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神奈川県住宅供給公社は1950年の創立以来、戦後復興期

や高度経済成長期の住宅不足の解消・都市の不燃化への対応

など、常に未来を見据え、時代の変化に応じた役割を果たし

てきました。超少子高齢社会となった現在も、建物の長寿命

化などハード面の取組とともに、多世代が支え合い、健康で

安心して暮らせる豊かなコミュニティの形成など、ソフト面

の取組も行い、皆様が笑顔で暮らし、選んでもらえる住宅を

提供し続けたいと考えています。

当公社はこれからも、神奈川県の住宅政策の一翼を担う社

会的企業として、社会情勢等の変化に応じた取組を進め、持

続可能な社会の再構築を目指し、県民の皆様の安心・安全・

豊かな「住まい・暮らし」を支え続けてまいります。

今後とも当公社への変わらぬご支援を賜りたくお願い申し

上げます。

「暮らしをつくる、笑顔でつなぐ」

私たちは、1950年の設立以降、
約8万戸の住まいを提供してきました。
しかし、住まいの提供だけが私たちの

使命ではありません。

「みんなが笑顔になれる暮らしをつくりたい。」

私たちは、70年以上にわたって住まいづくりを
続けてきた実績をもとに、

これからも、安全、安心で、みんなが
笑顔になれる暮らしをつくってまいります。

そして、その暮らしが未来に向かってつながるよう、
皆様とともに、私たちも笑顔で取り組んでまいります。

神奈川県住宅供給公社

理事長 桐谷 次郎
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Ⅰ 神奈川県住宅供給公社の概要
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神奈川県住宅供給公社とは

◼ 昭和25年9月、神奈川県の出資で「財団法人神奈川県住宅公社」として設立（昭和26年1月川崎市出資、昭和27年3月横浜市出
資）

◼ 昭和41年6月に地方住宅供給公社法に基づく特別法人「神奈川県住宅供給公社」に組織変更しました

◼ 神奈川県内、特に横浜市・川崎市を中心に約13,000戸の一般賃貸住宅を所有し、安定した不動産賃貸事業の運営を行うととも
に、保有する団地を中心とした資産を持続可能な社会の再構築のために利活用しています

名称 神奈川県住宅供給公社

所在地
横浜市中区日本大通33番地（当公社ビルの大規模改修工事にとも
ない、同区真砂町2-22に令和６年８月（予定）まで一時移転中）

総人数
94名[内訳：役員7名｜職員79名｜その他8名]
（令和5年1月1日現在）

資本金 [出資者：神奈川県 1,500万円｜横浜市 750万円｜川崎市 750万円]

事業収益 156.6億円

経常利益 22.7億円

当期純利益 7.7億円

資産合計 1,949.0億円

種別 内訳 団地数等 戸数等 事業収益

一般賃貸住宅事業 一般賃貸住宅 111団地 13,232戸 90.0億円

高齢者住宅事業 介護付有料老人ホーム 7施設 969室 35.7億円

賃貸施設事業 店舗・事務所、駐車場 58箇所 13,838区画 27.7億円

AA+
[安定的]

株式会社 日本格付研究所（JCR）
2023年3月3日付

神奈川県住宅供給公社ビル
（大規模改修工事中）

令和3年度損益状況

主な事業[令和4年3月31日現在]
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●マンションタイプ
ルリエ新川崎
（川崎市幸区）

収益性が高いマンションタイプは横浜・川崎地区が中心

●団地タイプ
下九沢団地
（相模原市中央区）

横浜・川崎で3分の2

※令和4年3月末時点

神奈川県全域に物件を所有

横浜・川崎が2分の1

戸数

13,232戸

事業収益

90億円

戸数（地区別割合）

事業収益（地区別割合）
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横浜
34.7%

川崎
16.2%伊勢原等

14.7%

湘南
10.4%

厚木
11.9%

相模原
12.2%

横浜
37.5%

川崎
29.9%

湘南
8.2%

厚木
8.1%

相模原
7.8%

伊勢原等
8.5%



高い入居率と安定した家賃収入

◼ コロナ禍でも新規物件の順調な稼働で入居率・家賃収入は堅調
に推移

[百万円]

年度末

◼ 契約者本人の年齢層は、60歳以上の割合が約58%

◼ 高齢者世帯は居住年数が長い傾向があり、家賃収入も安定

入居率・家賃収入

入居者の年齢層

安定した賃貸住宅ニーズを背景に、
一般賃貸住宅事業は安定的な収益を継続

※ 令和4年3月末時点

フロール元住吉 総戸数153戸（川崎市中原区） 令和元年12月竣工

◼ 1K～3LDKタイプの住戸

（32.24～65.34㎡）

◼ 家賃99,400～199,300円

◼ 共益費11,000円

◼ 入居者専用の多目的スペース
「シェアラウンジ」

◼ テレワークスペースや居住者
間の交流スペースとして利用
可能

92.2%
92.7% 92.4%

92.9%

94.3%

8,376 
8,415 8,446 

8,646 
8,827 

H29 H30 R1 R2 R3

入居率 家賃収入
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60歳未満
41.7%70歳以上

43.2%

60-69歳
15.1%



ヴィンテージ･ヴィラ横浜 （326室・横浜市旭区）

高齢者住宅事業を展開

横浜若葉台 92室（横浜市旭区） 総戸数62戸（相模原市南区）

年度末

ヴィンテージ・ヴィラ入居率

介護付有料老人ホーム（入居時自立）
「ヴィンテージ・ヴィラ」シリーズ

◼ 介護付有料老人ホーム5施設818室を展開

◼ コロナ禍でも入居率は堅調に推移

介護付有料老人ホーム（介護専用型）
「トレクォーレ」シリーズ

サービス付き高齢者向け住宅
「コンチェラート相武台」

8

95.0% 95.0% 94.7% 95.4%
93.6%

H29 H30 R1 R2 R3

要介護度の高い「ヴィンテー

ジ・ヴィラ」入居者の移り住み

提携施設

横浜若葉台・横須賀の2施設

（151室）を展開

24時間365日スタッフ常駐のサービス

体制

安否確認等の生活支援サービスを提供

訪問介護事業所や訪問診療所、

デイサービスなどを併設



Ⅱ SDGsの視点と当公社の事業内容
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環境 メガソーラー / 一棟まるごとリノベーション「アンレーベ星川 」など

