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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要旨

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

（議事要旨中「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）

（議事要旨中「質問等一覧（追加分）」と表記。）
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議事要旨：

○ 冒頭、安慶田副知事による挨拶があり、次に、新任委員（小林文彦委員及び安里

哲好委員）の紹介及び挨拶があった後、佐藤学会長の進行により議事に入った。

議事の進行は、はじめに事務局から議題の内容を説明し、次に、各委員から事前

に提出された質問・意見等の趣旨説明と、事務局から回答・対応等の説明があった。

その後、委員によるフリーディスカッションを行った。

各委員からの質問・意見等及び事務局からの回答・対応等の説明については、議事進行の※

順ではなく、実施項目ごとに再構成しています（進行順は議事録を参照してください）。

【事務局の概要説明】

資料「沖縄県行財政改革懇話会 次第」の５ページ及び６ページに沿って、第７次沖縄県行

財政改革プランの概要を説明した後、議題である「平成27年度推進状況及び平成28年度実施計

画」について、「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

年度から推進状況が改善した実施項目等の概要を説明した。主な内容は以下のとおり。

・平成27年度の進捗管理の推進状況は、「資料１」の一覧表にあるとおり、「順調」が26項

目（89.7％）、「やや遅れ」が３項目（10.3％）で、「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」である。

・実施項目３「市町村への権限移譲の推進」（「資料１」５ページ）については、前回（平

成26年度）は、移譲実績が少ないことから「大幅遅れ」であったが、平成27年度の移譲実

績は762件で、年度目標の移譲件数500件を達成するとともに、累計の移譲件数でも目標

1,000件に対して997件となったため「順調」としている。

・実施項目４「公社等外郭団体への県関与の見直し」（「資料１」７ページ）については、

各公社等外郭団体の推進状況（資料１－２）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」としている。今後の方向性及び改善策としては、各公社等の所管部等において取組が

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いる。

・実施項目11「事務事業の見直し」（「資料１」21ページ）については、各部等による取組

の結果、計画額１億8,100万円に対し約２億589万円の財政効果で目標を達成しているが、

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、推進状況としては「やや遅れ」としている。

その要因としては、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る（資料１－３参照）。

・実施項目18「県税収入の確保」（「資料１」35ページ）については、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だ結果、個人県民税徴収対策は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

みとなっている。また、収入率は、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、全国並みに達している。
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・実施項目19「未収金の解消」（「資料１」37ページ）については、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」としており、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

ととしている。（債権ごとの進捗管理の状況は資料１－４のとおり。）

・実施項目21「新たな自主財源の確保」（「資料１」41ページ）については、前回（平成26

年度）はネーミングライツ導入の調整が整わなかったことから「やや遅れ」であったが、

平成27年度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、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する予定である。

・実施項目23「特別会計事業の運営適正化」（「資料１」45ページ）については、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たことから「やや遅れ」と

していたが、平成27年度は、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・

公表し、運営適正化に向けた取組の指針が明確になり、説明責任や透明性の向上を図るこ

とができたことから「順調」としており、運営適正化に向けて取り組む11の特別会計につ

いても、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」に進んでいる。

（特別会計ごとの進捗管理の状況は資料１－４のとおり。）

・実施項目24「埋立事業による土地造成地の売却推進」（「資料１」47ページ）については、

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

別会計が目標値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、

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み、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で、分譲を促進することとしている。

・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）」

（「資料１」53ページ）については、病院事業の経営形態が現行の形態を維持する方針で

あることから、地方独立行政法人に移行することを前提とした「具体的な取組」の２から

４までの取組は終了したと整理している。

・平成27年度の主な財政効果（参考資料「主な財政効果」）については、目標額の13億

4,400万円に対し実績額は約29億4,400万円で、目標額を約16億円上回っている。その主な

要因は、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いる。

【各委員からの質問・意見等及び事務局からの回答・対応等】

○実施項目１「県民への情報提供の充実」（「資料１」１ページ）

≪広報の方法について≫（「質問等及び回答一覧」４ページ）

新城恵子委員： 行財政改革プランは、県民から県政に参加して美ら島沖縄を実現しようとい

うのが基本理念なので、沖縄県が何を目指しているのかを県民・私たち産業人

が知らないと実現できないことから、情報提供の充実は非常に意味があると思

う。実際、パネル展示、出前講座など県は結構努力をされていて、特に新聞で

も見開きの広告はすごくインパクトがありとてもよかった。しかし中小企業家

同友会でアンケートを実施したところ、最も必要とする中小企業を支援する施

策を知らなかったとの声がすごく多い。自分たちに必要な中小企業の支援策を

知らないことはサービスを活用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う。
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事 務 局： これまで広報誌、広報テレビ番組等を制作する段階で、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進めているところです。県政出前講座に

ついては、下半期に県が包括連携協定を締結しているコンビニ、スーパー等に

ポスターチラシ等を掲示する予定です。

≪税金関係について≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ）

鈴木和子委員： 県民サービスで非常に重要な部分だと思うが、税の情報、地方税に関しては、

納税者にとって情報量が不足し探しにくい状態である。どのような情報を要望

されているのか具体的に想像ができないなら、税理士会等との連携を図ってい

ただければありがたいと思っている。例示として、退職所得の住民税の税額票

を掲載してもらいたい。既に掲載され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。ペーパーでは配布しているがホームページには掲載され

