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平成28年度第１回沖縄県行財政改革懇話会議事録

日 時：平成28年８月26日（金） 13:30～16:30

場 所：県庁６階第２特別会議室

議 題： 第７次沖縄県行財政改革プラン平成27年度推進状況及び平成28年度実施計画に「

ついて」

出席者：

〔沖縄県行財政改革懇話会委員〕

佐藤 学 会長 古荘 みわ 委員

鈴木 和子 委員（会長代理） 若松 恭子 委員

大城 郁寛 委員 小林 文彦 委員

前田 貴子 委員 新城 恵子 委員

大城 紀夫 委員 高宮城 克 委員

安里 哲好 委員 平良 菊 委員

計12名（田中美幸委員、城間幹子委員、高良文雄委員欠席）

〔冒頭あいさつ〕

副知事 安慶田 光男

〔事務局〕

総務部長 金城 武 総務統括監 嘉手納 裕 財政統括監 池田 克紀

行政管理課長 真鳥 洋企 ほか

配布資料：

・沖縄県行財政改革懇話会 次第

・資料１ 平成27年度進捗管理・平成28年度実施計画一覧表

・資料１－２ 「公社等外郭団体への県関与の見直し （実施項目４）各団体の個票」

・資料１－３ 「事務事業の見直し （実施項目11）平成27年度進捗管理表」

・資料１－４ 「未収金の解消 （実施項目19）各債権の個票」

・資料１－５ 「特別会計事業の運営適正化 （実施項目23）各特別会計の個票」

・参考資料 主な財政効果

・行財政改革懇話会各委員からの質問等及び回答一覧

（議事録中「質問等及び回答一覧」と表記 ）。

・沖縄県行財政改革懇話会 質問事項、質問・意見等シート（追加提出分）

（議事録中「質問等一覧（追加分 」と表記 ）） 。
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議事録：

司 会 定刻となりましたので、ただいまから平成28年度第１回沖縄県行財政改革懇話

会を開催します。私は、本日の司会を務めさせていただきます行政管理課の松堂

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、12名の委員にご出席いただいております。お忙しいところお集まりい

ただき、誠にありがとうございます。

はじめに、資料の確認をさせて頂きます。まず、本日お手元に配布しておりま

す資料としまして、次第、出席者名簿、配席図等の資料の修正版、各委員から事

前に頂戴しましたご質問等及びその回答の一覧表と追加質問等を配布しておりま

す。

また、各委員に事前に送付し、本日ご持参をお願いしました資料といたしまし

て 資料１ 平成27年度進捗管理・平成28年度実施計画一覧表 資料１－２ 公、 「 」、 「

社等外郭団体への県関与の見直し 各団体の個票 、資料１－３「事務事業の見」

直し 平成27年度進捗管理表 、資料１－４「未収金の解消 各債権の個票 、資」 」

料１－５「特別会計事業の運営適正化 各特別会計の個票 、参考資料としまし」

て「主な財政効果の修正資料 、各委員から事前に頂戴しました、ご意見・ご質」

問等の一覧となっております。資料等に漏れはございませんでしょうか。

それでは、平成28年度第１回沖縄県行財政改革懇話会の開催にあたり、安慶田

副知事からご挨拶を申し上げます。

安慶田副知事よろしくお願いします。

安慶田副知事 はいさい ぐすーよー ちゅーうがなびら。沖縄県副知事の安慶田光男やいび

ーん。みーしっちょーち うたびみせいびり。

本日は、平成28年度第１回沖縄県行財政改革懇話会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。

委員の皆様方におかれましては、公使とも大変お忙しい中をご出席賜わりまし

てありがとうございます。心からお礼を申し上げます。

さて、沖縄県では、平成22年３月に、沖縄の将来のあるべき姿を描いた「沖縄

２１世紀ビジョン」を策定し、基本理念の実現に向けて、県政をあげて取り組ん

でいるところであります。

、 、そのような中 より高度な行政サービスを県民に提供していくということから

平成26年に「第７次沖縄県行財政改革プラン」を策定いたしまして、実施をして

いるところであります。

本日は、２年目にあたる平成27年度の各部における実績と、平成28年度の実施

計画を議題いたしまして、委員の皆様方の忌憚のないご意見並びにご助言がいた

だければ大変幸いかと思っております。

沖縄県としましては、今後も県民の皆様方のご理解を頂きながら、沖縄県のよ

り発展と飛躍のためにできるかぎりの行財政改革を進めていきたいと考えており

ますので、皆様方のご協力とご指導を心からお願い申し上げまして、私の挨拶と

いたします。

ご清聴ありがとうございました。いっぺー にふぇーでーびる。

司 会 安慶田副知事ありがとうございました。
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副知事は、この後、別用務がございますので、大変恐縮ではございますが、こ

こで退席をさせていただきます。

安慶田副知事 失礼します。

司 会 つづきまして、議事に入る前に事務局から報告事項がございます。

懇話会委員２名の交代につきまして、ご説明いたします。

まず一人目は、佐喜眞委員の辞任に伴い、後任に沖縄経済同友会常任幹事で、

川崎重工業株式会社沖縄支社長の小林文彦様にご就任いただいております。

次に二人目は、宮城委員の辞任に伴い、後任に沖縄県医師会会長の安里哲好様

にご就任いただいております。

それでは、議事の進行をお願いしたいと思います。佐藤会長、よろしくお願い

します。

佐藤 学会長 皆様こんにちは。本日はよろしくお願いします。

議事を始める前に、事務局から紹介のありました新任委員の方々に一言ずつ、

ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

まず、小林委員お願いいたします。

小林 文彦委員 ただいまご紹介に預かりました沖縄経済同友会の小林でございます。よろしく

お願いいたします。

今回、沖縄経済同友会を代表してまいりました。私は、名前を見ていただけれ

ばわかりますとおりナイチャーでございます。沖縄に赴任してきまして３年８か

月が経ちました。そういう経歴でございます。

あと皆さんと違う経歴というのは、おそらく、私は川崎重工業という民間企業

の社員でございまして、一サラリーマンでございます。経営者とまた違った視点

ではないかと思いますので、皆様方と違った視点で何か県政に役立つことができ

ればと考えておりますので、どうぞお手柔らかによろしくご指導お願い申し上げ

ます。

佐藤 学会長 次に、安里委員よろしくお願いいたします。

安里 哲好委員 皆さんこんにちは。沖縄県医師会の安里でございます。

前もって資料を見させていただきましたけど、沖縄県というのは大きな事業体

だなという感じがして、いろいろな分野においていろんなことがなされているな

ということを強く感じました。

私自身としては医療関係ですので、県立病院の経営再建検証委員会に過去２年

から３年くらい携わっていたことがございます。

多方面からの意見を皆さんから伺いながら、考えていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤 学会長 ありがとうございました。では、議事に入ります。

本懇話会は、沖縄県行財政改革懇話会設置要綱に基づき、県の行財政改革の推

進に関する重要事項を調査・検討することが役割となっております。

本日の議題は、次第にありますように「第７次沖縄県行財政改革プラン平成27
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年度推進状況及び平成28年度実施計画について」となっています。

今日の進行につきましては、昨年の懇話会における意見等を踏まえまして、会

議時間の確保、昨年の２時間から３時間に拡大、会議は長ければ長いほどいいと

いうことではもちろんないんですが、昨年、会議の終わりに、委員の皆様から、

時間が足りないというご意見をいただき、１時間延ばしました。次に、事前に各

委員の専門分野に係る実施項目を提示して、意見・質問等をお伺いする、事前に

お配りしましたように、専門分野に限られることではないのですが、まずそこを

見ていただいて、御専門の知見を伺いたいというところをお示しいたしました。

それで、８名の委員の皆様から、提出をいただいております。懇話会の場を少し

でも役立つようにしたいということでこのようなことをいたしました。

限られた時間内ではございますが、委員それぞれの立場から、議題や県の行財

政改革全般について、疑問点や改善点、その他忌憚のない議論を行ないたいと思

いますので、皆様の協力をどうぞよろしくお願いいたします。

ではまず、事務局から説明をお願いします。

事務局 総務部総務統括監の嘉手納でございます。

( ) 多少長くなりますので、座って説明させていただきます。嘉手納総務統括監

はじめに 「第７次沖縄県行財政改革プラン」の概要を説明いたします。本日、

配布しました「次第」の５ページをお開きください。

「第７次沖縄県行財政改革プラン」の概要図を掲載してございます。このプラ

ンは、基本理念を「 美ら島』おきなわを実現する行財政運営」とし、沖縄２１『

世紀ビジョンが目指す「時代を切り拓き､世界と交流し､ともに支え合う平和で豊

かな「美ら島」おきなわ」の創造を行財政改革の立場から支えることを理念とし

て掲げてございます。

ページの中段より少し上にある基本方針の①から③までのうち 基本方針① ２、 「

１世紀ビジョンを実現する行政連携の確立」では、県民への情報提供の充実、市

町村への権限移譲の推進、公社等外郭団体への県関与の見直しなど、県民が県政

に参加する機会の拡充や、多様な主体との連携・協働による県民サービスの向上

に取り組むこととしております。

「 」 、 、基本方針② 21世紀ビジョンを実現する行政体制の確立 では 組織の見直し

定数管理の適正化、内部統制機能の強化、２１世紀ビジョンの実現に資する人材

の育成など、政策実現型組織への転換を図るとともに、職員の一人ひとりの意識

改革を図りながら、問題解決能力を備えた人材の育成等に取り組むこととしてお

ります。

基本方針③「21世紀ビジョンを実現する財政基盤の確立」では、県有財産の総

合的な利活用の推進、未収金の解消、県単補助金の見直しなど、県有財産を有効

に活用すると共に、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

取り組むこととしております。

このプランは、３つの基本方針に基づき、29の実施項目を取り組むこととし、

実施期間は、平成26年度から平成29年度までとなっております。また、見込まれ

る主な財政効果は、歳入関係、歳出関係それぞれ約29億円としており、目標額は

約58億円としてございます。なお、29の実施項目の一覧につきましては、次の６

ページに体系図を掲載しております。

それでは、議題となっております「平成27年度推進状況及び平成28年度実施計

画」につきまして、ご説明申し上げます。
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これは、６月10日に開催しました知事を本部長とする沖縄県行財政改革推進本

部において決定されたものです。

お手元にあります「資料１」は、実施項目に係る各部局等から提出された進捗

管理表及び実施計画の資料でございます 「資料１－２」から「資料１－５」ま。

では、実施項目のうち、個票で進捗等を管理している「公社等外郭団体への県関

与の見直し 「事務事業の見直し 「未収金の解消 「特別会計事業の運営適」、 」、 」、

正化」に係る資料でございます。

それでは 「資料１」と記載されている資料をご覧ください。表紙をめくって、

いただきますと、29の実施項目に係る平成27年度の進捗管理の推進状況の一覧表

を掲載してございます。

ページ左下の「推進状況別実施項目数」の表をご覧ください。推進状況は、４

段階で区分しており、平成27年度の進捗管理の推進状況は 「順調」が26項目あ、

、 、「 」 、 。り 割合は89.7％ やや遅れ が３項目あり 割合は10.3％となっております

なお 「やや遅れ」の３項目は、実施項目４「公社等外郭団体への県関与の見直、

し 、実施項目11「事務事業の見直し 、実施項目24「埋立事業による土地造成地」 」

の売却促進」となっております。

本日は、この29の実施項目やそれに関連する個票の推進状況等につきましてご

意見を賜りたいと思いますが、時間の都合上 「資料１」を中心に、平成27年度、

の推進状況が「やや遅れ」の実施項目、平成26年度から平成27年度で推進状況が

改善した実施項目等を説明いたします。

はじめに 「資料１」の５ページをお開きください。実施項目３「市町村への、

権限移譲の推進」につきまして、説明いたします。

当該項目に係る推進状況につきまして、前回（平成26年度）は、移譲実績が少

「 」 、 「 」 。ないことから 大幅遅れ としておりましたが 今回は 順調 としております

その理由としましては 「取組の効果」欄にありますとおり、平成27年度の移譲、

、 、実績は762件となり 目標である年度あたりの移譲件数500件を達成するとともに

「大幅遅れ」であった平成26年度からの累計の移譲件数でも、目標1,000件に対

して997件となったことによるものです。

６ページにあります平成28年度の実施計画におきましても、これまでと同様の

取組を引き続き行うことにより、住民サービスの向上や効率的・効果的な行政体

制の構築を図ることとしております。

次に、７ページをお開きください。実施項目４「公社等外郭団体への県関与の

見直し」につきまして、説明いたします。

平成27年度の進捗管理としましては 「取組の効果」の欄にありますとおり、、

短中長期計画の公表や、県と公社等の随意契約状況の公表、各団体ごとの見直し

に向けた取組を実施した結果、県と公社等の役割分担や透明性の確保につながり

ました。

しかし、各公社等外郭団体の推進状況において、法人のあり方の検討や施設整

備に係る実施設計に遅れが生じたこと等の理由により、30団体中、３団体が「や

や遅れ 、１団体が「大幅遅れ 、１団体が「未着手」と判断していることから、」 」

総括として「やや遅れ」としております 「今後の方向性及び改善策」としまし。

ては、各公社等の所管部等において、各団体ごとの見直しに向けた取組が適切に

実施されるよう指導・助言等を行うとともに、総務部においては、指導が統一的

かつ円滑に行われるよう調整を行うこととしており、８ページにあります平成28

年度の実施計画においても、今年度と同様の取組を引き続き実施していくことと
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しております。

