
- 1 -

平成27年度第１回沖縄県行財政改革懇話会議事録

日 時：平成27年７月30日（木） 13:30～15:30

場 所：県庁６階第２特別会議室

議 事：

議題１ 第７次沖縄県行財政改革プラン平成26年度進捗管理について

議題２ 第７次沖縄県行財政改革プラン平成27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〕 計14名

佐藤 学 委員（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 佐喜真 實 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

宮城 信雄 委員 田中 美幸 委員

平良 菊 委員 城間 幹子 委員

〔沖縄県（事務局）〕

安慶田光男 副知事

平敷 昭人 総務部長

砂川 靖 総務統括監

池田 克紀 財政統括監

真鳥 洋企 行政管理課長

佐次田 薫 税務課長

平田 正志 財政課財政企画監

大城 直人 保健医療政策課長

崎原 盛光 農政経済課長

比屋根 勉 住宅課副参事

伊佐 馨 中小企業支援課金融班長 他
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議事録：

司 会 それでは、定刻となりましたので、これより平成27年度第１回沖縄県行財政改

革懇話会を開催させていただきます。本日は、14名の委員の皆様にご出席をいた

だいております。お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。改

めまして、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山田と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず、本日の資料の確認をさせて頂きます。資料につきましては、

事前にお配りをしておりまして、本日お持ち頂くことをお願いしております。

本日の資料は、資料１－１、第７次沖縄県行財政改革プラン平成26年度進捗管

理一覧表、資料１－２、同プラン平成26年度進捗管理表、資料２－１、同プラン

平成27年度実施計画一覧表、資料２－２、同プラン平成27年度実施計画となって

おります。また、併せて、本日の会次第、懇話会委員名簿、配席図、主な財政効

果、第７次沖縄県行財政改革プランの冊子をお配りしております。どうぞ、皆様

ご確認の上、不足等ございましたら、お知らせ願います。大丈夫でしょうか。

それでは、平成27年度第１回沖縄県行財政改革懇話会の開催にあたりまして、

安慶田副知事からご挨拶を申し上げます。

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。目知っちょーち うたびみせいびり。

生憎、知事が東京出張中でございますので、担当の私が代わりに挨拶をさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。

平成27年度第１回沖縄県行財政改革懇話会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し

上げます。

委員の皆様には、お忙しい中ご出席をいただき感謝申し上げます。また、委員

就任に際しましても、快くお引き受け頂きましたことに、重ねて感謝を申し上げ

ます。

さて、県では、平成22年３月に、将来のあるべき沖縄の姿を描いた「沖縄２１

世紀ビジョン」を策定し、その基本理念である「美ら島おきなわ」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。

このような中、「沖縄２１世紀ビジョン」の実現に向けた取組を支え、質の高い

行政サービスを提供していくため、昨年３

月に「第７次沖縄県行財政改革プラン」を

策定し、平成26年度から取組をスタートい

たしました。

本日は、計画当初年度である平成26年度

の取組実績と今年度の取組計画を議題とし

ております。委員の皆様方には、忌憚のな

いご意見やご助言を頂きたいと思います。
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県としましては、県民の理解を得ながら、本県のさらなる発展、飛躍につなが

