
回答 担当課

　実施項目１　県民への情報提供の充実

【鈴木和子委員】
　税金情報 検索しやすさの追求（情報にたどり着くまでに迷走する）

（例１）資料５ 対応一覧１ ⇒ 掲載していただいたことはよかったがすぐに
情報にたどり着けなかった。
　①トップページ⇒②暮らし・環境⇒③税金⇒④事業概要・制度概要⇒
　⑤県税Ｑ＆Ａ⇒⑥個人県民税Ｑ５⇒総務省ＨＰ⇒早見表
　④事業概要・制度概要⇒⑤県税の種類⇒×
　④事業概要・制度概要⇒⑤平成28年度県税のしおり⇒×
（例２）沖縄の経済特区等優遇税制である課税免除
　法人事業税、個人事業税、不動産取得税、固定資産税が課税免除に
なると記載されているが、特区地域別資料には、これらの税目別の説明
が一部しかない。
（例３）③税金⇒税金に関する条例にたどり着けない。

　ホームページの税金情報について、簡単にたどり着けるよう今後とも利用しやすい
ホームページ作りに努めたいと考えております。

（例１）
　⑤県税の種類、⑤平成28年度県税のしおりから総務省HPへのリンクを検討する。

（例２）
　現在、不動産取得税に関する資料のみしか掲載されていなかったため、法人事業税
と個人事業税についても掲載した。ただし固定資産税（大規模償却資産のみ）について
は課税対象が無いため除く。

（例３）
　県税の課税免除等の特例に関する条例への外部リンクを検討する。

税務課

【田中美幸委員】
　ホームページ上で、事業公募や各種募集などの情報は随時情報公開
しているが、事業者や県民が参加できる研修等の情報公開が充実してい
ないのは何故か。
　例：子ども生活福祉部子育て支援課の各種研修情報が平成26年で情
報が止まっている。

　ホームページの適切な更新による情報更新を行っていくことは重要であり、定期的に
更新情報の確認を行い、新しい情報を掲載するよう努めているところです。
　また、各課が実施する研修、セミナー、イベント等は、トップページ下部にある「イベン
ト情報」にまとめて掲載しています。
　子育て支援課の各種研修については、平成27年度から外部委託にて実施し、研修の
周知や受講者のとりまとめは市町村を通じて対象事業者等へ直接行っており、研修の
充実は図られているものと考えております。
　なお、期限が過ぎた情報については、県民に誤解を与えないように早急に情報の削
除を行いたいと考えております。

広報課
子育て支援課

行財政改革懇話会各委員からの質問等一覧

質問等の概要

○議題１関係
　　（第７次沖縄県行財政改革プラン平成28年度推進状況及び平成29年度実施計画について）

資料６
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回答 担当課質問等の概要

　実施項目２　指定管理者制度に関する運用の強化

【田中美幸委員】
　平成28年４月の時点で、県内44施設で指定管理制度を導入している
が、制度が始まってから指定管理　団体が変わらない施設は何施設ある
か。また、指定管理団体が同じ（変わらない）理由は、どのように考えてい
るか。

　指定管理者制度を導入している45施設（平成29年４月時点）のうち、更新を行ったの
は41施設あり、そのうち24施設が同一の指定管理者となっております。（24/41施設＝
59％）
（理由）指定管理者の選定については、外部有識者で構成する制度運用委員会におい
て、施設毎に求められる審査基準に基づき審査しており、公募の都度、適切な管理者
として選定されているものと考えております。

　指定管理者募集に際し、応募件数は平均何件か。また、一番多い件数
と少ない件数は何件か。
　応募が少ない施設に関して、その理由をどのように考えているか。

　過去の全公募における平均応募件数は2.5件となっており、応募が多い事例では10
件、少ない事例では１件の応募となっております。
（理由）競争性を確保するためにも、公募の際に十分な期間を設けて周知に努めている
ところです。参入によるメリットが発揮できない等企業における様々な理由があるものと
考えております。

