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委員名 担当課

○ 　実施項目は「事務事業の見直し」となっており、表の「内容」に
は「～見直し計画を策定し～」と記載されていますが、見直し計
画はすでに策定されており、それに従って事務見直しを各年度
着実に進めていくということなのか、それとも見直し計画そのも
のがまだ策定途上にあって、各年度において計画も見直して
いくのか、そのあたりが明確ではないので説明して頂きたい。

○ 　事務事業の見直し計画については、プラン冊子64ページの「具体的な取組及び目
標」の欄にあるとおり、平成25年度（プラン策定作業時）に策定されており、プラン冊子
65ページから86ページまでにある各事業の「見直し区分」（廃止、終期設定、縮小、権
限移譲、委託化、その他）や「見直しの内容」等に従い年度ごとの達成状況等の進捗
を管理しているところです。

○ 　また、計画額よりも実績の金額が大きいにもかかわらず、な
ぜ進捗状況は「やや遅れ」と評価しているが、その評価基準も
説明して頂きたい。

○ 　平成27年度の進捗状況を「やや遅れ」としているのは、資料１－３の７ページにある
とおり、平成27年度の見直し対象46事業のうち達成は34事業となり、達成率が73.9％
にとどまったことによるものです。
　なお、プランの全体計画では、平成26年度と平成27年度の累計で、対象100事業の
うち87事業が達成しているため、「順調」と評価することはできますが、平成27年度の
単年度で評価した場合は、「やや遅れ」となっています。

○ 　同じ項目の「実績」の欄に「課題の整理を促した」と記載され
ているが、それがどのような具体的な実績なのか、説明して頂
きたい。

○ 　「事務事業の見直し」の適切な進捗管理を行う必要があることから、平成27年８月
に、事業担当課の取組状況の課題と解決の方向性を調査し、事業担当課へのヒアリ
ング等を通じて、目標達成に向けた取組を促したところです。
　なお、事業によっては、プラン策定後の社会状況の変化等により、当初の見直し計
画の再検討を要する場合も考えられることから、引き続き見直し状況の進捗を管理し
ていきます。

○ 　平成27年度と同28年度の上半期、下半期の内容がほぼ同一
となっているが、「ネーミングライツ導入」に関してどのような経
時的計画（ある年度は○○を実施し、次の年度は××を実施
するなど、複数年に亘る計画）を持っているのか、説明して頂き
たい。
　それから「実績」の欄に「課題を確認した」と記載されている
が、それは具体的にどういうことなのか、説明して頂きたい。

○ （新城委員のネーミングライツの質問と併せて一括して回答します。）
　ネーミングライツ導入の経時的計画については定めていませんが、これまでの取組
としては、平成25年８月に「沖縄県ネーミングライツ導入に関する基本方針」を策定
し、平成26年12月には、各部等の行革担当者を集め、「新たな自主財源の確保に関
する行革担当者会議」を開催しています。
　また、平成27年７月には、課題となっていたネーミングライツ料の財源充当に係る基
本的な考え方を定めるとともに、導入手続のノウハウを蓄積するため、平成27年度か
ら28年度までの２年間については行政管理課が主体となって取組を推進しています。
　平成28年５月には、各部等を対象とした県有施設へのネーミングライツ導入にかか
る意向調査を行い、現在、導入を希望する施設について、ネーミングライツ導入に向
けた調整を行っているところです。
　なお、具体的な施設については、現在、関係課と検討している段階です。

行政管理課

②【実施項目21（新たな自主財源の確保）】

行財政改革懇話会各委員からの質問等及び回答一覧

質問等 回答

大城　郁寛
委員

①【実施項目11（事務事業の見直し）】

行政管理課
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委員名 担当課質問等 回答

○ 　「目標」の欄には、「中城港湾臨海部土地造成」と「中城港湾
マリンタウン」の2つが記載されているが、それぞれの未売却の
面積はどの程度あり、それをどの程度のペースで売却していく
つもりであるのか、説明して頂きたい。というのも、例えば臨海
部の分譲率が27年度は75.5％、28年度は76.8％と1.3ポイント
高くなっているが、そのペースが計画より早いのか、遅いのか
の判断が難しい。

