活用を図り収益を確
保するため、定期借地や立体駐
車場案などについて、業者ヒアリ
ングを行い内容を検討したが、現
状を改善するまでにいたらないと
の結論であった。

基本財産の投資有価証券による
運用益において，平成28年度末
に多数の証券が満期を迎え，買
い替え後，運用益の減が見込ま
れるため，会館の収益の確保に
ついて検討する。

当該団体の財源は，基本財産の
運用益と駐車場収入であるが，金
利低下の影響で，運用益が370万
円（平成28年度）から160万円（平
成29年度）に減少する予定である
ため，更なる自主財源の確保が
必要である。

引き続き、蔵書の充実など利用者
のサービス向上や相互貸借の活
用など利用者のリクエストの対応
に努める必要がある。

図書室利用者及び年間登録団体
によるいこい室利用者が減少して
おり、より効果的な広報活動に努
める必要がある。

将来の記念会館の建替資金を28
年度から積立てることにしている
が、計画的な積立をするために
は、財源の確保が必要となる。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

住宅都市局地域計画課

横田

092-711-4392

（公財）博多駅地区土地区画整理記念会館

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定
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「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

住宅都市局地域計画課

横田

092-711-4392

（公財）博多駅地区土地区画整理記念会館

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - （継続契約）
必要に応じ契約

の見直し等

実績 17,343千円 16,228千円 17,705千円 20,977千円 21,960千円 -

計画 - 取組実施 アンケート調査 取組策検討 取組実施 アンケート調査

実績 実施 実施 未実施
アンケート調査

実施
実施 -

計画 - 取組実施

図書室
9,930人

10,478人 9,858人 9,781人 9,278人

いこい室
5,881人

5,596人 5,418人 5,357人 4,151人

計画 -

実績 資金確保 資金確保 資金確保 資金確保 資金確保 -

-

工
程
表

1　自主財源によ
る自立運営

4　計画的な施
設・設備の改修

2　利用者定着の
ための取組

取組項目

3　利用者数の増
加（年間）

実績

利用者数

図書室 約1万人

いこい室 約5千

土地区画整理

事業関係資料の

収集・展示
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - 検討

実績 検討実施 -

計画 - 検討

実績 9人 9人 8人 7人 7人 -

計画 - 85.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

実績 76.8% 74.4% 76.7% 83.7% 86.0% -

・人員体制については，今後の
あり方の方向性が決定したの
ち，事業展開を考慮した上で検
討を行う。

・対室数での入居率は，間取り
等によって変動するため，今後
は対貸床面積での入居率を基
準とすることとし，現状の92.4％
を超える入居率を目指してい
く。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

港湾空港局総務企画課

伊東

092-282-7104

博多港開発（株）

改革の方向性 １　抜本的に法人のあり方を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）にお
ける取組み状況の振返り・今
後の課題など

1

会社のあり方検討 実施

　臨海土地造成事業の免許の
出願者は、公有水面埋立法に
おいて「公共団体」もしくは「国
又は公共団体が二分の一を超
える出資をした第三セクタ－」
に限られており、福岡市ではこ
れまでに状況に応じて直営又
は開発会社による埋立を行っ
てきた。
　しかし、港湾特会において
は、起債を行って新たな埋立を
実施していく余力がなくなって
きていることから、福岡市に代
わって臨海土地造成事業の免
許出願が可能であり、かつ金
融機関の資金を活用できる第３
セクターとして博多港開発㈱の
必要性についてゼロベースで
検討していく。
　また、その際、市が直接関与
できないため、これまで子会社
等を通じて博多港開発㈱が
担ってきた港湾関係事業者と
の調整機能のあり方について
も、あわせて検討する。

・平成2８年７月に第3回検討会
議を実施。
・検討会議において，「福岡市
は財政リスクの排除や経営の透
明性の確保等に留意しながら，
独自財源による一定規模の事
業展開が可能な博多港開発㈱
を活用し，資金の外部化による
迅速な事業実施を検討していく
べき」との意見が取りまとめられ
た。
・検討会議の意見を踏まえ，個
別事業における博多港開発㈱
の活用について検討を行った。

・平成28年夏ごろまでに第3回
検討会議を実施する。
・平成28年度以降；検討結果に
基づく事業の実施。

・検討会議の意見を踏まえ，今
後も引き続き，個別事業におけ
る博多港開発㈱の活用につい
て検討を行う。

2

自立的経営の推進 実施

　自立的経営の視点に立ち、
市職員の派遣は会社の事業規
模に見合った必要最小限の人
員体制とするよう見直していくと
ともに、一方、会社が持つ埋立
技術の承継や市職員定数の削
減の可能性等を視野に入れて
検討を進めていく。

・市職員の派遣については，現
在の事業規模にあわせて必要
最低限の人員体制としている。

・平成28年度以降；人員体制に
ついては，今後のあり方の方向
性が決定したのち，事業展開を
考慮した上で検討を行う。

3

博多港センタービルの利用促
進

未達成

　博多港センタービルの空室
対策として、より有効な入居者
の募集方法等の検討を進める
とともに、経常経費の見直しに
よる更なる経費節減に取り組
む。

平成28年度の博多港センター
ビルの入居率は対室数では
86.0%となっているが，対貸床面
積での入居率は92.4％を達成し
ている。

・平成28年度以降；対室数
90.0％以上の達成。

工
程
表

1 会社のあり方検討

3 博多港センタービル
の利用促進

2 自立的経営の推進

取組項目
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4

指定管理業務の強化 実施

指定管理者として港湾施
設の状況把握，瑕疵の早
期発見に努め，効率的な
管理運営や施設利用の
安全確保に努めていく。

これまで蓄積してきた管理運営の
ノウハウや専門的な知識・経験を
活かしつつ，業務内容の実施方
法や執行体制の見直しを定期的
に行い，適切な人員配置を行うこ
とで、効率的な港湾施設の管理
運営に努めた。

博多港の発展と港湾機能の円滑
な運営を図るため，港湾法や博
多港港湾施設管理条例をはじめ
とする関係法令を十分理解すると
ともに，利用者に対する公平で良
質な港湾サービスの提供に努め
る。

3

コンテナターミナルの運
営強化（その２）

実施

福岡市や港湾関係者な
どと連携し，ターミナルの
効率的な運営に取り組む
とともに，船社や荷主，物
流業者を対象とした営業
活動や海外諸港とのＩＴ
連携などを積極的に進
め，取扱貨物の増加を図
る。

HiTSについて，新たに天津港・厦
門港（中国），台北港（台湾），
ホーチミン港（ベトナム）との連携
を開始し，連携先の港は合計10
港となった。
「博多港コンテナ物流トライアル
推進事業」において，試験輸送を
行った企業が博多港を継続利用
し，一定の取扱貨物の増加につ
ながった。また，同事業で得られ
た博多港利用の物流モデルを活
用し，他の荷主等へPRを行った。

博多港物流ITシステム(HiTS)の
海外諸港とのIT連携拡大やス
マートフォン対応により，搬出入
時間の短縮やさらなる利用者
サービスの向上を図る。
また，福岡市と共同で実施してい
る「博多港コンテナ物流トライアル
推進事業」を活用し，取扱貨物の
増加を図る。

2

コンテナターミナルの運
営強化（その１）

実施

世界最高水準の高機能
ECOターミナルの実現を
目指し，九州大学や機器
メーカーと共同研究を進
め，更なる成果の検証や
機器の改良に積極的に
取り組むと共に，今後増
加するコンテナ貨物に対
応すべく，将来のターミナ
ルの施設計画を勘案し
て，荷役機械の増強を
図っていく。

環境対応型荷役機器の増設に向
けた取組みとして，BCP対応の電
動化トランスファークレーンを2基
導入するとともに，LED型ヤード
照明の評価・検証を目的とした実
証実験の結果を踏まえ，既存の
ガントリークレーン照明のLED化
を検討するなど，更なるECOター
ミナルの強化に努めた。