　モニタリングの際に、指定管理者に対して課題のヒヤリングや解決に向
けた支援策はどの様に取り組んでいるか。

　モニタリングについては、外部有識者で構成する制度運用委員会において、施設所
管課も同席の上、課題や解決状況を含めた管理運営状況について指定管理者から聞
き取りを行っています。また、施設所管課と指定管理者との連絡調整会議を設け、意見
交換による課題の共有や解決に向けた協議を行い、課題解決に向けて取り組んでおり
ます。

　実施項目３　市町村への権限移譲の推進

【大城紀夫委員】
　※具体的な質問事項なし -

行政管理課
市町村課

　実施項目４　公社等外郭団体への県関与の見直し

【大城郁寛委員】
　「様式２」について、今後の在り方について「短中長期的な視点から○
○の方向性及び事業の見直し」との記載があるが、各法人についてそれ
ぞれ状況が異なると思うので、各法人について「短中長期的な視点」とは
どういうことなのか、具体的に記載する必要がある。

　各法人ごとの今後のあり方（方向性）については、「第７次沖縄県行財政改革プラン」
（プラン冊子25～57ページ）に記載していることから、「様式２」では省略しております。
　当意見を踏まえまして、県民に分かりやすい公表となるよう、記載（各法人ごとの主な
理由）の方法について検討してまいります。

行政管理課

行政管理課
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回答 担当課質問等の概要

　実施項目６　組織の見直し

【新城恵子委員委員】
　求められる課題の解決を図るための組織改編は重要です。この間、中
小企業家同友会では、中小企業が抱える課題をワンストップで所管でき
る部署の設置の要望を行い、商工労働部に中小企業支援課が設置され
たことで中小企業支援の環境が大きく改善し，前進したと評価していま
す。一方、数年前から中小・小規模企業のIT化支援が喫緊の課題になっ
ておりますが、直接所管する部署がないということでした。情報産業振興
課にＩＴ戦略センター準備室を設置するということで当該課題の解決が前
進することを期待していますが、組織改編にあたっては、新たな課題や
需要に対応するためなので、横の連携が必要で縦割りでは解決すること
ができない課題が多々あると考えられます。県庁内で当該課題を解決す
るための専門部署の設置を要望します。

　県ではこれまで、新たな行政課題や多様化する県民ニーズに対応するため、毎年
度、各部等の意見を踏まえ、必要な本庁機関及び出先機関の内部組織について随時
検証し、再編成等を行ってまいりました。（子どもの貧困対策、アジア経済戦略の推進
等）
　今後も引き続き、新たな行政課題や様々な行政需要に的確に対応し、課題を解決す
るための必要な組織について検討したうえで、必要に応じて部局横断的な組織も含
め、簡素で効率的な組織の再編成等を行ってまいります。

行政管理課

　実施項目８  県立芸術大学の改革推進

【新城恵子委員委員】
　昨今、過去最高に数字実績が右肩上がる沖縄観光業界を考えれば、
沖縄芸大の改革推進は、沖縄観光の未来を考える上で琉球の文化芸能
の付加価値を高める重要な基盤づくりを担っています。
　大学運営を推進する大学評議会の委員にはぜひ、沖縄の文化を磨き、
質を高め、魅力あるものにすることに意欲ある観光業界・産業界など現
場からの人事選択を期待します。
　教育の質としては、評価の高いジャパンクオリティーに依存することな
く、沖縄独自の生活の中にある“琉球”をブランド化する知的基盤構築を
期待します。教員人事評価制度を導入したそうですが、琉球ブランド構築
への貢献指標は如何でしょうか？
　沖縄県は「御万人津梁プログラム」を推進しています。ぜひとも芸大は
観光業界・学校・経済界との連携を検討し、沖縄に誇りを持つ若者の育
成をしてほしい。