、 、当該実施項目につきましては 外郭団体ごとに進捗管理を行っておりますので

右肩に「資料１－２」と記載されている資料をご覧ください。各外郭団体ごとの

推進状況等の詳細な説明は省略させていただきますが、表紙をめくっていただき

ますと、対象である30法人のうち 「やや遅れ」が、４番の「沖縄県社会福祉事、

」、 「 」、 「 」業団 ７番の 沖縄県看護学術振興財団 19番の 国立劇場おきなわ運営財団

の３法人 「大幅遅れ」が、24番の「石垣空港ターミナル株式会社 「未着手」、 」、

が、23番の「宮古空港ターミナル株式会社」となっております。

「やや遅れ」等の要因としましては、主に団体の運営支援など県との関わり方

を整理する必要が生じたこと、空港の施設整備に係る実施設計の遅れ等が生じた

ことなどとなっております。

次に 「資料１」に戻りまして、21ページをお開きください。実施項目11「事、

務事業の見直し」につきまして、説明いたします。

県庁内の各課で取り組んでいる「事務事業の見直し」につきましては 「取組、

の効果」としまして、平成27年度末時点で２億589万２千円の財政効果が発現し

ております。財政効果としましては、計画額の１億8,100万円に対して目標を達

成しておりますけれども、プランで定めた年度ごとの計画どおりに実施できてい

ない事業が、平成26年度見直し分の未達成１件含め13件となっていることから、

推進状況としましては「やや遅れ」としております。

なお、計画どおりに事務事業の見直しが実施できていない要因としましては、

事業見直しに係る庁内での調整、市町村への権限移譲等の調整、外部委託等にあ

たり関係者との調整等に時間を要していることやプラン策定後の社会状況の変化

等により見直しが達成できていないことがあげられます。

今後の方向性及び改善策としましては、引き続き、事務事業の所管課、各部等

行財政改革推進委員会等において、見直し対象事業の実施状況を把握し、進捗管

理を行うことにより、前倒しで財政効果が発現するよう早期着手に努めるととも

に、未達成の事業につきましては、課題等を整理し、達成に向けての取り組みを

促すこととしており、22ページの実施計画においても今年度同様の取組を行う予

定でございます。

個別の事務事業の達成状況につきましては、右肩に「資料１－３」と記載され

ている資料をご覧ください。事務事業ごとの達成状況の詳細な説明は省略させて

いただきますが、１ページ目は、平成26年度の見直し対象で「未達成」だった５

事業を掲載しています。そのうち、２番から５番までの４事業が達成し、１事業

（公有財産管理運営費）が未達成となっております。２ページから７ページは、

平成27年度の見直し対象事業で、全部で46事業あり、７ページの末尾にあります

ように、そのうち34事業が達成、12事業が未達成となっております。

次に 「資料１」に戻りまして、35ページをお開きください。実施項目18「県、

税収入の確保」につきまして、説明いたします。

「県税収入の確保」につきましては、個人県民税に係る各市町村との連携強化

等による徴収対策の強化、自動車税の自主納付の推進及び徴収対策の強化、徴税

吏員の技術向上に取り組んでいるところでございます。そして 「取組の効果」、

の欄にありますように、個人県民税徴収対策は、市町村との連携強化等により、

収入未済額が前年比で約１億4,300万円圧縮する見込みとなり、自動車税の徴収

対策は、広報活動やコンビニ収納、クレジット収納の実施等により、収入未済額

が前年比で約3,800万円圧縮する見込みとなっております。
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また、収入率につきましては、平成26年度の全国平均が97.4に対し、沖縄県は

97.8となり、平成27年度の沖縄県の見込みは98.1となるなど、全国並に達してご

ざいます。この収入率の向上は 「主な財政効果」の実績額に大きく反映されて、

おり、その内容につきましては、後ほど説明いたします。

推進状況が「順調」であることから、36ページにあります平成28年度の実施計

画おいても、今年度と同様の取組を引き続き実施し、未済額の縮減や収入率の向

上による歳入の確保に努めることとしております。

、 。 「 」 、次に 37ページをお開きください 実施項目19 未収金の解消 につきまして

説明いたします。

「未収金の解消」につきましては、具体的な取組の３つの項目の計画に対する

実績を踏まえた取組の効果としまして、行政考査によって示した方策として「沖

縄県における今後の債権管理に関する方針」を策定し、全庁統一の考え方を示す

ことができたことから、全体としては「順調」と判断しております。

また、平成28年度は、方針に基づく債権管理を行うための実務的なマニュアル

整備を進めるほか、整理強化期間の導入や研修会の開催等を計画し 「未収金の、

解消」に向けさらなる全庁的取組を実行することとしております。

当該実施項目につきましては、債権ごとに進捗管理を行っておりますので、右

肩に「資料１－４」と記載されている資料をご覧ください。債権ごとの推進状況

等の詳細な説明は省略させていただきますが、表紙をめくっていただきますと、

対象である８債権のうち、３番の「児童扶養手当返還金 、６番の「小規模企業」

者等設備導入資金貸付金 、７番の「県営住宅使用料」の３債権が、不能欠損処」

理等の遅れにより「やや遅れ」となっております。

次に 「資料１」に戻りまして、41ページをお開きください。実施項目21「新、

たな自主財源の確保」につきまして、説明いたします。

当該項目に係る推進状況につきまして、前回（平成26年度）は、具体的な取組

の２のネーミングライツ導入に係る調整が整わなかったことから「やや遅れ」と

しておりましたが、今回は、導入促進に向けた環境が整ったことから「順調」と

しております。なお、ネーミングライツ導入に向けましては、42ページの具体的

な取組の２にありますように、平成28年度の実施計画において、引き続き関係課

と調整した上で公募等を実施していく予定としております。

次に、45ページをお開きください。実施項目23「特別会計事業の運営適正化」

につきまして、説明いたします。

当該項目に係る推進状況につきまして、前回（平成26年度）は、各特別会計の

中期見通しの策定及び公表が遅れていたことから「やや遅れ」としておりました

が、今回は「順調」としております。理由としましては 「取組の効果」の欄に、

、 、 、ありますとおり 20特別会計のうち 18の特別会計において中期見通しを作成し

ホームページ等で公表したことにより、運営適正化に向けた取組の指針が明確に

なるとともに、特別会計の説明責任や透明性の向上を図ることができたとしてお

ります。

また、運営適正化に向けて取り組む11の特別会計については、一般会計からの

繰入抑制、未収金の解消等の各種取組が「順調」に進んでおり、46ページの実施

計画においても引き続き運営適正化に向けた取組を着実に進めることとしていま

す。

、 、当該実施項目につきましては 特別会計ごとに進捗管理を行っておりますので

右肩に「資料１－５」と記載されている資料をご覧ください。特別会計ごとの推
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進状況の詳細な説明は省略させていただきますが、表紙をめくっていただきます

と、対象である11特別会計のうち、下地島空港特別会計を除く10会計が「順調」

となっており、下地島空港特別会計につきましては、利活用計画が決定していな

いため 「やや遅れ」としております。、

次に 「資料１」に戻りまして、47ページをお開きください。実施項目24「埋、

立事業による土地造成地の売却推進」につきまして、説明いたします。

２つある造成地分譲に係る特別会計のうち、中城湾港（新港地区）臨海部土地

造成事業特別会計につきまして、平成27年度は４件の分譲と１件の内定がありま

したが、内定の１件は次年度に分譲する予定となり、目標値2.8haには至らなか

ったため、全体として「やや遅れ」と整理しております。今後は、各種支援策の

見直しなど、企業支援策の充実に取り組むことで、分譲促進に努め、48ページに

あります平成28年度の実施計画におきましても、国際物流拠点産業集積地域制度

のＰＲなど企業誘致に努めることとしております。

次に、53ページをお開きください。実施項目27「県立病院改革の推進（ 県立「

病院のあり方に関する基本構想」の推進 」につきまして、説明いたします。）

53ページにあります「具体的な取組」の２から４までは、病院事業の経営形態

を地方独立行政法人に移行することを前提とした取組でありましたが、病院事業

の経営形態は、現行の形態を維持する方針であることから、54ページ中央の枠囲

みにありますとおり、これらの取組は終了したと整理しております。

最後に 「主な財政効果」につきまして報告いたします。事前に配布しました、

資料は、決算見込の金額でしたが、このたび、決算が確定いたしましたので、右

肩に「参考資料」と記載されている資料をご覧ください。

まず、昨年の懇話会で報告した平成26年度の財政効果の実績額につきまして、

修正がありますので、説明いたします。表の数値は既に修正済みですが 「Ⅰ、

歳入関係」の中の「実施項目18 県税収入の確保」につきまして、財政効果の算

定方法をプランの記載に従い、収入率の向上による効果で再計算したため、実績

額が、修正前の３億2,900万円から約９億500万円に修正しております。その他、

決算額の確定による修正を含め、平成26年度の実績額は、昨年報告した約14億

6,700万円から約20億5,000万円に増加しております。

次に、平成27年度の主な財政効果の決算額確定後の実績につきまして報告いた

します。平成27年度は、目標額の13億4,400万円に対し、実績額は約29億4,400万

円となっており、目標額を約16億円上回っております。目標を上回った主な要因

としましては、歳入関係の実施項目17に係る県有財産の売払で、目標額より約３

億4,300万円の増、実施項目18に係る収入率の向上で、目標額より約11億2,600万

円の増加などとなっております。

なお、実施項目18に係る収入率の向上につきましては、資料の「参考」にあり

ますように、平成27年度の計画目標値97.1％に対し、実績値は、1.2ポイント上

回る98.3％となっており、財政効果の増加に大きく寄与しております。

以上、簡単ではございますが、議題に関する事務局からの説明を終わります。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

では、次に、お手元に（ 質問等及び回答一覧」及び「質問等一覧（追加分 」「 ）

を）配布いたしておりますが、委員の皆様から事前に質問・意見等が提出されて

います。それについて、各委員から趣旨のご説明をお願いしたいと思います。

大城郁寛委員からまずお願いいたします。
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大城 郁寛委員 一つ目は 「資料１」の21ページと22ページを見比べた場合に、22ページの平、