地方創生とまちづくり 一般賃貸住宅の建替え / 各物件での取組など

健康と福祉 高齢者住宅事業での取組 / ユソーレ相武台 など

住み続けられる
まちづくりを

つくる責任
つかう責任

エネルギーを
みんなにそして
クリーンに

すべての人に
健康と福祉を

陸の豊かさも
守ろう

当公社事業とSDGsとの繋がり

当公社のSDGsへの取組

「未来の授業 SDGsパートナーシップ
BOOK」に公社のSDGsの取組を掲載

1

2

3

国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）と、当公社が行う事業との高い親和性

SDGs「持続可能な開発目標」とは?

SDGs（Sustainable Development Goals）は「持続可能な開発目
標」を意味し、持続可能な開発のための17のグローバル目標と169の
ターゲット（達成基準）からなる、国連の開発目標を指す

神奈川県がSDGs未来都市に選定

当公社の設立団体である神奈川県が、内閣府の「SDGs未来都市」及
び「自治体SDGsモデル事業 」として、都道府県では唯一選定
（2018.6.15）

当公社の取組

神奈川県が定める「かながわSDGsパートナー」制度[第1期]に登録
（2019.4）

神奈川県が展開するSDGsの各種取組に貢献

中学生の企業訪問で当公社のSDGsに対する
取組を説明

パートナーシッ
プで目標を達成

しよう
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入居者専用シェアラウンジ

◼ 通勤に便利な東急田園都市線「梶が谷」駅より徒歩12分

◼ 団地タイプをマンションタイプに建替え

◼ 間取り1LDK・2DK・2LDK

◼ 専有面積40.32～59.87㎡

◼ 家賃89,700～151,100円、共益費8,700円

令和3年2月竣工、総戸数106戸（川崎市高津区）

SDGsへの取組（地域創生とまちづくり）

建替

忙しい共働き世帯の毎日をサポートするすっきり収納

日々の家事や暮らしをサポートするアイディアを
家事・収納アドバイザー監修のもと設計

テレワークや書斎としても利用可能なDENがあるプラン

テレワークにも最適な小上がりの書斎スペース
畳の下は収納として利用可能

入居者専用シェアラウンジ

カウンターでテレワークや一人の時間を過ごしたり、
居住者間の交流としても利用可能

フロール梶が谷

◼ 共働き世帯が暮らしやすい様々なアイディアと機能を盛り込む

共働き世帯が暮らしやすい様々なアイディアと機能を盛り込む

子育て世代向けイベント

従前80戸
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建替工事において環境に配慮した施工を検討

[検討内容]

◼ 環境配慮型コンクリートの導入

◼ 施工現場における使用電力の100%再生可能エネルギー化

住宅・施設・地域のゆるやかなコミュニティづくりと
地域活性化を推進

環境負荷の低減として、カーシェア、シェアサイクル等の導入を検討

令和5年度竣工予定、総戸数97戸（横浜市神奈川区）

令和5年度竣工予定、総戸数130戸（横浜市南区）
令和5年度竣工予定、総戸数（住宅）109戸、

賃貸施設約1,000㎡（横浜市中区）

◼ 京急本線「井土ヶ谷」駅より徒歩9分

◼ 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」

駅より徒歩9分、「弘明寺」駅より徒歩

11分

SDGsへの取組（地域創生とまちづくり）

老朽化した一般賃貸住宅において、市場性が高い団地を中心に建替えを実施

横浜井土ヶ谷共同ビル 栗田谷団地

建替

環境負荷の低減として、カーシェア、シェアサイクル等の導入を検討

弁天通3丁目第2共同ビル

従前161戸
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◼ 横 浜 市 営 地 下 鉄

ブルーライン「三ツ

沢下町」駅より徒歩

12分、東急東横線

「反町」駅よりバス

9分徒歩1分

◼ JR根岸線「関内」

駅より徒歩5分、横

浜市営地下鉄ブルー

ライン「関内」駅よ

り徒歩5分、みなと

みらい線「馬車道」

駅より徒歩4分



SDGsへの取組（地域創生とまちづくり）

子育て支援の取組

◼ 子育て世代どうしのつなが

りづくりをねらいとした

居住者向けイベント開催

◼ 保健師への子育て相談や

片付けセミナーなど、家族

で参加しやすいイベントも

新たに企画

◼ 企画運営は、自治会等と

連携のうえ実施

「子育て応援マンショ
ン」をコンセプトに
認可保育園を併設

◼ 居住者同士の交流を促進す

るレイアウト、1階に認可

保育所を併設

◼ ミキハウス子育て総研に

よる“「子育てにやさしい」

住まいと環境”に認定

フロール新川崎（川崎市幸区） 横浜若葉台団地（横浜市旭区）

各物件の特性や地域資源を活用し、地域住民や地方公共団体･企業･大学等との連携により様々な取組を実践・推進
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高齢者向け公社賃貸
住宅に改修

◼ 賃貸住宅8戸をバリアフ

リー改修

◼ 地域の見守りサービスを

利用可能

体験入居室の設置

◼ 無料で宿泊でき、団地生

活を体験することが可能

◼ 賃貸住宅への入居を促進



賃貸住宅の

新たな事業を実施

地域住民と当公社が連携して地域課題に対応する「一色小学校区元気なコミュニティ協議会」を組成、地域と連携し、団地生活の魅力づくりを推進

団地だけではなく地域の活性化を目指す

空家増加に
よる家賃収入減

少子化

SDGsへの取組（地域創生とまちづくり）

地域が抱える課題の解消に向け、持続可能なまちの再構築をテーマに「二宮団地再編プロジェクト」を実施

リノベーション制度の導入等

移住促進の取組

地域イベントの開催

◼ 商店街の活性化を進めるイベント

を随時実施

◼ 昨年は期間限定でかき氷店が出店

ニ宮団地入居率推移

56.1% 57.1%

73.4%
76.0%

80.5% 81.7% 85.7%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
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年度末