　 大学評議員会へのオブザーバーとして、産業界から大手百貨店代表に参加して頂い
ております。
   教員人事評価制度については、教員が果たすべき教育研究等の活動の観点から、
教育・研究・社会貢献・大学運営などの指標を用いて評価を行っており、教員人事評価
制度に琉球ブランド構築への貢献を含めることについては、学内で意見交換していきた
いと考えております。
　 また、観光業界、学校、経済界との連携については、観光地での演奏会や、特産品
のパッケージデザインの制作及び（一財）沖縄美ら島財団と連携協定などを行っている
ところであり、今後も誇りを持ち、先人たちから受け継いできた沖縄文化を国内外に発
信できる人材の育成に努めたいと考えております。

文化振興課

　実施項目11　事務事業の見直し

【大城郁寛委員】
　検討の結果、現在の取組や現体制を継続した方が良いということに
なった場合は、「未達成」ではなく「現行の継続」とか別の表現を考えては
どうか。例えば通番２のように、相手との交渉が必要な項目については
「未達成」が出てもしょうがない。

　プラン実施期間中の年度ごとの実施結果については、「事務事業の見直し計画」（プ
ラン冊子65～86ページ）の見直し区分を基準として、取組の推進状況を「達成」と「未達
成」で整理しております。
　現行プランの実施期間は今年度までとなっていることから、次年度、現行プランの実
績を総括する際に、委員指摘のように「現行の継続」など、表現を工夫していきたいと
考えております。

行政管理課
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回答 担当課質問等の概要

　実施項目12  行政情報システムの高度化及び効率化

【鈴木和子委員】
　文書ファイリング及びデータベース化はどの程度進んでいるのか？（役
所内の書類の山の解消）

　文書のファイリングについては、各規程（文書管理規程及び文書編集保存規程）に基
づき、文書の収受、起案、決裁、施行、保存、廃棄に係る一連の文書処理の流れを文
書管理システムを活用し、行政文書ファイル（相互に密接な関連を有する複数の文書
の集合体）単位で管理しています。
　文書管理システムに登録されるファイル情報と公文書である紙文書の綴りを一体とし
て管理し、組織で共有できるようにするには文書の適正な整理保管が重要であるた
め、知事部等においては、総務私学課が主体となり各所属における適正な文書の整理
保管について働きかけを行っているところです。
　なお、毎年実施している文書管理点検では、各評価項目の点数は徐々に改善してお
り、文書管理システムの活用が進んでいると評価しています。

総務私学課

　実施項目15   ２１世紀ビジョンの実現に資する人材の育成

【小林文彦委員】
　具体的な取組１に「平成２９年度から民間企業５社との人事交流を実施
する」との記述があるが、本件の詳細内容（交流元部課、交流先企業、
交流期間、仕事内容、交流目的と期待される成果等）をご教示願いま
す。

　平成29年度からイオン琉球(株)、全日本空輸(株)、日本航空(株)、日本トランスオー
シャン航空(株)及び琉球海運(株)の５つの民間企業と相互の人事交流を実施している
ところです。
　交流期間は、原則として平成29年度から２年間としていますが、必要に応じて１年間
延長することができるようにしております。
 　仕事の内容としては
　①イオン琉球(株)では、県産品の地産地消、販路拡大の業務
　②全日本空輸(株)では、オリンピック・パラリンピックの推進に関する業務
　③日本航空(株)では、大企業の財務・経理に関する業務
　④日本トランスオーシャン航空（株）では、航空路線収支に関する業務
　⑤琉球海運（株）では、国内航路の営業の業務
となっております。
　今回の県職員の民間企業での実務研修では、企業の経営戦略の習得、組織マネジ
メント力の習得、意思決定スキームの習得、企画・立案力の習得及び人脈の形成を期
待しており、将来の本県の振興に寄与するものと考えております。

人事課

　また、同項に「民間職員と合同で施策提案型海外派遣研修を実施す
る」との記述もあるが、本件も詳細内容（派遣元部課、派遣人数、研修内
容、研修目的と期待される成果等）につきご教示願います。