る行財政改革を進めてまいりたいと考えております。引き続き、御協力を賜りま

すようお願いを申し上げまして、私の挨拶といたします。

ゆたさるぐとぅ うにげーさびら。ありがとうございました。

司 会 安慶田副知事ありがとうございました。

副知事は、この後、別公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 よろしくお願いします。

司 会 それでは、次第にはございませんけれども、本日お集まりの委員の皆様につき

ましては、５月26日付けで新たに就任していただいております。

初対面の方もいらっしゃいますので、大変恐縮ではございますが、佐藤委員の

方からですね、反時計回りに、お名前、現職、専門分野等を含めた簡単な自己紹

介をおねがいいたします。

佐藤委員 はい。佐藤学と申します。沖縄国際大学法学部地域行政学科教授でございます。

沖縄県の行政改革に関しては、2002年に

私、最初が行政評価システムフォローアッ

プ研修講師という肩書きで関わらせて頂い

て以後、事務事業評価、その後は事業仕分

け改め事業棚卸し等々、中断部分が３～４

年ある以外、ずっと何かお仕事をさせてい

ただいてきました。今回、また関わらせて

いただくことで、力及びませんが、一生懸

命やらせて頂きます。

古荘委員 公認会計士の古荘みわと申します。今回、新任で務めさせて頂きます。私は、

初めてなものなので、勉強しながらさせて頂くような形になりますが、しっかり

役割が務められるように、自分の専門分野の観点が中心になると思いますが、し

っかり努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

鈴木委員 税理士の鈴木和子と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。今回は、

２回目になります。初回の時には、事情がよくわからずに、２時間の範囲内で発

言ができる機会というのが１回か２回で、それが非常に短い時間になりますので、

あとで議事録を見た時に趣旨がよく伝わっていなかったり、自分の表現が適切で

ないことがありました。それで今回は、ペーパーを準備してきましたので、議事

録作成者にもあまりご迷惑を掛けないようにしたいと思っています。非常に多岐

にテーマが渡っておりますので、分散しないように焦点を絞って、自分の専門分
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野については、積極的に発言させて頂きたいと思っております。どうぞ、よろし

くお願いいたします。

若松委員 沖縄弁護士会の弁護士の若松恭子と言います。私も鈴木先生と同じで２期目を

務めさせて頂くことになりました。どうぞ、よろしくお願いいたします。前の期

の時は、分からないまま、不十分な部分もかなりあったかと思いますが、２期目

引き続きお任せ頂くことになりましたので、気持ちを引き締めて、前回以上に、

前期以上にしっかりと見させて頂いて、県民の皆様のために、弁護士の視点から

しっかり見させて頂くことが、私なりの務めと思いますので、ひとつよろしくお

願いいたします。

大城郁寛委員 こんにちは。琉大の大城です。専門は、経済学です。行政改革については、沖

縄市の行政改革推進会議でも、10年くらいやってまして、県と市、どう違うんだ

ろうと関心を持って参加したいと思います。よろしくお願いします。

佐喜真委員 こんにちは。沖縄経済同友会から佐喜真でございます。所属は沖縄大学の常務

理事で主に財務を中心にですね、事務局を担当している者です。経済同友会では、

常任幹事で長く経済活動をしていた関係がありましてですね、今回の懇話会かと

思います。よろしくお願いいたします。

前田委員 こんにちは。前田貴子と申します。沖縄県経営者協会からまいりました。女性

部会長を務めさせて頂いているご縁から、今回、委員の就任だと思います。所属

は、株式会社ゆがふホールディングスと申

しまして、名護の方に拠点がございます。

建設業、ホテル業、不動産業を営んでおり

ます。おそらく、民間の立場あるいは経営

の立場からの視点を求められての就任かと

思いますので、私も未熟者ではありますけ

れども、勉強させて頂きながら、しっかり

と務めさせて頂きたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

新城委員 皆様、こんにちは。沖縄県中小企業家同友会の代表理事の新城と申します。沖
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縄県中小企業家同友会は、1,050社の会社の社長さんが集まって、経営の勉強をし