ていなかったと思う。

「質問等及び回答一覧」５ページに外形標準課税のことがあったが、中小企

業にとっては大きな赤字があっても一定の要件を満たすと税金を払うことにな

り、申告書の作成業務も非常に複雑で、事務負担がかかるので、慎重に取り扱

っていただきたい。

事 務 局： ホームページの充実は進めたいと考えており、個人県民税は徴収を市町村に

委任しているが、県民に分かりやすい情報提供という形で掲載していければと

考えています。

鈴木和子委員： 具体的にどうするかを聞きたかったが、是非税理士会と連携していただけれ

ばと思う。

税金以外のホームページについて、「更なる充実」の取組内容がホームペー

ジの更新とあったが、更新をどのくらいの頻度で行うのか。税金関係だと改正

等変化が大きく古い情報が載っていても困る。経済特区関係や税金に関しては

サイトがバラバラになっている部分もあるので統一して更新をタイムリーにし

欲しい。

佐藤 学 会長： 県としてホームページの使い勝手の良さについて、モニターを誰かに依頼し

て調査したことはあるのか。一般県民が必要な情報をどのくらいで取れるかと

か、税関係で企業の方々がどのくらいのクリックをすると必要な情報が取れる

かといった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

ることはしているか。

事 務 局： 現在の沖縄県のホームページは、平成25年度にリニューアルし、アクセシビ

リティ（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。平成26年度に経営コンサルトによる47都道府県の

ホームページの評価で沖縄県が１位となった実績もあるが、指摘のあった消費

者モニターによるアンケートは実施していないので、持ち帰って検討したい。

鈴木委員の質問について、更新回数に制限は設けていない。広報課は県のト

ップページを管理しており、できるだけ新しい情報を県民に知ってもらい県政

の方向性の情報提供に努めています。また、横断的に情報が探しにくいとの指

摘ですが、平成26年度から、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「親ページの設定」を各課に依頼しており、ジャンル別で検索し

やすい形でトップページを整理したいと考えています。
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○実施項目２「指定管理者制度に関する運用の強化」（「資料１」３ページ）

≪指定管理者制度の充実≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ）

鈴木和子委員： 保守管理、サービス等どのような基準を設けているか。

事 務 局： 指定管理者を公募する際に、施設の管理水準を定めた業務仕様書を提示して

おり、その中で植栽管理の水準や労働条件等について、事業計画書に明記させ、

労働条件の適切な配慮、施設サービスの質の確保など、単なる価格競争ではな

く、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

います。

○実施項目３「市町村への権限移譲の推進」（「資料１」５ページ）

≪権限移譲の課題について≫（「質問等及び回答一覧」４ページ）

新城恵子委員： 前回（平成26年度）の実績は少し出遅れている感があったが、平成27年度は

「順調」となっている。やはり権限移譲の推進が私たち県民の生活に直結して

いるので、住民サービスの向上が見込まれる。ぜひ推進してもらいたいが、待

機児童の問題等、事務の負担が増えるのではないかと危惧しており、職員の増

員も検討していく必要があるのではないか。

事 務 局： 市町村においては、人材の確保、組織体制の整備、それから特に規模の小さ

い離島町村においては、単独での実施が非効率という問題があり、これらの市

町村に対しては、説明会、交付金の交付、移譲する事務ごとの固有課題を検討

など、きめ細かい支援につなげたいと考えています。

≪業務や事務の効率化について≫「質問等一覧（追加分）」６ページ

鈴木和子委員： 業務や事務の効率化を進めた上で移譲交渉しているか。

事 務 局： 移譲にあたっては事務の内容を整理した上で、事務処理のフロー図や処理時

間等が効率的になるように見直し、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、事務を移譲しています。

○実施項目４「公社等外郭団体への県関与の見直し」（「資料１」７ページ）

≪情報開示について≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ）

鈴木和子委員： 事業実績・財務等の情報開示は行われているか。

事 務 局： 県のホームページで委託事業に係る随意契約の状況や財務諸表を含んだ概要

調書を公表しており、また公社によっては、それぞれのホームページで事業実

績を公表している事例があります。

○実施項目10「総務事務の効率化及び集中化」（「資料１」19ページ）

≪旅費について≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ）

鈴木和子委員： 総務事務センターに移管後の効果はどうなっているか。

旅費に関して、法人契約の限定運賃にするなど安い運賃を使うことの努力を

していると思うが、具体的にどういう検討をされているのか。

事 務 局： 集中化によって、各部での処理を一元化することによる人的な面での定数削

減や取り扱いの統一によりミスが少なくなる等の効果があります。

旅費については、現在は法人契約によって効果が出ているが、今年からは株

主割引運賃も導入しています。
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○実施項目11「事務事業の見直し」（「資料１」21ページ）

≪事務事業の見直しについて≫（「質問等及び回答一覧」１ページ）

大城郁寛委員： 「資料１」の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。

事務事業の見直しの計画は既に策定されていて、それに従って事務見直しを各

年度着実に進めていくのか、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。

事 務 局： 第７次沖縄県行財政プランの64ページに事務事業の見直しの全体の件数、65

ページ以降に部局ごとに年度ごとの事務の見直しの計画があり、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ころです。

≪女性の健康支援事業≫（「質問等及び回答一覧」６ページ、「資料１－３」４ページ）

平良 菊 委員： 「生涯を通じた女性の健康支援事業」で、不妊について相談件数が少ないの

で、もっと周知できないかと感じた。未婚、既婚にかかわらず女性の不妊の問

題は大事ということで、本当に情報がちゃんと皆に行き渡っているのだろうか

と気になって質問した。

事 務 局： 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

会や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

しており、引き続き、県の媒体、マスコミ等を利用して実施していきたい。

佐藤 学 会長： 今の事業について、「資料１」21ページの「検証」欄に「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）」とあるが、この社会状況の変化と