○ 【中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計】
　対象面積243.3ha、分譲済面積：182.5ha、未分譲面積60.8㏊、分譲率75.0％（平成28
年７月末）となっています。
　平成27年度の目標値は、2.8㏊の分譲（分譲率75.5％）でしたが、実績値は、1.8㏊の
分譲となり、目標よりやや遅れており、平成28年度は、分譲率76.8％を目標としてお
り、達成するためには4.3㏊分譲する必要があります。
　当面は、毎年、約３haずつを売却していくことを目標としており、平成39年までには土
地売却を完了したいと考えています。

企業立地
推進課

○ 【中城湾港マリン・タウン特別会計】
　対象面積約93.41ha、分譲済面積約77.17ha、未分譲面積約16.24ha、分譲率82.6％
（平成27年度末時点）となっています。
　これまでの計画では、県分譲用地を平成30年度までに売り払うとしていたところ、平
成27年５月に大型MICE施設建設地に決定されたことに伴い、分譲用地のうち、約
12.7haを施設本体建設地として、平成28年度中に施設所管部(文化観光スポーツ部)
に有償所管換えすることとしています。
　その他の土地についても、MICE周辺のまちづくりの一環で利活用したい意向が示さ
れており、利活用計画が決まり次第、分譲用地を売り払うこととしています。
　【参考：未分譲面積(約16.24ha)の内訳】
　①A区画(大型MICE施設本体建設予定地)　約7.90ha
　②Ｂ区画(大型MICE施設本体建設予定地)　約4.80ha
　③Ｃ区画(大型MICE施設関連施設用地)　約1.15ha
　④住宅用地Bブロック未分譲区画　約2.39ha

港湾課

○ 　「通常債の毎年度発行額は概ね210億円以内」と記載されて
いるが、その金額の根拠について説明して頂きたい。

○ 　通常債の毎年度発行額については、将来の財政負担のさらなる軽減を図るため、
前プラン（新沖縄県行財政改革プラン(H22～25)）で設定していた230億円から１割程
度を減額した額を設定しています。
　なお、それ以前のプランでは、平成12年度の沖縄県行政システム改革大綱におい
て、大規模な県単ハコ物抑制とあわせて、県債残高の抑制を図り将来負担の軽減を
図るため、「概ね250億円以内」と設定してきたところです。

○ 　また「内容」の欄に、「金利動向を踏まえた借り換えなどを行
い」と記載されているが、ゼロ金利、マイナス金利の現状を踏ま
えると、全て借り換えを行った方が金利負担は減ると思われる
が、最近の金融情勢に対してどのようなスタンスで対応するつ
もりないのか、説明して頂きたい。

○ 　金利負担の軽減については、借入れの際に銀行等と交渉を行い、金利見直しや金
利上昇リスクを意識し、5年借換債、10年借換債のほか平成26年度からは20年債を発
行し、県債発行の種類の多様化を図り、将来の金利負担の軽減に努めているところ
です。
　また、借換時機の到来した県債については、時々の財政状況に応じて、繰上償還を
実施しているところです。
　借換時期が未到来となっている県債については、引受け手である銀行等との調整
が必要なことから、その可能性も含めて検討して行きたいと考えています。

④【実施項目25（県債発行の抑制と金利負担の軽減）】

財政課

大城　郁寛
委員

③【実施項目24（埋立事業による土地造成地の売却推進）】
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委員名 担当課質問等 回答

○ 　大型MICE施設建設ならびに周辺環境整備（宿泊や飲食、娯
楽・観光施設等を含む）は、県経済に大きなインパクトを及ぼす
ことから、進捗状況に関して大変関心の深いところです。所管
換えや分譲へ向けた公募計画・実績、また当該地区全体の開
発についての進捗状況をご教示頂けませんでしょうか。
　また、H32年の供用開始時までの、周辺環境整備において課
題があるのでしたら、その状況をご教示頂けませんでしょう
か？