コミュニティの衰退



大学名
団地名
（所在地）

主な内容

ヴィンテージ・ヴィラ
（横浜市旭区ほか）

浦賀
（横須賀市）

◼ 公社経営の施設・団地において栄養調査に関する研究の実施や健康教育プログラムの

開発、健康的な食事メニューの共同企画・提供
◼ 食を通じた介護予防・食育セミナーの実施
◼ 学生の入居によるコミュニティ形成・強化

緑ヶ丘
（厚木市）

◼ 東京工芸大学と共に「ミドラボ」と名付けた教育・研究プロジェクトを立ち上げ
◼ 学生によるリノベーションプランの設計や室内環境測定の実施
◼ 大学の専門分野を活かした空家等の利活用や新たな住まい方の提案

相武台
（相模原市南区）

◼ 団地内にある商店街等との地域連携（商店街の「ひよここども食堂」などで活躍）
◼ 学生入居によるコミュニティ形成・強化
◼ 官民連携の「みんなの保健室」（地域住民の健康相談など）での協働等

相武台
（相模原市南区）

◼ 団地内にあるユソーレ相武台において、植物を用いた多世代交流イベントを学生が主

体となり開催

伊勢原
（伊勢原市）

◼ 団地1棟を学生入居用に改修。改修計画には学生も参加
◼ 学生入居によるコミュニティ形成・強化

竹山
（横浜市緑区）

◼ 上層階の空住戸を法人契約で大学に賃貸し、学生生活・部活動と並行して地域活動に

参画・協力
◼ 「住まい環境整備モデル事業」の共同提案者として空き店舗利活用プロジェクトに参画

相武台
（相模原市南区）

◼ フレイル、サルコペニア、軽度認知機能障害に対する健康講座を開催
◼ 学生が各種取組に 関わり、地域リハビリテーションやヘルスプロモーションなどについ

て実践の現場で学ぶとともに、団地・地域住民との多世代交流を図る

SDGsへの取組（地域創生とまちづくり）

高齢化が進む団地において、大学のそれぞれの専門分野を活かし、団地・地域のコミュニティ活性化や
課題解決への取組を実践

大学との連携
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◼ 学 生 自 身 が 団 地 に 居 住

し、自治会と共に地域貢

献活動を行う「団地活性

サポーター制度」を導入

◼ 大学での専門分野を活か

したセミナーの開催や自

治 会 主 催 の 活 動 に 参 加

（コロナ禍のため一部の

取組は自粛）

リノベーション後の共用部
（伊勢原市八幡台）

◼ 学生が改修計画に参加し、

伊勢原団地内の1棟を学生

入居用にリノベーション

◼ 改修現場では見学会を実施

し、学外授業として活用

◼ 新たに整備した1階共用部

分を活用して自治会等との

地域交流イベント開催

浦賀団地認知症予防セミナー
（令和４年撮影 横須賀市浦上台）

◼ 団地の入居者及びその

周辺地域住民の健康寿

命延伸に向けた取組・

研究を推進

ユソーレ相武台での体力測定会
（相模原市南区）

◼ 神奈川大学サッカー部

員が竹山団地で共同生

活をしながら、周辺地

域 の 活 性 化 、 地 域 コ

ミュニティの課題解決

に向けた取組を地域社

会や自治会と共同して

推進

◼ 竹山スマホセンターで

は 、 緑 ス ポ ー ツ セ ン

ター監修のもと地域有

志でオリジナル体操を

開発

オンライン体操
（横浜市緑区）

SDGsへの取組（地域創生とまちづくり）

コロナ禍においても感染症対策を行い各団地で取組を実施

学生入居によるコミュニティ形成・強化 部活動と並行して地域活動に参画

健康寿命延伸に向けた取組学生入居用に団地1棟を改修

16



SDGsへの取組（環境）

◼ 14haに太陽電池パネル約4万枚を敷設（平成27年発電開始）

◼ 伐採した樹木は建替物件や子育て支援施設の内装材等に有効活用

◼ 公益財団法人かながわトラストみどり財団と連携し、竹林整備体験を

開催

◼ 公社所有の田んぼでは農業体験を開催（コロナ禍のため一部自粛中）

小田原市小竹の竹林整備 小田原市小竹の田んぼでの農業体験
（2022年撮影）

公社所有地で竹林整備や農業体験を開催県･中井町･民間事業者と提携し、大規模メガソーラー事業を展開

１棟丸ごとリノベーション「アンレーベ横浜星川」（横浜市保土ヶ谷区）

◼ 築60年以上が経過し、建物の経年劣化が進み、設備面でも性能が劣っていた「桜ヶ丘共同住宅」を既存ストックの活用として、建物長寿命化と居住性

能の向上を企図（平成31年改修完了）今後、外断熱化改修工事について、試行的実施

◼ 居住者への負担を軽減するため、リノベーションプランを３タイプから選択できるようにし、全戸居ながらで改修工事を実現

改修前：桜ヶ丘共同住宅 改修後：アンレーベ横浜星川 県内産の杉を使用した無垢フローリング

屋上防水

排水管
外出し

外断熱化外壁塗装

デザイン性
向上

フル
リノベーション

取組の
概要
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第30回（令和2年度）BELCA賞“ベストリフォーム部門”受賞
（公益社団法人ロングライフビル推進協会）