は、どういうことなのか。

事 務 局： 当該事業については、計画当初「縮小」との考え方だったが、少子高齢化、

人口増加計画等、社会状況として「縮小」とは逆に方向になっており、事業の

見直しの方針転換という意味での「社会状況の変化」です。

≪文書配送業務について≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ、「資料１－３」２ページ）

鈴木和子委員： 文書配送業務があるが、具体的にどのようなものか、誰に対するもので、費

用規模がどのくらいであるのかを教えていただきたい。

事 務 局： 文書配送業務は、本庁と出先機関との間の文書を配送する業務で、費用規模

は、現在北部と本庁との間で約240万円、中南部については約320万円となって

います。

鈴木和子委員： 本庁と出先機関との間の費用とのことだが、今システム化がどんどん進んで

クラウドサーバーなどペーパーレスで情報交換する方向になっていないのか。

事 務 局： 基本的に公文書などはペーパーの形になっており、ペーパーレスで調査照会

等も行っているが、本庁と出先機関の間に様々な文書等のやりとりがあるため、

それを運搬しています。

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た。

○実施項目15「２１世紀ビジョンの実現に資する人材育成」（「資料１」29ページ）

≪大型ＭＩＣＥ施設について≫（「質問等及び回答一覧」３ページ）

前田貴子委員： ＭＩＣＥ施設に関わるオペレーター、営業などは専門職になると思うし、Ｄ

ＢＯ方式の整備でプロの方々がＳＰＣを運営すると思うが、やはり県全体、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う。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。
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事 務 局： ＭＩＣＥ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。

一方、県職員そのものの育成も必要であることもあり、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」を実

施し、職員の人材育成にも取り組んでいます。

安里哲好委員： すごく魅力的なテーマだと思うが、職員研修の国際戦略推進人材育成事業は、

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、アジアを迎えられるようにするために、近未来への人材育成なのか。

事 務 局： 国際戦略推進人材育成事業は、ＭＩＣＥだけを目的として行っているもので

はなく、海外派遣研修として、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い、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す。毎年２箇所

ほどアジアを中心に人材を派遣しており、その中でＭＩＣＥ施設の運営等も積

極的に勉強してこようということで派遣しています。

安里哲好委員： ありがとうございました。アジアにもすばらしい国際都市があるので、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、足りない点をどの

ように補うか、人材育成しながら分析対策してほしい。

○実施項目19「未収金の解消」（「資料１」37ページ）

≪生活保護について≫（「質問等及び回答一覧」６ページ、「資料１－４」４ページ））

平良 菊 委員： 生活保護を受けている方が、２か月ほど入院した時に、生活保護費が従前の

ままの金額で、それを使った後に入院中の不要な分の返還を求められ、返還す

るまでの間はとても困ったとの相談を受けた。後から入院の分は返還があるこ

とを知っていたらこのようなことにはならなかったと思う。毎月の生活で苦し

んでいる人には大変だということを伝えたかった。「質問等及び回答一覧」の

事務局回答に説明があったので、少し理解できた。

事 務 局： 入院中の案件について、生活保護を受けている方は、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になっているの

で、そのことを各福祉事務所で説明等をしているところです。福祉事務所でも、

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思います。

高宮城克委員： 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うが、検討をお願いしたい。

事 務 局： 生活保護費については、全国的な制度でなかなか見直しは難しいと思います

が、確かに指摘のとおり、働く意欲を削ぐという部分については、国の方でも

変えていく流れがあり、例えば、子どもがアルバイトで稼いだ分は将来の進学

のための貯蓄と認める流れもできつつあるので、国に対する制度要望としての

課題と考えています。
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≪特別徴収の徹底≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ、「資料１－４」１ページ）