ながら、その地域の政策にも影響力を与えられるような組織であろうと、勉強を

ずっと重ねております。1998年からでしたでしょうかね、沖縄県にも毎年、提言

ををさせて頂いておりますし、景況報告もアンケートをとって、報告させて頂い

ており、このような席にも呼んで頂くようになりました。知事が、中小企業振興

条例というものを制定して、認めてくださったおかげで、随分と私たちも仕事が

しやすくなりました。ただ、会員は、みんなそれぞれ色んな業種がいて、みんな

がそれぞれ色んな課題を持っていますので、その声をここに少し反映することが

できればなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

城間委員 皆様、こんにちは。沖縄県の市長会の会員としてまいりました那覇市長の城間

幹子でございます。首長としての声を届けられるように、私も勉強をしながら参

加をしたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

平良委員 こんにちは。沖縄県婦人連合会の会長の平良菊でございます。前回も参加させ

て頂きましたけれども、いつも、それぞれ

の項目の対策等がしっかり取組等が書かれ

ていて、これ全部読んでいて、何がどうな

んだろうと見たりして、いつもどういうこ

とが問題になるんだろうとかいろいろ考え

ながらまいったんですけれども、ちょっと

難しいような気もいたします。よろしくお

願いいたします。

田中委員 皆さん、こんにちは。なは市民活動支援センターの田中美幸と申します。よろ

しくお願いいたします。現在、沖縄県内に約600のNPO法人があります。法人格を

取得していない、任意団体も同じくらいの数があるのではないかなと思っていま

す。そういった市民活動団体の代表として、今回、この席に立たせて頂いている

と思うのですが、各委員の皆様も、懇話会の内容が多岐に渡るというお話をされ

ていたんですが、私が発表できるような、意見を言えるような場所がありました

ら、積極的に意見を言っていきたいなと思っております。不慣れな点も多くて、

未熟な部分も多いですが、一生懸命頑張っていきますので、よろしくお願いいた

します。

宮城委員 こんにちは。沖縄県医師会会長の宮城です。専門は医療分野ですので、その面

で提言をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

高宮城委員 沖縄県社会福祉協議会の方から来ました。高宮城克と申します。社会福祉協議

会の中で、社会福祉法人施設経営者会というところの会長をしていますので、そ

の部分で社協の方から推薦ということで来ました。福祉の部門ですので、そうい
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った部分でですね、積極的に発言していき

たいと思いますので、また、この資料にち

ょっと目を通させてもらいましたけど、か

なり、県の皆さんがいろんな仕事に関わっ

ているんだなということが、また再認識で

きましたので、これからまた少しでも、私

の微力ではありますけど、力になれるよう

に頑張っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

大城紀夫委員 労働組合、連合の代表として来ました。大城です。２回目になりますけどね。

今後とも、いろんな場面場面で発言をさせてもらいますので、よろしくお願いし

ます。

司 会 委員の皆様、どうもありがとうございました。委員の任期は、平成30年５月25

日までとなっております。委員の皆様におかれましては、本懇話会の設置目的で

ある社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な県政を確立するため、忌憚の

ないご意見を頂戴したいと思います。

それでは、新メンバーでのスタートとなりますので、懇話会設置要綱第４条第

１項に基づき、会長を選出したいと思います。会長の選出につきましては、同規

定により委員の互選となっております。どなたかご推薦等いただければ幸いでご

ざいます。

若松委員 事務局案はございませんか。

真鳥行政管理 行政管理課の真鳥と申します。事務局案としましてはですね、沖縄県事業棚卸

課長 し委員会副委員長を務められて、また、大学においても地方自治を専門に研究さ

れているという観点からですね、佐藤委員にお願いしたいと思います。

司 会 ただ今、事務局から佐藤委員の提案がございました。委員の皆様、いかがでし

ょうか。

各委員 異議なし。（拍手）

司 会 それでは、今、皆様の了解が得られました。佐藤委員、お引き受け頂けますで

しょうか。

佐藤委員 お引き受け致します。よろしくお願いいたします。
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司 会 それでは、佐藤委員には、会長席に移っていただき、会議の進行をお願いした

いと思います。

司 会 それでは、会議の進行につきましては、佐藤会長にお願いしたいと思います。

佐藤会長、よろしくお願いいたします。

佐藤会長 分かりました。一言だけ、ご挨拶する場合じゃないかもしれませんが、ご挨拶

させてください。

申しましたように、沖縄県の評価に長らく関わらせて頂きました。残念ながら、

これまで、評価制度の評判が大変悪くて、

県民や研究者仲間、あるいは県庁職員の方

たちからも、厳しい言葉をしばしば頂いて

いました。本当に県民の役に立つようにと

思って一生懸命やってきたんですが、なか

なかうまくいっていないというのが現実だ

と思っています。積み残してきた宿題とか

やらなけばいけない宿題が数多く残ってい

るので、お前やれと、今回、会長を拝命したと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

では、式次第に従って進めていきます。

まず、会長代理の指名というのがございます。会長代理でございまして、懇話

会設置要綱第４条第３項の規定により、会長が指名することになっております。

会長代理は、鈴木委員にお願いいたしたいと思いますが、お引き受けいただけ

ないでしょうか。

鈴木委員 謹んでお引き受けさせて頂きます。

佐藤会長 ありがとうございます。では、会長代理は、鈴木委員を指名いたします。

続きまして、議事に入りたいと思います。

その前に会議の進行につきまして、一言申し上げます。皆様既にご承知のこと

と存じますが、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。

本日は、今回の議題である第７次沖縄県行財政改革プランの実績及び計画につ

いて、また、県の行革全般について、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、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、各委員の皆様のどうぞ御協力をよろしくお願いいたします。