　平成29年度新規事業「沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業」として、県職員
と民間企業の社員を合同でアジア等の海外へ派遣し、調査研究や現場視察等を行うこ
とにより、発展するアジアや世界を見据えた施策を推進することのできる人材を育成す
る研修事業を実施します。
　平成29年度は、企業局を含め８つの部の本庁所属及び宮古・八重山地区の出先機
関から県職員15名・民間企業の社員５名でベトナムダナン市の国際観光と産業振興施
策調査を行います。研修効果としては、①部局横断型で実効性のある施策の展開や、
官民連携の強化②グローバルな視点をもった人材の育成③業種を越えた人脈の形成
を期待しております。

人事課

4 ページ



回答 担当課質問等の概要

【新城恵子委員委員】
　職員研修等の効果的な実施について、行政職員が民間企業の感覚を
学ぶこと、また民間企業の職員が行政の感覚を学ぶことは非常に有意
義であると考えます。21世紀ビジョンを県民のものとする為には、もっと
行政と民間の交流が積極的に行われるべきと考えます。平成２９年度に
実施する民間企業５社との人事交流、合同での海外研修は画期的な取
り組みだと思われますのでぜひ、参加した職員、社員の気づき・学びを
しっかり広報してもらい、今後さらに取り組みを広げていくことを期待しま
す。ただ、今回の人事交流は社内体制がある程度整っている中堅規模
の企業が中心と聞いています。このスキームを応用して、小規模企業の
現場に行政職員が出向き、現場で小規模企業の魅力、抱える課題を体
感できる研修を行うことはできないでしょうか？　また、期間を短縮するな
ど、工夫して、企業数を増やしていくことはできないでしょうか？　その
他、沖縄県よろず支援拠点をはじめとする支援機関や経済団体との現場
レベルでの接触頻度を増やしてほしい。

　県においては、平成29年度から新たに民間企業５社と相互に社員及び職員を出向さ
せて、それぞれの職場で実務研修を実施しているところです。
　実務研修員には民間企業との人事交流を通して、企業の経営戦略、組織マネジメント
力（最小の経費で最大の効果）、意思決定スキーム（迅速かつ責任の明確化）、企画・
立案力（時勢に合致した施策・事業の実施）などの習得及び地脈・人脈の形成（各界・
各層の意向の吸い上げと合意形成）を期待しております。
　次年度も引き続き拡大して民間企業との人事交流をさせて頂けるよう検討していると
ころですが、いわゆる小規模企業であっても人事交流に積極的な企業があれば、県と
しても相互に実務研修が実現できるよう進めたいと考えております。
　また、委員から指摘のあった短期間で対象企業を増やし、その現場を体感できるよう
な研修等については、関係部局と調整しながら検討していきたいと考えております。

人事課

　実施項目18　県税収入の確保、19　未収金の解消

【鈴木和子委員】
　県税徴収の仕組みとして電子納税及びダイレクト納付を導入できない
か。
　納税者の納税事務負担の軽減になり納税者サービスにつながる。

　自動車保有関係手続に係るワンストップサービスにおいて、県税である自動車税及
び自動車取得税の収納手段として電子収納の導入が必須であることから、平成29年10
月から導入を予定しているところです。
　当面の間は自動車二税のみが電子収納の対象ですが、他の税目への導入について
は、費用対効果等を勘案しながら今後検討していきたいと考えております。

税務課

　実施項目21　新たな自主財源の確保

【城間幹子委員】
　現在、県観光産業は好調で、入域観光客数も平成28年度で約877万人
と大幅に増加していると聞いており、大変喜ばしいことと思っている。
　一方で、観光客の増加により、水の使用量の増加を不安視する声や、
レンタカー利用の増加による交通渋滞、事故等の発生、観光客によるゴ
ミのポイ捨て問題等、様々な課題も出てきており、また、観光客に不評な
道路等で繁茂している雑草など、従前からの課題もある。
　これらの課題解決については、安定的な財源が必要であると考える。
　平成29年度実施計画では、「新税の創設など新たな自主財源の検討、
新設について」の項目に、「実現可能性のある方策に係る調査・検討・関
係課調整の実施」とあり、先ほど観光に関する課題を挙げたが、それら
の課題解決のための新税の創設について、具体的に検討されているも
のはあるか。