栄養バランス・摂取カロリーに
配慮した健康メニューの提供

SDGsへの取組（健康と福祉）

健康寿命延伸に向けた３つの取組

集団から個別指導まで個人の体力に合わせた

アクティビティへの取組

アートの発表会等による

生きがいの創出

• 栄養バランスの良い食事を提供

• 施設ごとに入居者のニーズを把握しながら、
生活に彩りを与える食事を提供

• 県立保健福祉大学監修の健康メニュー

• 体力を維持・改善するための運動プログラム

• 集団でのアクティビティに加え、個人の体力
に合わせたプログラム

• 機能訓練指導員による個別機能訓練を推進

• 地域社会とのつながりを通して生きがいを
感じられる生活づくりを支援

• 入居者によるサークル活動を支援

• 地域と連携した介護プログラムを提供

人生100歳時代を迎え、入居者がいつまでも健康に暮らすた
めの高齢者住宅事業での取組（ヴィンテージ・ヴィラ） 県の未病改善に向けた取り組みの推進

生きがい

運動

食事

◼ 人生100歳時代に、全ての人が元気に活躍し、安心して暮らすことの

できる社会の実現を支えていくために健康寿命延伸の取組や交流拠点

の整備を進めている

◼ 県の未病センターとして認証を受けた「ひまわり（横浜若葉台）」及

び「ユソーレ相武台（相武台団地）」において、未病改善の取組を更

に推進する

ひまわり「横浜若葉台」

ユソーレ相武台「相武台団地」

◼ 高齢になっても在宅で安心して

心豊かに暮らす福祉のまちづくり

を目指し住民憩いの場となってい

る多世代交流拠点

◼ 地域の認定NPO法人若葉台が運営

◼ 相談から住民による支援と医療・

介護支援をワンストップで担う

◼ 様々なイベントを開催し、地域

コミュニティつくりに活かす

18

◼ 令和元年9月に大規模な空き区画を

利用した多世代交流拠点「ユソー

レ相武台」がオープン

◼ デイサービススペースでは「基準

緩和通所型サービス（デイサービ

ス）」として高齢者の介護予防プ

ログラムも展開



SDGsへの取組（健康と福祉）

◼ 一般賃貸住宅における孤立死対策の取組として、みまもり支援が必要

な65歳以上の一人暮らしの方を対象に順次導入開始

◼ 「住宅の内からの見守り」により安心な暮らしを提供

サービスの仕組み

◼ 地方公共団体（14団体）、業界団体（新聞販売店など5団体）、自

治会（21団体）と孤立死等対策に関する協定を締結【令和4年12月

末時点】

◼ 自治会、 管理会社（一般社団法人かながわ土地建物保全協会）と

の協働により制度化した高齢者等への見守り活動である団地みまも

りサポーター事業を拡充

◼ 多角的な見守りネットワークにより近年社会的に増加している孤立

死等の防止に取り組む

見守られる人

冷蔵庫やトイレなど、
開閉が一定の頻度で

行われるドア

振動を検出する
通信機器

メールで
お知らせ

見守る人

高齢者の孤立死対策への取組 ITみまもりサービスの導入

冷蔵庫への機器取付状況 サービス導入に向けた説明会

◼ 超高齢社会となった日本におけるさまざまな問題や課題は、当公社が

経営する団地においてもすでに顕在化

◼ 地域コミュニティの持続可能性を高め、住民間のトラブルや事故を減

らすべく、当公社の最重要課題と認識し、「孤立死」問題に取り組む

• 通信機器をトイレや冷蔵庫に設置し、一定期間ドアの開閉がない場合
に、緊急連絡先に登録された方へメールでお知らせ

19

地方公共団体

業界団体 自治会



ITANDI BB利用イメージ
フロール梶が谷（川崎市高津区） フロール元住吉（川崎市中原区）

当公社は、民間企業と連携し利便性向上への取組を実施

オートロックマンションへのスマート置き配を導入し
居住者の満足度向上と物件の価値向上を企図

月極駐車場運営のオンライン化による
DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

◼ イタンジ株式会社の不動産賃貸業務のDXサービス群「ITANDI BB +」

の不動産関連WEB申込受付システム「申込受付くん」を導入、賃貸DX

を推進

◼ 当公社の管理する神奈川県全域の約13,000戸の賃貸物件を対象に、入

居申込の電子化を開始

◼ また、当公社の仲介会社に最新の物件を共有することで、顧客体験の向

上を図るとともに、当公社におけるテレワークを推進

◼ AI と IoT で不動産のデジタルリノベーションを実現する株式会社ライ

ナフと連携し、当公社の管理する賃貸住宅にスマート置き配を導入

◼ オートロックマンションでは住人が不在時には宅配業社が館内に入る事

ができないため置き配が難しいという課題を解決し、入居者様の生活利

便性の向上と公社管理物件の価値向上を企図。

◼ 当該戦略を通して、社会問題となる CO2排出量の削減を図るとともに、

SDGsにも貢献

◼ 株式会社アース・カーが運営する駐車場シェア

リングサービス「特P」と提携、これまで多くの

経営資源を必要とした月極駐車場の管理業務を

オンライン化

◼ ご利用者様の利便性向上とともに、業務の効率

化と経営資源のスリム化を推進

賃貸物件入居申込システム「申込受付くん」導入

当公社による利便性向上への取組

導入マンション抜粋
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当公社の団地再生事業
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◼ 相模原市南区に所在する相武台団地での取組が団地再生事業推進モデルを構築したと評価され