成28年度計画が何をやるのかがよくわからない 「各課における見直しの実施及。

び各部等行財政改革推進委員会による進捗管理」は、平成27年度も同じであり、

平成28年度に何をやるのかというのがこの資料ではわからない。現行のプランは

平成26年度から平成29年度までの事務事業の見直しは、こんなことを計画し、平

成27年度には何々をやり、平成28年度は何々をやるというような、順序付けがで

きているのかを説明してほしいというのが最初の質問です。ですから、平成28年

度は何をやるのかを説明してほしい。

（ 質問等及び回答一覧」について）全部コメントしてよいでしょうか。「

佐藤 学会長 まずとりあえず、事前にいただいた質問のコメントをしていただいた上で、

後でまとめて事務局から回答をいただくというやり方にしたいと思います。よろ

しいでしょうか。

では、続けてお願いいたします。

大城 郁寛委員 では続けて。次は （ 質問等及び回答一覧」の２ページ目）実施項目24（埋立、「

事業による土地造成地の売却促進 「資料１」の47ページ）について、中城港湾。

新港地区 臨海部土地造成事業の分譲率を 平成27年度の目標75.5％から平成28（ ） 、

年度に76.8％に引き上げる、マリン・タウンについては、同じく82.8％から91.1

％まで引き上げるとあるが、このペースが良いのかどうか外部の者からするとと

ても分かりにくい。

行政改革とはなんだろうと自分なりに整理した時に、 ある事業をする時に、

やり方を変えてより安く仕上げる、又は、やり方を変えて同じ予算を使うのであ

ればより効果が上がることをやるのが行政改革かなと思うが、この実施項目（埋

立事業による土地造成地の売却促進）は、やり方を変えているのではなくて、各

年度頑張りますということなので、努力してもらうことは大事でしょうけども、

特に何か改革しているということが見えないものですから、このプランに載せる

必要があるのか、載せると多分職員が苦労するのではないかというような印象を

持ちました。プランで目標を掲げていますけども、ずっと続けるというのであれ

ば、５年の間に分譲地をどのようにしていくのかという見通しを少し説明してほ

しいなという感じがしました。

それから、実施項目25（県債発行の抑制と金利負担の軽減 「資料１」の49ペ。

ージ）について、県債の発行の抑制ということで（平成27年度は）約210億円以

内にしますということですが、平成28年度も「概ね210億円以内」にするとなっ

ていますけども、これは行政改革というよりは、財政計画の中で210億円ぐらい

発行しないとやりくりできないというのであれば、それはしょうがないことであ

って （懇話会で）多すぎるとか少なすぎるというような議論はちょっと難しい、

のかなと感じがしました。

それから 「金利動向等を踏まえて借入条件を設定することにより、将来負担、

の軽減を図る」とありますけども、今のゼロ金利を踏まえると、日本のかなりの

企業が長期債を発行して、金利負担の軽減を図っています。そういう意味で、県

もそういうことをやったらどうかということと、このような金利の変動に対して

県はどういうスタンスで望んでいるのかということの説明がほしいということで

す。以上です。
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佐藤 学会長 ありがとうございました。

事前にいただいたご意見・コメントに関して、委員の皆さんに提示していただ

いていますが、説明の際には、実施項目の番号を明示していただければ （資料、

の中の）どこの欄の質問なのかということがわかりやすいので、質問を提示、コ

メントされる場合は、よろしくお願いします。

また、予め申し上げておきますと、事前に早めに質問等を提出いただいた５名

の委員の内容に関しては、回答が準備されておりまして、横長の資料（ 質問等「

及び回答一覧 ）の右欄は、事務局から後ほど回答をいただくものの内容です。」

その後で提出いただいた委員（ 質問等一覧（追加分 ）の回答は、口頭で回答「 ）」

いただくということになっておりますので、以上、進め方について確認いたしま

した。

では、次に前田委員お願いいたします。

前田 貴子委員 はい。前田でございます。

私は観光に携わっているものですから、主にＭＩＣＥに関することに非常に関

心を持ちました。

まず、実施項目24の中城湾港マリン・タウン特別会計の中の件ですが、大型Ｍ

、 、ＩＣＥ施設の建設というものは 大きなハコができてその周辺に宿泊であったり

飲食であったり、娯楽・観光施設がないと、ＭＩＣＥという一つのビジネスカテ

ゴリー、ゲストの満足、ニーズを満たすためにも、周辺環境の整備ということに

関心がありました。

今日は、周辺環境、都市計画的なものについて、トータルの地区のデザインが

どうなるのかというのが気になっていて、あるいは、空港からのアクセスとか道

路の整備であったりとか、そのあたりが気になっていたので事前に質問を送って

いたのですが （資料に事務局からの）回答がありますので、大変参考になりま、

した。

今朝の新聞で発表されていたのですけれども、周辺環境について、街づくりア

イディアコンペで、大林組さんと日建設計さんの提案が最優秀賞、あとは鹿島建

設さんや清水建設さんのものが優秀賞と拝見いたしました。事前に送付した質問

とは違いますが、今日の報道を受けて、周辺環境のコンペ、素晴らしい写真も載

っていましたので、すごくワクワクするところなのですけれども、ＭＩＣＥ施設

の周辺環境というのは、今日の報道にあった優秀賞あるいは最優秀賞作品がその

まま採択・反映されるのか、それとも、いくつかの素晴らしいアイディアの中か

、 、ら 県がまた新たに周辺に本当に必要なものであったりとかというのをまとめて

トータルでデザインし直すのかっていうのを新たに質問したい。

２番目の質問としては、実施項目15の２１世紀ビジョンの実現に資する人材育

成について、質問一覧の資料に書いてあるとおりですが、ＭＩＣＥ関わるオペレ

ーターであったり、営業などは専門職になると思います。ＤＢＯ方式ということ

、 、 、で プロの方々がＳＰＣで運営に入られると思うのですが やはり県全体として

あるいは県の業界全体として、ＭＩＣＥ施設の運営の人だけに任せるものではな

。 、いと思います 何年も前から営業をしていくのがＭＩＣＥビジネスでもあるので

そのあたりの人材育成はどうなっているのかと質問した次第です。回答を拝読し

、 。ましたけれども ちゃんと計画に載っているということでありがとうございます

以上です。
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佐藤 学会長 ありがとうございました。

次に新城委員お願いいたします。

新城 恵子委員 新城でございます。

実施項目１の県民への情報提供の充実ということで、意見を書きました。県民

から県政に参加して、美ら島沖縄の実現しようというのが基本理念であるわけで

すから、当然沖縄県がどの方向に行くか、沖縄県が何を目指しているのかという

ことを県民が知らないと、私たち産業人が知らないと、実現できないので、情報

提供の充実というのは非常に意味があると思います。実際に感じていることです

が、県は結構努力をされていて、パネル展示だとか、県民会議だとか、出前講座

とかも非常に気軽に引き受けてくださって、私たち同友会でもたくさんの出前講

座を開催してもらって、そうすることによって同友会も、県がこういうことをし

ているのかとか、鉄軌道ができるのかとかを知ることができました。特に新聞で

も見開きの広告がありましたね。あれがすごくインパクトがあったので、とても

よかった。この広告を取り置いて、沖縄県がどのような方向に今向かっているん

だということを勉強したという声がかなりありました。その反面、同友会でアン

ケートを取ったところ、同友会が最も必要とする中小企業を支援する施策につい

て、実は知らなかったという声がすごく多い。沖縄県がどういうことをしている

のかというのはすごく知ってはいるけれども、自分たちに必要な中小企業の支援

策を知らなかったということは、サービスを活用することができていないので、

これは私たちも反省すべき点があると同時に、県経済団体と連携して広報の方法

を研究していく必要があるのではないかと思っています。先ほど話した出前講座

も非常に効果的でしたので、周知に努めてもらいたいなと思いました。

次に、実施項目３の市町村への権限移譲の推進についてですが、昨年は確か少

し出遅れている感がありましたけれども、今年は先ほどの報告で「順調」となっ

ていました。やはり権限移譲の推進があることが、地方自治体が私たち県民の生

活に直結しているわけですから、住民サービスの向上が見込まれます。ぜひ、こ

の部分に関しては推進してもらいたいのですけれども、待機児童の問題だとか保

、 、育園の問題だとか 事務の負担が入ってくるのではないかと危惧しておりまして

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という意見

を申し上げました。

あと、実施項目21の新たな自主財源の確保の部分なんですけれども、ネーミン

、 「 」 、 「 」グライツの導入の件 それも昨年は やや遅れ でしたけれども 今年は 順調

に推移しているとの報告を受けておりますけども、実際に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いただくとありがたいと思います。

そして、地方自治体が取組んでいる基金の運用改善として、平成28年度に新た

に実現したい可能性ある方策とは何でしょうかという質問です。

また、新たな財源確保として、私たち中小企業家が危惧しているのは、県とい

うよりは国に対してのことではありますけれども、県の方に是非ということで付

け加えさせていただきました。消費税増税が見送られることによって、私たちは

外形標準課税の適用拡大を危惧しています。この外形標準課税は、大企業に今ま

で課されていたものですけれども、中小企業も同じように適用しようということ

ですけれども、中小企業の脆弱な経済基盤の中では、適用拡大があった時には、

沖縄の景気がこんなに好循環になって、金利が低い時にこそ設備投資をして、人
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を増やして、事業を強化していかなければならないのに、そういう時に税金がか

かってくるとなった時に、やはり、チャレンジするのに躊躇せざるを得ないとい

う要素になっているので、ぜひこのことについては、反対してほしいという意見

を述べさせていただきました。

最後に、実施項目23の特別会計事業の運営適正化の部分なんですけれども、進

捗を管理している11の特別会計事業のうち、ただ一つ遅れているのが下地島空港

特別会計で、下地島空港の再活用ということでした。それに対してどのようなも

のが進捗が遅れて、課題の改善などがあるのか、そして、実現可能な案はどのよ

うなものであるのか教えてもらいたいと思います。というのは、宮古島は５万５

千くらいの人口でありますけれども、同友会のメンバーもかなりおりますが、今

。 、非常に活性化しております 予想もしなかったほどクルーズ船が入ってきますし

大きなメガドンキも入ってきますし、非常に活性化しています。ただ、昨日の新

聞にあったように、大きなクルーズ船が寄港することによって、あれだけ大混乱

したわけですから、準備が全くできていないということは明らかでした。ぜひ、

離島振興という観点からも、下地島空港の活用はよろしくお願いしたいという意

見をいたしました。以上です。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

次に平良委員お願いいたします。

平良 菊委員 私は、生活保護を受けている方が、２か月くらい入院した時に、生活保護費が

、 、そのままの金額で入ってきたものですから それをそのまま使ってしまった後に

入院中は食費や光熱費などがいらないからその分を返還してくれということで、

返還するまでの間はとても困っていたという相談を受けたので、生活保護費は支

給するけれども、後から入院に伴う差額の分は返還がありますということを知っ

ていたらこのようなことにはならなかったのかなと思う。毎月の生活で苦しんで

いる人には大変だろうなということで、そのことを伝えたかった。回答のところ

で説明があったので、少し分かりました。

それから児童扶養手当のところで、これは一人親だったか、子どもが急に病院

行かなければならなくなった時に手持ちがない。子どもの病気は待ったなしであ

り、結局お金を借りて病院へ行った。後から戻ってくるとは言っていたが、一人

親とか生活保護を受けている人たちには厳しい状況ではないかと思い質問をさせ

ていただきました。回答を見ると、そういうことだったんだなと知ることができ

ました。

それから （実施項目11の事務事業の見直しの 「生涯を通じた女性の健康支援、 ）

事業」というところで、不妊について相談件数が少ないものですから、もっと周

。 、 、知できるようになっていないのかなと感じた 未婚の女性 既婚の女性にしても

不妊の問題は大事なことなんだということで質問させていただきましたけれど

も、回答にも書いていましたが、本当に情報がちゃんと皆に行き渡っているのだ

ろうかということが気になって質問させていただきました。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

今の平良委員のご質問までは、事前の回答が準備されているものです。

これはあとでまた、まとめて事務局から回答いただこうと思います。

続けてご質問の方をお願いしたいんですけれども、次に小林委員お願いできま
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すでしょうか。

小林 文彦委員 はい。私の質問は一昨日出させていただいたもので、大変遅くなりまして失礼

いたしました。

私の質問としましては、実施項目21の新たな自主財源の確保のところなんです

けれども、自主財源として（ 資料１」41ページ）の進捗管理表の下の方にふる「

さと納税の記載がございますけども、それに対する質問でございます。質問とい

たしましては、沖縄県のふるさと納税に対する取組みは非常に消極的だと感じて

おります。この寄附金により自主財源を増やすことは考えていないのか？主管課

の説明を求めるということでございます。私も、質問する以上は生半可ではだめ

なんで、いろいろ調べまして、このデータ（ 質問等一覧（追加分 」１ページ「 ）

の数字）はすべて総務省のホームページで公開しているデータでございます。今

年６月14日の最新データで、北海道から沖縄県まですべて地方自治体のデータが

載っているものでございます。

（ 質問等一覧（追加分 」１ページの）上から順番に読んでまいります。ふ「 ）

るさと納税の平成27年度の実績は総額1,653億円です。金額で前年比4.3倍、件数

で3.8倍と急激に増えており、今や地方自治体の重要な財源になっていると言っ

ても過言ではないと認識しております。昨年度（平成27年度）の納税額で、沖縄

。 。県の実績額は4,500万円でございます これは非常に低い金額だと思っています

県内で１位の自治体は名護市で２億5,700万円、２位は今帰仁村の１億7,700万円

であります。それ以下でも順に、石垣市・大宜味村・竹富町・国頭村が県よりも

多く、4,500万円以上の寄附金を獲得している実態でございます。また、沖縄県

（ ） 、 、の納税額 寄附金額 が前年比1.5倍であるのに対し 金額の母数は違いますが

嘉手納町は前年比182倍、東村は154倍の寄附金を集めています。これには「返礼

品の充実」や「収納環境の整備 、収納環境というのは郵便振込だけではなくて」

クレジットカード払いができるとかそういった形のものです 「使途・事業内容。

の充実」といった各自治体の様々な工夫があると思うが、沖縄県にはこの努力が

足りないように思う。酷な言い方になりますけれども、沖縄県の返礼品は元々魅

力のある物ではありませんでしたけれども、今年度（平成28年度）からはその返

礼品も中止ということであります。この時代の流れに逆行するような取組には疑

問を感じざるを得ないというのが私の個人的な意見でございます。また （ 資、「

料１」41ページの）進捗管理表にふるさと納税を行った実績として書いてありま

す「沖縄都市モノレール駅へのパンフレット設置や各種広報紙への掲載 「県」、

広報番組うまんちゅ広場において、ふるさと納税の取組についてＰＲ」と書いて

ますけれども、ふるさと納税というのは、県外在住者が沖縄県もしくは沖縄県の

市町村に対して納税をする。寄附をするという行為でございますので、県内の在

住者にふるさと納税をＰＲしても全く寄附金の増額には当たらないと考えており

ます。県外在住者に対して、沖縄県はこんな魅力がありますからどうぞ寄附をく

ださいとＰＲするのが本筋のＰＲだと思いますので、この辺のところで主管課の

お考えいかがかということで確認させていただきたいと思います。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

一言申し上げておきますと、あくまでも時間管理の上で、大事な論点を議論し

残してしまわないようにということで、事前の質問・意見等の提出をお願いした

だけですので、いつの時点でも出していただければ、十分目的は達しております
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ので （事前の質問・意見等の提出）はそういう趣旨です。ありがとうございま、

した。

次は、大城紀夫委員お願いいたします。

大城 紀夫委員 はい。内容は最低賃金についてです。

官公庁、県、市町村、国の機関も含めて、今回最低賃金が21円と急激に上がっ

たことがあって、このことがマスコミで企業の声が取り上げられている。私は、

（最低賃金は）法律事項ですから、過去においても最低賃金が上がった分は、施

行日が10月１日であれば、そこから契約金額を変更して、実施をされているもの

だと思っていた。ブラック企業と呼ばれる会社であれば法律を守らないで、契約

変更しないのはわかるんです。だけど、国も含めて県も市町村も、最低賃金を年

度で決めたので変更しないというのは理解できない。

昨年の３月24日に、県知事と経営者協会の会長と私と労働局長が、共同宣言を

したわけです。ここで書かれていることは、沖縄２１世紀ビジョンに含まれてい

る今の沖縄経済の底上げを行政と経営団体、労働組合が一緒に取り組み、そのこ

とによって沖縄経済を高めて、雇用環境を含めて生産性の向上を図りたいという

趣旨なんです。そして、８月23日に知事と労働局長から、働き方改革の要請を受

けました。そしたら、要請されている内容と実際の指定管理だったり、委託契約

している分の最低賃金を守らせるための取組がなされていないというのはショッ

クなんですよ。本来であれば、行財政改革の中で、財政を切り詰めていくことに

ついては頑張っているかもしれません。そこは、２１世紀ビジョンを基本にして

今の行財政改革を進めている。２１世紀ビジョンの中でいうと、労働者の働き方

を含めて、待遇を良くしていく、非正規雇用から正規雇用に変えていく、そして

そのような取組をする企業については、国や県も含めて助成事業をしますよとい

う制度はわかるんです。だけど、契約をする企業が入札するときに （最低賃金、

の引き上げ）を予測してやるべきだというのは筋がとらない。であれば、委託を

する側の行政側も、今年の最低賃金が21円上がるということは、多分10月から予

算編成が入ってくる、そして議会に上程する１月までに、行政側の担当者が21円

上がることが予測できたのかという話になる。行政側、委託をする側が積算根拠

を作っている時に、最低賃金が21円上がる予測がつかないのに、請け負う企業側

が、しかも中小企業が予測できるはずがないんですよ。

記事を見ると、あたかも行政側の責任ではなくて、入札における（最低賃金の

引き上げを）履行することができなかった企業側に責任があるかのように言われ

ているので、それは法令順守の観点からするとおかしいと考えている。もっとい

いますと、消費税の関係でいうと、公正取引をするときに、民間企業も含めて、

大手スーパーに納入する時に、消費税が３％上がるんだけども厳しいので、納入

、 、している中小企業に負担させるというのは 公正取引の違反になってしまうので

摘発対象になる。だから本来であれば、そういったことが当初予算に組まれてな

ければ、今回のこと（最低賃金が21円引き上げられること）が10月１日に出るこ

とが分かっているのですから、今度の９月議会の補正予算を組んで、21円を加算

して、金額を変えて変更契約するのは当然だと思っている。過去にもやってなか

ったこと自体が行政の考え方でいうと、本来は法令順守してないということにな

りますよ。法令違反ですよこれは。行財政改革の本来の目的は、財政を厳しく削

ることではなくて、財政をきちんと整理する中で行政サービスをどう高めていく

かという話になってくる。行政サービスとして本来「公」がやるべきものを民間
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委託をして、施設管理だったり、清掃だったり、そして指定管理者に対して、行