　県においては、これまで、観光に関わる新たな法定外目的税について検討を行い、租
税法や観光、環境に関する専門家に加え、関係業界の意見を聴取してきました。
　これらを踏まえ、平成26年３月に関係部長で協議したところ、新たな税目としては宿泊
税が適当であるが、導入に当たっては、観光産業に与える影響等を十分に考慮し、判
断することが適当であるととりまとめております。
　しかし、消費税の税率引き上げなど、当時の社会経済情勢、観光関連産業への影響
などを総合的に考慮した結果、平成25年度の時点で、新たな法定外目的税を導入する
ことは難しいという結論に至っております。
　法定外目的税の更なる検討につきましては、法定外目的税を財源として実施すべき
事業についての需要を確認するとともに、関連事業者等から意見を聴取するなど、関
連産業に与える影響などを十分に考慮する必要があると考えております。

行政管理課
税務課
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回答 担当課質問等の概要

　実施項目22　県単補助金の見直し

【城間幹子委員】
　「県単補助金の見直し」について、平成29年度実施計画では、「県と市
町村・民間との役割分担を踏まえて既存補助金等の見直し廃止、縮減を
行う。」とされているが、市町村においても財政状況は厳しい状況にあ
る。
　県単補助金の見直しについて、市町村に影響を及ぼすものについて
は、一律的な基準による補助金の廃止、縮減ではなく各市町村の状況を
踏まえた計画の実施をお願いしたい。

　県単補助金については、行財政改革の基本的考え方に掲げる「行政資源の最適配
分・最大活用」に沿う形で、中長期的な視点に立って「選択と集中」を徹底し、無駄の排
除とともに、県民ニーズに適確に応えられるよう、行財政資源の再配分を図る取組を
行っているところであります。
　具体的には、県として対応すべき必要性、経費負担のあり方、費用対効果等につい
てゼロベースで検証を行うととともに、補助金等を所管する部局において、補助を受け
ることとなる市町村等の関係機関と十分調整して検証を行うこととしております。

財政課

　実施項目23　特別会計事業の運営適正化

【鈴木和子委員】
　下地島空港特別会計の現状はどうなっているか。 　民間航空会社のパイロット訓練に活用するため、当該訓練使用料を主たる収入とす

る下地島空港特別会計を設置し、維持管理してきた。しかし、相次ぐ大手航空会社の
訓練撤退により、空港使用料等の歳入が大幅に減少したことから、平成26年度より一
般会計から財源を一部繰り入れて施設を維持管理している状況です。
　空港の新たな利活用を図るため、「下地島空港及び周辺用地の利活用実施計画」に
基づき平成28年度に利活用事業者を決定したところであり、今後は利活用の拡大に取
り組み、歳入予算の増大と歳出予算の縮減に努めていくこととしています。
　平成28年度の歳入（収納済額）は、3億8,009万2,418円、歳出（支出済額）は、3億
7,090万5,205円です。
　なお、平成28年度の一般会計からの繰入額は、3億3,524万6千円となっております。

空港課

　実施項目24　埋立事業による土地造成地の売却推進

【鈴木和子委員】
　再び誘致策の改善について
　地区内の事業者や、移転先を検討している事業者から、アクセスや従
事者の生活環境の利便性の向上を求める声を聞く。周辺環境の整備に
対する取組どうなっているか。

　同地区へのアクセスについては、交通事業者の採算性も勘案する必要があるほか、
生活利便性の向上については、IT津梁パーク内に既にコンビニエンスストア・食堂等
や、周辺に大型商業施設も立地していることなどから、どのような利便を図っていくべき
か検討してまいります。

企業立地推進課

　実施項目26　県立病院改革の推進（｢病院経営安定化計画」の実施）

【鈴木和子委員】
　患者数が減少傾向であることの調査分析（クレーム等）を行っている
か？

　患者数は、平成27年度にわずかに持ち直したものの減少傾向が続いております。
　　・H28の入院患者延数は664,878人で対前年1.1%減（△7,355人）
　　・H28の外来患者延数は778,323人で対前年0.5%減（△3,924人）
　主な理由としては、診療制度の変更（中部：外来選定療養費の義務化、北部：7対1患
護導入時の退院調整）や、専門医(脳外科、産科等)の不在・減のためとなっておりま
す。