佐藤会長 ということで、非常に多岐に渡る、また、中身が詳細なものですので、ひとつ

ひとつ当っていく時間は到底ございませんが、それぞれの委員の皆様の専門分野

を中心として、いろいろな議論ができたらと思います。よろしくお願いいたしま
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す。

それでは、議事に移ります。議題１が、第７次沖縄県行財政改革プラン平成26

年度進捗管理について、議題２が、同プラン平成27年度実施計画についてとなっ

ています。関連がありますので、議題１及び議題２について、まとめて事務局か

ら説明をお願いします。

砂川総務統括 行財政改革プランを所管しております総務部の総務統括監の砂川と申します。

監 よろしくお願いします。恐縮ですが、着席して説明させて頂きます。説明に入る

前にですね、委員の改選に伴い、今回の懇話会から新たに就任された委員がいら

っしゃいますので、簡単ではございますが、第７次沖縄県行財政改革プランにつ

いて、その概要をご説明したいと思います。こちらの方ですね。プランの冊子の

５頁をお開き頂きたい訳ですが、５頁には、第７次沖縄県行財政改革プランの概

要図というものを掲載しています。このプランはですね、基本理念を「『美ら島』

おきなわを実現する行財政運営」として、沖縄２１世紀ビジョンが目指す「美ら

島おきなわ」づくりを行財政改革の立場から支えるということを理念として掲げ

ております。理念のもとに、５つの基本的考え方がございまして、それを受けて、

３つの基本方針がございます。

まず、基本方針の一つ目でございますが、「２１世紀ビジョンを実現する行政連

携の確立」、ここにおきましては、５つの実施項目を掲げまして、県民への情報

提供の充実や市町村への権限移譲の推進などに取り組み、県と他の主体とのパー

トナーシップの強化を図り、ともに沖縄２１世紀ビジョンの実現を目指すという

こととしております。

次に、基本方針の二つ目、「２１世紀ビジョンを実現する行政体制の確立」にお

きましては、11の実施項目を掲げまして、組織ビジョンに基づく組織編成や企画

立案力、問題解決能力を備えた人材の育成等に取り組み、政策実現型組織を構築

することで、沖縄２１世紀ビジョンの実現を目指すというふうにしております。

さらに、基本方針の３つ目、「２１世紀ビジョンを実現する財政基盤の確立」に

おきましては、13の実施項目を掲げまして、未収金の解消とかあるいは県単補助

金の見直しといったものに取り組み、財政の安定化に努め、沖縄２１世紀ビジョ

ン実施計画等に取り組んでいくというふうにしております。

このプランは、平成26年度から29年度の４年間を実施期間とし、29の実施項目

に取り組み、158頁にございますように、実施期間中の主な財政効果として、約58

億円を目標としているというところでございます。29個の実施項目の一覧につき

ましては、18頁に体系図を掲載しておりますので、後ほど、ご覧頂きたいと思い

ます。

それでは、本題に入りまして、知事を本部長とする沖縄県行財政改革推進本部

で決定されました平成26年度進捗管理表、いわゆる26年度の行革の実績ですね、

それから平成27年度実施計画についてご説明したいと思います。右肩に「資料１

－１」及び「資料１－２」と記載されている資料をご覧頂きたいと思います。「資

料１－２」の方はですね、各部局等から提出されました平成26年度進捗管理表、2
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6年度の実績ですね。「資料１－１」は、その進捗管理表を概括的に整理した資料