政の運営を任せるための行政の担い手の民間企業に対して、それはないんではな

いか。行財政改革の本来の趣旨をはき違えている気がするので、そのことについ

てきちんと整理してくれないと困りますという考え方なんです。一昨年の公社等

外郭団体の関係でも、法律が守られていないということを指摘しました。それは

公社等外郭団体の中で、再雇用制度が実施されていないということで、そのこと

に対して、法令順守は当たり前ですと、したがって、公社等外郭団体に対しても

再雇用制度の規則改正をさせますと言っていた。今回のこと（最低賃金が21円引

き上げられること）は外郭団体の問題ではないですよ。県庁でいうとその契約を

しているのは、それぞれの部署なんです。病院であれば病院の中の清掃の部分を

どうするのか、それぞれ施設管理をどうするのか、指定管理をどうするのかとす

べての部署にかかわってくることなんです。だから当然に法令順守すべきという

ことを指摘しているので、過去のことは言いませんから、今年の分についてきち

んと直してください。そうでなければ行政改革の意味がないですよ。２１世紀ビ

ジョンにうたわれているたたき台の中で示した案、県が民間企業のそういった雇

用の質を変える時に助成をするといっている。外向けに事業することは大事です

けども、内向けの事業もきちんとやってください。この資料を見てきちんと整理

することができることですから、行財政改革の本旨を忘れないでくださいという

意味です。以上です。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

つづきまして、鈴木委員からお願いいたします。

。 （「 （ ）」 ）。鈴木 和子委員 はい 今日プリント一枚お配りしました 質問等一覧 追加分 ６ページ

前回の懇話会の時に、時間が必要だとか、事前に意見をまとめた資料を出した方

がよいと言ったような気がしますけれども、遅れて申し訳ありませんでした。

多岐にわたっておりますけれども、関連するテーマごとにお話をさせていただ

きます。私は税理士をしておりますので、まず税金関係のことを申し上げたいと

思います （ 質問等一覧（追加分 」６ページ）４番目の実施項目１、県民への。「 ）

情報提供の充実ということで、県民サービスで非常に重要な部分だと思いますけ

れども、この中で税金の情報については、前回（昨年の懇話会）もご提案をさせ

ていただきました。一応、載せていますというふうなお答えではあったんですけ

れども、税の情報に関しては、県それから市町村もそうなんですけれども、地方

税に関しては、納税者にとって非常に情報量が不足しておりますし、探しにくい

状態です。ですので、何が要望なのかということで、もし具体的に想像ができな

いのでしたら、税理士会等との連携を図っていただければありがたいなというふ

うに思っております。私たちは実務家なので、どういうものを調べたいかとか、

どういう情報がほしいかということがあります。その例示として、前回もお話し

しましたけれども、退職所得の住民税の税額票を掲載してもらいたい。すでに掲

載していれば申し訳ないが、調べた範囲ではすぐに探せなかったので。これも前

、 、回も申しあげましたけども ペーパーでは言えば配布していただけますけれども

ホームページには掲載されていなかったんではないかなと思います。

それから、こちら（ 質問等一覧（追加分 」６ページ）には書いていないん「 ）

ですけれども、先ほど実施項目21の新たな自主財源の確保のところで、新城委員

の方から外形標準課税の話しがでておりました。これは、中小企業にとっては、
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例えば過去に大きな赤字があって繰越の欠損金があったとしても、一定の要件を

満たすと多額の税金を払わないといけないというものでですね、なおかつこれの

申告書の作成業務も非常に複雑になっていて、事務負担をかけることになってい

ます。ですので、外形標準課税についてはとても慎重に取り扱っていただければ

と思っております。

それから、企業立地、産業集積の観点からということで、資料（ 質問等一覧「

（追加分 」６ページ）の３番の事務の迅速化・効率化、それから、情報をワン）

ストップで提供するためにということで、４番目の実施項目１のホームページの

活用ですね、それから、例えば経済特区とかございますけれどもそれを管理する

管理団体については、実施項目２の指定管理者制度の充実ですね。そして、６番

目の実施項目４に公社等外郭団体ということで、クラスター形成のために沖縄科

学技術振興センターとかあがっておりますけれども、それから実施項目24の埋立

事業（中城湾港新港地区）にありますが、沖縄は経済特区の制度というのは全国

に先駆けて本土復帰した年から第一次振興計画の時から存在しているんですけれ

ども、実際には経済振興計画というのはなかなか望んだような産業集積ができて

いない状況で、それがなぜできていないのかというのが様々な要因がありますけ

れども、情報提供、ワンストップサービスに関連しては、ホームページであった

りとか指定管理者についても、ただ施設の管理だけではなくて、運営面での起業

者に対する積極的なサービスであったりというのが不足しているのではないかと

かですね。それから、他の外国のワンストップサービスとを比較しますと、非常

に行政効率が日本の場合は悪いということで、行政の事務負担があまりにもある

ので、進出するときにためらってしまう、手続の簡素化であったり免除であった

りとかですね、そういう面での事務の効率化というのが非常に必要になります。

それを支援するために指定管理者が重要な存在なんですけども、そこまで機能し

ていないような気がいたしますので、運営の内容についてもう少し踏み込んでい

ただければと思います。

関連して、実施項目24（埋立事業）の中城湾港について、先ほどの事務局の説

明の中で、企業支援サービスを行うことを検討しますと言われておりましたけれ

ども、これが実際大事なことなんです。具体的にどういうサービスを考えていら

っしゃるのかを教えていただきたいと思います。

また、いろいろ細かいところは （ 質問等一覧（追加分 」６ページ）７番の、「 ）

（ ） （ ）実施項目10 総務事務の効率化及び集中化 とか実施項目11 事務事業の見直し

の財政効果の件については、旅費に関して法人契約の限定運賃にしましたという

ことで、それ以外の運賃も検討していますということで、安い運賃を使うことの

努力をされようとしているかと思うんですけれども、具体的にはどういう検討を

されているのかと、それから、実施項目11も同じように、文書配送業務というの

があがっておりますけれども、具体的にはどういうものなのか、誰に対するもの

なのか、費用規模がどのくらいであるのかっていうのを教えていただければと思

います。以上です。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

そのほか、本日事前にいただいている質問・意見等の中で、田中委員と城間委

員からもいただいておりますが、今日ご欠席ですので、事務局から内容の説明を

お願いいたします。
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事務局 それでは、田中委員と城間委員が欠席しておりますので、質問・意見等を照会

( ) したいと思います。真鳥行政管理課長

（ 質問等一覧（追加分 」の）４ページになります。田中委員の質問として、「 ）

実施項目２の指定管理者制度に関する運用の強化で、質問①、那覇市内の指定管

理者業務委託の際、指定管理料の何％を人件費と設定されており、明確な金額設

定がされておらず、指定管理者の裁量とされており、運営する中で必要な人員配

置基準や有資格者を確保できるような積算をされていない現状も見受けられる

が、沖縄県の指定管理者事業委託費の中では、指定管理者業務の人件費に関する

積算根拠を設定しているか。質問②、指定管理者制度の運用の強化を図る上で、

市町村行政が実施している指定管理者制度への指導監督は行っているのか。行っ

ている場合、どのような内容や体制になっているのか。以上２問でございます。

つづきまして （ 質問等一覧（追加分 」の）５ページの城間委員ですけれど、「 ）

も こちらは意見 コメントとして 平成27年度市町村関連分野では 実施項目11、 、 、 、

の事務事業の見直しを除いた、その他項目での取組結果は「順調」とされている

ことから、その取り組みについて評価いたします。また 「やや遅れ」となって、

おります事務事業の見直しにつきましては、対象事業の進捗管理や市町村との連

携及び情報共有を密にするなど、引き続き取り組んでいただきたいと思います。

以上でございます。

佐藤 学会長 はい。ありがとうございました。

ではこのあとの議事進行についてお話いたしますと、この後まず、今いただき

ました９名の委員の皆様からのご質問、ご意見への回答を（事務局から）いただ

きます。そのあとで、これらの質問及び回答係る項目について意見交換をしたい

と思います。それが終わりましたら、場を開いて自由な形での意見交換、議論と

いうことをしていくという形でございます。よろしいでしょうか。

、 、 、 。では 今までのところに関しての回答 対応等 事務局からお願いいたします

事務局 それでは、横長の資料（ 質問等及び回答一覧 ）の方でかいつまんで説明い「 」

( ) たします。真鳥行政管理課長

まず、最初の大城郁寛委員の実施項目11事務事業の見直しのご質問についてで

すけれども、こちらの中で、年次ごとの計画があるのかというご質問について、

実は、第７次沖縄県行財政プランの冊子の中に入っておりまして、お持ちでした

ら、その64ページになるんですけれども、64ページが総括になっておりまして、

全体の件数があります。そして、65ページ以降に県の各部局ごとに年度ごとの事

務の見直しの計画がそれぞれありますので、これをベースにして、毎年度の進捗

状況を管理しているということになります。つづきまして 「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か」についてですけれ

ども、先ほどお話ししました事務事業の数を管理しておりまして、どちらかとい

うと、事務事業の額で反映されていないような事務もありますので、あくまでも

事務の進捗状況で評価しているというところでございます。

それから（ 質問等及び回答一覧」１ページ）②の実施項目21の新たな自主財「

源の確保について、ネーミングライツの現状ということで、新城委員との質問と

も関連するかと思いますのでまとめて回答します。ネーミングライツの取組は、

いつまでに何をするのかという具体的な計画はないのですけれども、次年度いっ

ぱいまでということで取り組んでおりまして、概ね各部局の意見を聞いて、２か
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所ほどに絞り込みをかけておりまして、年度内には公募の作業まで行きたいとい

うことで進捗しているところでございます。

資料の２ページ目、実施項目24の中城湾臨海部土地造成と中城湾港マリン・タ

ウンの二つについてですけれども、まず、中城湾港についても、プランの中で年

度ごとの目標値というのが定められております。中城湾港については、３haずつ

売却していくという目標を立てておりまして、中城湾港マリン・タウンにつきま

しては、これも単年度ごとに計画を立てております。こちらプラン冊子の138ペ

ージにございます。

事務局 こんにちは、財政統括監の池田と申します。

( ) 「質問等及び回答一覧」の２ページの④、実施項目25（県債発行の抑制と金利池田財政統括監

負担の軽減）について、県債発行の抑制ということで、プランの中に「通常債の

毎年度発行額は概ね210億円以内」と記載をいたしてございます。大城郁寛委員

から、毎年の県の財政的なやりくりについてとのお話がございましたが、これに

つきましては、あえて自らを抑制しているといいましょうか。過去、行革が本格

的に始まる前におきましては、県単ハコ物の整備というのがかなり行われた時期

があります。その際には、通常債は約300億円近くの金額になっておりました。

その償還についても金額が大きかったものですから、平成12年度の沖縄県行政シ

ステム改革大綱の際に、県単のハコ物抑制といった行革の実施項目に合わせまし

て、県債残高の抑制ということで概ね250億円以内と設定いたしまして、どちら

かといいますと、県自ら県債の発行を自制していこうとで250億円以内というこ

とで始まったものでございます。それで、この250億円をその次の行財政改革プ

ランでは、さらに１割程度抑制をしまして230億円、でそれをさらに現在のプラ

ンではさらに抑制をしまして210億円以内ということで、自ら通常債をできるだ

け発行しないようにしておこうと、それから、起債を発行するような県単の事業

につきましては、できるだけ平準化をしていこうという取組の一つの、自らを抑

制する圧力として、毎年度発行額を抑えていくということでございます。

それから、金利関係で、現在の金利の動向それから将来の金利動向を踏まえて

有利に起債の借入れ、借換え等を行っているかとの質問でございますけれども、

金利自体については、借入れ、借換えの際に銀行等と交渉を行って金利等を決め

、 、 、いているわけですが これまでどちらかといいますと ５年で借換えをするとか

10年で借換えをするような発行が多かったわけですが、現在のゼロ金利、マイナ

ス金利等を踏まえますと、ある程度長期の、現在の金利がどちらかというと底に

近いのかなというところも少しみているところもあるものですから、平成26年度

からは、20年債という長期の借入の起債を発行しているところでございまして、

その時々の金利と将来の金利の動向をある程度みた上で、その時々で借換えもあ

る程度できるように５年の借換債、10年の借換債、それから20年の起債といった

ものを組み合わせて行っているというところでございます。以上です。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

最初にまとめて委員皆様へのご回答をしていただこうと思ったのですが、おそ

らく簡単に今ご質問いただいた大城郁寛委員から、ここで回答が十分であったの

かどうか、足してもらうべきことはあるかどうか、今ご指摘されるべきことがあ

れば今していただいた方が良いと思いますので、お願いいたします。
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大城 郁寛委員 （事務局の回答は）よくよくわかりました。

ただし、一つコメントしたいんですけどね。例えば埋立事業における土地造成

地の売却推進ということで、行政改革ということからするとやはり、やり方を変

えるとか、工夫するとかというようなことが求められると思うんですよね。これ

（資料）みると、努力するということで、そのとおりとても大事なことなんです

けれども、毎年努力してこれくらいできますということは、別のところで扱って

ですね、行政改革の中に持ち込んでくると、かえって県の皆さんが苦労するんじ

ゃないかなという感じがするんですよね。例えば、土地造成地の売却推進につい

て、もう県で売るのではなくて大手不動産会社に委託するというような形で、よ

り効率化するというのであれば、行政改革の範疇の中に乗っかってくると思うん

ですけれども、毎年度頑張りますということであれば、頑張っていただくことは

とても大事ですので、促進していただきたいんですけれども、ここ（プラン）に

載っけていく必要はないのかなというような感じがしました。

これは、未収金の回収についても、各部局で未収金の回収が必要なようなんで

すけれども、各部局で頑張りますというのであれば、頑張ってもらうとして、行

政改革に載せるんであれば、例えば部局をまたがった特設チームを作ってそこで

やっていますとかですね、こういったやり方を変えるということが必要なのでは

ないのかなと資料等を読んでいて思いました。以上です。

佐藤 学会長 はい。わかりました。

安里 哲好委員 同じ関連でございますけれども、埋立事業による土地造成地の売却推進の話が

ございまして、大きさがどのくらいの大きさかちょっと想像がつきませんけれど

も、やはり担当課だけでやるのは、かなり大変な事業じゃないかなと推測するわ

けですね。私自身も広報とか販売ルートをどうしているのかなと感じたところで

すけれども、今、民間委託とかそういう話もありまして、住宅用地の分譲という

のでしたら比較的身近な問題ですけれども、企業の誘致とかそういうところにな

ってくると、かなり大きくなってくるようで、果たして、老婆心ですけれども、

行政の方々がそこまでの事業というのかビジネスというのが展開できていくのか

なと、10年計画とかそういう感じでしたら話は別ですけれども、ただ投資価格を

負担していますから、これを償還していかないといけないという背景は十分把握

はしておりませんけれども、同じように感じました。以上です。

佐藤 学会長 はい。ありがとうございました。

少しまとまった時間で、あとで議論をいたそうと思いますので、まず回答をい

ただいたうえで、質問していただいた委員から、追加で必要なこと等をご指摘い

ただいて、今のお話、議題は非常に大きな問題で、要するに行政改革あるいは行

政の進捗を図るということが何を意味するのか、行政の役割としてどうなのかと

いう非常に大きな議論ですので、またあとでまとまった時間に、議論する時間に

回したいと思います。よろしいでしょうか。ではそのような形で続けて、事務局

からの回答をまずいただいて、委員から何か補足等必要があったらご指摘いただ

いてという形で進めた上で、一旦とにかくこれらの質問に関して、ご意見に関し

、 。ての事務局の回答をいただいた上で それの後の段階で議論をしたいと思います

ということでよろしいでしょうか。

では、次の前田委員からのご質問に関しての回答をお願いいたします。
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事務局 （ 質問等及び回答一覧 ）３ページの前田委員の回答をかいつまんでご説明「 」