一層のECOターミナル化への強
化・推進及び停電等緊急時にお
ける影響を最小限に抑え，事業を
継続できる災害に強いコンテナ
ターミナルを目指す。

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

港湾運営会社制度に対
する取り組み

実施

港湾法（特定埠頭運営事
業）の認定を受けて平成
16年よりコンテナターミナ
ルを福岡市より借り受け
て事業を行っているが，
平成23年の港湾法改正
に伴い博多港が同運営
事業の指定対象外（国際
拠点港湾は除外）となる
ため，新制度（港湾運営
会社制度）へのスムーズ
な移行に向けた準備に努
める。

港湾運営会社の指定を受け，平
成26年4月1日に市と博多港にお
ける埠頭群の運営事業に関する
契約を締結。
香椎パークポートとアイランドシ
ティ地区のコンテナターミナルの
港湾運営会社として，これまでの
ノウハウや民間活力を活かした効
率的な港湾運営を継続して実施
した。

【26年度より実施】
香椎パークポート及びアイランド
シティ地区のコンテナターミナル
港湾運営会社として，今後も引き
続き，これまでのノウハウや民間
活力を活かした効果的な港湾運
営を進め，利用者サービスの向上
を図ることで，さらなる博多港の利
用促進及び国際競争力の強化に
貢献していく。

香椎パークポート及びアイランド
シティ地区のコンテナターミナル
の港湾運営会社として，今後も引
き続き，これまでのノウハウや民間
活力を活かした効果的な港湾運
営を進め，利用者サービスの向上
を図ることで，さらなる博多港の利
用促進及び国際競争力の強化に
貢献していく。
なお，箱崎ふ頭地区国際・国内
ROROターミナルについては，将
来，国際・国内ＲＯＲＯターミナル
としての利用が開始された時点で
施設を借り受け，効率的な運営を
目指していく。

新たにコンテナターミナルに導入
する荷役機械については，原則，
環境対応型を導入している。
さらに，既存の荷役機器において
も，今後，環境対応型に改良して
いくことにより，更なるECOターミ
ナルの強化に努めていく。

今後も福岡市や港湾関係者など
と連携し，HiTSについて，29年度
中に香港港・上海港（中国）とのIT
連携を開始できるよう調整を進め
るとともに，他の港との連携の可
能性について検討する。
また，「博多港コンテナ物流トライ
アル推進事業」で得られた博多港
利用の物流モデルを活用した提
案型営業活動の実施などにより，
取扱貨物の増加を図る。

引き続き，これまで蓄積してきた
管理運営のノウハウや専門的な
知識・経験を活かしつつ，業務の
実施方法や執行体制の見直しを
定期的に行い，適切な人員配置
を行うことで，効率的な港湾施設
の管理運営に努める。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

港湾空港局港営課

前川

092-282-7134

博多港ふ頭（株）

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

港湾空港局港営課

前川

092-282-7134

博多港ふ頭（株）

5

業務内容の再検討 分離発注した方が効率的なもの
などについては，本来の随意契
約に係る状況を踏まえながら28年
度中に整理する。

実施 契約に係る積算の考え方や適正
な手法について引き続き検討を
行うとともに、緊急対応時における
指定管理者との役割分担等を明
確にすることで、一元的かつ効率
的な港湾施設の管理運営を図
る。

港湾施設は，一元的な管
理運営を必要とするた
め，従来，様々な業務を
博多港ふ頭㈱に一括して
契約することで，事務の
効率化等に一定の成果
を上げてきたが，今回の
随意契約に係る見直しを
契機に，分離して別途発
注を行った方が効率的な
ものについて再検討を実
施する。なお，指定管理
者の更新時期に併せ，各
施設の計画修繕につい
ては，それぞれの指定管
理者が実施する軽微な修
繕業務と一体的に実施す
るほうが，より効率的に行
えると考えられるため，業
務の移管を検討する。

分離発注した方が効率的に実施
できる業務と随意契約に適した業
務との再検討を実施。
緑地管理等について見直しを行
い，29年度契約分から分離発注
を行った。
また、緊急対応について契約内
容を精査し，指定管理者との役割
を明確化することで，管理体制の
強化を図った。

6

内部留保のあり方の整理 引き続き，貸付契約及び付随した
協定において取り決めた方針・内
容に従い整理を進めていく。

実施 引き続き，貸付契約及び付随した
協定において取り決めた方針・内
容に従い整理を進めていく。

平成26年度からの港湾運
営会社制度への移行を
前提として，施設の貸付
料や将来の施設整備（投
資計画），また委託事業
等について検討を進めて
いるところであり，その中
で内部留保のあり方につ
いても整理を行う。

貸付契約及び付随した協定にお
いて取り決めた方針・内容に従
い，引き続き整理を進めていく。

7

港湾運営会社として事業
開始する場合の市との役
割・負担に関する整理

【26年度で完了】
港湾管理者としての市と，貸付契
約書及びそれに付随する協定書
等において，港湾運営会社として
求められる役割と応分の負担を取
り決めたうえで事業を開始した。

実施

港湾運営会社に対し無
利子貸付制度が導入さ
れ，港湾運営会社が自主
的に設備投資を行う環境
が整備されたため，今
後，港湾運営会社への移
行を契機として，港湾の
管理運営や施設整備に
おける市との役割，負担
について整理を行ってい
く。

No. 改革取組項目
工程（計画・目標値） 取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ

る取組み状況の振返り・今後
の課題などH28年度予定 Ｈ28年度実績
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

港湾空港局港営課

前川

092-282-7134

博多港ふ頭（株）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 -
港湾運営会社へ

の指定
港湾運営会社で
の事業開始

実績 実施 実施 -

計画 - 5.65Ｌ 5.60Ｌ 5.55Ｌ 5.50Ｌ 5.45Ｌ

実績 4.86L 4.68L 4.75L 4.29L -

計画 - 79万ＴＥＵ 83万ＴＥＵ 87万ＴＥＵ 92万ＴＥＵ 96万ＴＥＵ

実績 788,593TEU 810,213TEU 794,117TEU 823,706TEU -

計画 - 65回/年 65回/年 65回/年 65回/年 65回/年

実績 170回/年 229回/年 231回/年 230回/年 -

計画 -
指定管理に係る
業務内容の検討

更なる業務内容
の再検討

実績 実施 -

計画 -
内部留保のあり

方整理
港湾運営会社で
の事業開始

実績 実施 -

計画 -
市との役割・負
担について整理

港湾運営会社で
の事業開始

実績 実施 完了 -

工
程
表

1　港湾運営会社
への移行

7　市との役割・負
担について整理

3　コンテナ貨物取
扱量の増加

2　1ＴＥＵあたりの
エネルギー消費量
（原油換算）の削
減

取組項目

4　施設巡回の強
化

5　業務内容の検
討

6　内部留保のあり
方整理
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所管課

担当者

ＴＥＬ

第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

水道局総務部経営企画課

日下部

092-483-3107

（公財）福岡市水道サービス公社

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

1

①　随意契約に関すること

取組み状況

実施

公益財団法人福岡市水道サー
ビス公社は，水道事業の効率
的かつ健全な運営と公共の福
祉に寄与することを目的として
設立された非営利の団体であ
り，平成25年3月福岡県により
法に基づく公益財団法人として
認定を受けたものである。
　当該団体との随意契約につ
いては，水道事業の地方公営
企業としての高度の信頼性を
担保しながら，効率的経営を実
現するため，地方公営企業法
施行令第21条の14第1項第2号
に基づき締結しているが，委託
コストの検証結果等を踏まえ，
公社との随意契約を縮減する
方向で現行の業務執行方法の
再点検を実施し，必要な見直し
を行っていく。

(1)営業部門
　現在，公社と随意契約を行っ
ている東部ブロック(東・博多営
業所)の営業所業務について
は，公社への随意契約を廃止
し，民間委託の導入や直営化
する方向で検討を進める。

(2)保全部門
　配水管維持管理などの保全
業務については，水道事業の
社会的信用の確保の観点から
民間委託できないものや，業務
の困難性などから民間事業者
に担い手がないものもあり，当
該業務を効率的に行うために
は引き続き一定程度の公社へ
の随意契約が必要となると考え
られるが，事業を取り巻く環境
の変化を踏まえ，新たな民間
委託の導入や直営化の検討を
行い，随意契約の縮減に取り
組んでいく。