「第34回住生活月間功労者国土交通大臣表彰」を受賞

相武台団地再生に向けた取組

管理栄養士による生活相談

デイサービス

こども食堂

有志ボランティアによる活動の様子◼近隣農家から寄付された食材

を利用し、地産地消に寄与

◼食事販売やワークショップも

開催

◼多くのメディアにも取り上げら

れ、団地の知名度向上に寄与

大学連携

◼大学生が団地に住まいながら、地域

貢献活動に参加する学生入居制度

◼上層階（4・5階）限定で入居可能

◼活動参加等を条件に家賃減免を実

施（R５年1月現在7名が活動中）

多世代交流拠点 ユソーレ相武台

団地活性サポーターの活動の例

ラジオ体操 防犯パトロール

◼介護予防ニーズや高齢単身世

帯の増加と独居生活、コミュニ

ティ再生という課題解決のた

め、国土交通省補助事業「ス

マートウェルネス住宅等推進モ

デル事業」を活用し開設

◼地域の健康寿命延伸に向け、多

くの取組を行っており、年間2

万人が訪れるなど、多くの利用

者でにぎわう施設

ユソーレ相武台での取組の例

「第34回住生活月間功労者国土交通大臣表彰」を受賞



Ⅲ財務状況と神奈川県住宅供給公社債券
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経営計画～策定までの経緯と経営目標～

◼ 前経営計画と同計画に基づく具体的な取組を示す中期計画は、順調に推移し、目標に掲げた県損失補償残高の解消、県利子補
給の終了など、県からの実質的な財政的自立について、同計画8年目にして達成したため2年前倒しで終了

◼ 今後は、前経営計画で積上げた経営基盤等を強化しつつ、神奈川県の住宅政策の一翼を担う社会的企業として、国や県の住生
活基本計画を踏まえ、人口減少・超少子高齢社会の進展、激甚化する自然災害対策や脱炭素社会の実現、更にはコロナ禍にお
ける「新たな日常」の実践など、社会環境の変化に適切に対応していくため、新たな5箇年の経営計画（令和3～7年度）を策定

社会環境の変化に応じた取組を進め、人と人がつながる豊かな暮らしを創造します

公社資産の適切な維持更新を図り、より良質で安全・安心な暮らしを提供します

人財の確保・育成等を継続的に行い、社会的企業に求められる組織力を維持・向上させます

経営基盤等の強化のため、AA + の格付け維持と年間経常利益10億円以上を達成します

経営目標

1

2

3

4

H25～27年度 H28～30年度 R1～2年度 R3～7年度

前経営計画期間

新経営計画期間

経営計画での着実な遂行で

8年目で達成（2年前倒し終了）
10箇年計画（平成25年度～令和4年度）

中期計画 中期計画 中期計画

5箇年計画（令和3年度～令和7年度）

社会環境の変化に適切に対応すべく、

新たな経営計画を策定
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私たちは、神奈川県の住宅政策の一翼を担う社会的企業として、みなさまの安全・安心・豊かな暮らしを支え続けます

経営理念



88.4%

93.2%

98.9%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

経営計画～防災・減災に向けた取組の強化～

防災力の向上
◼ 自治会等と連携し防災備蓄倉庫の設置と防災備蓄等の整備を進める
◼ 火災や地震等の発生に備え各団地において防災セミナーの開催や消防訓練を実施する
◼ 建替物件では、AED設置と必要に応じ救命講習の開催を行う

ハザードマップに基づく災害情報の整理 ◼ 保有する公社資産毎にリスクの洗い出しを行い、管理会社と情報を共有し対応策を検討する

危機管理の強化
◼ 感染症対策ほか有事の際の対応マニュアルを作成するとともに時代の変化に対応した更新を行う
◼ 関係機関等との防災協定の締結と災害時を想定したオペレーション訓練を実施する

被災者の住まいの確保
◼ 災害支援活用用地（応急仮設住宅用地など）として、一般賃貸住宅や駐車場の跡地利活用を検討

する

高齢者住宅における災害発生への備え
◼ 大雨等による浸水被害などが想定される施設の防災対策の強化や防災備蓄等を拡充する
◼ 非常用電源の移設又は代替電源の確保
◼ 防災備蓄（保存食等）や防災設備（簡易照明、発電機及び燃料等）の拡充など

二宮団地 耐震ブレース設置

H27年度末
目標90%以上

R2年度末
目標95%以上

R5年度末
目標98%以上

AED設置

住環境の整備

◼ 建替物件では、防災井戸やかまどベンチ等の災害対策に必要な機能を整

備する

◼ 土砂災害警戒区域等の指定範囲の確認や保有土地管理の計画的な予防保

全を行う

防災活動・災害対策への支援

◼ 居住者に向けて防災関連情報の発信や自治会などの防災活動への協力な

ど支援を行う

◼ 有事の際は、地方公共団体が実施する復興整備（一時提供住宅として空

き部屋の提供等）を支援する

耐震性の向上

◼ 神奈川県耐震改修促進計画に基づき令和2年度に耐震化率95%以上の目

標を達成、引き続き令和5年度末までに耐震化率98%以上を目標とする

頻発・激甚化する災害に対し、発生した場合の被害を最小化するための安全対策を講じるとともに、危機管理体制の強化を図る

耐震化率推移

新
規

（予測）（予測）
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年度末



経営計画～脱炭素社会の実現に向けた取組の強化～

整備後の公園

省エネルギー性能の向上やCO2削減に繋がる取組を積極的に推進し、環境負荷の低減を図る

かながわスマートエネルギー計画に基づく取組

◼ 県が推進しているかながわスマートエネルギー計画に基づいて実施した
メガソーラー事業を継続する

建替えや修繕を通じた環境配慮

◼ 建替え時に建物の断熱化、LED照明採用、太陽光発電の整備や敷地内の
緑化を行う。また、音環境、床衝撃音などは住宅性能表示に基づく等級
を確保し、防音性の高い住宅を整備する