鈴木和子委員： 特別徴収の徹底について、どのように取り組んでいるか。

事 務 局： 県と41市町村全てで構成する地方税連絡会議を結成しており、去る８月12日

に特別徴収の一斉指定について平成29年度から実施する取組を宣言したところ

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、本県

においても次年度に向けて取組を進めている状況です。

≪県営住宅について≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ、「資料１－４」22ページ）

鈴木和子委員： 県営住宅で、20年経過した不法行為件数はまだどれくらいあるのか。

事 務 局： 損害賠償金について、平成26年度で約７千万円、平成27年度で約２千万円、

合計約９千万円を不納欠損しています。平成28年度には、20年を経過するもの

が26件、３千３百万円あり、これらを不納欠損処理する予定です。

≪不納欠損処理等≫（「資料１－４」、「資料１」27ページ「契約事務の情報公開の推進」）

若松恭子委員： 不納欠損処理のルール化がどの程度進んでいるのか見えなかった。個票を見

ると、時効の援用がなくて不納欠損処理ができないということが書かれている

ので、具体的にこういう状況であれば不納欠損処理をしようというルール化が

できているのか、できているのであれば機械的に進めるのか。

事 務 局： 包括外部監査の指摘、行政考査等を踏まえて昨年指針を作り、そこで、債権

が発生する時に担保など将来未収金が発生しない取組と、発生した場合は債権

の種類、自力執行権の有無に応じて細分化した取組を示しています。不納欠損

処理の基準については、債権の性格がいろいろあるので、今年度、指針を基に

標準マニュアルを作成し、これをベースに債権を管理するそれぞれの部署で自

らのマニュアルを作ることとしています。

若松恭子委員： 部署ごとにマニュアルは別途作成してもらうということで、まだ各課で作成

しているかは分からない状況か。

事 務 局： 既に各部署で持っているマニュアルはあるが、包括外部監査において実効性

があるものになっていないとの指摘があり、これを踏まえ標準的なマニュアル

を行政管理課で作成しているところで、それを参考にして各部署で改訂してい

く流れです。

若松恭子委員： 今までも同じ指摘をしているかもしれないが、結局、不納欠損処理の事務を

はっきりできないと、実際にその処理をしなければならないタイミングが明確

でないのに、未収金を今後どうやって防いでいくかの分析、フィードバックが

しづらい状況だと思う。やはり結論（不能欠損処理の方針）が決まっていれば、

それから未収金を発生させない仕組みの作り方など課題が見えてくるシステム

をやはり一体的に考えていく必要があると思うので、そこのところもう少し工

夫をお願いしたい。

また、裁判等の手続きをまとめて行う流れが必要ではないか。例えば住宅事

業など、債権回収会社に依頼して未収金を回収するためのコストと実際に回収

した額が見えてこない。裁判となるとお金がかかると思うが、不納欠損のため

に裁判をしなければならないケースがあると思うが、その時にその効果と費用

を本当は検証しなくてはならない。この費用対効果の有無も示してほしい。お

そらく弁護士費用なので、随意契約だと思って随意契約のホームページを見た

ら、土木建築部の部署に関しては平成27年の四分の第１四半期しか公表がされ

ていないようだった。ホームページの公表が十分ではない。これは実施項目14
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（契約事務の情報公開の推進）になるが、一箇所でこれほど遅れがあるにも関

わらず、推進状況は「順調」となっているので、これもよく検証してほしい。

おそらくこの部署自体の随意契約が多く、それで処理も遅いのかもしれないが、

公表が一年も遅れている状況である。

事 務 局： 実施項目14「契約事務の情報公開の推進」について、土木建築部では以前リ

ンク切れが発生して修正したが、今の指摘からすると更新の時にまたリンク切

れが生じていると思うので再度確認して修正します。

若松恭子委員： 分かりました。技術的な部分の原因であればよい。ただやはり未収金の回収

に係るコストとバランスは明確に示すことが良いと思う。他の地方自治体では、

弁護士に依頼するケースでも、機械的な作業のケースでは競争入札的な形で依

頼する場合もあり、いくらかかるのかと厳しい目で見られる時代になってきて

いる。実際、知事公室が依頼している弁護士費用も全て公開しているので、実

際いくらなのか分かる。未収金の回収で弁護士費用がこれだけかかるなら、何

のためにやっているのか分からないという評価もあるかもしれない。その場合

に、本当にそこまでしなければならないのか、やり方としてもう少し不能欠損

処理できないかといった検証ができないので、やはりそこは厳しい目で見た方

が良いのではないか。

○実施項目21「新たな自主財源の確保」（「資料１」41ページ）

≪ネーミングライツの導入等について≫（「質問等及び回答一覧」５ページ）

新城恵子委員： 前回（平成26年度）の実績は「やや遅れ」だったが、平成27年度は「順調」

との報告であるが、実際に検討されている案件などを説明してほしい。

また、基金の運用改善で、平成28年度に新たに実現したい方策とは何か。

最後に、これは県というより国に対してのことではあるが、外形標準課税の

適用拡大を私たち中小企業家は危惧している。中小企業の脆弱な経済基盤では、

設備投資等により事業を強化しようとする時に課税されると、チャレンジする

のに躊躇せざるを得ない要素になっているので、反対してほしい。

事 務 局： ネーミングライツの取組は、いつまでに何をするという具体的な計画はない

が、概ね各部局の意見を聞き、２か所程度に絞り込みをかけており、年度内に

は公募の作業まで行いたいと考えています。

基金の運用改善については、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く、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おり、現時点では、債券による運用

が一概に有利とはいえない状況もあり、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。

法人事業税の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月の

全国知事会において「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」と

され、昨年の平成28年度税制改正大綱においても「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。

≪ふるさと納税について≫（「質問等一覧（追加分）」１ページ）

小林文彦委員： 沖縄県のふるさと納税に対する取組は非常に消極的だと感じる。この寄附金

（ふるさと納税）により自主財源を増やすことは考えていないのか。総務省の



- 10 -

ホームページで公開している最新データによると、ふるさと納税の平成27年度

の実績は総額1,653億円で、金額で前年比4.3倍、件数で3.8倍と急激に増えて

おり、地方自治体の重要な財源になっている。昨年度（平成27年度）の納税額

で、沖縄県の実績額4,500万円は非常に低い金額だと思っている。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、以下

順に、石垣市・大宜味村・竹富町・国頭村が県よりも多い4,500万円以上の寄

附金を獲得している実態である。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、金額の母数は違うが、嘉手納町は前年比182倍、東村は

154倍の寄附金を集めている。これには「返礼品の充実」や「収納環境の整

備」（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）、「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。沖縄県の返礼品は元々魅力のある物ではなかったが、今年

度からはその返礼品も中止という時代に逆行する取組には疑問を感じる。

また、「資料１」41ページのふるさと納税の実績として「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」とあるが、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。県外在住者に対

してＰＲするのが本筋だと思うがどのように考えるか。

事 務 局： 都道府県庁のレベルで比較すると、沖縄県は47都道府県中19位となっていま

すが。指摘のように県内の市町村と比較すると実績は少ないものがあります。

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あり、県と市町村が競合するのは望

ましくないのではないかとの考え方もあります。また、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通知も出ています。これらを

踏まえて現在、控除下限の２千円を上回る返礼品は廃止し、1,300円の１日乗

車券を進呈しているところです。

県外在住者に対するＰＲとしては、那覇空港のスカイビジョンや広報テレビ

等を行っていましたが、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、委員指摘の県外向けのＰＲも検討をしていきたいと考えております。