というふうになってございます。まず、「資料１－１」の１頁をお開きください。

１頁には、29個の実施項目につきまして、平成26年度の進捗状況を一覧表として、

取組実績の総括というものを掲載しております。この頁の左下の方ですね、推進

状況別実施項目数というところをご覧頂きたいと思いますが、推進状況というも

のにつきましては、４区分、４段階で評価しております。

「順調」というのはですね、計画通り又は計画を前倒しして取り組んでおり、

目標に対して、概ね90％以上の推進状況にあるというもので、26年度は23項目、

割合として79.3％になっいるいうようなところございます。次に「やや遅れ」と

申しますのは、計画と比較して若干遅れがあると、目標に対して、概ね60％以上9

0％未満の推進状況にあるというものでございます。26年度は５項目ありまして、

その割合は17.2％というふうになっております。次に「大幅遅れ」と申しますの

は、計画と比較しまして、大幅に遅れていると、目標に対して、概ね60％未満の

推進状況にあるというものでございます。26年度は１項目あり、その割合は3.4％

になっております。最後に「未着手」というは、計画で示した取組に着手してい

ないというものでございまして、これにつきましては、26年度は該当項目はござ

いませんというところです。議題の１ではですね、この29項目に係る平成26年度

の実績、取組実績について委員の皆様のご意見を賜りたいと思いますが、時間の

都合上、全ての項目について説明することは困難でございますので、推進状況が

やや遅れ、大幅遅れとなっている項目を中心に、ご説明したいと思います。上の

表のですね、推進状況の欄というのをご覧頂きたいと思いますが、大幅遅れいう

ふうにとなっておりますのが、実施項目の３ですね、「市町村への権限移譲の推

進」というふうになっております。やや遅れが、実施項目の４「公社等外郭団体

への県関与の見直し」、それから、実施項目15「２１世紀ビジョンの実現に資す

る人材の育成」、実施項目21「新たな自主財源の確保」、それから、実施項目23「特

別会計事業の運営適正化」、実施項目の27「県立病院改革の推進」の５項目とい

うふうになっております。なお、実施項目の４「公社等外郭団体への県関与の見

直し」、それから、実施項目19「未収金の解消」、それから、実施項目23「特別会

計事業の運営適正化」につきましては、それぞれ、個別の公社、あるいは債権、

特別会計の個表でも進捗管理というのを行なっておりますので、そこで、個表の

方でですね、やや遅れというふうになっているものについても、併せて説明した

いと思っております。

では、８頁をご覧頂きたいと思いますが、上の表をご覧頂きたいと思いますけ

ど、実施項目の４のですね、「公社等外郭団体の県関与の見直し」であります。

対象法人は、30法人ありますが、そのうち８法人がやや遅れとなっております。

８頁の下の表で、法人の具体名を申し上げますと、２番目の「沖縄科学技術振興

センター」、４番の「沖縄県社会福祉事業団」、６番の「おきなわ女性財団」、７

番の「沖縄県看護学術振興財団」、それから、９頁の方に移りまして、21番の「沖

縄県土地開発公社」、それから10頁の方にまいりまして、22番の「久米島空港タ

ーミナルビル株式会社」、23番の「宮古空港ターミナル株式会社」、24番の「石垣
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空港ターミナル株式会社」、以上の８法人がやや遅れになっているという状況で