◼ 既存の一般賃貸住宅の大規模修繕時に共用部分のLED照明更新や環境に
配慮した仕上げ材・整備設置などを行う

シェアシステムなどの導入

◼ サイクルシェア、バイクシェア及びカーシェアの導入や電気自動車の充
電設備の設置を検討する

公園緑地の寄附

◼ 汐見台団地(横浜市磯子区)内及び隣接地に公社が保有する児童公園を街
区公園として整備し、横浜市へ公園緑地の寄附受納要綱に則った寄附を
行う

CO2フリー電力の導入

◼ 駐車場敷地などを活用し、CO2フリーのクリーンな電気であるカーポート型太陽光発電などの導
入を検討する

◼ カーボンフリー（CO2フリー）などの環境にやさしい電カプランへの切替えを検討する

木造型中高層住宅への取組 ◼ 再生産可能な循環資源であり、炭素貯蔵効果の高い木材を活用した木造型中高層住宅を検討する

新
規

公園緑地の寄附

メガソーラー事業地（中井町）
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経営計画～公社資産の適切な維持・更新～

※現状の検討候補団地であり、必要に応じて見直しを行い、事業化時期を判断する

地域
川崎市 横浜市

藤沢市
高津区 高津区 宮前区 中区 緑区

団地名 不動が丘 上作延 南平台 大里 東本郷 藤沢湘南台 藤沢四ツ辻 辻堂海岸

築年数 52年 56年 53年 70年 54年 51年 53年 52年

棟数/戸数 9棟270戸 4棟114戸 2棟56戸 3棟72戸 8棟280戸 6棟176戸 3棟72戸 2棟80戸

建替え・再編候補団地

種類 再編・建替 建替

団地名
緑ヶ丘
団地

栗田谷
団地

横浜井土ヶ谷
共同ビル

弁天通3丁目
第2共同ビル

所在地 厚木市
横浜市
神奈川区

横浜市
南区

横浜市
中区

棟 数 1棟 1棟 1棟 1棟

規模 未定
住宅97戸
（建替え前

64戸）

住宅130戸
（建替え前
161戸）

住宅109戸・賃貸
施設約1,000㎡

（建替え前44戸）

竣工予定 令和6年度 令和5年度 令和5年度 令和5年度

再編・建替中の団地

建替え・再編候補団地

建替え中の団地

川崎新横浜

小田原

武蔵小杉

大船

横浜

◼ 社会環境及び人々の価値観が大きく変化している中、暮らしを支えるという公社の役割を認識し、公社資産の計画的な維持更
新を行い、県民の皆様が安心して暮らせるストック形成を行うことを目指す

◼ 竣工年別では築50年以上の一般賃貸住宅が40.1%を占め、建物・設備の老朽化が進んでおり、安全・安心・豊かな暮らしを実
現するため建替えや予防保全型の維持管理による対応が必要な状況
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経営計画 ～経営基盤等の強化～

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業収益 158 160 161 170 168

事業原価・一般管理費 141 141 141 151 148

事業利益 18 18 21 19 20

経常利益 15 13 12 11 13

当期利益 12 11 11 11 13

5箇年計画（令和3～7年度）

（単位：億円）

（ 1 ） 経営見通しと健全な財政運営

◼ 長期安定経営に向けて老朽化した公社資産の建替えに5年間で約140億円を投資し、計画的な維持修繕工事のほか予防保全型の
維持管理等を行っていく

◼ 着実に経営基盤を強化していくため、毎期経常利益10億円以上を確保し、自己資本の増加を図る

（ 2 ） 収益性の確保

◼ 一般賃貸住宅は、建替えや予防保全型の維持管理等を実施し資産価値を向上させ家賃収入5億円の増収を図る（年度末入居率は
92%を目標とする）

◼ ケア付高齢者住宅は、95%という高い入居率を維持する

◼ 大規模修繕工事や退去修繕工事など修繕業務の効率化を図り、管理コストを縮減する

◼ 社債の継続発行等により利払いコストの縮減を図る
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（単位：百万円）

令和3年度資産・負債の状況

科目 R2年度 R3年度 増減

流動資産 11,670 13,607 1,937

現金預金 6,770 8,379 1,609

有価証券 4,000 4,000 0

未収金 290 188 -102

分譲事業資産 234 229 -5

前払金 372 794 422

その他流動資産 25 32 7

貸倒引当金 -20 -16 4

固定資産 182,527 181,293 679

賃貸事業資産 175,585 175,852 267

事業用土地資産 1,267 0 -1,267

その他事業資産 5,181 4,925 256

有形固定資産 289 266 -23

無形固定資産 165 131 -34

その他固定資産 124 217 93

貸倒引当金 -84 -97 -13

資産合計 194,198 194,899 701

科目 R2年度 R3年度 増減

流動負債 7,096 5,127 -1,969

次期返済長期借入金 1,720 1,718 -2

未払金 4,375 2,470 -1,905

前受金 96 75 -21

預り金 806 794 -12

その他の流動負債 99 71 -28

固定負債 123,437 125,341 1,904

社債 63,000 66,000 3,000

長期借入金 32,207 30,490 -1,717

預り保証金 3,442 3,372 -70

長期前受金 10,944 10,509 -435

繰延建設補助金 4,558 4,418 -140

引当金 9,276 10,545 1,269

その他固定負債 9 7 -2

負債合計 130,533 130,468 -65

資本金 30 30 0

剰余金 63,635 64,401 766

負債及び資本合計 194,198 194,899 701

合計
982億円

年度末

自己資本比率の推移

令和3年度末借入金残高

30.3%

32.0%
32.2%

32.8%
33.1%

H29 H30 R1 R2 R3
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社債
660億円
67.2%