小林文彦委員： 総務省通知の「返礼品が過度にならないように」の意味は、換金性が高いも

の、例えば電気製品などを出さないようにという指導であって、２千円以上の

ものを出してはいけないという指導ではないと思う。例えば首里城公園や海洋

博公園など市町村と重ならない公園の入場券、美ら海水族館の入園券を返礼品

とすることによって観光客も増え、そこまで行くレンタカーなども増える。市

町村の返礼品と重複しないということであれば、返礼品を出していない市町村

もあるので、そこの県産品を県で取り上げて、例えば波照間の泡盛を返礼品に

してそれを飲んでもらう、飲んでもらって良ければまたそこから需要が出てく

ることも考えられるので、うまく考えながらやればいい。

私もふるさと納税を積極的に利用しているが、全国の実績は前年比金額で

4.3倍、約1,600億円で、一番多い自治体の宮崎県都城市が約42億３千万円とな

っている。これだけの財政効果があると考えれば、もう少し積極的に前向きに

取り組まれてもよいのではないかと思う。

収納環境の整備について、県では「美ら島ゆいまーる寄附金」を県のホーム

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いるが、他の
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団体では、ふるさと納税のポータルサイトとリンクして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、わざわざ県のホームページにアクセス

しなくてもよくなっている。ポータルサイトから郵便振替の手数料なしでクレ

ジットカード払いにすれば少しずつ税収も上がると思う。あまり保守的になら

ずに意識を切り替えてやれば、確実に税収のアップになる。返礼品の購入費な

ど費用はかかるが、確実に税収のアップになるので、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積極的に考えた方がいいのではないか。

（その後、フリーディスカッションにおいて）

都城市の納税の受け入れ額は、42億円で、件数は28万８千件です。42億円の

収入があり、半分が経費だとしても21億円は純粋に税収の増になるので、やは

り努力のしがいがあるのではないか。これは一意見としてだが、沖縄県の県産

品、例えば泡盛だと、沖縄県の酒造組合に入っている全部の泡盛を返礼品とし、

沖縄県のふるさと納税のサイトで、沖縄県の泡盛が全部飲めるとなると、次は

どこの泡盛を飲んでみようかなとなる。沖縄県にふるさと納税をしたら泡盛が

全種類飲めると興味を持ってもらえれば、地域や離島の更に離島にある県産品

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、農産物や魚介

製品もだんだんと増やしていくことも考えてはどうか。県として公平性を確保

するのであれば、全部の泡盛を紹介すればよく、市町村で泡盛を返礼品として

いる場合は併せて紹介すればよい。返礼品は沖縄県の県産品を送り、それで、

沖縄県にはおいしいものがあるじゃないかとなり、それが納税のリピートにつ

ながるあるいは直接メーカー、農園に注文が入ることになれば、県産品の販路

拡大に十分つながると思うので、非常に前向きに考えていただきたい。事務局

からの回答を求めないが、私の意見としてお考えいただければと思う。

佐藤 学 会長： 総務省からの通知は、ふるさと納税の返礼品が高額で、地域に関係ないもの

を出す事例が多々出てきていて、ぶんどり合戦みたいになっていることが問題

としていたと思うが、小林委員の指摘は考えるべき内容かと思う。

○実施項目23「特別会計事業の運営適正化」（「資料１」45ページ）

≪下地島空港特別会計≫（「質問等及び回答一覧」６ページ、「資料１－５」21ページ）

新城恵子委員： 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、どのようなものの進捗が遅れて、課題の改善などがあるの

か、実現可能な利活用案はどのようなものか。宮古島は５万５千くらいの人口

であるが、現在、非常に活性化しており、離島振興の観点からも下地島空港の

活用はよろしくお願いしたい。

事 務 局： 下地島空港については、周辺用地を含めて利活用として、４つの事業が提案

されており、その中で、当初、プライベートジェットの計画を提案した事業者

が、国際線のターミナルも運営したいと大きな計画の変更があり、当該事業者

等と慎重に、詳細に調整をしているところであり、できるだけ早めに解決し、

公表したいと考えています。

○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」47ページ）

≪売却促進の取組について≫（「質問等及び回答一覧」２ページ）

大城郁寛委員： 計画及び実績の分譲率のペースがこれで良いの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、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
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ことをやることだと思う。この内容は、やり方を変えているのではなくて、各