○ 　 平成27年５月に大型MICE施設建設地が中城湾港西原・与那原地区に決定したこと
を受け、平成28年度中の施設所管部(文化観光スポーツ部)への有償所管換えに向け
て、平成27年９月末までに大型MICE施設本体建設予定地及び関連施設用地のそれ
ぞれの不動産鑑定評価を行い、同年11月に施設所管部に対して土地の評価額を通
知したところです。
　 大型MICE施設本体やその関連施設の整備に係る土地の有償所管換えや分譲が
進捗した場合、中城湾港西原・与那原地区における県分譲用地(総面積約93.41ha)の
うち約91.02ha(分譲率97.4％)を分譲することになり、残る県分譲用地は住宅用地Ｂブ
ロックの一部(未分譲用地約2.39ha)のみとなる見込みです。
　 MICEを開催するにあたっては、MICE施設利用者のために会場の隣接地または周
辺に一定数の宿泊施設の存在が不可欠です。また宿泊以外に食事やショッピングな
ど、複合商業施設等を適切に配置し、MICE開催時以外も街の賑わいを創出する必要
があります。
　 そのため、大型MICE施設の平成32年度中の供用開始までに、これらの施設が立
地できるよう条件整備、誘致活動等に取り組んでいるところです。

港湾課

観光整備課

○ 　上記の質問の大型MICE施設の運用・活用と関連しますが、
沖縄県に国内・国外からMICE案件を誘致するにあたり、県とし
てもプロフェッショナル人材の確保、育成が急務と考えます。
　また、MICE案件の誘致は数年先を見越した時間と費用、労
力を要するため、中長期的な営業戦略が求められます。MICE
施設はDBO方式の公募と伺っており、営業主体はそのSPCが
担う事になるとは思いますが、県としては２１世紀ビジョンの実
現に大きな役割を果たすであろうMICEビジネスの人的資源に
ついてどのような教育・研修計画を策定しておられるか、ある
いは策定予定かについてご教示頂けませんでしょうか？

○ 　MICEの誘致には中長期的かつ戦略的な取り組みが必要不可欠であることから、現
在、MICE誘致や人材育成等の指針となるMICE振興戦略（仮称）の策定に取り組んで
います。
　MICEの誘致活動は、県と沖縄観光コンベンションビューローとが連携し、国際会議
や企業報奨旅行等の誘致を実施していますが、展示会や商談会などは県内産業界と
の連携が重要であるため今後は、観光部局のみならず、商工労働部や農林水産部な
ど部局横断的な誘致活動を実施する必要があります。
　このため、国際感覚とグローバルな人脈を有する職員の育成を目的とした「国際戦
略推進人材育成事業」において、MICE誘致等の研修を実施しています。今後はこうし
た短期研修に加え、観光庁やJNTOなど国のMICE関連部署への職員派遣も検討して
いきます。

人事課

観光整備課

前田　貴子
委員

①【実施項目24（中城湾港マリンタウン特別会計）】

②【実施項目15（２１世紀ビジョンの実現に資する人材育成）】
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委員名 担当課質問等 回答

○ 　県の鉄軌道計画については、計画案の全戸配布やパネル展
示、県民会議の開催など、周知が進んでいるように思われま
す。２１世紀ビジョンについてもリーフレットに、取り組みの成果
が写真付きで説明されていて解りやすく特に、新聞での見開き
広告はインパクトがあってよかった。
　同友会で行ったアンケート調査によると、中小企業支援施策
や環境基本計画等については、把握していないという回答が
多数を占めています。関係団体と連携して広報の方法を研究
していく必要があり、案内リーフレットを創る際は２１世紀ビジョ
ンのリーフレット同様に行政用語をできるだけわかりやすい表
現に変え、「成果」や「こんな時に使える」など、利用者の視点
に立った紙面づくりを望みます。
　県が実施している出張講座も効果的に活用できるよう、周知
に努めてもらいたい。

○ 　広報課では、広報誌「美ら島沖縄」、広報テレビ番組「うまんちゅひろば」の制作過程
において、県の施策をわかりやすく紹介するよう担当課と調整しています。
　今回、委員の指摘を受け、９月上旬に庁内各課に文書を発出し、リーフレット等にお
けるわかりやすい表現について推奨する予定です。
　また、県政出前講座については、今年度、県の広報番組等で情報提供を行ってお
り、下半期には、コンビニ、スーパー等にポスターやチラシを掲示する予定であり、今
後とも県民へ積極的に周知していきたいと考えています。