(2)保全部門
　保全部門の随意契約について
は，より一層の経営効率化や人材
育成の促進，お客さまサービスの
維持向上など多角的な観点から，
第３次外郭団体改革実行計画の
趣旨（外郭団体への人的関与，
財政的関与の最小化）も踏まえつ
つ，局と公社の全体で見た「より
最適な組織体制の構築」に向け
た検討を進めており，平成28年度
中に方向性を定めていく。

(１)営業部門
　平成30年度を目途に検討して
いた東営業所の民間委託及び博
多営業所の直営化（検針業務は
民間委託）を平成27年度に前倒
しで実施した。
　これですべての営業所が直営
又は民間委託となったため，民間
委託営業所の管理監督部署も直
営とし，営業部門における公社へ
の随意契約及び派遣職員を全廃
した。

(2）保全部門
　これまで取水施設の維持管理
業務の局直営化，浄水場排水処
理施設の運転管理業務の民間委
託に取り組んできた。
　平成29年度には，配水管維持
管理業務等の保全業務を集約化
し，水道局に移管するなど，抜本
的かつ大規模な見直しを行うこと
とした。

(１)営業部門
　―
（平成30年度を目途に東部ブロッ
クの委託を検討する。）

(１)営業部門
　―
（実施計画を前倒しし，平成27年
度に民間委託を実施した。）

(2）保全部門
　配水管維持管理業務及び給水
装置等の維持管理業務の一部に
ついて，平成29年度より局直営化
とすることを決定した。
　これにより，派遣職員を79人削
減するとともに，委託料について
も約20億円削減できる見込みで
ある。
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

水道局総務部経営企画課

日下部

092-483-3107

（公財）福岡市水道サービス公社

実施

実施

実施

(2)市派遣職員の削減等
　今後とも，水道事業の効率化
を図るため，業務の民間委託
や保全部門における退職者の
再雇用の拡大により市派遣職
員の削減に取り組むなど不断
の見直しを行いながら，経営改
善に努めていく。

(3)公社の業務，組織体制の検討(3)公社の業務，組織体制の検
討
　再任用制度を中心とした高齢
者雇用制度の本格運用，営業
所業務の民間委託に伴う営業
部門の縮小など事業を取り巻く
環境の変化を踏まえながら，現
行業務の見直しや組織体制の
再構築など公社のあり方を検
討していく。

（1）営業所業務の民間委託(１)営業所業務の民間委託
　メーターの検針，料金の収納
などを行っている営業所につ
いては，段階的に民間委託を
実施し，これらの業務に従事し
ている派遣職員の削減，経費
の縮減を図る。
　７営業所のうちすでに民間委
託を行っている５営業所の実績
を検証のうえ，残る２営業所に
ついても，今回の計画期間中
に民間委託の導入や直営化を
実施する方向で検討を進める。

No.

　お客さまサービスの向上と公社
への信頼度の向上を目指して，
行動宣言に掲げた取り組みの実
施，各事務所における財務諸表
等の開示，職員全員を対象とした
接遇研修などの取組みを実施し
た。

　行動宣言で掲げた取り組みを公
社全体で着実に実施するととも
に，公益財団法人としてお客さま
からの信頼を高めるために，各事
務所において財務諸表等の開示
を行っている。また，お客さまニー
ズを踏まえた丁寧な対応，納得い
ただける対応を目指して，これま
で職員全員を対象に行ってきた
接遇研修を継続して実施してい
る。

(2)市派遣職員の削減等

工程（計画・目標値） 取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題などH28年度予定 Ｈ28年度実績

実施

改革取組項目

2

②経営改善の検討

(4)さらなるサービスと信頼の向
上
　平成24年度に制定した基本
理念「サービスと信頼の向上を
目指して」の実現に向け，その
行動宣言に掲げた取り組みを
着実に実施するとともに，お客
さまニーズを踏まえた丁寧な対
応と納得いただける対応に努
めるなど，公益財団法人として
の自主性・自立性を生かした柔
軟な事業の執行体制等を活用
しながら，さらなるサービスの向
上と信頼度の向上を追求して
いく。

(4)さらなるサービスと信頼の向上

１－①「随意契約に関すること」に記載する取組みと同じ

１－①「随意契約に関すること」に記載する取組みと同じ

１－①「随意契約に関すること」に記載する取組みと同じ
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

水道局総務部経営企画課

日下部

092-483-3107

（公財）福岡市水道サービス公社

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 ■方向性の確認

実績

・城南，南営業所
を民間委託

【市派遣職員を
22人削減】

・番托取水場運転
管理業務に係る
監督・指導業務を
局直営化

【市派遣職員を
5人削減】

・東部ブロック（博
多営業所は検針
業務のみ）を民間
委託
・浄水場の排水処
理施設の運転管
理業務を民間委
託

【市派遣職員を
36人削除】

・配水管維持管理
業務及び給水装
置等の維持管理
業務の一部につ
いて，平成29年度
から局直営化を決
定

【市派遣職員を79
人削減見込（平成
29年度から）】

-

計画
中央・早良・西営
業所の民間委託
済み

城南・南営業所の
民間委託化

30年度を目途に
東部ブロック
委託検討

東部ブロック
委託準備

実績 -

計画 検討 ■方向性の確認

実績 -

計画
現行業務の見直
し，組織体制の

検討

実績

計画 取組実施

実績 -

2(1)
営業所業務の
民間委託

取組項目

工
程
表

検討

検討

・財務諸表等の開示
・接遇研修の実施

実施

2(3)
公社の業務，
組織体制の検討

検討

検討

1
随意契約に関すること

2(4)
さらなるサービスと
信頼の向上

2(2)
市派遣職員の削減等

１「随意契約に関すること」に記載する実績と同じ

１「随意契約に関すること」に記載する実績と同じ

１「随意契約に関すること」に記載する実績と同じ
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所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - 検証・検討

実績 検証・検討 実施 -

計画 - 検討・実施

実績 検討・実施 -

計画 - 実施

実績 実施 -

計画 - 実施

実績 実施 -

公募によるコンビニエンスストアな
どの店舗誘致や，顧客ニーズに
応じたコインロッカーの増設など，
増収対策を推進した。また，地下
鉄構内店舗としては初となる，月
替わりで出店店舗が入れ替わる
飲食品等販売店舗をオープンし
た。
今後も振興会の強みを活かした
事業展開の検討を行う。

清掃業務について，平成27年度
までは公募型指名競争入札によ
り，競争性・公平性の確保に努め
たほか，平成28年度からは交通
局との契約の見直しによって振興
会からの発注は無くなった。
今後とも業務委託にあたっては事
業の経済性・効率性を確保し実
施する。

財務諸表及び事業計画等につい
て，ホームページ等を活用し，積
極的に情報提供を行った。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

交通局総務部営業課

真子・喜多代

732-4121(内線140-4121)

（一財）福岡市交通事業振興会

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

特殊性・専門性の検証 実施

交通事業振興会へ行っ
ている委託契約につい
て，業務の特殊性・専
門性を検証し，契約の
あり方について検討す
る。

清掃業務委託の現場業務につい
て，平成28年度から，交通局が直
接清掃業者との契約を行った。
また，広告構内営業の事業スキー
ムのあり方について，既存の制度
にとらわれない抜本的なゼロベー
スで点検・検証を行った。

現状では振興会への委託が必要
とされる｢広告事業｣について，近
年の社会情勢や顧客ニーズの多
様な変化に対応するため，引き続
き契約のあり方について検討を
行っていく。

清掃業務委託について，平成28
年度から，現場業務は交通局が
直接清掃業者と契約し，管理監
督業務のみ振興会へ委託する見
直しを行った。
また，広告構内営業事業につい
ても近年の社会情勢や顧客ニー
ズの多様な変化に対応するため，
事業の点検・検証を実施し，必要
な見直しの検討を行った。

2

新たな事業展開の検討 実施

一般財団法人への移行
により，これまで以上に
柔軟な事業活動が可能
となることから，強みを
生かした新たな事業展
開について検討する。

西新駅への菓子店誘致やコイン
ロッカーの増設を行い増収に繋
げた。
また，広告事業において，顧客
ニーズに応じた魅力的な新規媒
体の導入について，調査検討を
進めた。