( ) いたします。真鳥行政管理課長

まず、①実施項目24、中城湾港マリン・タウン特別会計のＭＩＣＥに関連した

進捗状況ですけれども、平成27年11月に施設所管課に対してＭＩＣＥ対象土地の

評価額を通知して、土地の有償所管換えを予定しているということで、県の分譲

用地は、全体で93.41haあるんですけれども、そのうちの91.02haを分譲すること

になるということで、実質県の分譲用地というのは、住宅用地ブロックの一部

2.39haのみということです。関連して、ＭＩＣＥの環境整備ということですけれ

ども、こちらは平成32年度の供用開始までに、複合商業施設であるとか宿泊等の

、 、 。誘致ができるように 環境 条件整備を取り組んでいるということでございます

それから、②の実施項目15、２１世紀ビジョンの実現に資する人材育成、これ

はＭＩＣＥに関してですけれども、大きく分けまして、ＭＩＣＥ誘致とか人材育

成の誘致関係ですね、これについてはＭＩＣＥ振興戦略の策定に、今年着手する

ということで取り組んでいると、一方、県職員そのものの職員の育成も必要だと

いうこともございまして、国際戦略推進人材育成事業というのを実施して、職員

の人材育成にも取り組んでいるということでございます。

つづきまして （ 質問等及び回答一覧 ）４ページの新城委員の質問ですけれ、「 」

ども・・・

佐藤 学会長 あの。ひとまずここで、前田委員からの今のご回答で何か。先ほど追加でお話

がありました、コンペティションがどのような形で実現、実施というかたちにな

るのかというのを、今できる限りの回答が必要かと思うのですけれども、ほかに

何か追加でございましたら、前田委員からお願いできますか。

前田 貴子委員 はい。先ほど、報道されていたコンペティションの経過がどういうふうに、デ

ザインにミクスチャーされていく予定なのかということと、ＭＩＣＥ施設の2020

年の供用開始までには、周辺環境も同じような感じで整うというスケジュール感

と受け取っていいのかということですね。

事務局 観光整備課の前川です。

（観光整備課） ＭＩＣＥ単体では、周辺に宿泊施設やショッピング、あと飲食施設が必要だろ

うということで、今年度、まちづくり策定委員会を立ち上げまして、与那原・西

原両町長、関係部局、まちづくりの専門家等によりまして、現在策定中でありま

す。そのまちづくりビジョンの策定のヒントとなればということで、今回15作品

の中から、最優秀賞、優秀賞３点ということになったのですけれども、あくまで

もビジョンと切り離した段階で、何かキラリと光るヒントとなるものがあれば、

、 、それを参考にしながら ビジョンを策定していこうという趣旨でありましたので

必ずしも今回の作品をもとにまちづくりをするということではございません。確

かに、平成32年度に供用開始ということなんですけれども、それに向けて誘致活

動もございますので、それまでに宿泊であったり飲食の整備をやっていきたいと

考えております。

佐藤 学会長 よろしいでしょうか。

では、つづけて新城委員からの質問、ご意見に関してのご回答をお願いいたし
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ます。

事務局 （ 質問等及び回答一覧 ）４ページの一点目の（実施項目１）県民への情報「 」

( ) 提供の充実ということですけれども、これまで広報誌それから広報テレビ番組で真鳥行政管理課長

制作する段階で、県の施策を分かりやすく紹介するように担当課と調整してやっ

ているところです。県政出前講座につきましては、下半期にコンビニ、スーパー

等にポスターチラシ等を掲示する。これは県とそういったスーパー等と包括連携

協定を結んでおりますのでそれを活用するということであります。

それから、実施項目３、市町村への権限移譲の推進ですけれども、市町村にお

いて、人材の確保、組織体制の整備、それから特に規模の小さい離島町村おいて

は、市町村での単独での実施が非効率であるという問題があるということがござ

いまして、そういった市町村に対しては、説明会や交付金を交付するとか、移譲

する事務ごとの固有課題がないかの検討を行ってやってきているところです。

つづきまして （ 質問等及び回答一覧 ）５ページの実施項目21（新たな自主、「 」

） 、 。財源の確保 なんですけれども ネーミングライツは先ほどお話したとおりです

基金の運用改善ということなんですけれども、これは実際に運用している金融機

、 、 、関等との意見交換を行ったところ 現在 金利を取り巻く状況が非常に厳しいと

日銀によるマイナス金利導入発表に伴って、金利が非常に低下していて、現時点

、 、では 債券による運用が一概に有利とはいえないという状況もあるものですから

引き続き市況を注視して、安全で有利かつ効率的な運用方法について情報収集し

ていきたいということでございます。

事務局 はい （ 質問等及び回答一覧」の５ページの③）外形標準課税と中小企業と。「

( ) の関係についてお答えいたします。池田財政統括監

法人事業税の外形標準課税の拡大につきましては、応益性の強化や税収の安定

化に資することから、長年、全国知事会としまして国に求めてきたものではござ

いますが、一方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

全国知事会におきましても 「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

であると提言を取りまとめてございます。この提言につきましては、今後、国に

要請する予定と聞いておりまして、平成29年度の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 と申しますのも 昨年の平成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」と明記されているところでございます。以上でご

ざいます。

事務局 つづきまして （ 質問等及び回答一覧 ）６ページをお願いします。新城委員、「 」

( ) の）下地島空港特別会計についてのご質問ですけれども、今、下地島空港につい真鳥行政管理課長

ては、周辺用地を含めて利活用ということで、４つの事業があがっております。

その中で、プライベートジェット機について、本格的な国際線等の旅客施設の整

備、運営を実施するという計画もございますので、既に宮古島には空港もござい

まして、地域圏域の効果、宮古圏域における航空行政の大きな政策転換というこ

ともありますので、それを含めて慎重に検討を行っているということでございま

す。
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それから、平良委員の・・・。

佐藤 学会長 少々お待ちください。新城委員、今のご回答でよろしいでしょうか。

いくつかいただいた中で何か。

新城 恵子委員 一点だけ。下地島空港の利活用のことなんですけれども、利活用の案は分かり

ました。ただそれがなぜ遅れたのかということだけ教えていただけますでしょう

か。

事務局 利活用につきましては、今、４事業を選定しておりまして、その中で、先ほど

（空港課） ご説明があったんですけれども、当初プライベートジェットということで、計画

をあげてこられました業者が、国際線のターミナルの方も運営したいと、大きな

計画の変更がございまして、私どもとその企業と、他の企業もいるんですけれど

も、慎重に、詳細に調整をしているところでございまして、できるだけ早めに解

決をしまして、公表したいと考えているところでございます。

佐藤 学会長 よろしいでしょうか。

、 、 。では 次に平良委員からのご意見 ご質問についての回答をお願いいたします

事務局 はい。平良委員の質問ですけれども （質問等及び回答一覧」６ページ）実施、

( ) 項目19未収金の解消の中の生活保護費・児童手当返還金についてでございます。真鳥行政管理課長

まず生活保護費についてですけれども、今ご質問のあったような入院中の案件

ですけれども、まず保護を受けている方については、生計の状況とか居住地など

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ますので、

適切に行ってくださいということで各福祉事務所から説明等を行っているところ

。 、 、です 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て

個々の状況に合わせて適切な助言を行うという観点から、両面から取り組んでい

。 、 、きたいということでございます それから 児童扶養手当についてですけれども

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という事実が

あった場合には継続受給が可能ということですので、現時点では、そういった返

還金が発生しているという事例はないということでございます。

それから、実施項目11（事務事業の見直しのうち）女性の健康支援事業につい

てですけれども、これについてはこれまでの取組以外にも、直接若者に接する高

校の教諭等を対象にした研修会だとか、協力できる市町村や少年サポートセンタ

ーに名刺版のカードを作って配布したりということでございます。ひきつづき県

の媒体とかマスコミ等を利用してやっていきたいということでございます。以上

です。

佐藤 学会長 平良委員よろしいでしょうか。はい。

、 、一点伺いたいことがございまして 今の実施項目11の事務事業の見直しついて

（「 」 ）「 」 、資料１ 21ページの 検証 のやや遅れとなっている理由なんですけれども

「プラン策定後の社会状況の変化等（女性の健康支援事業等 」とあるんですけ）

ど、この社会状況の変化というのは、どういうことなのか。事業の中身に関して

社会状況はどのように変化したのでしょうか。
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事務局 もともと、実施項目11の事務事業の見直しの中の当該事業については、縮小し

( ) ようという考え方だったのですけれども、実は少子高齢化とか人口増加計画とか真鳥行政管理課長

縮小とは逆の方向に向いてきているものですから、事業の見直しとしてやったも

「 」 。のを方針転換になるといった意味での 社会状況の変化 ということになります

佐藤 学会長 要するに、見直しをしていくということがそうではなくなったとうことでしょ

うか。分かりました。

ありがとうございました。この資料だけではわかりにくかったものですから伺

いました。ありがとうございました。

横長の資料（ 質問等及び回答一覧 ）で記載されている分に関しては、今ま「 」

でのところで回答いただきました。

次に、縦長の方（ 質問等一覧（追加分 ）の質問事項についての回答につい「 ）」

てお願いいたします。

まず、小林委員のご質問ご意見に関しての回答をお願いいたします。

事務局 小林委員のふるさと納税に関連する質問にお答えいたします。

( ) 都道府県を比較いたしますと、沖縄県は47都道府県中、19位となってございま池田財政統括監

す。委員のご指摘のように県内の市町村と比較をしますと実績としては少ないも

のがございますが、都道府県の比較においては19位となっているところでござい

ますけれど、県内の各市町村もそれぞれその市町村の特産品を返礼品とすること

で、ふるさと寄附金の募集に取り組んでいるところでございますので、県と市町

村が競合するというのは望ましくないのかなというところがございます。それか

ら総務省からはふるさと納税は経済的利益の無償の供与であると、そういった寄

附であることを踏まえて趣旨に反するような返礼品を送付する行為は自粛すべき

。 、ではないかというような通知も出てございます そういったことを踏まえて現在

控除下限の２千円を上回る返礼品は廃止をいたしてございます。現在は1,300円

の１日乗車券を進呈しているところですけれど、県としましてはこれまで広報と

しまして、那覇空港のスカイビジョンでありますとか、テレビ等でやってきたと

ころでございますけど、今後、インターネット等を活用した収納環境の利便性の

向上、委員ご指摘のように県外向けのＰＲといったことについても検討をしてい

きたいなというふうに考えております。以上です。

佐藤 学会長 小林委員よろしいでしょうか。

小林 文彦委員 返礼品が過度にならないようにという意味は、換金性が高いもの、例えば電化

製品であるとか、そういったものを出さないようにという総務省の指導であって

２千円以上のものを出してはいけませんという指導ではないと私は思っておりま

すけれども、例えば首里城公園とか海洋博公園とか、例えば市町村とダブらない

ようにとするということであれば、美ら海水族館の入園券を返礼品とするとか、

そうするとそれによって観光客も、来てくれる客も増えることになりますし、入

場者数も増えるということ、また美ら海水族館であれば、それまでの利用のレン

タカーなども増える訳です。そういった形でとりあえず市町村とダブらないとい

うことであれば市町村でカバーしていないところ、例えば返礼品を出していない

市町村もございます。例えば波照間とかですね、そういったところの県産品をで

、 、 、すね 県で取り上げてその波照間の泡盛を返礼品にして それを飲んでもらうと
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飲んでもらってよければまたそこから需要が出てくるということも考えられます

ので、まず市町村とダブらないようにするという意味であれば例えばマンゴーや

パイナップルは東村でやってたり石垣市でやってたり、いろんなところで出して

おりますから、そうしたものは重複すると市町村の税収を吸い上げることになり

ますので、そことはダブらないところでうまく返礼品を考えながらやっていかれ

ればよろしいんではないかというふうに思います。

私もふるさと納税、積極的に利用しております。そういう意味でここに書いて

おりますとおり私もここまで増えると思ってなかったんですけど、前年比で金額

で4.3倍 1,600億円ということで 一番多い自治体でいうと 宮崎県都城市が2,880、 、 、

億（※後ほど訂正で約42億３千万円）という寄附金を頂いております。一市町村

だけで。やっぱりこれだけの財政効果があるというふうに考えれば、もう少し積

極的に前向きに取り組まれてもよろしいんじゃないかなと思ってるんですが、ど

うでしょうかね、県の施設の入場券とか、そういったものであれば市町村とカブ

る訳でもございませんし、そういった形で少しずつ。

それと収納環境の整備、今、県の方では美ら島ゆいまーる寄附金ということで

県のホームページから電子申請サービスを使って寄附をする仕組みとなっており

ますけれども、例えば今、万人が使っているふるさと納税のポータルサイト、具

体的にはふるさとチョイスとか色んなポータルサイトございますけれど、東村な

んかそことリンクしています、そことリンクしてポータルサイトから直接クレジ

ットカード払いで寄附ができるようになっておりますので、その辺もわざわざ沖

縄県のホームページにこなくても、皆さんが見るようなポータルサイトから郵便

振替の手数料もなしでクレジットカード払いできますよという形でやっていけば

少しずつ税収もあがっていけるんじゃないかというふうに思いますので、あまり

保守的にならずにですね、意識を切替えられてこうやられたら、これ確実に税収

のアップになります。返礼品の購入費とかはもちろんあるでしょうけど、費用は

かかるんですけど、確実に税収のアップになると思いますので、生活保護者に一

生懸命通って未収金をやるという形でなかなか効率の上がらない未収金の回収よ

りはむしろ新たな税収としてこれをもう少し積極的に考えられた方がいいんじゃ

ないかというふうに思っております。

佐藤 学会長 はい、ありがとうございました。続きまして今のふるさと納税に関しては、時

間がございましたら後でまた議論したいかと思います。

次、大城紀夫委員からのご質問、ご意見に関しての回答、今の段階でお願いで

きますでしょうか。

事務局 大城委員からの最低賃金改定に伴う契約変更について意見がございましけど、

( ) 趣旨は年度初め、通常４月とか５月に行っている契約について、今回10月に最低池田財政統括監

賃金が改定されたことに伴って、契約金額を見直しできるような取組ができない

のかという趣旨かと思いますけれど、現在の県の契約上、すぐに最低賃金が改定

されたことによって契約金額を見直すということは、現在の契約上は難しいのか

なと思っておりますけど、委員の今回の意見等を踏まえて、少し課題として受け

止めさせて頂きたいなと思っております。

佐藤 学会長 大城紀夫委員よろしいでしょうか。
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大城 紀夫委員 そういった回答が来るだろうと思って、私の質問書のところに沖縄県財務規則