県立病院課
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回答 担当課質問等の概要

その他

【大城紀夫委員】
　資料５（平成28年度沖縄県行財政改革懇話会における委員意見等及
び対応一覧）について
　資料５の最低賃金改定に係る対応状況（「公契約条例の策定に向けて
取り組んでいくことにしている」）は評価する。
　しかし「公契約条例の策定」と「現行の契約金額の変更」とは別の課題
であり、平成28年８月26日懇話会議事要旨で、「個別の契約書が手元に
なく、個別の契約書の内容等も踏まえて、今回の最低賃金の変更が当初
想定されていたものから大幅に変わるものなのかを少し勘案して、契約
金額の内訳には人件費、材料費等あり、まず具体的な契約の内容を確
認してからなので、この場では課題として受け止めます。」とあるが、「具
体的な契約の内容を確認した」後に私、各委員に報告・説明等々が現在
までない。
　１　「報告・説明等々が現在までない」ことの理由を求める。
　２　県の各契約担当で「人件費の積算は最低賃金21円引き上げ分を
　　加算」されていたのか。
　３　「加算されていない」のであれば、受託者と甲乙協議して契約金額を
　　変更し契約したのか。
　　　「変更契約しなかった」のであれば、その根拠の説明を求める。
　４　今年度の予算では「最低賃金は何円引きあがる」として積算された
　　のか。
　５　「積算されていない」のであれば、今年度は最低賃金の引上げに
　　関連して「契約金額を変更して契約する」ことを求める。

（１について）
　昨年度の大城委員の御意見について、県が委託契約している場合に法律事項であ
る最低賃金を守らせるための取組ができていないのではないかという趣旨の部分につ
いては、最低賃金の遵守や公契約条例の策定に向けた取組について対応状況として
お示ししたところです。
　委員からご指摘のあった契約変更を行うことについては、契約内容を確認した後も、
契約金額を見直すことは難しいとの考えに変わりがなく、進展がなかったことから、対
応状況に記載しておりませんでした。委員の御意見への対応状況の記載については、
より丁寧に対応すべきであったと考えております。
　総務部管財課が契約している庁舎清掃及び警備業務委託を確認したところ、協議事
項の定めとして、「この契約の履行について生じた疑義または定めのない事項について
は、法令その他慣習に従うほか、甲乙協議のうえ決定するものとする」されております。
　当該契約について、相手方から協議の申し入れがなかったこと、積算上労務単価が
最低賃金引き上げ額に対しても、十分に対応しうる労務単価となっていることから、契
約変更はなされておりません。
　また、県の場合、予算要求時及び予定価格積算時に最新の労務単価表を使用する
ことや、最低制限価格制度の導入等により低価格入札の防止を図ることにより、一定
程度の対応はできているものと考えております。
（２及び３について）
　総務部管財課が行っている労働集約型の庁舎清掃及び警備業務委託については、
国土交通省が監修している建築保全業務積算基準及び建築保全業務労務単価により
適正に積算を行い、予定価格を算定しております。
　建築保全業務労務単価は、最低賃金と比較して高い金額設定となっているため、年
度途中の最低賃金引き上げ額に対しても積算上、十分に対応しうる労務単価となって
おり、契約変更は行っておりません。
（４及び５について）
　平成29年度の庁舎清掃及び警備業務委託契約についても、建築保全業務積算基準
及び建築保全業務労務単価に基づいた積算により予定価格を設定し契約を締結して
おり、仮に今年10月の最低賃金改定時に昨年度と同様の最低賃金改定があったとして
も十分に対応しうることから、現在のところ契約変更を行うことは考えておりません。