駅の個性化・活性化を図る駅の魅
力づくりや，広告事業において，
顧客ニーズに応じた魅力的な新
規媒体の導入などの検討を行っ
ていく。

3

事業の効率的運営 実施

業務委託の発注にあた
り，競争性・公平性の確
保に努めるなど，今後と
も事業の経済性・効率
性を確保し実施する。

平成28年度清掃業務について
は，交通局との契約の見直しによ
り振興会からの発注は無くなっ
た。その他業務委託契約につい
ても，前年度の契約実績をもとに
経済性・効率性を再検証し，契約
を実施した。

平成28年度からの清掃業務委託
についての見直しに続き，その他
業務委託契約についても，事業
の効率的運営の確保に努める。

4

団体運営の透明性の確
保

実施

交通事業振興会の財務
諸表をはじめ，事業計
画，目標などについて
ホームページの活用等
により積極的な情報提
供に努める。

前年度に引き続き，平成27年度
決算にかかる財務諸表等及び平
成29年度事業計画等をホーム
ページに公表し，情報提供を行っ
た。

財務諸表及び事業計画等をホー
ムページの活用により積極的に
情報提供に努める。

工
程
表

1　特殊性・専門性
の検証

4　団体運営の透明
性の確保

3　事業の効率的運
営

2　一般財団法人移
行に伴う新たな事
業展開

取組項目

見直しが可能な事業から順次実施
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所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 -
第3センター運
営方法決定

実績 -

計画 -
係長以上25％,
主任20％,その
他10％引下げ

実績
係長以上25％,
主任20％,その
他10％引下げ

実施 -

計画 -
柳瀬C廃止後の
組織の在り方検

討

実施（柳瀬C廃
止）

那の津C廃止後
の組織の在り方

検討

実施（那の津C
廃止）

実績
組織のスリム化

実施
-

平成24～26年度にかけ，職員の
給与水準を，全体で△15.8％削
減した。

学校給食センター（２施設）の廃
止による組織・人員のスリム化を
行った。
平成32年度の給食調理部門廃止
が決定しているため，今後人員不
足や調理職員のモチベーション
低下等で給食提供に影響がでな
いよう，廃止時の再就職支援等効
果的な対策の実施が課題であ
る。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

給食運営課

陣内

711-4642

（公財）福岡市学校給食公社

改革の方向性 １　抜本的に法人のあり方を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

団体のあり方検討 実施

平成26年度内に第3給
食センターの運営方法
を決定する中で，今後
の団体のあり方につい
て検討を行う。

食材調達業務について，平成32
年２学期以降も団体で実施する
方針決定を行った。

今後の団体のあり方について，他
都市の取組み状況や民間企業へ
のヒアリング等を行った上で，方
針決定を行う。

給食調理部門を廃止し，食材調
達部門については，今後も継続
する方針決定を行った。

2

人件費の見直し 実施

人事給与体系を大幅に
見直す。（給与について
は,年収ベースで係長
以上25％，主任20％，
その他10％の引下げ）

平成24～26年度にかけ，職員の
給与水準を，全体で△15.8％削
減し，平成28年度も継続してい
る。

-

3

運営の効率化 実施

平成26年度の第1給食
センター，平成28年度
の第2給食センター民
間運営開始に伴う平成
26・28年度各１箇所の
現給食センター廃止に
による業務縮小にあわ
せ，衛生管理基準の遵
守を前提に組織・人員
のスリム化や業務の効
率化を図る。

平成28年７月末の学校給食セン
ター（那の津）廃止による業務縮
小にあわせて，調理職員（正職
員・非常勤調理員）の希望退職者
を募集し，人員のスリム化を図っ
た。

平成28年７月末の学校給食セン
ター（那の津）廃止による業務縮
小にあわせて，調理職員（正職
員・非常勤調理員）の希望退職者
を募集し，人員のスリム化を図る。

工
程
表

1　団体のあり方

3　運営の効率化

2　人件費の見直
し

取組項目
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所管課

担当者

ＴＥＬ

4

ＮＰＯ等との連携・共働 実施

ＮＰＯなど国際交流を行
う市民・団体との連携や
共働を引き続き推進し，
国際交流活動の増進を
図る。

国際交流活動を行うＮＰＯ等の団
体と連携し事業を実施した。

引続き，ＮＰＯなど国際交流を行う
市民・団体との連携や共働を引き
続き推進し，国際交流活動の増
進を図っていく。

3

事業成果の市民への還
元

実施

事業の成果をさらに広く
市民・地域に還元される
よう，手法等を検討のう
え実施する。

財団事務所等を移転統合し，管
理経費の削減と運営の効率化を
行った。移転を機に，地域と外国
人の相互理解の促進に向けた取
組みの充実や，奨学金制度の見
直し等についての検討を行った。

引続き，事業の成果をさらに広く
市民・地域に還元させるよう，手
法等を検討していく。

2

職員の最適配置 実施

事業遂行にあたっての
職員の最適配置という
観点から，多様な雇用
形態により必要な人材
の確保と育成を図ること
とし，市派遣職員につ
いては，都市戦略も踏
まえて市行政との関連
で必要とされるポストに
配置する。

市派遣職員1名の嘱託化を実施
した。

引続き，更なる運営の効率化を検
討・実施するとともに，本財団の目
的が最大限に達成されるよう，職
員の最適配置の検討及び人材育
成を行っていく。

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

類似団体との統合

効果的な事業の実施と
事務局機能の効率化の
ため，現在，団体が事
務局業務を担っている
（公財）よかトピア記念
国際財団との統合につ
いて検討のうえ，方針を
決定し，平成26年度統
合を目指す。

平成26年4月1日付で（公財）福岡
国際交流協会と（公財）よかトピア
記念国際財団が合併し，（公財）
福岡よかトピア国際交流財団に改
称。
合併により運営が効率化され，新
規事業の実施及び既存事業の充
実を図った。

職員の最適配置という観点から，
市派遣職員の削減を進めた。
今後も引き続き，各事業の適正人
員の検証を行い，最適配置に努
める。

市民ニーズ，国際情勢，市の方
向性を勘案しながら，事業成果が
さらに広く市民・地域に還元され
るよう，事業のあり方を検討する。

個々のＮＰＯ等がより組織体制を
強化し，活発な運営が持続できる
よう側面的支援のあり方を検討す
る。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

総務企画局国際政策課

田中

092-711-4022

（公財）福岡よかトピア国際交流財団

改革の方向性 １　抜本的に法人のあり方を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

総務企画局国際政策課

田中

092-711-4022

（公財）福岡よかトピア国際交流財団

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 -
統合について方
針決定・県へ申請

統合財団設立

実績 統合の方針決定 Ｈ26.4.1付統合

計画 - 随時実施 → → →

実績 9名
8名

（1名嘱託化）
7名

（1名嘱託化）
8名

（1名増業務検討）
7名

（1名嘱託化）

計画 - 随時実施 → → →

実績 事業再編
新規事業実施
既存事業の充実

グローバル人材の
育成・定着事業実

施

事業のあり方・見
直しの検討

計画 - 随時実施 → → →

実績 ＮＰＯの支援実施 → → →

工
程
表

1　類似団体との統
合

4　ＮＰＯ等との連
携・共働

3　事業成果の市民
への還元

2　職員の最適配置
（市派遣職員数）

取組項目
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所管課

担当者

ＴＥＬ

4

より適切な委託契約の
あり方を検討する

実施

公共施設案内・予約シ
ステムの運用委託契約
について，安定稼働及
び市民サービスの維持
を確保したうえで，民間
への委託等も考慮し，
最適な委託方法を検討
する。

公共施設案内・予約システムの運
用委託について，平成２８年度中
に提案競技を行った。

平成２９年度から競争性のある契
約を行えるよう調整していく。

3

ＳＲＰ地区の活性化を図
る

実施

ＳＲＰセンタービルの魅
力向上を図ると同時に，
ＳＲＰ地区の活性化を図
ることが必要。担当課及
び周辺企業と連携し，
関連する研究会，イベ
ント等の開催を促すとと
もに，交通利便性向上
への取組を行うなど地
区の魅力向上を図る。