の抜粋を載せてあるんですよ。契約書の作成にあたってこういった項目を入れな

いといけないという条項があってね、11番目のところに価格等の変動若しくは変

更に基づく対価又は契約内容の変更に関する事項がある訳でしょ。とするとさっ

き言ったみたいに皆さんが委託契約だったり指定管理する時に積算根拠の人件費

を本来計算していると思う訳ね。そうすると、人件費の計算が皆さんのいうのと

違う加味しないものでなければ、この契約書の項目でいうと、11項目を本来うた

ってないといけないわけね。もうひとつは、ほとんどの契約書の中に契約結ぶと

きに、甲乙疑義が生じた場合について協議することになっている訳ね。そうする

と本来この委託を受けた清掃会社の方がマスコミが言ってるように最低賃金上昇

分をかぶるのが難しいので、契約変更して欲しいと疑義の申し出があった場合に

甲乙協議しないといけない訳だ。そうするともうひとつはその公正取引の規則で

、 、言うと 社会経済情勢の変化に合わせてそれはやらないといけない義務があると

書いてある訳ね。これは、公民問わず、公民同士の契約であろうが。そうすると

この21円っていうのは結構大きな金額になるんですよ。マスコミ報道にもあるよ

うに年間数百万円の負担が出てくると言ってる訳。

だから、皆さんの県の財務規則からしても、契約書の中身からしても皆さん協

議しないといけないんですよ。今の契約書の中身ですらこうである。民間の会社

から困ってるんですよと負担が厳しいんですよと年間通して数百万円負担がくる

んですって言ったら変えないといけないんです 「契約書を変える必要はないん。

です」と、そういう時に皆さんが言ってくるのは 「年間予算は単年度主義なの、

で、できない」と、そうすると、だから補正を組むべきではないですかというこ

。 。 。となんです 検討する余地なんてないんです 契約書と財務規則の関係でいうと

佐藤 学会長 今の段階でどのようにどこまで回答いただけるのか。何か議論が詰められるの

か、見通しをいただけますか。

事務局 具体的に、個別の契約書が手元にないので、個別の契約書の規定の内容等も踏

( ) 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よう池田財政統括監

なものなのかどうなのか、このあたりのことも少し勘案をしまして、契約金額と

いうものは人件費、材料費等々あろうと思います。で、この中身として人件費と

してはこういうところもあろうかと思いますけれど具体的な契約の内容を見て初

めてお答えが出来るのかなと思っておりますので、この場では課題として受け止

めますということでしかできないかなと。大変申し訳ないのですが。

佐藤 学会長 大城委員よろしいでしょうか。次に鈴木委員の質問、意見について回答をお願

いいたします。

事務局 （ 質問等一覧（追加分 」６ページの）まず１番目の財政効果の算定方法、「 ）

( ) 推進が順調あるいは達成しているもので、財政効果の記載がないものはどのよう真鳥行政管理課長

に判断すべきかというご質問についてですが、個別に先程のように例えば事務事

業の数で目標を立ててたりとかございますので、それぞれの目標で一部はそうい

った目標ではなく取組でやってるものもあるものですから少しその辺難しいとこ

ろはあるんですけども、今回プランの中で全て財政効果に反映して評価できるも

のではないものですから、その都度その都度目標の数字があるものについてはそ
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のような評価をしているということでございます。

２番目の業務や事務の効率化を進めた上で移譲交渉しているかというところな

んですけど、移譲にあたっては事務の内容を整理した上で事務処理にあってのフ

ロー図や処理時間、そういったものを効率的になるように見直して、必要に応じ

てマニュアル等を整備した上で市町村に提示して、事務移譲するということでや

っております。

あと４番目の税金の話なんですかね。ホームページの活用。

事務局 税務課の千早と申します。よろしくお願いします。

（税務課） 鈴木委員からのご質問（ 質問等一覧（追加分 」６ページ）の中で、４番目「 ）

の一番下の段の退職所得の住民税の税額票を掲載してもらいたいということと、

ホームページの充実、それと実施項目19の３段目特別徴収の徹底について、私の

方からお答えをさせて頂きます。

まずホームページの充実については、基本的に実施をしていく方向で進めたい

というふうに考えております。基本的には個人県民税については賦課徴収を市町

村の方に委任をしてやっていただいておりますので、直接的には県の方にはない

んですけど、ホームページの充実の中で先程からいろいろ出ているように県民に

分かりやすい情報提供をという形で掲載していければというふうに考えておりま

す。

それから特別徴収の徹底については、去った８月12日に県と41市町村全てで構

成する地方税連絡会議というものを結成しておりまして特別徴収の一斉指定につ

いて平成29年度から実施をするという形で取組宣言をさせていただいたところで

す。住民税の特別徴収については、全国的にも一斉指定の流れがありまして、本

県においても次年度４月に向けて取組を進めているという状況であります。以上

です。

事務局 続きまして （ 質問等一覧（追加分 」６ページ）の５番の指定管理者制度の、「 ）

( ) 部分について、現在指定管理者を公募する時に施設の管理水準を定めた業務仕様真鳥行政管理課長

書を提示しております。その中で特に植栽管理の水準とか、先程のお話とはちょ

っと違うかもしれないんですけど、一部課題となっている労働条件とかの話もあ

りますので、事業計画書に明記させて、労働条件については適切に配慮すると、

それと施設サービスの質の低下ですね、この辺単なる価格競争ではなくて事業計

画書の全ての項目を評価する総合評価方式で指定管理者を選定しているところ

です。

、それから６番の実施項目４の公社等外郭団体の情報開示についてですけども

こちらについては県のホームページで委託事業に係る随意契約の状況であると

か、財務諸表を含んだ概要調書を公表しています。これは、県のホームページ

です。また、公社によっては、それぞれの公社のホームページでもって事業実

績を公表しているという事例がございます。

それから実施項目10の総務事務センター移管後の効果なんですけれど、まず

総務事務集中化によってですね、人的な面では各部で処理していたものを一元

化しますので、人的に定数を削減できたりとか、あとは一元化することによっ

て取扱が統一されてミスが少なくなるとか、そういった効果がございます。

それからもうひとつの法人契約限定運賃以外の運賃ですが、今現在は法人契

約によって効果が出ているんですが、今年からは株主割引運賃も導入しており
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ます。

それから実施項目11の事務事業の見直し、文書配送業務なんですけど、こち

ら本庁と出先機関との間の文書の配送業務になっております。費用規模ですけ

れども、現在北部と本庁との間で約240万円、あと中南部については約320万円

となっております。

それから実施項目19の未収金の解消の部分なんですけど、県営住宅20年経過

不法行為の件数なんですけど、こちら損害賠償金が平成26年度が約７千万円、

平成27年度が約２千万円 合計約９千万円を不納欠損済であります で 平成28、 。 、

年度には、20年を経過するものが26件、3,300万円ありますのでこれらを不納欠

損処理する予定でございます。以上です。

佐藤 学会長 鈴木委員の質問に関する回答としては、これでよいでしょうか。鈴木委員何

か追加でございますでしょうか。

鈴木 和子委員 ホームページのところは、税金のところをお話くださいましたけれど、情報

を提供してくださるというところでしたけど、本当はちょっと具体的にどうな

さるのかをお伺いしたかったところです。で、是非税理士会との連携をやって

いただければなと思っております。

税金以外のところでのホームページなんですけど、ちょっとここお答えいた

だいていないので、実施項目１（県民への情報提供の充実）ですが、更なる充

実がホームページの更新と書かれていたので、更新だけで更なる充実になるの

かなと思いましてですね、あと更新をどのくらいの頻度で行うのか、私たち税

金関係だと改正とか変化が大きいのであまり古い情報が載せられていても困る

ものですから、これも県政情報のところだけでなく、経済特区関係のところと

か、税金に関してはサイトがバラバラになっている部分もありますので統一し

て更新をタイムリーにしていただければというふうに思っております。

それと、大城委員のところで中城湾港のところがありましたけど、これ後の

方で。

佐藤 学会長 今追加で、新城委員からも情報提供については、お話がありまして、県とし

て例えばホームページの使い勝手の良さをモニターで何か誰かに頼んでやって

いるということはあるんでしょうか。一般県民が必要な情報をどのくらいで取

れるのかとかいったこと、あるいは税関係や企業の方たちがどのくらいのクリ

ックをすると必要な情報が取れるのかというような消費者モニターのようなも

ので、ホームページの使い勝手の良さを図っているとか、そういったことはな

されているんでしょうか。

事務局 まず佐藤会長からのご質問ですが、現在の沖縄県のホームページは平成25年

（広報課） 度にリニューアルいたしまして、アクセシビリティといいまして、高齢者や障

がい者なども含めた全ての人々によるウェブサイトへのアクセスのしやすさに

ついて、平成26年度に業務を委託してチェックを行い、改善に努めているとこ

ろです。で、平成26年度に経営コンサルトにより、47都道府県のホームページ

を評価してもらったなかで、沖縄県が１位をとったという実績もございますけ

れど、今ご指摘のように消費者モニターという形でアンケートをとったりはし

ていませんので、持ち帰って検討したいと思っております。
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続きまして鈴木委員からのご質問ですけれども、更なる充実とはページの更

新だけか、更新の回数制限があるのかというご質問でございますけど、更新回

数については制限は設けておりませんで、広報課としましては、ホームページ

のトップページを管理しておりまして、先程申しました全ての人が使いやすい

ように具体的に何をしてるかといいますと、障がいをもっている方でも音声読

み上げソフトを使えば情報を得ることができるという観点から作業を行ったり

ですね、あと熊本地震ですとか、防災情報を防災危機管理課と連携を図りなが

ら逐次情報をアップしたりとか。あと、県政の動きとしまして、知事三役の動

きを画像で紹介する知事フォトギャラリーや県政トピックというのを設けてお

りまして、あとワシントン事務所や富川政策参事の沖縄経済ニュースとかいう

のをトップページに掲載して、できるだけ新しい情報を県民の方に知っていた

だいて県政の方向性について情報提供に努めているところです。

また、各課管理のページで横断的に探しにくい分かりにくいというご指摘で

すが、こちら平成26年度から、組織で探すと担当課が分からないと情報にたど

りつけないということもございまして、暮らし、福祉、医療、環境などのジャ

ンル別に掲載できるように、親ページの設定と具体的には言うんですけど、そ

ういう設定について各課に文書で修正をお願いしているところですけど、こち

ら平成28年度上半期も行っているところですので、組織で探すのではなくて、

ジャンル別で検索しやすいような形でトップページを整理して参りたいと考え

ているところでございます。以上でございます。

、 。鈴木 和子委員 実施項目11の文書配送業務で 本庁と出先機関との間の費用だと伺いました

それであればと思ったんですが、今システム化がどんどん進んでいるというこ

とでサーバーとかもクラウドサーバーのことかなと思っていたんですけど、ペ

ーパーレスで情報交換するという方向にはなってないんでしょうか。

事務局 基本的に公文書などはどうしてもペーパーになっておりますので、ペーパーレ

( ) スで調査照会等も行っているところなんですが、本庁と出先の間で色んな物のや真鳥行政管理課長

りとりがありますのでそれについては、物の運搬ということでやっているとこ

ろです。

鈴木 和子委員 ペーパーレス化が進めば改善されるのかなと感じました。以上です。

佐藤 学会長 はい、よろしいでしょうか。

この後の30分ほどを、今までの論点を改めて検討する時間に充てたいと思いま

す。埋め立て地の売却に関して、県としてどのような改善が可能か、行政として

何ができるのか。MICEについて、県全体としてどう取り組めるのか。昨年度も提

起された、市町村への権限移譲に伴う職員数の問題。ふるさと納税に関するご提

案。最低賃金が年度途中で引き上げられた場合に、県は雇用契約にどう対応する

のか。情報発信に関して、どのような形が望ましいのか。これらの議論が提起さ

れました。

これらの点について、あるいは他の点についてでも結構です。一つの項目に関

することでも、全般的なことでも結構ですので、自由な意見交換の場にしたいと

思います。よろしくお願いします。
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鈴木 和子委員 実施項目24の中城湾港の土地開発の件なんですけれども、大城委員のほうから

載せなくてもいいんではないかというふうなご意見なんですけど、私は必要だと

思っております。こちらのマリン・タウンのほうではなくて、中城港湾のほうは

たぶん沖縄振興特別措置法のですね、国際物流拠点地域とか情報通信産業の特別

地区とか、そういうところの地域にあたる部分だと思っていて、それで産業集積

をずっと県としては力を入れてやっているところだと思います。ただ、この回答

の仕方だと、先ほど大城委員がおっしゃってたように、長年売れてないんです、

分譲できていないですよね。ですから、なぜ売れていないのかっていうことで、

売れる仕組みをやはり回答していただきたかったということで、税制の優遇制度

やそれ以外にも優遇措置もあって、ここに先端的な企業立地して、それで沖縄県

の非常に目玉になるような産業をこちらに集めて、関連して付随のいろんな企業

が、サプライチェーンも含めて集まってくるっていうことが、２１世紀ビジョン

、 。の中でもあるものだと思いますので 重要な部分だというふうに思っております

ただ、今まで売れなかったとか立地できなかった理由っていうのはやはりいろい

ろあって、ワンストップサービスのサービス面であったりとか、それから手続き

が非常に面倒であったりとか、優遇措置が十分でないとか、それから入居者サー

ビスとかっていう面では、県外あるいは海外のワンストップサービスに比べると

分かりづらいとか様々な問題がありますので、そういう仕組み作りをやって集積

すると、かなり地域活性化っていうふうに、地方創生に繋がるものになり得ると

いうふうに期待しています。そういう意味での、こういう努力をしている、とい

うものを入れていただきたかったというふうに思っております。

佐藤 学会長 大城郁寛委員、何か今の段階でありますか。

大城 郁寛委員 僕がいらないと言ったのは必要ないということではなくてですね。例えばやり

方を変えて何とか片付けるというようなことはたぶん行政改革ですからそのまま

、 、 、載っかると思うんですね ただエフォートと言いますか 努力を今度強化します

ということは別にこの言い方の中ではここで載っける必要はなくて、それはまた

別のところで県有財産の処分していきますかというところで、きっちり議論して

いけばいいんじゃないのかなと。県のやること、全部やっぱり収支に影響してき

ますから全部行政改革の中に入ってきそうな感じがするんですけど、個人的には

もう少し各部局でですね、例えば26年から29年度の４か年の中で片付けるべきこ

とは何なのかということをきちっとつかんでですね、最重要以上の項目を処理し

ていくというやり方のほうがいいんじゃないかなと。たくさんのことがここの中

に盛り込まれていまして、たぶん部局としても何をしたらいいのか分からないも

のもあるんじゃないのかなという気がするんですね。例えば資料１の39ページと

40ページを見てみると、使用料及び手数料の見直しなんですけども、平成27年度

も28年度も計画を全く同じことを書いているわけですよね。平成27年度は何をや

って28年度は何をやるということを具体的にイメージできていないから同じこと

を書いていると思うんですよね。ですからそういう意味で各部局でですね、４か

年なら４か年で片付けるべきことは何なのかということをきちっと把握して、じ

ゃあ各年度はどうするというような議論を、この委員会といいますか、懇話会の

中で持ってきてほしいな、ということです。

佐藤 学会長 今のご指摘は、結果が芳しくないならば、なぜそうなったのか、努力でどうに
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かできるのでないならば、新たな仕組みが必要で、そのための根拠として、毎年