ございます。

次に11頁の方をお開きください。実施項目の19「未収金の解消」の項目でござ

いますが、ここでの対象は８債権になりますが、そのうちの３つの債権がやや遅

れというふうになっております。11頁の下の表で、個別に申し上げますと、３番

の「児童扶養手当返還金」、それから、12頁の方に移りまして、６番の「小規模

企業者等設備導入資金貸付金」、それから、７番の「県営住宅使用料」というふ

うになっております。

13頁の方をお開き頂きたいと思います。実施項目の23「特別会計事業の運営適

正化」でございます。ここでは、20の会計中11会計が財政健全化等に取り組むと

しておりますが、そのうち２つの会計がやや遅れというふうになっております。1

3頁の下の表で、具体名を申し上げますと、４番の「沖縄国際物流拠点産業集積地

域那覇地区特別会計」、それから、５番の「駐車場事業特別会計」、この２会計が

やや遅れというふうになっているというところでございます。

では、この進捗が遅れている項目につきまして、その理由、状況等について、

「資料１－２」の方で説明したいと思います。「資料１－２」のですね、４頁を

お開きください。実施項目の３「市町村への権限移譲の推進」でございますが、

表の下段にあります検証の欄をご覧頂きたいと思います。上の方で、取組の効果

としまして、平成26年度にですね、市町村説明会あるいは研修会などを開催し、

各種取組を実施したところでございますが、その結果、平成27年４月に10法令に

係る235事務を移譲し、住民サービスの向上に一定程度、寄与することはできまし

た。しかしながら、平成26年度の目標である500件に対して、移譲実績が235件と

なっており、達成率が47％であることから、大幅遅れというふうに評価しており

ます。

次に５頁をご覧ください。実施項目４「公社等外郭団体への県関与の見直し」

でございます。下の検証欄にあります取組の効果でございますが、短中長期計画

の公表、それから、県と公社等の随意契約の状況の公表に取り組み、県と公社等

の役割分担や透明性の確保につながったと、こういった点で効果があったと考え

ております。しかしながら、短中長期計画の公表の遅れなどの理由により、30法

人中８法人がやや遅れというふうに評価しており、その達成率が73％というふう

になってございます関係から、全体としてもやや遅れというふうに評価したとい

うところでございます。

このやや遅れとした８法人について、個表で説明したいと思いますが、恐縮で

すが、32頁の方に飛んで頂けますでしょうか。ここは、公益財団法人沖縄科学技

術振興センターでございますが、下の検証欄の中頃をちょっとご覧頂きたいと思

いますが、短中長期計画についてですね、法人の方向性とか、事業、財務、組織

体制上の課題の明確化など、こういったことについて、理事の意見を受けまして、

計画案の内容を見直す必要が生じたと、それで、正式な計画策定には至っていな

いということでございますのでやや遅れというふうになっております。

次に34頁をご覧頂きたいと思います。社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団でご
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ざいます。平成26年度に、当該団体の位置付けを明確化するというふうにしてお

りましたが、団体の設立経緯とか、あるいは県としてですね、事業団に対し引き

続き運営支援を行っていくということを踏まえまして、外郭団体としての位置付

けについて、内部検討や関係課との調整に時間を要するということで、まだあり

方について、明確化に至っていないということで、やや遅れというふうになって

ございます。

次に36頁をご覧頂きたいと思います。36頁は、公益財団法人おきなわ女性財団

でございますが、ここでは、中長期計画の策定はしたところではございますが、

賛助会員の増加を図るための取組が遅れたということで、ここもやや遅れという

ふうに評価されております。

次に37頁をご覧ください。一般財団法人沖縄県看護学術振興財団でございます。

中長期計画は策定したところでございますが、26年度計画で兼務職員の解消とい

うことを目標として掲げておりましたが、その解消のためのですね、専任職員を

採用できなかったということで、やや遅れとというふうに評価しております。

続きまして、飛びまして52頁の方をご覧頂きたいと思います。沖縄県土地開発

公社でございますが、目標として掲げておりました短中長期計画が年度内にまと

まらなかったということで、ここは、やや遅れというふうになっております。

次に53頁をご覧ください。久米島空港ターミナルビル株式会社でございます。

現在、平成27年度を最終年度とする現行計画を変更した改正「収支改善５カ年計

画」に取り組んでいる最中でありまして、その関係で、短中長期計画の策定には

至っていないということですね。それから、同計画に連動して位置付けることと

している多角的な収入の検討について、具体案の策定に至ってということで、や

や遅れというふうになっております。

54頁の方ですけれど、宮古空港ターミナル株式会社でございます。ここは、CIQ

施設の整備に向け、市及びターミナル会社と調整をしたところでございますが、

事業スキーム等について合意形成が図れていないことで、やや遅れというふうに

なっております。

続いて、55頁、石垣空港ターミナル株式会社でございますが、目標として掲げ

ておりました県職員の派遣につきまして、ターミナル社や関係機関と調整を行っ

たところでございますが、地元の意向等により協議が整わず、派遣に至らなかっ

たということで、やや遅れというふうにしております。

以上が、実施項目４「公社等外郭団体への県関与の見直し」の状況でございま

す。

続きまして、恐縮ですが16頁の方に戻って頂きたいと思います。ここは、実施

項目15「２１世紀ビジョンの実現に資する人材の育成」についてでございます。

取組の効果といたしましては、班長級以下の職員に係る人事評価結果の活用方法

について、継続して検討や意見交換を行う体制が整備されたところでございます。

しかし、「特別支援プログラムの実施」については、企画、立案自体は順調に進

捗したわけでございますが、このプログラムの前提となります「分限事由に該当

する可能性がある職員に関する対応指針」について、職員団体との交渉が続いて
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おり、まだ実行に移されていないことから、やや遅れというふうになっておりま