福岡ソフトリサーチパーク地区内の
技術者相互の交流会として「福岡Ｓ
ＲＰ技術者交流会」を継続開催し
た。また、福岡エレコン交流会等情
報関連産業の各種団体への参加
や、百道浜地区のエリアマネイジメ
ント推進の観点からシーサイドもも
ち関係施設協議会への参加、周辺
立地企業との交流を実施した。

「ＳＲＰ連絡会」「ＳＲＰ代表者交流
会」「ＳＲＰ技術者交流会」「ＳＲＰゴ
ルフ会」等継続開催及び合同イベ
ントを検討。

第３次計画（H25～28）における
取組み状況の振返り・今後の課
題など

入居率改善に向け、仲介業者への
空室情報提供と情報交換が不足し
た。今後はIT企業の入居条件緩和
も検討しながら、「経営計画」（平成
２７年度～平成３０年度）の目標で
ある「入居率８７％」を目指し、「経
営計画」に沿った具体的取組みを
実施していく。

2

施設稼働率の向上 実施

交流スペースを設け情
報関連イベントを実施
することにより，技術者
等の交流を図るととも
に，ホールを含む施設
稼働率の向上に繋げ
る。

貸施設事業収入は５６百万円と前
期比１百万円の減収となった。

過去に利用実績のある先等へ積
極的な営業を行う。貸施設の設備
備品についても適宜更新を行い顧
客満足度を高める。

1

テナント入居率の向上 実施

ビル内のWi-Fi化による
通信環境の向上，交流
スペースの設置等入居
企業の満足度を向上さ
せるとともに，企業誘致
にかかるインセンティブ
の充実を図る。

新規入居５社及び２社のビル内増
床を獲得したものの、退去４社及び
ビル内減床２社があったため、入
居率は前期末８３．９１％から当期
末８３．８２％へと０．０９ポイント減少
した。

入居率９０％台を目指し、既存検討
案件の状況を把握し、福岡市・福
岡県の企業誘致担当や不動産仲
介会社等へ空室状況等随時情報
を提供するなど、積極的な誘致・営
業活動を行う。

過去利用ユーザへのアプローチは
実施するも、利用ユーザの裾野拡
大の施策が不足した。今後は、当
社主催セミナーを開催し、当貸し
施設の認知度を向上させ利用率
向上を図るとともに、新規ユーザの
掘り起こしを図っていく。

「ＳＲＰ連絡会」「ＳＲＰ代表者交流
会」等を継続開催してきた。平成２
６年度からは「福岡ＳＲＰ技術者交
流会」を立ち上げ、平成2９年度か
らは「福岡エレコン交流会事務局」
を担当する。今後も、情報産業集
積の地「ソフトリサーチパーク地区」
において、地場情報産業関連企業
等の集積化・支援・育成を図るとと
もに、地域社会の発展に貢献して
いく。

平成２８年度中に提案競技を行
い，競争性のある入札を行うことが
できた。引き続き今後も競争性のあ
る契約を行っていく。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局新産業振興課

松尾

092-711-4333

（株）福岡ソフトリサーチパーク

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（２）　市との随意契約のあり方について検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局新産業振興課

松尾

092-711-4333

（株）福岡ソフトリサーチパーク

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - 85% 90% 95% 98% 98%

実績 75% 81% 83% 84% 84% -

計画 - 50% 60% 65% 65% 65%

実績 19% 20% 18% 20% 20% -

計画 -
平成27年度～
平成31年度

実績
平成27年度～

平成30年度策定
-

計画 -

実績
交流事業等を実

施
-

計画 -

実績
委託契約のあり方

検討
提案競技
実施

-

工
程
表

①センタービル入
居率向上

③経営計画策定

②施設稼働率向上

取組項目

⑤委託契約のあり
方検討

④ＳＲＰ地区の活性
化
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所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 385,724人 330,000人 330,000人 330,000人 330,000人 330,000人

実績 372,424人 408,130人 487,742人 563,763人 -

計画

ＴＶ：6局
ＦＭ：3局

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送
：2局

既設＋α 既設＋α 既設＋α 既設＋α 既設＋α

実績
V-low帯マルチメ
ディア放送（実証

実験)
〃

V-low帯マルチメ
ディア放送（本放

送）
高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無線
(1社)利用開始

VICS（道路交通情
提供システム）利用

開始
-

計画
アンテナ塗装
空調機器更新
ゴンドラ修理

塔屋部鉄骨塗装
空調機器更新
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾘﾆｭｰ
ｱﾙ
建物維持管理調
査

ゴンドラ更新
非常階段鉄骨塗
装

実績

塔屋部鉄骨塗装
空調機器更新
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾘﾆｭｰ
ｱﾙ
建物維持管理調
査　等

低層棟屋上防水
工事
ﾀﾜｰ屋外投光器
更新
防犯ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ更
新　等

低層棟外壁塗装
工事
自家発電機のｴﾝ
ｼﾞﾝ点検､部品交
換　等

外壁・タワー空中
部塗装
空調機更新　等

工
程
表

1　展望客の集客
強化

3　長期保守計画
の実行

2　放送通信施設
の活用

取組項目

3

長期保守計画の実行 実施

施設や設備の老朽化･
陳腐化に対応するた
め、長期保守計画に基
づいた徹底した点検な
らびに整備を行い、安
全かつ信頼される施設
づくりに取り組む。

老朽化対策として、低層棟の外壁
塗装工事、タワー中空部の塗装
工事及び空調機更新などを実施
した。

・長期保全計画を基にした具体的
な設備更新計画を策定､実施す
る。
・ﾀﾜｰの機能維持を目的とした大
規模改修工事等を着実かつ効率
的に実施する。

2

放送通信施設の活用 実施

新たな放送通信施設の
利用先の調査･研究を
進め、放送通信施設利
用先の拡大を図る。

平成28年6月にサービスを終了し
たVHF-High帯ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送の
撤去に伴う対応を行った。

平成28年6月末でｻｰﾋﾞｽが終了
するNOTTV(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾓﾊﾞｲﾙｷｬｽﾃｨ
ﾝｸﾞ)の撤去等の対応を行う。

第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

展望客の集客強化 実施・達成

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾘﾆｭｰｱﾙ等
の観光施設改善による
集客･ｾｰﾙｽ活動の推
進、ｲﾍﾞﾝﾄの実施、広
報･宣伝活動の強化、
顧客満足度の向上に努
め、集客力の向上を図
る。

・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝは季節やｲﾍﾞﾝﾄ毎に
異なるﾃﾞｻﾞｲﾝの点灯を行い、ﾏｽﾒ
ﾃﾞｨｱに取り上げられる機会を増や
した。また、SNS等を活用したﾌﾟﾛ
ﾓｰｼｮﾝ活動を積極的に実施し
た。その結果、年間展望客数は
韓国人観光客を中心に大幅に増
加し、約56万4千人と20年ぶりに
50万人を突破した。
・展望階におけるWi-Fi設備や
「恋人の聖地」等施設の改善を実
施し顧客満足度向上に努めた。

・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの更なる活用と外国
人観光客の誘致により、平成28年
度は44万8千人の集客を図る。
・展望階におけるWi-Fi設備など
顧客満足度の向上に取り組む。

　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾘﾆｭｰｱﾙや施設改善
が功を奏したことに加え、外国人
客の増加もあり、概ね増加傾向で
あるが、外国人客の動向は流動
的であるため、今後も引き続き、
眺望だけで集客するのではなく、
様々なｲﾍﾞﾝﾄの実施やSNSを活用
したPRなどの更なる強化をすす
める必要がある。

　引き続き、調査･研究を進める。

老朽化対策として施設の補修･更
新を効率的に実施している。引き
続き、タワーの機能維持を目的と
した大規模工事等を着実に実施
する。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局観光産業課

花村

092-711-4353

福岡タワー（株）

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況

- 43 -



所管課

担当者

ＴＥＬ

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画
単年度黒字（中期的には累積赤字を解消）

単年度損益
（千円）

132,872 140,812 89,515 128,268

累積損益
（千円）

△ 746,885 △ 606,072 △ 516,556 △ 388,288

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

経済観光文化局文化施設課

田村

092-733-5113

（株）博多座

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（１）　事業の内容や担い手を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

