
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(H28.7.1現在)　 (単位:人) ②職員数(H28.4.1現在) (単位:人)
区 分

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （H27年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （H27年度）

計 （H27年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成26年度 平成27年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

※中小企業退職共済制度へ加入している。
＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５ 県の財政的関与の状況  (単位:千円)

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

年間
支出

5,509 5,503 臓器移植連絡調整者設置事業及び普及啓発事業

年度末
残高

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

4486.7% 2763.6% △ 1723.0
99.9% 99.9% 0.0

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

100.4% 72.2% △ 28.2

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)

△ 3,600 △ 3,713

61 △ 3,866
△ 3,661 153

188,707 184,994
188,902 185,170

人件費(事業費分含む) 9,088 9,292 8,554 4,688
61 △ 3,866

3,005 3,350 171,790 171,790

4,000 10
13,905 13,907 195 176

受取補助金・受取負担金 1,191 1,392

10,900 10,557 180,152 180,305

5,509 5,503 195 176
1,150 1,000

13,966 10,041 8,749 4,864
基本財産・特定資産運用益 932 932 180,152 180,305
受取会費・受取寄附金 1,184 1,204 188,902 185,170

3 4

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度

2,901
1 1 1 －
10 9 1 2 9 9

3 3
1 1

1 1 3.7
1 1 1 －
10 9 1 2 9 9

47
－

1 1

理　事 監　事 評議員
役員報酬

区　分 H27 H28
正職員

H27 H28 H27 H28 H27 H28 2 2

臓器提供の意思表示の割合（％）※H27年度追加目標
目標 25 25
実績 25 －

45,000
実績 46,050 45,930 37,537

88 －

－

院内コーディネーター設置病院の割合（％）

公益財団法人　あきた移植医療協会 （公益　４）

代表者職氏名 理事長　佐藤　滋 所管部課名 健康福祉部健康推進課

合計 171,790 100.0%
民間団体等 23,160 13.5%

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 74,810 43.5%
市町村 73,820 43.0%

所在地 秋田市千秋久保田町6番6号 設立年月日 平成7年3月29日
電話番号 018-832-9555 ホームページ http://business4.plala.or.jp/ishoku-a/

設立目的
臓器移植の推進を図るため、臓器の移植等に関する知識の普及啓発と臓器移植のための諸条件の整備、援助等を
行い、もって県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

事業概要

(1)臓器移植に関する知識の普及啓発、(2)臓器の機能不全の予防に関する知識の普及啓発、(3)眼球提供者及び角膜移植希望者の
登録、(4)眼球の摘出、保存及びあっせん、(5)組織適合性検査に係る費用の助成、(6)臓器提供者に対する敬弔費の支給、(7)医
療機関等に対する臓器の摘出に係る費用の助成、(8)臓器移植を推進するための調査、研究等

事業に関連する
法令、県計画

臓器の移植に関する法律、秋田県医療保健福祉計画

全国的に臓器移植希望登録者数に比べ臓器提供が極めて少ない状況が続く中、平成１９年以来提供のない状況が続いていた本県において、平成２７年
１１月、９年ぶりに臓器提供があり、移植を受けた２名の患者が透析を離脱した。また、平成２７年度は従来の事業に加え、新たに教育機関に働きか
け、その要請に基づき「いのちを考える学習会」の講師を派遣し、高校生、中学生、小学生への普及啓発などに努めた。さらに、臓器移植の環境整備
を促進するため、脳死下臓器提供に関わる関連団体の連絡会議を開催し、迅速な臓器提供ができる体制の構築に努めるとともに、臓器提供施設懇話会
や脳波測定研修会を開催するなど、移植医療推進を担う県内唯一の公益法人として、移植医療推進の環境づくりに努めた。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

目標 90 90 90 90
実績 82 88

普及啓発資料の配布（枚数）
目標 45,000 45,000 45,000
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

B

常勤役員は置いていない
が、理事長が週1回の割
合で決裁等の運営に関す
る指示を適切に行うこと
により組織体制は適切に
維持されている。

B

普及啓発事業は年間計画に
基づき実施している。普及
啓発資料の配布数は、大規
模なイベントでの入り込み
客数の減少の影響を受け
た。県内の医療機関におい
て移植医療の調整を行う院
内臓器移植コーディネー
ターは目標15施設中、14施
設まで設置が進み、院内
コーディネーターに対する
研修を実施するなど移植医
療体制の強化を進めてい
る。