年度頑張るということであれば行政財改革プランに載せる必要があるのか。分

譲地をどのようにしていくのかの見通しを少し説明してほしい。

事 務 局： 第７次沖縄県行財政プランの138ページにあるとおり、年度ごとの目標値が

定められており、新港地区は３haずつ売却、マリン・タウン地区は単年度ごと

に計画を立てているところです。

大城郁寛委員： 事務局の回答はわかりました。ただ、一つコメントしたいが、行政改革から

するとやはり、やり方を変えるとか、工夫することが求められると思う。分譲

の努力をすることは大事なことだが、行政改革の対象にすると事業の担当者が

苦労するのではないか。県で売るのではなく不動産会社に委託するなどより効

率化するのであれば行政改革の範囲がと思うが、今のままでは行財政改革プラ

ンに載せる必要はないと感じました。

これは、未収金の回収についても、行政改革プランに載せるのであれば、例

えば部局を横断した特設チームを作りそこで実施するなど、やり方を変えるこ

とが必要なのではないのか。

安里哲好委員： 大城委員の質問に関連するが、担当課だけでやるのは、広報や販売ルートな

などかなり大変な事業だと推測する。住宅用地の分譲であれば比較的身近な問

題であるが、企業の誘致となるとかなり大掛かりになるので、行政がそこまで

の事業・ビジネスを展開できるのか。起債の償還などの詳細は十分把握してい

ないが、大城委員の意見に同感である。

鈴木和子委員： 大城委員から行財政改革プランに載せなくてもいいのではないかと意見があ

ったが、私は必要だと思っている。マリン・タウンではなくて中城港湾（新港

地区）は、県としては産業集積にずっと力を入れて取り組んでいるところだと

思うので、売れる仕組みを説明してほしかった。税制の優遇制度やそれ以外に

も優遇措置もあって、新港地区に先端的な企業を立地させ、それで沖縄県の目

玉になる産業を集めて、関連して付随のいろんな企業が集まってくるっていう

ことが２１世紀ビジョンにもあるものだと思うので、重要な部分だと考えてい

る。

ただ、今まで売却できなかった、立地できなかった理由はいろいろあって、

ワンストップサービスや手続きが面倒、優遇措置が十分でない、入居者サービ

スという面で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

いなど様々な問題があるので、そういう仕組み作りをやって集積すると、地域

活性化、地方創生に繋がるものになり得ると期待しているので、努力をしてい

るということを事務局の回答に入れてほしかった。

大城郁寛委員： 私が、行財政改革プランにいらないと言ったのは、必要ないということでは

なくて、例えばやり方を変えて売却促進するのであれば行政改革としてそのま

ま載せられると思うが、ただ努力しますということであれば、それはまた別の

県有財産の処分のところで、議論していけばいいのではないか。県のやること

は、全部財政収支に影響するので、全部行財政改革になりそうな感じがするが、

個人的にはもう少し各部局で、平成26年度から平成29年度の４年間で片付ける

べきことは何なのかをきちっとつかんで取り組む方がいいのではないか。たく

さんのことが行財政改革プランに盛り込まれていて、おそらく部局でも何をし

たらいいのか分からないものもあるのではないか。例えば「資料１」の39ペー

ジを40ページの使用料及び手数料の見直しについて、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。平成27年度は何をやって28年度は何をやると
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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が、そういう

意味で、各部局で４年なら４年で片付けるべきことは何なのかをきちっと把握

し、そして各年度はどうするのかということを懇話会にあげてほしい。

佐藤 学 会長： 今の指摘は、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

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うが、事務局か

ら説明、意見等はありますか。

事 務 局： 中城湾港新港地区は、昭和57年に埋立を開始し、面積は392.4haあります。

現在１次、２次の埋立地は、ほとんど分譲を終えており、現在３次の分譲が残

っている状況で、これから約11年、年間３haを分譲することにより起債残高を

償還していくのが当該地域の特別会計に対する考え方です。

同時に国際物流拠点産業集積地域として、平成12年から製造業を中心とした

企業誘致活動を行い、精密加工可能な企業誘致など昨年度までに55社が立地し

ています。最近の動向として企業側で資産を持つのはややハードルが高いこと

から賃貸工場を整備しています。

民間への分譲業務の委託については、この地域は国において国際物流拠点産

業集積地域（要件を満たすと法人税額の40％が課税免除される）で国内唯一の

優遇税制があり、関税法における保税蔵置場でもあるので、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います。

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。

大城郁寛委員： 土地は売るが民間に委託できないので、県が頑張っていくということがよく

分かったが、じゃあこれが毎年の行財政改革の議題になるかといわれると、ク

エスチョンだなと思う。

≪企業支援サービスについて≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ）

鈴木和子委員： なかなか望んだ産業集積ができていない要因はいろいろがあるが、情報提供、

ワンストップサービスに関連して、ホームページの充実や指定管理者の事業者

に対する積極的なサービスなどが不足しているのではないか。他の外国のワン

ストップサービスと比較すると、非常に効率が悪く、事務負担があるので進出

をためらってしまう、手続きの簡素化・免除といった面での事務の効率化が非

常に必要になる。それを支援するために指定管理者が重要な存在だが、そこま

で機能していない気がするので運営の内容についてもう少し踏み込んでほしい。

関連して、事務局の説明で、企業支援サービスを検討するとあったが、具体的

にどのようなサービスを考えているのか教えていただきたい。

佐藤 学 会長： 先ほど、売却促進の取組についての議論のところで、立地・進出を考えてい

る企業に対するワンストップセンター的なものが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ことが考えられているの

か、これが行政改革になると思うが、どういう対応をしているのか。

事 務 局： 産業に対する県全体としてのワンストップサービスとしては、小禄の産業支

援センターに沖縄県産業振興公社があり、支援センターにはほかにも中小機構

やＪＥＴＲＯといった様々な機関が集積しており、産業支援センターの産業振

興公社を中心にワンストップサービスを構築しています。中城湾港新港地区に

ついては、立地企業に対する日頃のサービスとしてサポートセンターを県の委

託で行っており、従業者の住環境などのフォローアップや企業活動における様

々な相談に対応しています。那覇地区については本庁から近いこともあり、直
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接県においてサポートしています。

鈴木和子委員： 産業振興公社は、産業集積地域については対応しているがその他の経済特区

に関してはワンストップ対応をしているわけではないので、ワンストップの窓

口にすべての情報が集まり、手続きを支援してもらえるのが一番理想的な形だ

が、まだ縦割りの状態が続いているので、今後の改善を期待します。

佐藤 学 会長： 鈴木委員の意見は、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、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指摘だったと思う。

≪大型ＭＩＣＥ施設について≫（「質問等及び回答一覧」３ページ）

前田貴子委員： 大型ＭＩＣＥ施設の建設は、周辺に宿泊、飲食、娯楽・観光施設など、ゲス

トの満足、ニーズを満たすためにも、周辺環境の整備に関心がある。「質問等

及び回答一覧」の事務局回答は大変参考になった。

追加質問として、新聞記事に街づくりアイディアコンペのことが載っていた

が、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すば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をまとめて、デザインし直すのか。