す。

続いて22頁をお開きください。実施項目の21「新たな自主財源の確保」につい

てでございます。現在の効果といたしましては、広告マットの設置やふるさと納

税などによる収入の拡充がありました。しかしながら、ネーミングライツの導入

につきまして、このネーミングライツ料の部局への財源充当の割合について、施

設所管課との調整が整わなかったことから、やや遅れというふうにしております。

次に24頁をお開きください。実施項目の23「特別会計事業の運営適正化」につ

いてでございます。この項目につきましては、20の特別会計を対象としておりま

して、このうち20会計すべてにおいて、中期見通しを公表するとともに、11会計

においては、財政健全化に取り組むと、それから、４会計においては、未収金の

解消に取り組むこととしております。取組の効果といたしましては、中期見通し

をホームページで公表することにより、県財政の状況に対する県民の理解を深め

ることができ、11会計全てにおいて、取組を推進し、指定管理者の指定とか、あ

るいは資金規模の適正化に向けて、国への原資返還、それから、一般会計操出金

の返還といった、そういった進展も見られたところです。それから、未収金の解

消に取り組むべき４債権につきましては、行政考査の対象として現状及び課題を

明らかにし、取り組むべき方向性も示すことができました。しかしながら、中期

見通しを策定するとしておりました20会計中ですね、７会計において、関係各課

と歳入、歳出の調整とか、あるいは指定管理を行なう際の利用料金制の適否の調

整が進まなかったと、それから、下地島空港の特別会計におきましては、利活用

計画が未策定であると、こういったことを理由にですね、中期見通しを策定でき

なかったということ、それから、一般会計からの繰り入れ抑制などの運営適正化

に取り組むとしている11会計中２会計がやや遅れというふうな評価をしているこ

とから、全体としてもですね、やや遅れというような評価になっております。こ

のやや遅れとしている２会計について、個表でご説明したいと思います。

81頁の方をお開き頂けますでしょうか。ここは、沖縄国際物流拠点産業集積地

域那覇地区特別会計でございます。取組の効果といたしましては、97％の入居率

達成によりまして、一定の使用料収入を確保するとともに、未収金につきまして

も、破産手続に基づき連帯保証人から一部を回収したところでございます。しか

し、時効が到来した未収金について、不納欠損処理を検討することとしておりま

したが、それらの債権は全て経営破綻により撤退した企業によるものでございま

して、発生から相当年数経っているため、整理というものに時間を要し、債務者

による時効援用以外の不納欠損処理については、十分に検証できなかったという

ことで、やや遅れというふうな評価になっております。

次に82頁をご覧ください。駐車場事業特別会計でございます。取組の効果とい

たしましては、平成25年度の利用料金増加により、26年度に剰余金納付が発生し、

その関係で、繰入が抑制されたというところでございます。しかし、機器の老朽

化に伴う中央監視装置更新工事におきまして、全額起債を充当するという予定を

立てたところでございましたが、起債借入率の見直しによってですね、県債の借
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入額が減少し、その分、臨時的に繰入金が増加したということから、やや遅れと