の見直しを踏まえて考えなければならないということだと思いますが、何か担当

、 、 。課から 事務局から今の意見 議論に関して言いたいことございますでしょうか

事務局 はい、商工労働部企業立地推進課の前原と申します。どうぞよろしくお願いし

( ) ます。企業立地推進課

中城湾港新興地区臨海部土地造成事業についていろいろと議論がされておりま

すが、こちらの地域ですね、実はものすごく広い面積でして、392.4ha、特に一

番有名な拓南製鐵さんが立地されている箇所については、１次埋立地ということ

で昭和57年に埋立を開始しております。旧特別自由貿易地域、現在の国際物流拠

点産業集積地域の126haは平成11年地域指定しておりますが、こちらについては

実は半分以上の面積は平成15年から分譲を開始したところでございます。現在１

、 、次 ２次の埋立地についてはほとんどの土地については分譲を終えておりまして

、 、 、現在この３次後 国際産業物流集積地域 その当時地域指定された122haが現在

分譲が残っているような状況でございます。

特別会計で申し上げますと、平成39年までが起債の償還期限となっておりまし

て、これから約11年、年間３haですね、１㎡あたり26,700円で分譲させていただ

いておりますので、約３ha、それで約８億円ほど歳入が入ってきますので、それ

で82億円ほどの起債残高を今後償還していけると考えております。これが特別会

計に対する考え方でございまして、同時にこちら国際物流拠点産業集積地域とい

うことで、沖縄県の方で製造業を中心とした企業誘致活動を平成12年から行わせ

ていただいております。中々、製造業の根付かない沖縄県において精密加工等の

企業誘致などを行わせていただいておりまして、昨年度までに55社が立地してお

ります。最近の動向としまして、中々製造業の方で自社で資産を持つというかで

すね、ややハードルが高いということがございまして、沖縄県の方では賃貸工場

を整備しております。こちらについては1,000㎡、1,500㎡、2,000㎡という３タ

イプを整備していたところでございまして、こういった賃貸工場にはこれまで県

、 。 、外から多くの まあ製造業の皆様が立地しているところでございます ですので

先ほど委員の方からお話しがございました、民間の方々に分譲を委託してはどう

かというお話しがございましたが、この地域については国において国際物流拠点

産業集積地域、ある要件を満たしますと法人税額の40％が課税免除されるといっ

た国内唯一の優遇税制がございますし、あと保税の活用などについてもありまし

て、この地域については関税法における保税蔵置場であったり保税工場、そうい

ったものの許可が得られやすいところもございますので、県としては民間へ分譲

委託するのではなく、県自らが企業誘致を進めていきたいと考えております。以

上でございます。

佐藤 学会長 はい、ありがとうございました。鈴木委員、大城委員、今の回答に関して何か

ご意見がございましたら。

鈴木 和子委員 誘致策をもっともっと改善していただければと思います。

佐藤 学会長 大城委員は何かよろしいでしょうか。

大城 郁寛委員 よく分かりました。ただ、そういう事項がですね、行政改革の中に出てくるこ
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、 、となのかはどうかはちょっと僕自身よく分かりませんですけども 土地を売ると

民間に委託できない、では県が頑張る、頑張っていくということがよく分かりま

したけども、じゃあこれが毎年毎年の行政改革の議題になるかと言われると、ク

エスチョンだなと。

佐藤 学会長 鈴木委員が最初に言われたことの中で、立地を考えている、進出を考えている

企業に対する、一つのところで全部受け入れることができるのかという体制が必

要ではないかという話をされたと思いますけども、それに対して今後の何か県と

して、いわゆるワンストップセンター的なものがもし構築されているのか、ある

いは今後どういう立地に関しての受入窓口を単純化するというようなことが考え

られているのか、これが行政改革になるのかと思うんですけども、それがどうい

う対応がなされているんでしょう。

事務局 はい、県全体として産業に対するワンストップサービスとしては、小禄の方に

( ) ございます産業支援センター、こちらの方に沖縄県産業振興公社がございます。企業立地推進課

支援センターの方には中小機構さんであったり国の機関ですね、後はＪＥＴＲＯ

さんといった様々な機関が集積しておりますので、県の産業におけるワンストッ

プサービスとしてはあちらの産業支援センター、その中の産業振興公社を中心に

ですね、ワンストップサービスをさせていただいております。国際物流拠点産業

集積地域、実際に集積される場所については、中城湾港新港地区ですが、こちら

については入居されている、立地されている企業の皆さまに対する日頃のサービ

スということでサポートセンターというものを県の方で委託で行っておりまし

て、雇用されている方々の住環境などのフォローアップであったり、日々行われ

る企業活動におけるですね、様々なことについての相談に対応しております。あ

と、国際物流拠点産業集積地域としては、那覇地区ということで、昭和63年から

供用開始されていますフリーゾーン、こちらの方もございますが、こちらについ

ては当初、県の方では出先機関を設置しておりましたが、確か平成19年から指定

。 、 、管理者制度を設置しております 指定管理者制度の中でですね 清掃であったり

経理、そういったサービスをしていただいているところであり、当庁から近いと

いうこともございますので、先ほどの保税であったり、国の事業認定などをとる

作業等もございますので、そういったところについては直接県においてサポート

させていただいております。

佐藤 学会長 鈴木委員、何か最後閉めていただくというか、この議題に対して。

鈴木 和子委員 はい、公社は産業集積地域については対応しておりますけど、その他の経済特

区に関しては、特にワンストップになっているわけではありませんし、やはり全

ての行政手続きをここを通して全ての情報が渡り、手続きを支援してもらえるっ

ていうのが一番理想的の形ですけども、それがまだ縦割りの状態が続いておりま

すので、今後の改善を期待しております。

佐藤 学会長 制度を作って運営している側から見えない不具合、不十分な点が、どうしても

色々出てくるわけです。それは様々な形のモニターを導入して注意を払う必要が

、 。 、 。ある というご指摘だったと思います 一応この件に関しては これで閉めます

次は何でも結構ですので、話しておいたほうが良いことがありましたら。
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では若松委員お願いします。

若松 恭子委員 未収金の話ですけれども、不納欠損処理の件なんですが、やはり時効の援用が

ないため不能欠損できないという理由の記載がそのまま書かれるんですね。不納

欠損処理のルール化がどの程度進んでいるのかというところがちょっと見えなか

ったので、ご回答いただけますか。

佐藤 学会長 よろしいでしょうか。実施項目でいうと19番ですか？

若松 恭子委員 19番ですね。個票のほうを見ると、やはり時効の援用がなく不納欠損処理がで

きないということが書かれているのがいくつかありますので、時効の援用を求め

て不納欠損処理をしたというのもあるんですけど、なので、具体的にある程度こ

ういう状況であれば不納欠損処理をしようね、というところのルール化が正確に

できているのかな、できているのであれば機械的に進めるだけかという点で話し

たいと思いますので、それのほうが長年この点は解決しなきゃいけないと課題な

ので、ルール化が進んでおられるのかということを少し。

事務局 はい、未収金についてはですね、とりあえず、プランの中にもありますけど、

( ) これまで包括外部監査の指摘、それから行政考査等を行いまして、昨年ですね、真鳥行政管理課長

方針というのを作りまして、その中で、これまではどちらかというと回収をメイ

ンに置いてたんですけども、やはりそれは中々問題が多いということで、捨てる

ことも考えないといけないということはあるんですが、方針を作る中では、まず

は債権が発生するときに担保なり何なりそういった将来未収金が発生しないよう

な取組が一つと、後は実際発生した場合に債権の種類ですね、自力執行権がある

のかないのかとか、そういったものを細分化した形で方針を作ってあります。不

納欠損処理をするかどうかっていう基準については、また債権によって性格とか

、 、 、いろいろありますので 今年度については 昨年度作ったその方針を基にですね

標準マニュアルというのをうちのほうで作っておりまして、それをベースにそれ

ぞれ債権を管理している部署でもって自らのマニュアルを作るという作業を今し

ているところです。

若松 恭子委員 各部署ごとにマニュアルは別途作成してもらっているということで、まだその

課でできているかは分からないという状況？

事務局 すでに各部署で持っているマニュアルはあるんですけども、それを包括外部監

、 、( ) 査のときにですね 実効性あるものになっていないという指摘がありましたので真鳥行政管理課長

それで標準的なマニュアルというものを今、行政管理課のほうで作っています。

それを参考にして、また改訂していくという流れになっております。

若松 恭子委員 今までも同じような指摘をしているかもしれないんですが、結局不納欠損処理

のルールがはっきりできないと、実際にその処理をしなきゃならないというタイ

ミングが明確でないのに、未収金をじゃあこういった不納欠損処理に至るような

ケースに関して、今後どうやって防いでいくかっていうところの分析、フィード

バックがしづらいという状況だと思うんですね。やはりお尻が決まっていれば、

そこのところが明確になってきて、それから未収金を発生させない仕組みの作り
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方っていうことが、もっとこう短期間でしっかり課題が見えてくるようなシステ

ムをやはり一体的に考えていく必要があると思いますので、そこのところもう少

し工夫をお願いしたいなと、やはり引き続き思います。

それとですね、裁判等もいろいろとまとめてやっていただくような流れに、例

えば住宅の事業とか、あるようですけども、結局債権回収会社に頼んだりってい

うことで、その中で未収金を回収するためのコストと実際に回収した額とそれぞ

れの分が見えてこない、実を言うと。裁判をするとなるとお金がかかるかという

ことかと思います。未収金として不納欠損のため裁判をしなければならないケー

スも間違いなくあると思います。そういった時に、じゃあその効果と費用と、や

はり本当は検証しなくてはならない。この費用は安いものではないのですから、

本当にこの費用対効果の有無なんかも本当は検証してほしい。じゃあこれ本当は

いくらかかっているのかと思って私もちょっと見ようと思いまして、恐らく弁護

士費用ですので、随意契約になるかと思いますので、随意契約のホームページを

見させていただきました。そしたら土木建築部ですかね、随意契約の公表を大分

頑張ってやっていただいてるようなんですが、ここの部署に関しては、27年の四

分の一、第一半期、一番最初の部分しか公表がされていないようなんですね、他

は皆さんされているんですが、ちょっとどうもホームページの公表が十分じゃな

いんじゃないか、これは実施項目14（契約事務の情報公開の推進）のところです

。 、 、ね なので ここの検証が皆さん見える形で出来ていけた方が良いということで

公表していくべきというところですね。意外としっかりと書いているので、何も

書いていないところを見ると進んでいないと思うんですね。一箇所それほど遅れ

があるにも関わらず順調とついているので、これもちょっとよく検証していただ

きたい。恐らくすごくこの部署自体が随意契約多い部署だと思うんですね。それ

で処理も遅いのかもしれませんが、それが一年も遅れていると、公表が一年も遅

れているという状況、もう28年度も公表できているところもほとんどのようなの

で。なので、ここももし何か、いやいや、そんなことはないよというようなお話

しがあるのであればお聞かせいただけたらと。

佐藤 学会長 今のご指摘に関して何か、ご回答ありますか。

事務局 総務部財政課の與座と言います。今ご指摘ありました契約事務の情報公開の推

（財政課） 進で、土木建築部の方について、以前リンク切れが発生しまして、これを修正し

たんですが、今のご指摘でまたこれが更新の時に生じていると思いますので、ち

ょっとこちらの方で再度確認して、リンク切れについて修正していきたいと思い

ます。どうもご指摘すみませんでした。

若松 恭子委員 分かりました。技術的な部分ということであれば良いと思います。

ただまあ、やはり未収金の回収に係るコストとバランスということは明確に示

していただけるようにしていただけると良いのかなと思います。というのは、私

ども業務の問題ということもあるかもしれませんけども、やっぱり他の地方自治

体とかなんかでは、弁護士に依頼しないといけないケースで、機械的な作業、そ

ういった分かりやすいケース、未収金の回収とかいったものをやはり競争入札的

な形でやるケースというのもあるんですよね。ですので、やはり弁護士に係る費

用というのも具体的に皆さんにも、弁護士も敷居が低くなってきましたので、い

くらくらいかかるのとか、それ高すぎるんじゃないかとか、厳しい目で見られる
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時代になってきていると思います。実際、知事公室の方で依頼いただいている部

分もかなり全て公開していただいているので、弁護士費用に実際いくらかかって

いるのかっていうのが、見れる状況にあるんですよね。やはり今回の未収金の回

収、弁護士費用こんなにかかっているんだったら、何の為にやっているのか分か

らないぞといった形の評価もあるかもしれません。その場合にじゃあ本当にそこ

までしなければならないのかとか、やり方としてもう少しこういうしたことがで

きないかとか、といった検証が、ちょっと今の状況でできないので、やはりそこ

は厳しい目で見ていただいた方が良いんじゃないかなと思います。

佐藤 学会長 はい、よろしいでしょうか。

、 、 、この後 進行なんですけど 最後10分ほど事務局から連絡等々がございまして

懇話会の進め方に関して、５分じゃしょうがないかもしれませんけど、５分くら

いお話しをする時間がほしいとすると、後10分しかないんですけども、どうして

も指摘しておきたいことがありましたら。

ではよろしくお願いします。

安里 哲好委員 実施項目15の（ 資料１」の）29ページですね、２１世紀ビジョンを実現に資「

する人材育成とすごく魅力的なテーマだと思うんですね、その中の職員研修の中

の国際戦略推進人材育成事業っていうのがございますけども、これはＭＩＣＥを

管理運営することを目的としているのか、それとも沖縄県を国際都市、アジアと

向かい合えるようにするために、近未来への人材育成なのか、その点ちょっと教

えていただきたい。

佐藤 学会長 はい、じゃあお願いいたします。

事務局 はい、人事課仲村と申します、お答えいたします。国際戦略推進人材育成事業

（人事課） につきましては、ＭＩＣＥだけを目的として行っているものではなくて、海外派

遣研修としまして、特に県行政の主要施策の推進に関連するアジア等の海外へ職

員を派遣して、調査研究や現場視察等を行って、アジアや世界を視野に入れた戦

略の展開に資する人材を育成しようというものでございます。毎年２箇所ほどア

ジアを中心に人材を派遣しておりまして、その中で、ＭＩＣＥ施設も積極的に、

運営等も勉強してこようということで、派遣しているところでございます。

安里 哲好委員 ありがとうございました。アジアにも素晴らしい国際都市がございますので、

比較して、何が足りないのか、あるいはこの点は沖縄の方が上だ、足りない点を

どう具合に補うか、人材育成しながら分析対策していただきたいと思います。以

上です。

佐藤 学会長 ありがとうございました。

では先ほどから手を挙げておられました、小林委員お願いします。

小林 文彦委員 すいません。非常に単純なことをご指摘申し上げておきます。先ほど大城委員

からもあったのですけれども、やっぱり、私も今回初参加でございまして、プラ

ンから含めて全部送られてきたものすべて、時間をかけて目を通しました。一言

一句見ましたけども、その中でやっぱり、例えば（資料の）進捗管理表にしても
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非常に（各取組の）温度差がありまして、ページによってはものすごく慎重に書