事 務 局： 今年度、与那原町・西原町、関係部局、まちづくりの専門家等によるまちづ

くり策定委員会を立ち上げ、現在策定中の「まちづくりビジョン」のヒントと

なればということでコンペを実施した。あくまでもビジョンのヒントとなるも

のがあれば、それを参考にしながら策定していく趣旨であり、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ない。平成32年度の供用開始に

向けて誘致活動もあり、それまでに宿泊、飲食等を整備していきたい。

○実施項目25「県債発行の抑制と金利負担の軽減」（「資料１」49ページ）

≪抑制額の設定等について≫（「質問等及び回答一覧」２ページ）

大城郁寛委員： 平成27年度、平成28年度ともに「概ね210億円以内」となっているが、これ

は行政改革というより、財政計画の問題で、210億円ぐらい発行しないといけ

ないのであれば、それはしょうがないことで、この会議でその多寡を議論する

のは難しいのかなと感じる。

また、「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」とあるが、今のゼロ金利を踏まえると、県はどういうスタンスで

望んでいるのか。

事 務 局： 県債発行の抑制については、県単ハコ物の整備がかなり行われた時期の通常

債は約300億円近くとなっており、その償還金額が大きかったことから、平成

12年度の沖縄県行政システム改革大綱で、県単のハコ物抑制に合わせ、県債残

高の抑制として「概ね250億円以内」と設定し、県債の発行を自制していこう

始めたものです。その後の行財政改革プランでは更に１割程度抑制した230億

円、現在のプランでは更に抑制した210億円以内と、通常債をできるだけ発行

しない、起債する県単事業をできるだけ平準化する取組として毎年度発行額を

抑えていくということです。

金利関係については、借入れ、借換えの際に銀行等と交渉して金利等を決め

ており、これまでの５年で借換え、10年で借換えから、現在のゼロ金利、マイ

ナス金利等を踏まえ、平成26年度から20年債の起債をしており、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
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るように５年、10年の借換債、20年の起債を組み合わせています。

○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）」（「資料１」51ページ）

≪良質な医療について≫

高宮城克委員： 診療報酬改定の対応や財務の強化の取組があり、「今後の方向性及び改善

策」に、「県民が求める良質な医療」という言葉が出ているが、これはどのよ

うな医療なのか。「安定した経営に務める」とあるが、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、具体的には、長時間待

たずに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。

事 務 局： 県立病院の経営が安定しないと、サービスの質の向上にも繋がらないことも

あるので、経営は経営として安定させる方向で進めながら、不採算部門を担う

役割もあるので、病院事業局で総合的に医療の提供のあり方を検討し、担当部

局とも連携して取り組みたいと考えています。

高宮城克委員： 最後に、経営安定化計画について、ホームページで検索すると「削除され

た」と出てくる。県では作っているようだが、クリックすると「削除」になっ

ているので、リンクの確認をお願いしたい。

○主な財政効果（参考資料「主な財政効果」）

≪財政効果の算定方法について≫（「質問等一覧（追加分）」６ページ）

鈴木和子委員： 推進状況が「順調」あるいは「達成」しているもので、財政効果の記載がな

いものはどのように判断すべきか。

事 務 局： 例えば、事務事業の見直しのように事務事業の数で目標を立てたりするなど、

行財政改革プランの全ての項目について財政効果で評価できるものではないの

で、少し評価が難しいところはあるが、その都度その都度目標数値があるもの

については、その達成状況を評価しています。

○その他

≪進捗管理表について≫

小林文彦委員： 今回初参加で、行財政改革プランや資料など送られてきたものすべて、時間

をかけて目を通し一言一句見たが、資料の進捗管理表における各取組の温度差

があり、ページによってはすごく慎重に書かれている部分もあれば、おざなり

にされているところがある。例えば、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で、平成27年度の取組項目の２番は、上半期

「検討を行った」、下半期「課題を整理した」。３番の「統合に向けた協議・

検討」について、計画に「検討を行う」、実績は「検討を行った」となってい

る。この内容では、民間企業はとおらない。よくこれで出してくるなというの

が正直な印象である。どういう考えで、何を検討したかも書いていない。平成

28年度の実施計画は、「検討を行う」、「課題を整理する」とある。何の課題

を整理するのか、何を検討してどういう結論がでて、何の課題が次の年あるの

か何も見えない。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。事務局からの回答は必要ないが、指摘したい。

≪最低賃金について≫（「質問等一覧（追加分）」２～３ページ）

大城紀夫委員： 最低賃金が21円に上がったことに関し、マスコミで企業の声が取り上げられ
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ている。私は、これまで最低賃金が上がった分は、改定の施行日が10月１日で

あれば、そこから契約金額を変更しているものだと思っていた。しかし、国も

県も市町村も、年度で契約したので変更しないというのは理解できない。昨年

３月24日に、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む

ことによって、雇用環境を含めて生産性の向上を図るとの趣旨の共同宣言を行

った。また、今年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た

が、その内容と対照的に実際の指定管理や委託契約の最低賃金を守らせる取組

がされていない。行財政改革で、財政を切り詰めることを頑張っているかもし

れないが、委託契約を入札するときに企業側が最低賃金の引き上げを予測して

入札すべきというのは筋がとらない。委託する行政も最低賃金が21円上がる予

測がないのに、請け負う中小企業が予測できるはずがない。新聞記事で、行政

の責任ではなく、最低賃金の引き上げを履行することができない企業側に責任

があるかのようにいわれているのは、法令順守の観点からするとおかしい。今

回、10月１日に最低賃金が21円引き上げられることが分かったので、今度の９

月議会に補正予算を組んで、21円を加算して、金額を変えて変更契約するのは

当然だと思う。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、

財政をきちんと整備する中で行政サービスをどう高めていくかである。行政サ

ービスとして本来「公」がやるべきものを民間委託した施設管理や清掃、指定

管理者である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

れはないのではないか。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、きちんと整理してくれないと困る。今年の契約分についてきちんと直して