金融機関
320億円
32.6%

横浜市・川崎市
2億円
0.2%



令和3年度損益の概要

科目 R2年度 R3年度 増減

事業収益[a] 15,918 15,662 -256

分譲事業収益 - - -

賃貸管理事業収益 15,605 15,470 -135

賃貸住宅管理事業収益 9,007 9,015 8

一般賃貸住宅事業管理事業収益 8,936 9,002 66

高優賃借上住宅管理事業収益 71 14 -57

ケア付高齢者住宅管理事業収益 3,739 3,571 -168

サービス付き高齢者向け住宅
管理事業収益

102 113 11

賃貸施設管理事業収益 2,757 2,770 13

管理受託住宅管理事業収益 92 94 2

その他事業収益 221 99 -122

事業原価[b] 12,597 12,490 -107

分譲事業原価 - - -

賃貸管理事業原価 12,362 12,327 -35

賃貸住宅管理事業原価 6,243 6,230 -13

一般賃貸住宅事業管理事業原価 6,143 6,213 70

特優賃借上住宅管理事業原価 100 17 -83

ケア付高齢者住宅管理事業原価 4,111 4,089 -22

サービス付き高齢者向け住宅
管理事業原価

131 129 -2

賃貸施設管理事業原価 1,878 1,879 1

管理受託住宅管理事業原価 95 112 17

その他事業原価 140 51 -89

一般管理費[c] 771 804 33

科目 R2年度 R3年度 増減

事業利益[d = a - b - c] 2,550 2,368 -182

その他経常収益[e] 499 625 -126

その他経常費用[f] 460 725 -265

経常利益[g = d + e - f] 2,589 2,267 -322

特別利益[h] - - -

特別損失[i] 889 1,501 612

当期純利益[j = g + h - i] 1,700 766 -934

（単位：百万円）

年度末

財務諸表等、経営・財務に関する情報は、

QRコードより当公社WEBサイトをご覧くだ
さい

（単位：億円）

令和3年度売上構成

各利益の推移（安定的に利益を確保）

31.3

26.8

22.9

25.9
23.7

31.4

26.8
24.2

25.5
22.716.5

17.5

7.7 17.0 7.7

H29 H30 R1 R2 R3

事業利益 経常利益 当期純利益
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一般賃貸
90億円
57%

ケア付高齢者
35.7億円

23%

賃貸施設・駐車場
27.7億円

18%

その他
3億円
2%



回号 発行日 格付 年限 発行額 利率 国債対比SP

1回 2014年12月（償還済） AA 5年 55億円 0.321% 25bp

2回 2015年12月 AA+ 10年 100億円 0.679% 35bp

3回 2016年4月 AA+ 10年 170億円 0.320% 絶対値

4回 2018年4月 AA+ 10年 100億円 0.325% 29bp

5回 2018年4月 AA+ 20年 70億円 0.709% 20bp

6回 2019年4月 AA+ 10年 40億円 0.215% 27bp

7回 2019年4月 AA+ 20年 50億円 0.534% 18bp

8回 2020年4月 AA+ 10年 40億円 0.260% 25bp

9回 2020年4月 AA+ 20年 60億円 0.489% 16bp

10回 2021年4月 AA+ 20年 30億円 0.591% 13bp

11回 2022年4月 AA+ 20年 30億円 0.838% 10bp

時期 未定

年限・発行額 未定

主幹事 みずほ証券（事務主幹事）、大和証券

資金使途 新規事業資金の一部に充当

BISリスクウェイト 20%（地方三公社）

発行体格付
（2023年3月3日） AA+[安定的]

神奈川県住宅供給公社債券

格付に関する情報は、QRコードより
当公社WEBサイトをご参考ください

公社名 格付 備考

神奈川県住宅供給公社 AA+（安定的）JCR JCR：
（株）日本格付研究所、

R&I：
（株）格付投資情報センター

東京都住宅供給公社 AA（安定的）R&I

大阪府住宅供給公社 AA-（安定的）R&I

発行実績公社債券の発行目的

◼ 新たな資金調達手法を確立し、将来にわたり安定的な資金調達
を可能とするため、2014年12月より市場公募債を導入

2023年度発行計画

格付事由（抜粋）

◼ 設立団体である神奈川県の信用力、県の住宅政策における明確

な役割、相応の事業規模、比較的良好な財務基盤などを反映

◼ 22 年3 月に改定された県住生活基本計画では、住宅確保要配慮者

に対する良質な住宅の提供、団地コミュニティの再生といった役割

を担うことが改めて示された

◼ 公社は県から利子補給や損失補償の提供を受けず財政的に自立した

業務運営を行っているが、県住宅政策の中核的存在として社会的な

重要性は高く、県の公社に対する経営関与は引き続き強く働くと

JCR はみている

株式会社日本格付研究所（JCR）（2023年3月3日）
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役職 氏名 備考

理事長 桐谷 次郎 神奈川県教育委員会教育長（前職）

専務理事 仲野 直哉

理事 松下 克彦

理事 岡部 直人

理事（非常勤） 藤巻 均 神奈川県環境農政局長（前職）

監事（非常勤） 塚原 雅人 公認会計士

監事（非常勤） 関口 弘和 公認会計士

効果検証・報告

事業計画・資金計画の承認

公社法に基づく主な認可、承認等

設立、定款及び業務方法書の認可等 国土交通大臣

理事長及び監事の任命及び解任

事業計画及び資金計画の承認 神奈川県知事

財務諸表及び業務報告書の提出

解散 国土交通大臣・神奈川県議会

報告及び検査

監督命令 国土交通大臣・神奈川県知事

違法行為に対する措置

主な社内会議・委員会
理事会（不定期）
理事長及び理事をもって構成され、毎事業年度の予定貸借対照表、予定損益
計算書及び決算等、業務管理上重要な事項について審議
評議員会（不定期）
神奈川県知事、横浜市長、川崎市長の推薦するものにつき、理事長が委嘱
する。定款又は業務方法書の変更、基本財産たる財産の変更等について諮問
する

経営会議（原則毎月2回）
理事長、専務理事、理事、 監事、 各統括部長、 部長及び 担当部長をもっ
て構成され、経営計画の進捗管理など公社経営における重要事項について意
思決定を行う