　第３次外郭団体改革実行計画
期間中の平成27年度に策定した
中期経営計画の最終年度が平成
29年度であり，経済状況や博多
座における観客動員などの動向
から新たな中期経営計画を策定
し，引き続き経営安定の強化と累
積赤字解消に向け取り組んでい
く。

実績

工
程
表

1　経営の安定化

取組項目

1

経営の安定化 実施

興業を取り巻く厳しい環
境が続く中，近年の興
行収入を前提とした事
業運営が必要であり，
「販売促進」と「原価・経
費削減」を２つの柱とし
て，経営の安定化に取
り組む。

・活発な広報，宣伝戦略の展開，
多様なチケット販売戦略や企業・
団体などへの営業戦略に加え，
博多座以外の劇場で公演を行う
など，事業収入の拡大を行った。
・中期経営計画に基づき，市場
ニーズに合わせた，福岡出身俳
優の起用を行い，それに合わせ
た営業を実施した。また，九州に
ゆかりのある演目として，地元ブラ
スバンド部をモデルにした自主制
作作品を上演し，興行原価の抑
制に努め,累積赤字の削減を実現
した。

・活発な広報，宣伝戦略の展開，
多様なチケット販売戦略や企業・
団体などへの営業戦略を展開す
る。また，リニューアルを機に，売
り場を刷新し，事業収入の拡大を
目指す。
・中期経営計画に基づき，市場
ニーズに合わせた，九州にゆかり
のある演目の自主制作や俳優の
起用，それに合わせた営業を実
施するとともに，自主制作，共同
制作による興行原価の抑制に努
め，引き続き累積赤字の削減を目
指す。
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所管課

担当者

ＴＥＬ

年間を通じた集客催事の実施や
話題性・発信性のある店舗を誘致
した結果、第3次計画 終年度
（平成28年度）店舗客数は、691
万人（平成25年度対比101.2％）と
伸長した。
平成27年度に新設地下街開業10
周年、平成28年度には既設地下
街開業40周年を記念し、売上向
上や賑わい創出等を目的に様々
な事業に取り組んだ。
今後も、お客様のニーズを的確に
把握し、快適で魅力的なショッピ
ング空間の形成に取り組んでいく
必要がある。

第3次計画（平成25～28年度）期
間中、売上低迷店舗への営業指
導の強化を図るとともに、合計106
店舗（全体の約7割）の店舗入れ
替えやMD変更等の活性化を実
施した。
また、駐車場に関しては、期間
中、提携先の拡大に取り組むとと
もに、平成27～29年度にかけて
ハード・ソフト両面から環境改善に
取り組んだ。
今後は、地下鉄七隈線延伸に伴
う乗り換え客の減少が想定される
ため、南端エリアを中心とした活
性化策を検討し、天神地下街の
魅力向上を図っていく必要があ
る。駐車場に関しては、消費税増
税に伴う料金体系の見直し等に
取り組んでいく必要がある。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

住宅都市局地域計画課

横田

092-711-4392

福岡地下街開発（株）

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

快適で安全な公共地下
通路の維持管理

実施

地上交通の緩和や天神
地区の回遊性向上に資
する地下ネットワークの
根幹である公共地下通
路の快適性向上と安全
かつ適切な維持管理を
行うため，その財源であ
る地下街の安定した営
業収益の確保に努め
る。

客用トイレの更新の他、老朽化の
目立つ設備の更新及び公共地下
通路の天井点検、既設部耐震診
断の実施した。
利用者にとって快適で安全な通
路環境の提供を行うため、その財
源である地下街の安定した営業
収益の確保に努めた。

客用トイレの更新の他、老朽化の
目立つ設備の更新及び公共地下
通路の天井点検、既設部耐震診
断の実施や通路警備、清掃体制
を利用状況に合わせて適宜見直
すなど、利用者にとって快適で安
全な通路環境の提供を行うため、
その財源である地下街の安定し
た営業収益の確保に努める。

階段照明のＬＥＤ化，お客様用ト
イレの全面更新，公共通路の天
井点検や既設部耐震診断の実施
等，快適で安全な公共通路の維
持管理を実施した。
今後は、耐震診断結果を踏まえ
た対策の実施について、特にテ
ナントへの影響を 小限に抑える
ことを優先事項とし、計画的に、効
果的かつ低コストとなるよう取り組
んでいく必要がある。

2

快適で魅力的な地下空
間の形成（店舗客数の
増加）

実施

年間を通じた集客催事
の実施等により賑わい
のある地下空間を創出
するとともに，ショッピン
グ空間の魅力を高める
施策を講じ，店舗客数
の増加に努める。また，
高齢者や障がい者等に
配慮した施策にも積極
的に取り組む。

年間を通じて、イベントコーナー
や広場で23件（31回）の集客催事
とポイント5倍フェア等14件の共同
販促事業を実施するとともに、話
題性や発信性のある店舗を誘致
した。
また、開業40周年事業として、誕
生祭やメディア展開等の販促施
策も強化した。その結果、店舗客
数は、691万人（前年比102.5％）
と伸長した。
その他、トイレのリニューアルや休
憩スポットとしても利用できるモ
ニュメントを設置する等、快適で
魅力的なショッピング空間の形成
に取り組んだ。

年間を通じた集客催事の実施や
話題性・発信性のある店舗誘致
等により、賑わいのある魅力的な
ショッピング空間の形成に取り組
む。
また、天神地下街開業40周年（平
成28年1～12月）を訴求する催事
等を実施することで、更なる店舗
客数の増加に努める。

3

積極的な営業戦略の推
進

実施

店舗の入替及びＭＤ
（商品政策）変更を積極
的に行い， 適なテナ
ント（業種・業態）の組み
合わせによる天神地下
街の魅力向上と売上増
に努める。また，提携先
の拡大や駐車環境の改
善に取り組み，駐車場
利用率の向上を図る。

新たに策定した中長期MD計画に
基づき、話題性や発信性のある
店舗誘致を行うとともに、店舗へ
の営業指導の強化を図った。
また、売上低迷店舗に対するMD
（商品政策）変更や店舗の入れ替
え、店舗改装等の活性化を27店
舗実施した。
駐車場に関しては、場内の再整
理と美装化等を目的とした駐車場
環境改善工事が本年2月に無事
完了した。

平成27年度に実施したマーケティ
ング調査結果に基づき、中長期
MD計画の見直しを行い、話題
性・発信性のある店舗誘致や飲
食店舗の増床等について検討を
実施するとともに、店舗への営業
指導の強化を図り、売上低迷店
舗に対するMD（商品政策）変更
や店舗の入れ替え、店舗改装等
の活性化に取り組む。また、駐車
場利用率の向上を図るため、提
携先の拡大や場内の再整理と美
装化等の環境改善に取り組む。
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所管課

担当者

ＴＥＬ

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

住宅都市局地域計画課

横田

092-711-4392

福岡地下街開発（株）

改革の方向性 ４　引き続き経営努力を行う団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - ３０億円 ３０億円 ３０億円 ３０億円 ３０億円

実績 ３０億円 ３０．３億円 ３０．６億円 ３０．７億円 -

計画 - ６９６万人 ７１０万人 ７１０万人 ７１０万人 ７１０万人

実績 ６８３万人 ６７７万人 ６７４万人 ６９１万人 -

計画 - ３０店舗 ３０店舗 ３０店舗 ３０店舗 ３０店舗

実績 ３３店舗 ２３店舗 ２３店舗 ２７店舗 -

計画 - ４３４千台 ４３５千台 ４３５千台 ４３５千台 ４３５千台

実績 ４３９千台 ４４７千台 ４６４千台 ４６5千台 -

計画 - ５７４百万円 ５７４百万円 ５７４百万円 ５７４百万円 ５７４百万円

実績 ５７４百万円 １,１４８百万円 ５０７百万円 １,１８１百万円 -

平成25年度借入金残高は、4,504
百万円あったが、NTT-A型無利
子融資借入金の繰上償還などに
より、平成28年度には、シンジ
ケートローンのみの1,600百万円と
なった。借入金については、平成
32年度に全額完済する予定であ
る。また、元本の返済により借入
金利息が減少しており、経常利益
の改善につながっている。
資金の有効活用について、平成
28年度は、約3千万円の利息収
入を計上しているが、金融市場の
利率低下により、安定した収益確
保が困難な状況である。
また、施設の老朽化、耐震対策な
ど設備改修に関する課題が多く、
資金面など今まで以上に計画的
な取り組みが必要である。