公益財団法人 あきた移植医療協会

B B C

（公益　４）

平成２７年度は臓器提供の
直接的なきっかけとなり得
る意思表示の割合を新たに
目標値に設定したが、目標
は達成された。一方、普及
啓発事業実施の目標値とし
て意思表示カード等の配布
については、イベント等で
の当協会の設置場所への入
り込み客が少なかったこと
により目標を下回った。病
院内の体制整備の目標とし
て院内コーディネーターの
配置を掲げているが、目標
達成まであと１箇所の配置
増が必要となっている。

B

当期の一般正味財産増は、
特定資産の取り崩しを行わ
なかったことから3,866千
円の減となっている。ま
た、県からの運営費補助は
受けていない。

平成27年度は特定資産の取
り崩しを行わなかったもの
の、このまま推移すると底
をつくことが考えられる。
数年の間に、法人経営の抜
本的な見直しが必要であ
る。

A

臓器移植の専門的知識を
有する専属の職員を配し
た県内唯一の公益法人と
して臓器移植連絡調整者
設置事業等を県から受託
し、県との適切な役割分
担のもと、協働で、公共
的サービスを提供し、県
民の健康と福祉の向上の
ために活動しており、公
共的役割が十分に認めら
れる法人である。

B

理事会は定款で定める年
２回のほか必要に応じて
開催している。常勤役員
はいないものの理事長が
週に１度の割合で書類を
決裁し、職員に適切に指
示している。プロパー職
員（正職員）は常勤職員
として配置されている。 B

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・平成２７年度から臓器提供の意思表示の割合を事業目標に追加し、各キャンペーンにおいて行ったアンケートの集計結果を、普
及啓発事業の検証や改善に活用した。
・賛助会員の拡大による収入増を図るため、透析施設や医療機関、医療用機器事業所、製薬業事業所、薬局・薬店など５１３箇所
に加入を呼びかけたほか、キャンぺーン等において３,０００人余りの県民に入会を呼びかけた結果、新たに２法人と個人７人が賛
助会員となった。

B

特定資産の取り崩しを行わ
なかったため、経常収支比
率が大幅に低下している
が、実質的収支は平年並み
である。賛助会員数はH28
の目標である100件を前倒
しで達成し、経営努力をし
ているが大幅な財務状況の
改善にはつながっていな
い。

・平成26年度は特定資産の取り崩しにより、経常黒字を達成しているが、平成27年度は特定資産の取り崩しを
行わなかったため、経常収支は3,866千円の赤字である。
・経常収支のマイナス分を特定資産の取崩しで吸収しているが、特定資産残高は平成28年3月末において6,942
千円であり、平成28年度予算において2,000千円の取崩しが見込まれており、このままの推移では特定資産が
底をつくことが予想される。また、一般正味財産残高は平成28年3月末において4,688千円であり、平成28年度
予算経常収支△2,555千円と見込まれており、このまま推移すると基本財産の維持が困難になる。
・新たな収入源確保や、事業活動の絞り込みなどの取組を行い収支均衡が可能な体質に転換することが望まれ
る。

A

三セクの行動計画では、
県が実施すべき事業を主
たる事業とし、経営改善
に取り組むべき法人に位
置付けられている。秋田
県医療保健福祉計画に基
づく臓器移植の推進に関
する事業を実施してお
り、県施策における協働
事業体としての役割は大
きい。

B

常勤職員が配置され、常
時実務を処理する体制は
整っている。常勤役員の
配置による、決裁・指示
体制の充実が望まれる。

B

引き続き、院内移植コー
ディネーターの設置の目標
達成に向けた取組が期待さ
れる。

C

A

臓器移植に関する知識の
普及啓発を行うととも
に、臓器移植のための諸
条件の整備支援を行い、
併せて角膜のあっせん等
を行うことにより、臓器
移植の推進を図り、もっ
て県民の健康と福祉の向
上に寄与しており、公共
的役割を十分に果たして
いる。

A
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