コンプライアンス委員会（原則毎月1回）
総務担当理事を委員長、監事を顧問として、公社における職務執行の法令並
びに定款及び規定適合性を確保するための活動を実施

[参考]設立団体（神奈川県）との関係 / ガバナンス・コンプライアンス

◼ 役員のうち理事長及び監事は神奈川県知事が任命、理事は理事長が任命

◼ 設立根拠法の定めにより、運営上重要な事項については、国の認可や
神奈川県の承認等を受けて事業を遂行

◼ 公共的役割を果たしていくため、県の住宅政策と連携
◼ 県・住宅供給公社住宅政策連絡会議にて協議

◼ 経営における透明性・公正性の確保とともに、適正かつ効率的な事業
運営を図るための体制構築

◼ ガバナンス体制は大きく、（1）法に基づくもの、（2）県による指
導、監督等、（3）内部管理、（4）監査法人による監査実施、から構
成

ガバナンス・コンプライアンス設立団体（神奈川県）との関係

県当公社

（令和5年1月1日時点）
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[参考]公社グループについて

団体名
（一社）かながわ土地建物

保全協会
（一財）若葉台まちづくり

センター
（一財）シニアライフ振興

財団

設立日 昭和36年3月15日 昭和53年9月26日 昭和63年10月17日

設立目的

公的賃貸住宅等の管理、保全に協力し、
広く都市環境の整備改善に貢献するとと
もに、公的賃貸住宅等に入居する高齢者
等の福祉の増進並びに防災・防火思想の
普及啓発に寄与

若葉台を中心とした地域社会の健全な発
展のため、地域住民と協働して地域の活
性化及び居住環境の向上。居住者の安心
安全に資する事業を行うことにより地域
づくりに寄与

有料老人ホームの管理及び運営などの高
齢者関連事業を行い、高齢者の心身の健
康の保持並びにその生活の安定及び向上
を図り、もって社会福祉の増進に寄与

主な事業

公社賃貸住宅・店舗・駐車場の管理
管理組合住宅の管理
県内公営住宅の指定管理
県教育施設等保全管理受託

若葉台団地内の公社賃貸住宅・店舗・
駐車場の管理
管理組合住宅の管理受託
地区センターの指定管理
工事設計・管理業務

ケア付高齢者住宅（ヴィンテージ・ヴィ
ラ）5施設の運営
介護付有料老人ホーム（トレクォーレ横
浜若葉台）の運営
サ高住（コンチェラート相武台）の運営

公社主導で公社業務の一端を担うことを目的に設立した法人

上記法人のほかに汐見台団地（横浜市磯子区）内利便施設の運営を行う（一財）神奈川県団地住宅福祉協会がある
なお、同協会が汐見台団地などで実施していた幼稚園事業は、昭和54年4月 学校法人神奈川県住宅福祉学園に移行し運営
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公社賃貸住宅（当公社） 県営住宅 都市再生機構（UR）

根拠法 地方住宅供給公社法 公営住宅法 独立行政法人 都市再生機構法

目的
勤労者に対し居住環境の良好な

集団住宅を供給
住宅に困窮する低額所得者に対して

低廉な家賃で賃貸

良好な居住環境を備えた賃貸住宅の
安定的な確保居住環境の
向上を通じた都市再生

供給・管理 公社が建設、管理
県が建設、管理

管理については、平成18年度より
指定管理者制度を導入

独立行政法人都市再生機構が
建設、管理

管理戸数
13,232戸

（令和4年3月31日現在）
45,256戸

（令和4年8月25日現在）
神奈川県内68,747戸

（令和4年1月28日現在）

入居者資格 家族のほか、単身者も入居可能 夫婦または親子を主体とした家族
家族のほか、

単身または複数での入居可能

※ 令和4年7月1日現在

[参考]公的賃貸住宅の中での棲み分け

区分 月収額（年収額）

月収基準

A
家賃が
39,500円以下

158,000円
（1,896,000円）以上

B
家賃が
39,500円超
90,000円未満

家賃の4倍以上
（48倍以上）

C
家賃が
90,000円以上

360,000円
（4,320,000円）以上

家賃額
（世帯申込の場合）

基準月収額

82,500円未満

家賃額の4倍
（例）家賃額
6万円の住戸の
基準月収額は家賃額の
4倍の24万円

82,500円以上
20万円未満

33万円（固定額）

20万円以上 40万円（固定額）

区分
公営・
改良の別

月収額(所得額）

原則
階層

公営住宅 158,000円以下

改良住宅 114,000円以下

裁量
階層

公営住宅
158,001円以上
214,000円以下

改良住宅
114,001円以上
139,000円以下

出所：神奈川県
※ 令和4年12月1日現在

出所：独立行政法人 都市再生機構
※ 令和4年12月1日現在
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神奈川県住宅供給公社
総務部企画財務課

所在地

〒231-8510 横浜市中区日本大通33番地
（当公社ビルの大規模改修工事にともない、
同区真砂町2-22に令和６年８月（予定）まで一
時移転中）

TEL 045-651-1844

FAX 045-661-1505

URL http://www.kanagawa-jk.or.jp/

E-mail info@kanagawa-jk.or.jp

神奈川県住宅供給公社 - YouTube

神奈川県住宅供給公社 -Facebook

公式Youtube

神奈川県住宅供給公社
公式Facebook

最新の情報をソーシャルメディアで発信

◼ 本資料は、債券投資家のみなさまへの情報提供のみを目的としたものであり、債券の募集・売出、売買などの勧誘を目的とし
たものではありません

◼ 債券のご投資判断にあたりましては、当該債券の発行などにあたり作成された最終の債券内容説明書などに記載された条件、
内容や仕組み、及びその他入手可能な直近の情報などを必ずご確認いただきますようお願い申し上げます

◼ また、本資料中で示された将来の見通しまたは予測は、当公社として現時点で妥当と考えられる範囲内にあるものの、確実な
実現を約束するものではありません

本件に関するお問い合わせ先

神奈川県住宅供給公社
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https://www.youtube.com/channel/UCj0jQpKqXTI-P8YY1vWeNGg
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvg8SD_P_6AhW8qVYBHZctCYsQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fja-jp.facebook.com%2Fkanagawajk%2F&usg=AOvVaw0pyTwnppHkgFioHU8lpaFb