広報課

○ 　市町村への権限譲渡の推進については、特に市町村職員の
マンパワー不足の問題が大きな課題になっているのでは？事
務作業の効率化や職員の増員についても検討していく必要が
あるのではないでしょうか。

○ 　　市町村への権限移譲の推進については、市町村において、人材の確保、組織体
制の整備等が課題となっており、なかでも、規模の小さい離島町村や行財政基盤の
脆弱な市町村においては、市町村単独での実施が非効率な事務がある等の課題を
抱えています。
　そのため、市町村が単独で処理することが困難・非効率な事務について、事務の共
同処理、広域連携等による事務作業の効率化を促すため、市町村との意見交換等を
行っているところです。
　これまで市町村に対し、説明会などの開催、交付金の交付、研修などの支援を行っ
てきたところですが、移譲する事務ごとの固有課題がないか検討を行い、きめ細かい
支援につなげたいと考えています。
　今後も、住民サービスや住民の利便性の向上のため市町村の理解が得られるよう
努力したいと考えています。

行政管理課

市町村課

②【実施項目３（市町村への権限移譲の推進）】

新城　恵子
委員

①【実施項目１　県民への情報提供の充実】
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委員名 担当課質問等 回答

○ 　セルラースタジアムをモデルとして、企業にとっても社会に
とってもネーミングライツの導入は有効で効果的な資金調達法
だと思う。積極推進を望むが、この間の調査・検討の結果や、
実際に導入検討されている案件などについてポイントを絞って
説明してもらいたい。

○ （ネーミングライツに係る質問は、大城郁寛委員の欄で回答したとおりです。）

行政管理課

○ 　基金の運用改善として年内に新たに実現したい方策とはなに
か？

○ 　基金の運用改善については、所管部局からの依頼に基づき会計課が個別の基金
毎に預金又は債券による運用を行っています。
　一方、先進自治体では、個別の基金毎の運用ではなく、各種基金を一括して国債や
地方債など安全性の高い債券で長期に渡って運用することで、預金よりも高い利回り
を確保するなど、基金運用改善を図っている事例があることから、平成27年度は金融
機関との意見交換を行っています。
　しかしながら、金利を取り巻く現状は、平成28年１月の日銀によるマイナス金利導入
発表に伴い、一段と金利は低下しています。そのため、現時点では、債券による運用
が一概に有利とは言えない状況下にあることもふまえ、引き続き市況を注視しつつ、
安全で有利かつ効率的な運用方法について情報収集を続けていきたいと考えていま
す。

行政管理課

○ 　新たな財源確保として中小企業への外形標準課税の適用拡
大が検討されているが、大企業と中小企業との経済基盤を考
慮すべきであると考える。沖縄の景気が絶好調な今、店舗出
店・人員増員・設備投資と攻めの経営に邁進すべきチャンス到
来なのに、当該課税は、投資すれば収益にかかわらず税が増
となるので大いに前進を躊躇させる要素となりえる。新たに導
入の動きが出てきた際には反対してほしい。

○ 　法人事業税の外形標準課税の拡大については、応益性の強化や税収の安定化に
資することから、長年、全国知事会として国に求めてきたものです。
　しかし、外形標準課税の中小企業への適用については、平成28年６月23日に開催
された全国知事会（地方税財政常任委員会）において、「今後、外形標準課税の適用
対象法人のあり方等について検討を行う際には、地域経済への影響を踏まえて、慎
重に検討すべきもの」であると、「地方税財源の確保・充実等に関する提言」として取
りまとめ、今後、国に要請する予定と聞いており、平成29年度税制改正大綱において
も、全国知事会の提言が尊重されるものと理解しています。
　なお、平成28年度税制改正大綱においても、今後の法人税改革にあたっては、「外
形標準課税の適用対象法人のあり方についても、地域経済・企業経営への影響を踏
まえながら引き続き慎重に検討を行う」と明記されています。