ほしい。そうでなければ行政改革の意味がない。２１世紀ビジョンの中間評価

のたたき台で、「雇用の質の改善」として外向けに事業することは大事だが、

内向けの事業もきちんとやってほしい。

事 務 局： 通常４月とか５月に行っている契約について、今回10月に最低賃金が改定さ

れることに伴い契約金額を見直しできる取組ができないかとの趣旨と思うが、

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

すことは、現在の契約上は難しいのかなと思っており、委員の意見等を踏まえ

て、課題として受け止めたい。

大城紀夫委員： そのような回答があると思って、私の質問書に沖縄県財務規則の抜粋を載せ

てある。契約書の作成にあたってこういう文言を入れないといけないという条

項があり、第11項に「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。委託契約や指定管理の時に人件費を積算している

と思うが、人件費の計算で最低賃金の上昇分を加味していなければ、この第11

項を契約に入れないといけない。また、ほとんどの契約書は「甲乙疑義が生じ

た場合について協議する」ことになっているので、委託を受けた会社が最低賃

金上昇分の負担が難しいので契約を変更したい申し出があった場合は、甲乙協

議しないといけない。公民問わず、社会経済情勢の変化に合わせてやる義務が

ある。最低賃金の21円引き上げは大きな金額で、年間数百万円の負担があるの

で、県の財務規則からも契約条項からも協議しないといけない。だから、契約

書を変える必要があり、補正を組むべきではないか。

佐藤 学 会長： 今の段階でどのようにどこまで回答できるのか。何か議論が詰められるのか

の見通しはあるのか。

事 務 局： 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
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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。

≪地域包括ケアシステムについて≫

高宮城克委員： 沖縄２１世紀ビジョン基本計画で「地域包括ケアを促進する」とあり、実際

は地域の各市町村が行う計画だと思うが、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把握している。各市町村にどのような状況か聞いてみる

と、「連絡を待っている状況です」という人任せ的な感じがするので、早目に

取り組めるよう指導をお願いしたい。

事 務 局： 地域包括ケアシステムは、非常に大きなテーマで、指摘のとおり基本的には

各市町村で各地域の包括ケアシステムを構築すると位置づけられていますが、

県内の市町村は取組が十分ではないということは指摘のとおりだと思います。

子ども生活福祉部で、市町村、医療との連携が非常に重要なので、先進的に取

り組んでいる地域の方を招き、市町村の職員に対する研修会や県内で進んでい

るところを紹介しながら、全県的に広めていく取り組みを行っており、今後も

市町村と連携して取り組む課題と考えています。

【欠席した委員から提出あった意見等】

田中美幸委員：（「質問等一覧（追加分）」４ページ）

沖縄県の指定管理者事業委託費では、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。

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。

城間幹子委員：（「質問等一覧（追加分）」５ページ）

平成27年度の進捗状況について、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」であることから、その

取り組みについて評価する。また、「やや遅れ」となっている事務事業の見直

しについては、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。

【会議の持ち方について】

佐藤 学 会長： 今日の懇話会の持ち方や昨年からの運営方法の変更を踏まえて、昨年の会議

での指摘等に対してこの一年間でどのような取組が行われたのかを報告しても

らう必要があったかと思う。

昨年の会議で鈴木委員から提案があった事前に論点を出すことで時間管理が

うまくできるように運営方法を変更したが、この会議での議論について、来年

までの間にどのような取組ができたのかも簡単でよいのでまとめてほしい。

鈴木和子委員： 議論の状況をみると、同じ項目に関して複数の委員が意見を述べているので、

実施項目ごとに議論を進めてもよかったのかなと感じた。

佐藤 学 会長： 各委員からの意見について、委員ごとの説明・回答よりはもう一段まとめた

方が効率が良かったということで、来年に向けた反省点としたいと思います。

安里哲好委員： 行政改革はちょっと評価が難しいが、財政に関して１年間でどうだったのか

という総論がよくわからない。私は初めて参加するが、財政が不安定だから財
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政改革をしようということだと思う。だから財政の総論的な説明、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、

厳しい現状があることを委員で共有したらどうか。

佐藤 学 会長： 今の指摘、意見を含めて、最後に事務局から説明をお願いしたい。会議の冒

頭で県の財政状況等の説明した方がよいのではないか、あるいは前もって文書

で送付した方がよいのではないかとの意見だと思うが、この件を含めて事務局

から最後まとめをお願いする。

事 務 局： 安里委員の提案はしっかりと受け止めて、次回、まず県の財政状況を報告す

るように検討したいと考えています。

委員の皆様には、本県の行財政改革の推進に御理解・御協力を賜り感謝申し

上げます。また、本日、行政として対応すべき課題等について指摘も含めて貴

重な意見をいただきましたことに関し、改めて感謝申し上げます。本日、第７

次行財政改革プランの２年目の実績を報告しましたが、いろいろと厳しい指摘

もあり、それを踏まえて、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みたいと考えています。本日は、どうもあ

りがとうございました。

佐藤 学 会長： ありがとうございました。今年度の懇話会は、時間を長くとり、前もって質

問等の提出をお願いするなど委員の皆さんには負担が増えてしまい申し訳あり

ません。途中休憩なしに３時間の会議だったので、これも反省点です。

こういうルーティーンの会議は、議事どおりにやらなければいけない側面と、

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。本日は長時間にわたり本当に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。

以上


