
令和４年度　第三セクター等の経営健全化方針の取組状況調査票

① 数値（千円） ② 数値（千円） ③ 数値 ④ 数値

A B C D E F G H I H I H I H I

列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9 列10 列11 列12 列13 列14 列15

040002 宮城県 宮城県 株式会社 仙台空港鉄道 8運輸・道路 29 ○ -279,754

040002 宮城県 宮城県 株式会社 阿武隈急行 8運輸・道路 1 ○ -668,843

040002 宮城県 宮城県 株式会社 シーパル女川汽船 8運輸・道路 2 ○ -62,435

042137 宮城県 宮城県栗原市 株式会社 くりはら振興 3観光・レジャー 1 ○ -791

043222 宮城県 宮城県村田町 株式会社 まちづくり村田 3観光・レジャー 30 ○ -957

044229 宮城県 宮城県大郷町 株式会社 おおさと地域振興公社 4農林水産 29 ○ -97,495

044440 宮城県 宮城県色麻町 株式会社 色麻町産業開発公社 4農林水産 29 ○ -9,000

045811 宮城県 宮城県女川町 株式会社 シーパル女川汽船 8運輸・道路 29 ○ -47,245

045811 宮城県 宮城県女川町 株式会社 女川観光ホテル 3観光・レジャー 29 ○ -28,166

業務分類団体コード 都道府県名 報告団体名 法人分類 法人名
策定要件に該当し

た決算年度

初めて該当した年度の要件



① 数値（千円） ② 数値（千円） ③ 数値 ④ 数値

J K J K J K J K L M N

列16 列17 列18 列19 列20 列21 列22 列23 列24 列33 列34 列35

× -1,104,702 ①策定済み

× -871,930 ④策定の必要なし ③その他

× -83,077 ④策定の必要なし ③その他

× -41,058 ①策定済み

× -2,617 ①策定済み

○ -298 ①策定済み

× -29,467 ①策定済み

× -83,077 ①策定済み

× -143,653 ①策定済み

改善状況（令和３年度決算における数値） 経営健全化方針の策定状況

（令和４年６月１日時点）
策定予定年度

（参考）実質赤字比

率の早期健全化基準

L列において「策定の必

要なし」と判断した理

由



① 具体的な内容 ② 具体的な内容 ③ 具体的な内容

O P O P O P

列36 列37 列38 列39 列40 列41

利用者の拡大の推進
多客期間等による利用者の増加

に対応した列車運行の実施
インバウンド等への取組

仙台空港からの効果的な案内表

示の検討
パーク＆ライド事業の推進

近隣市以外への周知や誘因策の

検討

阿武隈急行株式会社は，令和４年３月の福島県沖地震の被災により令和３年度決算は債務超過と

なったものの，令和４年度は災害復旧工事に係る補助金収入や，コロナや原油高騰に係る支援金

収入等により債務超過解消（収支は黒字）の見込みである。また，令和５年度から新たな継続的

な支援策として，経営安定化補助金方式での支援を行う方向で協議・調整中であり，令和５年度

以降は決算ベースで大幅な赤字は発生しない見込みである。さらに，宮城県として今年度，阿武

隈急行線に係る委託調査を行っており，その結果を踏まえて今後の対応を検討していく予定であ

るほか，阿武隈急行線の抜本的な経営改善を検討するため，外部有識者を入れた新たな会議体を

令和４年度中に立ち上げ，令和５年度以降本格的に協議していく方向で調整中であり，当該会議

体での議論を踏まえて今後の計画を検討していく予定である。以上のことから，策定の必要なし

と判断した。

シーパル女川汽船株式会社には，短期貸付を行っているものの，当該貸

付金は，国の補助金が入るまでの「つなぎ」資金であり，国，県及び女

川町からの補助金交付後にこれらを償還財源として年度末に確実に返還

が行われるものであることから，当県にとっては財政的リスクがないも

のと考えるため。

別館ホテル棟の稼働率の向上
インターネット予約拡充のた

め、新たなプランを販売した

各種イベント、自主事業の充実

について

感染対策を講じて好評な自主イ

ベントを開催し、近隣地域への

セールスに取り組んだ

経費削減に向けたコスト管理の

徹底

一部施設の休業による水道光熱

費の削減、及び退職者の非補充

での人件費の抑制

組織の見直し
業務の分担と人件費の削減を

行った。
販売収益の確保

自社製品を開発し、販売へ向け

販路開拓を行った。
事業の見直し

指定管理を受けた簡易宿泊施設の稼働率を

上げるため、金額の値下げ及び割引サービ

スを導入した。

販売スペースの拡充と売場作りの演出

リニューアルオープンによる売り場拡大や

要望に応じたレイアウト作り、歳時記に併

せた店内企画の強化

大郷町に特化した商品開発
民間の力を活かし、町の産物を

使った商品開発
継続的な人材育成と意識改革

現場の人材能力・育成等の向上

を図るためコンサルタント等の

継続活用

各部門経営体制等の強化
繁忙に合わせた柔軟な人員配置

による事業の効率化

えごま商品の安定供給に係る生

産体制の強化

えごまの生産量増加に係る栽培

及び収穫支援

ふるさと納税における返礼品の

強化
えごま油の別サイズの展開

財政的リスクを抑えるため、補助金交付による適正な対応

事業実績に基づき、その運航内

容や収支について、国、県、町

により実地検査を行った。

離島航路確保維持計画における

事業改善の点検

航路確保維持協議会（国、県、町、事業者

で構成）により、内容等について協議、確

認を行った。

財務諸表により経営状況の確認

国、県、町により実地検査を行った。ま

た、四半期ごと取締役会に町職員が出席

し、経営状況の把握に努めた。

不採算部門の改善
月次経営会議等による経営改善

の進捗状況の確認
観光関連事業者との連携 町内業者等とのタイアップ企画 利用者満足度の向上 顧客満足度調査実施による改善

経営健全化方針に掲げる主な取組事項３つ



Q R S

列42 列43 列44

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた収支計画の見直しを進め，

長期的な視点に立った経営改善に向けた取組をしっかりと進める必要が

ある。

　当該法人と市が出資する別法人による検討を重ね、経営改善を目的に

経営統合を目指す運びとなったもの。

　２社の強みを生かし、効率的な運営を図る。

https://www.kuriharacity.jp/w007/020/060/

1009.html

更なる取り組みが必要
https://www.town.murata.miyagi.jp/cyosei/3

sector/index.html

感染症拡大等の影響があった中、の課題把握・役割の明確化など改善を

引き続き進め、収益の向上に向けて取り組んでいたと思われる。町・公

社で情報共有等進めつつ、経営改善に向けて努めていく。

https://www.town.miyagi-

osato.lg.jp/soshiki/zaisei/sanseku-

keieikenzenkahousin.html

経営健全化方針に係る取組事項を行っているものの、当該法人の業務内

容上、コロナ禍の影響を大きく受けているため、大きな効果は見られな

い状況である。

https://www.town.shikama.miyagi.jp/chosei

/seisaku_shisaku/1819.htm

経営健全化方針による対応を行っているが、未だ債務超過状態であり、

要件①に該当している。引き続き健全化方針の取組みを行っていく。

https://www.town.onagawa.miyagi.jp/05_19

_06.html

経営努力による健全化に努めているが、近年の新型コロナの影響も大き

く、未だ債務超過状態であり、要件①に該当している。引き続き健全化

方針の取組を行っていく。

https://www.town.onagawa.miyagi.jp/05_19

_06.html

報告団体の自己評価 公表URL 備考