税務課

③【実施項目21（新たな自主財源の確保）】
新城　恵子

委員
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○ 　メガドンキの進出やクルーズ船入港など、宮古はかつてなく
活性化し元気。更に下地島空港の再活用で島民の期待の大き
さが聞こえてきます。産業振興の大チャンスを是非具体化して
ほしい。プライベートジェット機の到来含め、実現可能な活用案
や、進捗が遅れた課題の改善など教えてください。

○ 　下地島空港については、周辺用地も含めた利活用に取り組むため、平成26年度
に、事業者からの提案を国の内外から募り、実現性の高い４つの利活用候補事業を
選定しました。
　このうち、国際線等旅客施設の提案については、地域振興への効果が期待できる
一方で、宮古圏域における航空行政の大きな政策転換となることから、沖縄県としま
しては、将来的な影響も含め、慎重に検討を行っているところです。
  現在、提案者と事業実施条件等に関して詳細な調整を行っているところであり、協議
が整えば可能な限り早期に利活用実施計画を策定し、正式に利活用事業者を決定し
たいと考えています。
　【参考】４つの利活用候補事業（操縦士訓練関係２事業、リゾート関連２事業）
　・操縦士訓練関係
　　①フライトシュミレーターと実機訓練を組み合わせたパイロットの養成事業
　　②マルチコプター（ドローン）の操縦技術者の養成事業
　・リゾート関連
　　①富裕層をターゲットにしたプライベートジェット機の受入れ施設の整備事業
　　②その旅客を対象とした宿泊施設を周辺用地に整備する事業

空港課

○ 　生活保護を受けている人が入院した場合、そのままの金額
が振り込まれ、後で入院中は生活費がかからないからと、過払
分を月々の生活保護費から差し引かれる。本人にとっては
使ってしまっているので、払い終えるまで生活が苦しくなる。
　入院時点でその説明をしてくれればとの苦情がある。児童扶
養手当では特に深刻ではないか。貧困につながっているので
はないか。

○ 【生活保護費】
　保護を受けている方におかれては、生計の状況や居住地などに変動があったとき
は速やかに福祉事務所に届け出ることとなっていることから、これを適切に行うよう、
各福祉事務所から説明等を行っているところです。
　また、福祉事務所においても、生活保護を受けている方の生活の状況を把握し、
個々の状況に合わせて適切な助言を行う必要があることから、今後も引き続き保護
の適正な実施に努めていきたいと考えています。
【児童扶養手当】
　児童扶養手当は、受給者が入院した場合でも、児童を監護している（監督、保護を
行っていると認められる）という要件を満たしていれば、継続受給が可能であるため、
入院による返還金が発生した事例はありません。

福祉政策課

青少年・
子ども家庭

課

○ 　生涯を通じた女性の健康支援事業で、相談件数が少ないの
は、相談対象者への周知不足が大きいのではないか。
　行政は、ホームページとかその他の情報発信に努力している
が、県が考えるほどに若い人には届いていないと思う。情報過
多の中、若い人たちが自分の不妊に気付いた時に遅かったと
いうことにならないように、もっと情報提供を考えてほしい。

○ 　生涯を通じた女性の健康支援事業では、女性健康支援センターについて、県のＨＰ
や広報誌、新聞、ラジオ、ＴＶなどマスコミを活用した広報や、チラシをコンビニ、高校・
大学に配布、また協力いただける市町村や、少年サポートセンターには名刺版のカー
ドを配布しています。
　ライフプランの必要性についても、直接若者に接する高校の教諭等を対象にした研
修会の開催や、協力いただける市町村にリーフレットを配備して婚姻届け出提出者へ
の周知に努めています。
　不妊専門相談センターについても、県の媒体やマスコミ等を活用し周知に努めてい
るところです。

健康長寿課

平良　菊
委員

①【実施項目19（未収金の解消）生活保護費・児童扶養手当返還金】

②【実施項目11（事務事業の見直し）生涯を通じた女性の健康支援事業】

新城　恵子
委員

④【実施項目23（特別会計事業の運営適正化）下地島空港特別会計】