4

資金の有効活用や事業
コストの低減

実施

借入金を計画的に返済
するとともに，余裕資金
の安全かつ効率的な運
用に伴う利息収入の増
を図ることにより，より安
定的な経営を目指す。
また事業コストの低減や
ライフサイクルコストを勘
案した計画的な施設の
保全更新に取り組む。

平成28年９月に、NTT-A型無利
子融資借入金6億7千4百万円の
繰上返済を実施した。シンジケー
トローンについては、貸付行との
事務手続きに係る委託費の減額
及び借入金元本の減少により、支
払利息1千3百万円の削減となっ
た。
 資金の有効活用については、資
金運用計画計画に基づき、余裕
資金の有効活用を実施し、利率
が低下する中、3千2百万円（前年
95.3%）の利息収益を確保した。
また、冷温水蓄熱漕改修工事や
駐車場環境改善工事など、事業
コスト低減を勘案し、計画的な取り
組みを行った。

事業コストの低減については、
NTT-A無利子融資の債務保証料
削減を図るため、融資行との協議
を進めた結果、本年9月に融資額
全額の繰上返済を実施する。ｼﾝ
ｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝについては、計画的な
返済により元本が減ってきたこと
に加えて、貸付行との事務手続き
に係る委託費に関し、幹事行と協
議のうえ減額となったことがコスト
低減につながっている。
資金の有効活用については、資
金運用計画に基づき、債券購入
など余裕資金の有効活用を実行
し利息収入の増を図り、安定的な
経営を目指す。
また、既設部冷温水蓄熱槽改修
工事（3カ年）及び駐車場環境改
善工事（2カ年）など、事業コストの
低減やライフサイクルコストを勘案
した計画的な施設の保全更新に
取り組む。

工
程
表

1　営業収益（年
間）

5　計画的な借入
金の返済（年間返
済額）

4　駐車場利用台
数の増加（年間）

2　店舗客数の増
加（年間）

取組項目

3　店舗入替及び
ＭＤ変更（年間）
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所管課

担当者

ＴＥＬ

　未収入金の回収については，弁
護士による法的手続きの手段など
により一定の効果はあったが，商
業床の経営不振などにより新たな
滞納も生じており，ビル活性化な
どによる商業床の経営状況の改
善が課題となっている。

　管理組合法人による長期修繕
計画の作成や遂行など，管理会
社としてマネージメントや支援を
行ってきた。
　管理組合法人が着手している躯
体補強設計の結果を踏まえ，躯
体補強工事の検討など，管理会
社として継続的な支援を行う必要
がある。

　毎月１回，本市との定例会を開
催し，上記１～４への取組状況に
ついて，ビル管理会社，管理組合
法人と市による情報共有・意見交
換を行っている。
　管理組合において，建て替えを
含めたビルのあり方について検討
することとなっており，管理組合法
人が建て替えに取り組む場合は，
地域の核づくりや魅力あるまちづ
くりの観点から支援する。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

住宅都市局地域計画課

田端

092-711-4392

サンセルコビル管理（株）

改革の方向性
２　事業のあり方について検討する団体
（１）　事業の内容や担い手を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

にぎわいの創出等によ
る空き床対策

未達成

　公開空地等を活用し
たイベント等を誘致し，
ビル全体のにぎわいを
図るとともに，福岡市経
済観光文化局所管制
度の「商店街空き床店
舗等再生事業」の活用
やテナントの積極的な
誘致活動等による空き
店舗の減少を図る。

　「商店街空き店舗における創業
応援事業」の活用により，１件の
入居があった。
※空き店舗34店舗

　経済観光文化局が所管する「商
店街空き店舗における創業応援
事業」の活用実績を検証しなが
ら，管理組合法人とビル管理会社
で協力して，より効果的な空き床
支援の方法を検討する。

　ビル管理会社のホームページ
上での空き店舗の入居者募集の
開始や「商店街空き店舗における
創業応援事業」の活用などによる
支援を行ってきたが，空き店舗数
は横ばいとなっている。

2

未収入金対策 未達成

　未収入金について，
法的手続き等を行い，
回収等に努める。

　未収入金については，前年度
比で約12百万円の減となってい
る。
※未収入金額(累積)
　  約144百万円

　ビル管理会社が徴収する管理
費等について，商業床の経営不
振等により，長期滞納が生じてい
るため，引き続き，管理組合法人
と一体になって，弁護士による法
的手続きなどの手段を講じ，回収
に努める。

3

計画的な設備更新のマ
ネージメント

実施

　ビルの老朽化に伴う
設備（エレベーター，エ
スカレーター，特高受変
電設備等）更新計画を
策定し，適切なマネー
ジメントを行う。

　管理組合法人が実施するエレ
ベーターの更新工事などの長期
修繕計画の遂行や躯体補強設計
の着手など，ビル管理会社として
マネージメントや支援を行った。

　管理組合法人では，平成28年
度以降の長期修繕計画の遂行，
現在徴収を停止している修繕金
の積み立てについて，平成29年
度より必要な費用の徴収を再開
する必要があるため，ビル管理会
社としての継続的なマネージメン
トや支援を行う。

4

ビル活性化への支援と
ビル管理のあり方検討

実施

老朽化した設備の更
新，空き床対策などビ
ルの活性化を担う同社
の役割は大きいことか
ら，引き続き連携しなが
ら支援を行う。
　輻輳する権利関係が
整理されるとともに，経
済状況の向上等ビルの
再生に向けた環境整備
が整った際には，ビル
管理のあり方を関係者
と協議しながら検討す
る。

　毎月１回，本市との定例会を開
催し，上記１～４への取組状況に
ついて，ビル管理会社，管理組合
法人と市による情報共有・意見交
換を行っているが，管理組合法人
（区分所有者）が今後もビルの活
性化に取り組む上で，ビル管理会
社による支援が引き続き必要な状
況が続いている。

　ビルの建て替えに取り組む可能
性がある場合は，地域の核づくり
や魅力あるまちづくりの観点から
様々な事業手法を検討するととも
に，ビル管理会社のあり方につい
て検討する。
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「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

住宅都市局地域計画課

田端

092-711-4392

サンセルコビル管理（株）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 -
141店舗中

空き床16店舗

実績
141店舗中

空き床32店舗
141店舗中

空き床32店舗
141店舗中

空き床34店舗
141店舗中

空き床35店舗
141店舗中

空き床34店舗
-

計画 -
未収入金額
120百万円

実績
未収入金額
150百万円

未収入金額
約146百万円

未収入金額
約150百万円

未収入金額
約155百万円

未収入金額
約144百万円

-

計画 -
設備更新計画
一部実施完了

実績
設備更新計画

検討

特高受変電設
備更新工事の
契約締結、建物
設備緊急更新
工事の改修計
画策定

特高受変電施
設の更新

エレベーター更
新工事，長期修
繕計画策定

エレベーター更
新工事，修繕積
立金賦課徴収
の再開決議

-

計画 -

活性化への支
援（継続）とビル
管理のあり方検
討

実績
ビルの活性化
への取組への
支援

毎月の定例会
によるビル活性
化への取組の
情報共有等

同左 同左 同左 -

工
程
表

1　にぎわいの創
出による空き床対
策

4　ビル活性化へ
の支援とビル管理
のあり方検討

3　計画的な設備
更新

2　未収入金対策

取組項目

空き床対策の実施

未収入金対策の実施

設備更新計画策定（エレベーター，エスカレーター，特高受変電設備等）

活性化の支援（継続）とビル管理のあり方検討
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担当者
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 - 検討