、 。かれている部分もあるし もうコピペでおざなりにされているところがあります

例えばですよ、いまやり玉にあげて申し訳ないのですけれども、資料１－２の19

ページ 法人番号10の沖縄県糖業振興協会の進捗管理表を見ていただくと 平成27、 、

年度に何をしましたか （取組項目の）２番のところは上半期「検討を行った 、、 」

下半期「課題を整理した 。３番のところの「統合に向けた協議・検討」につい」

ては、計画のところ「検討を行う 、実績「検討を行った 。これでは、民間企」 」

業はとおりませんよ。よくこんなんで出してくるなというのが正直な印象です。

どういう考えで、何を検討したかも書いていない。翌年度（平成28年度の実施計

画）を見てください 「検討を行う 「課題を整理する 。何の課題を整理する。 」、 」

のか、何の検討を行ってどういう結論がでて、何の課題が次の年あるのか。これ

では何も見えません。これで我々に何を判定しろというのか。特にこの資料１－

２の個票はひどすぎる。これだけではないですよ。非常にこういったコピペの回

答が目立ちます。これ（この意見には）は（事務局の）回答は必要ありません。

これをご指摘させていただきます。

それから二つ目、先ほどふるさと納税の話で、都城市というナンバーワンのふ

るさと納税をいただいているんですが、私、件数と受入額を間違ってました。訂

正します。都城市の納税の受け入れ額は42億円です。件数は28万８千件です。42

億円の収入があるんですよ。半分が経費だとしても21億円は入ってくるものです

ね。純粋に税収の増という形になりますので、これはやっぱり努力のしがいがあ

るのではないかと思いますけれども、これも回答を求めません。これは一意見と

して、例えば沖縄県の県産品、いろいろありますが例えば泡盛ですとか。じゃあ

この泡盛ですよ。沖縄県の酒造組合に入っている全部の泡盛を返礼品とする。県

の返礼品として。それで、沖縄県のホームページのふるさと納税を見てごらん。

沖縄県の泡盛が全部飲めるよと、自分で好きなものを選んで飲めるよと。次はど

この泡盛を飲んでみようかなと。三合瓶なのか一升瓶なのかそれはお任せします

けどね。そういった、沖縄県のふるさと納税したら、泡盛全種類飲めるよ。一つ

一つしてもらって、そういう形で興味を持っていただければ、沖縄は泡盛が美味

、 。 、かったから そこの泡盛屋さんに直接買いに行くわけですよね そういうことで

県産品の紹介にもなるし、地域にある、ましてや離島の離島にある県産品の紹介

という利点も十分に考えられる。これは、泡盛に限らず、農産物もそうですし、

魚介製品もそうですけども、そういった形でだんだんと増やしていくということ

も考えてですね。県として公平性を確保するというのであれば、全部の泡盛を紹

介するとやっていただければいいのでは。中には市町村でも泡盛を出していると

ころがありますが、そういうところもあわせて紹介してあげればいい。そういっ

た形で、返礼品は沖縄県の県産品を送るんですよ。それで、ああ美味しいのがあ

るじゃないか、沖縄県にはと。そしたらまたそれが納税のリピートにつながるも

しくは直接そこのメーカー、そこの農園に注文が入るということにすれば、これ

また県産品の普及というとにも十分つながると思いますので、非常に前向きに考

えていただきたいと思います。これも回答を求めません。私の意見としてお考え

いただければと思います。

佐藤 学会長 分かりました。

総務省からの通知というのは、ふるさと納税の返礼品が高額になる、あるいは

地域と関係ないものを出すというような事例が多々出てきていて、納税のぶんど
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り合戦みたいになっているというような話しだったと思うんですよ。今、小林委

員の先ほどからのご指摘は考えるべき内容かと思いました。

ということで、この議題もこれで閉じますが、もう一方、二方何か言っておき

たいことがありましたらお願いいたします。

高宮城 克委員 私は福祉分野なのですけれども、福祉は社会保障で、あんまりしゃべるとお金

がかかる事業ですので、行財政改革に邪魔にならない方がいいのかなとは思いま

すが ただ 今回 沖縄２１世紀ビジョン基本計画の沖縄振興計画の中でページ42、 、 、

ページになると思いますが 「地域包括ケアを促進する」という言葉が出てきて、

いるんですけれども、実際問題としては、地域の各市町村が行う計画ということ

だと思うんですけど、地域包括ケアシステムがなかなか沖縄県で進んでいないと

いうように把握しています。各市町村にどのような状況ですかと聞いてみると、

「進めるので連絡を待っている状況です 」という人任せ的な感じがします。や。

はりそれは進めていかないといけないということで、ビジョンの中にも書かれて

いますので、早めに取り組めるよう、指導をお願いしたいと思います。

あとは、実施項目26の県立病院改革の推進なんですけど （ 資料１」の51ペー、「

ジ）具体的な取組の１、２、３の中で、診療報酬とか財務の強化があり、今後の

方向性及び改善策ということで 「県民が求める良質な医療」という言葉が出て、

いるのですけど、こういった「県民が求める良質な医療」というのは、どういっ

、（ ） 「 」 、た医療なのかなと この欄の 最後に 安定した経営に務める とありますが

県民は安定した経営ではなくて、自分たちがどのような医療を受けられるか、具

体的にいうと、行くと長時間待たなくてすぐ診てもらえるとか、親身になって自

分の病状のことを聞いてくれるという部分が 「良質な医療」だと思うんですけ、

ど、こういった部分を行財政改革で、病院にはこういったことが求められていま

すよと話してくれるのかという部分もあります。

あと、生活保護費なんですが、これはふるさと納税の部分にもかかるのかなと

思いますけど、

例えば15万円の生活保護を支給されている方が、アルバイト等で３万円の収入

があっても結局は生活保護費から差し引かれ12万のしか支給されないことになり

働く意欲がなくなると考えます。３万円全部を引くのではなく１万円だけ引いて

２万円は余分に貰うことで働く意欲を伸ばせるのではないかと思います。そうす

ることによって将来的には税収も増えるのではないかと思います。制度として変

えるのは難しいと思いますが検討をよろしくお願いいたします。

最後に、実施項目26（県立病院改革の推進）の経営安定化計画があるが、ホー

ムページで見ると「削除」と出てくる。安定化計画は県では作っているようです

が、クリックすると「削除」ということになっていますので、出てくる文言のリ

ンクの確認をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

佐藤 学会長 今のご指摘に対して、どちらか担当の事務局からお願いします。

事務局 総務部長の金城でございます。

(金城総務部長) 福祉関係いくつか、全てはお答えできないですが。地域包括ケアシステムです

が、非常に大きなテーマで、ご指摘のとおり、基本的には各市町村の方で各地域

で包括ケアシステムを構築するということで位置づけられておりますけれども、

県内の市町村は取組が十分じゃないということはご指摘のとおりだと思います。
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これは子ども生活福祉部の方で市町村との連携、これは当然医療との連携が非常

に重要でございますので、先進的に取り組んでいる地域の方をお呼びして、市町

村の職員に対する研修会とかあるいは県内ですでにどちらかというと進んでいる

所を紹介しながら、全県的に広めていくというような取り組みをやっております

ので、この辺りは今後またしっかりと市町村と連携して取り組む課題かなと考え

ております。

それから、生活保護費については制度そのものなので、全国的な制度でなかな

か見直しというのは難しいと思うのですが、確かにご指摘のとおり、働く意欲を

削ぐという部分の話ですね。これは生活保護制度も少しずつ国の方でも変えてい

く流れがありましてですね、例えば、子どもがアルバイトしました、そのアルバ

イトで稼いだ分はその分生活保護費、収入として収入認定しちゃうとですね。生

活保護費が減るだけだと。確かにこの部分は、じゃあ将来の進学のための貯蓄と

認めましょうとかですね、そういう少し流れもできつつありますので、これはい

ろんな意味で国に対する制度要望としての課題かなというふうに考えておりま

す。

あとは。医療の関係で、県民が求める「良質な医療」ということで、経営的な

視点ではなくて、利用する側の視点というご指摘もございます。それも含めてや

はり、ただ県立病院がしっかりと経営が安定しないとその部分のある意味ではサ

ービスの質の向上にもつながらないということもあろうかと思いますので、経営

は経営として安定させる方向でしながら、やっぱり不採算部門を担うという県立

病院の役割もございますので、それも含めて総合的にやはり医療の提供のあり方

を病院事業局の方でしっかりと検討していただくという方向で、その担当部局と

も連携して取り組んで参りたいなと考えております。

佐藤 学会長 はい、どうもありがとうございました。

そろそろ進行の時間の予定からしますとそろそろおしまいでございますので、

今日の懇話会の持ち方、それから昨年からの変更を踏まえて、何かそのこの場の

持ち方に関してご意見ありましたらば。

私は、ちょっとその反省しなければいけないことがありまして、昨年いただい

た、この場で出していただいたご指摘等々、この一年間でそれに対してどのよう

な取組をなされたのかをここの場で出していただかなければ本当はいけなかった

と、こっちに向かう途中で気がつきまして、その前に進め方として事前に、昨年

の鈴木委員からのご指摘ご提案があったことなんですけれども、事前に論点を出

していただくことによって、時間管理がうまくできるようにということを一生懸

命に考えて、昨年度中にそのことの提案はいたしたんですが、先ほどあの、行政

管理課にはお話したんですけれども、この場でお話が出たことが来年まで、来年

またあるわけですから、それまでの間にどのようなことができたのか、できなか

、 、 。ったのかは 来年はぜひ簡単でよろしいので まとめていただきたいと思います

いくつも重要なご指摘があったかと思います。この場で終わっちゃって、来年ま

た同じことをというのは、それは避けたいと思いますし、ですのでそのことを私

がもっと早く気が付いておくべきだったという反省をしておりますので、申し訳

ありませんでした。

何か進め方に関して、ご意見、ご提言ございましたら。はいどうぞ。

鈴木 和子委員 今日、資料が遅れて申し訳ありませんでした。



- 38 -

ただ （資料等を）みてましたら、同じ項目に関して複数の方がご意見を出さ、

れているので、項目ごとに話を進めていってもよかったのかなとそれだけ感じま

した。

佐藤 学会長 そうですね （各委員からの意見について）委員別という回答よりは、もう一。

段まとめることをした方が効率が良かったわけですね。はいわかりました。来年

の反省点としたいと思います。

何かほかに・・・。はいどうぞ。

安里 哲好委員 行政改革というのはちょっと評価が難しいですけど、財政改革に関しては、１

年間でどうだったのか、総論ですね。我々は各論しか話してないから、ちょっと

総論がよくわからないですね。例えば、税収が増えたならば、先ほどから話のあ

りました多くのものに寄与すべきだと思うんですね。私は今日初めて参加してい

ますが、財政が不安定だから財政改革をしようという話だと思うのですが、だか

ら、財政の総論的なプレゼン、平成26年度はどうだった、平成27年度はどうだっ

たという総論を２、３分くらい説明していいただいて、厳しい現状があるよとい

うことを委員で共有したらどうかなと思う。新聞紙上を見ていると、税金が右肩

上がりだと思います。まあ交付税がちょっと下がって厳しい背景があるかなと思

ったりもしております。以上です。

佐藤 学会長 今のご指摘、ご意見も含めて、最後に担当課からお話をしていただくことにな

ってますので、お願いできますでしょうか。

冒頭で県の財政状況等の説明をいただいた方がよいのではないか、あるいは前

もって文書で、全体的にはこうであるっていうことをいただいた方がいいのでは

ないかというご意見かと思いますが、これを含めて事務局から最後まとめをお願

いします。

事務局 はい。今のご意見も含めて、最後に一言だけご挨拶を申し上げたいと思います

(金城総務部長) ます。

今の安里委員のご提案はしっかりと受け止めて、次回、県の財政状況、まずは

それをご報告する形で検討してまいりたいというふうに考えております。

今日、委員の皆様には、本県の行財政改革の推進にご理解・ご協力を賜りまし

て感謝申し上げたいと思います。また、本日、いろんな行政として対応すべき課

題等についてご指摘、そういうご指摘も含めて貴重なご意見をいただきましたこ

とに関して改めて感謝申し上げます。

本日、ご審議をいただきました本プランは、昭和60年度の「沖縄県行政改革大

綱」から数えて、第７次となる計画でありまして、今後同プランに基づきまして

簡素で効率的な行財政システムを構築して、沖縄２１世紀ビジョンの基本計画や

実施計画の取組を支えていくということになっております。

プランの２年目ということで、本日実績を申し上げましたが、一応我々として

は概ね計画どおりに進捗しているというように考えておりますが、本日はいろい

ろときびしいご指摘もございました。そういうことも踏まえまして、職員一人ひ

とりしっかりと意識改革を図りながら、緊張感を持って行財政改革に取り組んで

まいりたいと考えております。本日は、どうもありがとうございました。
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佐藤 学会長 ありがとうございました。

今年度の懇話会は、時間もとりましたし、前もって質問等をいただくようにお

願いするといった、委員の皆さんには負担が増えてしまいました。申し訳ござい

ません。今日は途中休憩もなしに３時間の会議だったので、これも反省点でござ

います。こういう会議は一方ではルーティーンでやっていかなければならない、

議事どおりにやらなければいけないという側面と、同時に実質的な中身の検討を

深める必要性を両立させねばなりません。そのような会議の進め方に、簡単な答

は無い中で、試行錯誤し、色々とご迷惑、ご苦労をおかけし、申し訳ございませ

んでした。年一回の会議ですので、来年度まで、今回の反省を忘れず、改善すべ

き点は改めたいと考えます。この点にも、ご意見がありましたら、事務局にお寄

せいただければ、次回に反映できると思います。よろしくお願いいたします。

お疲れ様でした。今日は本当にありがとうございました。長時間にわたりまし

て。ありがとうございました。事務局の皆さんお疲れ様でした。