財政課
労働政策課
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回答 担当課質問等の概要

【鈴木和子委員】
　資料３の２ページ：「歳入と歳出のバランスがとれた持続力のある財政
基盤の確立」について

　沖縄２１世紀ビジョンで県民とともに描いた将来像の実現と、固有課題の解決に向け
た施策を着実に推進するため、歳入と歳出のバランスがとれた持続可能な財政基盤の
確立に取り組む必要があると考えております。
  具体的には、県単補助金の見直し、未収金の解消、県税収入の確保等、歳入・歳出
両面の見直しを継続して進めるとともに、一括交付金を活用した産業振興施策に重点
的に取り組むことにより、安定的な税源涵養を図っていきたいと考えております。

財政課

　資料４ Ⅱ歳出関係 給与の見直しに加えて、退職金の支出額の長期シ
ミュレーションと財源確保策はできているのか？

　県職員の給与（給料及び諸手当）は、地方公務員法に規定する情勢適応の原則、均
衡の原則等に基づき決定されており、具体的には、国や他県との均衡等を考慮して毎
年行われる人事委員会の勧告を受け、見直しを行っております。
　また、退職手当については、今後10年間の定年退職者等を考慮し、退職手当額の算
出を行っています。
　退職手当額が当面、概ね横ばいで推移すること、財政調整基金など主要基金が一定
程度確保できていることから、対応可能と考えておりますが、今後社会保障関係費の
増が見込まれることから、引き続き堅実な財政運営に努める必要があると考えておりま
す。

人事課
財政課

【小林文彦委員】
　資料３の４ページ：基本方針(県民視点)にある「多様な主体との役割分
担の推進」という方針につき、何を目指すのか具体的なイメージが湧かな
いので、詳しく説明願います。

　多様化する県民ニーズに的確に対応するためには、県の行政組織だけではなく、多
様な主体と連携する必要があると考えております。
　具体的には、県民サービスの向上にあたり、
　・公の施設の管理運営においては、指定管理者制度導入等により民間事業者等との
　　連携
　・県の施策推進においては、県の補完的組織である公社等外郭団体との適切な連携
　・各種申請等の利便性向上においては、権限移譲に向けた市町村との連携
が必要であると考えております。

　資料３の６ページ：重点実施項目の④「ＢＰＲ(Business Process Re-
engineering)の手法を活用した業務プロセスの見直し」とあるが、誰がこ
の見直し作業を行うのか？
　ＢＰＲに精通した職員がいるのか？それとも外部(コンサル等)に委託す
るのか？
　見直し作業の取組み方案につき詳しく説明願います。

　業務プロセスの見直し作業については、行政管理課が見直しの手法等を検討・整理
した上で、各部局等において既存の業務プロセスを詳細に分析して課題を把握、改善
し、業務の効率化や県民の利便性向上を図りたいと考えております。
　見直し作業の具体的な取組案については、現在、国や他県の取組事例等の情報を
収集し、検討しているところでありますが、県民サービスの向上に資する効率的・効果
的な取組手法を導入してきたいと考えております。

行政管理課

○議題２関係
　　（新たな行財政改革に係る計画の策定方針について）
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回答 担当課質問等の概要

【大城紀夫委員】
　資料３の２ページ：「⑴　県民本位の「質」の高い行政サービスの提供
⑵行政運営の「質」と「効率」の向上・・・」に関連して、「公共工事、指定管
理、清掃、警備等々の県が発注する事業は、公共サービスである。」と考
える。その「県が発注する事業」により、県民本位の「質」の高い行政サー
ビスを提供するとの基本的な考え方があるのか。

　現在、県においては公契約条例に関する取組を進めているところであり、平成28年12
月から平成29年３月にかけて、「公契約条例に関する有識者等懇談会」を実施し、今般
報告書が取りまとめられ、県条例の方向性が示されたところです。
　報告書においては、公契約条例の第一の目的として「公共サービスの品質の確保及
び向上」とされていることから、今後の条例制定についても、その方向性を踏まえ、検討
を進めていくこととしているところです。

労働政策課

その他

【大城郁寛委員】
　今後の在り方については、その方向で良いと思う。

【田中美幸委員】
　※策定方針を踏まえて、実施計画に期待したい。現時点で、質問はあり
ません。

- -
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