実績 検討実施 -

計画 - 公益支出実施

実績 - 200万円 200万円 200万円 200万円 -

計画 - 14,400人 14,400人 13,900人 14,550人 14,000人

実績 14,590人 14,408人 13,009人 14,712人 12,509人 -

・公益目的支出計画に基づき市
に対する寄付（200万円/年）を開
始した。
・人員体制等の見直し等の組織
体制の再構築や，経費節減を行
うなど経営改善に取り組んできた
ところであり，今後も引き続き，経
営の安定化を図っていく。

・船員の利用率向上に向け引き
続き営業活動に取り組んでいく。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況　

団体名

港湾空港局総務企画課

伊東

092-282-7104

（一財）博多海員会館

改革の方向性 １　抜本的に法人のあり方を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

団体のあり方検討 一部実施

　当財団は，平成２５年４月
を目途とした一般財団法人
への移行を目指して，現在，
内閣府へ申請を行っている
ところであり，一般財団法人
移行後に，新役員で構成さ
れる理事会の中で，将来の
運営方法や船員に対する福
利厚生のあり方について，
検討を行い，方針を決定す
る。

・建物の劣化度合や今後必要な
修繕経費について調査を実施。
・劣化調査の結果と今後の収支
計画を踏まえ，現行の運営が継
続可能な期間について整理を
行った。

・施設の劣化調査等を実施した上
で，今後のあり方を平成28年度中
にとりまとめる。

・調査結果を踏まえ，今後も引き
続き博多海員会館のあり方につ
いて検討を行う。

2

経営の安定化（利用者の確
保）

実施

　当財団は，市や他団体か
らの補助金等を一切受けて
おらず，利用者数の増減が
運営に直結することから，事
業収入増による安定した運
営資金の確保に努め，福岡
市に対する安定的な公益支
出（寄附）に努める。一方，
平成２５年度から一般財団
法人に移行した際に，税制
面で新たな支出が発生する
ことからも，運営体制の見直
し等，更なる効率化に取り組
み，経営の健全化を図って
いく。

・当期経常増減額はマイナスが続
いていたが，平成25年度から経営
改善に取組み，平成28年度は黒
字となった。
・現預金も増加しており，経営状
況は安定している。
・公益目的支出計画に基づき，市
へ毎年200万円を寄付している。

・福岡市に対し公益支出（寄付）
を実施。
・運営体制の見直し等，更なる効
率化に取り組み，経営の健全化
を図る。

3

福利厚生事業の充実（利用
者の増加）

実施

　船員の利用率向上に向け
た宣伝営業に注力し，利用
者数の増加を図るとともに，
施設利用者の意見を元に，
施設面・接客面の充実を図
り，利用者満足度の向上に
努める。

・船舶代理店等に営業活動を行
い，船員の利用率向上に努めた。

・船員の利用率向上に向け引き
続き営業活動に取り組んでいく。

工
程
表

1　団体のあり方検討

3　福利厚生事業の充
実（利用者の増加）

2　経営の安定化（利
用者の確保）

取組項目
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　国において，家庭の授業料負
担を軽減する就学支援金制度が
平成26年度から拡充されたことを
踏まえ，平成27年度から私立高
校在学者への奨学金貸与を一部
５千円減額するとともに，返済期
間を14年以内から12年又は9年以
内に短縮した。
　今後も国や県の制度改正を引き
続き注視していく必要がある。

　滞納対策嘱託員の増員により，
法的措置や家庭訪問の強化を
図ってきた結果，本実行計画に
おいて目標としていた回収率（現
年度80%,過年度20%）を達成する
ことができた。
　また，貸倒処理を平成26年度か
ら実施することによって，財務会
計の透明性向上を図った。
　今後も引き続き，奨学金事業の
安定運営のため，滞納対策の強
化を図っていく必要がある。

「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

教育委員会教育支援課

廣田

092-711-4871

（公財）福岡市教育振興会

改革の方向性 １　抜本的に法人のあり方を検討する団体

No. 改革取組項目
Ｈ28年度実績

工程（計画・目標値）

H28年度予定

取組み状況 第３次計画（H25～28）におけ
る取組み状況の振返り・今後
の課題など

1

①奨学金事業の運営主
体のあり方検討

実施

　奨学金事業を安定的
に運営していくための
方策として，教育委員
会貸付金の短期貸付か
ら長期貸付への移行検
討を含めた資金スキー
ムの見直しについて貸
付条件の見直しと一体
的に進めていく。

　滞納対策の強化等により，平成
28年度は，貸与者からの返還金
が貸与額を上回るなど事業運営
の安定化が図られた。
　上記の状況を踏まえ，当面は教
育振興会による事業運営を継続
し，蓄積されたノウハウを活かしな
がら効率的な事業運営に努めて
いくことが妥当と考えている。

　事業収支や滞納状況，外郭団
体の資金調達方法に係る国の議
論の動向にも留意しながら，より
効率的・効果的な事業運営につ
いて検討していく。

　貸付条件の一部見直しや滞納
対策の強化等により，教育振興会
の事業運営の安定化が図られた
ことや長期貸付へ移行した場合
の財政負担を考慮すると，当面は
教育振興会による事業運営を継
続し，蓄積されたノウハウを活かし
ながら効率的な事業運営に努め
ていくことが妥当と考えているが，
将来にわたって持続可能な制度
とするため，滞納対策の強化等に
今後も引き続き取り組んでいかな
ければならない。

2

② 奨学金事業の貸付
条件の見直し

実施

　将来的なリスクへの懸
念や県の補完的な役割
という観点から，収入基
準をはじめとした貸付条
件の見直しが必要であ
るが，見直しにあたって
は，現在国において導
入の検討が進められて
いる給付型奨学金制度
に大きく左右されること
から，今後，国の動向を
見据えながら，見直しの
方向性を検討し，関係
機関との協議・調整など
を行った上で，平成２７
年度以降に新たな条件
での貸付を開始する。

　国において平成29年度から大
学等に進学する生徒を対象に給
付型奨学金が創設されるととも
に，高校生等を対象とした奨学給
付金が一部増額されたが，対象
者等を考慮した結果，貸付条件
の見直しは実施しなかったもの。

　現在国において導入の検討が
進められている給付型奨学金や
平成２６年度に導入された高校生
を対象にした奨学給付金等の国
の制度改正を引き続き注視してい
く。

3

③ 奨学金返還金の回
収率向上

実施

　電話督促や法的措置
の実施強化をはじめ，
実質的な延滞金徴収
や，悪質滞納者に対す
る強制執行及び実質的
な回収不能債権の貸倒
処理の実施検討等を行
い，奨学金返還金の回
収率向上により，事業の
安定的な運営を図るも
の。

　法的措置の強化や強制執行の
実施など，滞納対策の強化に取り
組んだ結果，前年度よりも回収率
が向上した。
（平成28年度）
現年度：81.30%
過年度：25.05%

（平成27年度）
現年度：80.21%
過年度：21.94%

　法的措置や家庭訪問の強化を
図り，回収率のさらなる向上に取
り組んでいく。
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所管課

担当者
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「第３次外郭団体改革実行計画」取組み状況

団体名

教育委員会教育支援課

廣田

092-711-4871

（公財）福岡市教育振興会

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 方向性検討

実績 方向性検討

計画 方向性検討

実績 方向性検討

計画
抜本的な滞納

対策検討

取組実施

実績
抜本的な滞納

対策検討

工
程
表

１奨学金事業の
運営主体のあり方
検討

３ 奨学金返還金
の回収率向上

2 奨学金事業の
貸付条件の見直
し

取組項目

方向決定

スキーム構築

<Ｈ２７年度以降>

新たなスキームでの運営

実施

方向性検討検討の結果，現行の教育振興会による事業運営を実施

方針決定

貸与条件整備

関係機関協議

<平成２７年度>

滞納対策専門員

増員による滞納

対策の強化

回収率

現年度：80.21%

過年度：21.94%

方針決定

貸与条件整備

関係機関協議

<Ｈ２７年度以降>

新たな貸与条件での

貸付実施

回収率（目標値）

現年度：80% 過年度：20%

<Ｈ２７年度以降>

新たな貸与条件での

貸付実施

<平成２８年度>

回収率

現年度：81.30%

過年度：25.05%

法的措置や家庭訪問の強化
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