いうふうにしております。

実施項目の23「特別会計事業の運営適正化」に関する説明は、以上でございま

す。

恐縮ですが、戻りましてですね、28頁の方をご覧頂きたいと思います。

ここは、実施項目の27「県立病院改革の推進」についてでございます。取組の

効果といたしましては、病院事業局の経営安定化計画に基づく経営全般の取組や

一般会計からの繰入により、県立病院経営の安定化が図られ、地域医療を確保す

ることができました。しかし、県立病院の機能や役割分担等の検討整理に関し、

保健医療部と病院事業局との連携が十分ではなく、南部保健医療圏における各種

医療協力体制等に関する協議を行うことができなかったことから、やや遅れとい

うふうにしております。

以上が、全体として大幅遅れ、やや遅れとした実施項目の説明でございます。

次に、全体としては、順調としておりますが、個表の方でですね、やや遅れと

している実施項目についてご説明したいと思います。

20頁の方をご覧頂きたいと思います。ここは、実施項目の19「未収金の解消」

ということになります。未収金の解消につきましては、行政考査によってですね、

各債権ごとの課題だけではなく、全庁的に共通する課題を共有することができま

した。問題解決のために全庁的な視点で取り組むべき事項とか、あるいはその方

向性を示すこともできたところでございます。また、対象となっております８債

権合計で、平成26年度末の未収金の残高目標というのは約80億円としておりまし

たが、これを約76億円に縮減したと、100％以上の達成ということでありましたか

ら、全体としては順調というふうにしておりますが、個別の３債権については、

やや遅れというふうにしているため、その債権を個表で説明したいと思います。

66頁をお開きください。児童扶養手当返還金でございます。分割納付の債権に

ついて、時効起算日、それから時効完成日の特定に時間を要しているため、予定

どおり不納欠損の処理が実施できなかったということで、やや遅れというふうに

しております。

次に、72頁をお開きください。小規模企業者等設備導入資金貸付金でございま

すが、債権管理マニュアルに基づく債権管理の実行やサービサーの活用等による

回収業務の強化に努めておりまして、一定額の過年度未収金の解消につながって

おりますが、貸付先の企業倒産とか、あるいは経営不振等で回収することが困難

なものもあり、未収金の解消がやや遅れているという状況でございますので、推

進状況もやや遅れというふうにしております。

それから、74頁の方をご覧ください。県営住宅使用料でございます。１年以上

経過した回収困難な債権につきましては、債権回収会社へ委託しておりますが、

回収率は2.5％でございます。また、５年以上経過し、債権回収会社が契約しない

債権は、不納欠損処理を進めるべきではございますが、時効の援用がないという

ことで、整理されていないということで、やや遅れというふうになっております。

最後に、平成26年度のですね、財政効果についてご報告したいと思います。一
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枚紙の資料の方ですけれど、本プランの平成26年度財政効果の目標額というのは

９億８千５百万円というふうになっておりますが、昨年度の取組の結果ですね、

財政効果というものが約14億６千７百万円というふうになっており、目標額を４

億８千万円程度上回るというふうな結果になっているということでございます。

議題１の説明については、以上でございます。

引き続き、議題２ですね、平成27年度の実施計画について、ご説明したいと思

います。右肩に「資料２－１」及び「資料２－２」と記載されている資料をお願

いします。「資料２－２」は、各部局等から提出された平成27年度の実施計画、

それから、「資料２－１」は、その実施計画の概要を総括した資料というふうに

なっております。

議題２の方では、平成27年度の実施計画につきまして、委員の皆様から、ご意

見を賜りたいと思いますが、時間の制約もございますので、「資料２－１」の方

からですね、行財政改革プランの３つの基本方針ごとに、全庁的に関連がある取

組を３点取り上げてご説明したいと思います。

「資料２－１」の１頁をお開きください。基本方針「２１世紀ビジョンを実現

する行政連携の確立」に係る取組の中から、実施項目の２「指定管理者制度に関

する運用の強化」について、説明したいと思います。平成15年度に制度化されま

した指定管理者制度につきましては、沖縄県においても、平成17年度に初めて海

浜公園に導入して以来ですね、平成27年６月までに43の施設、地区に導入してお

ります。制度の運用につきましては、「公の施設の指定管理者制度に関する運用

方針」を定めて全庁的に取り組んでおりますが、導入から10年を経過した今、こ

の制度の果たしてきた役割とか、あるいはその制度導入に伴う課題への対応等を

ですね、振り返って検証すると、その上で民間事業者とのますますの連携強化を

図るため、本プランにおける新規項目として設定しております。平成27年度は、

管理運営等の実態把握及び課題整理に向け、他都道府県の指定管理者制度の運用

状況を調査するとともにですね、指定管理者選定時の評価項目の見直しなど、運

用方法の改善に向け、先進事例視察など、こういった調査研究を行いたいという

ふうに考えております。また、モニタリングシートの見直しなどモニタリングの

充実についても調査研究を行うこととしております。

次に、３頁をお開きください。基本方針「２１世紀ビジョンを実現する行政体

制の確立」に係る取組の中から、実施項目10「総務事務の効率化及び集中化」に

ついてご説明したいと思います。職員の給与や旅費などの総務事務につきまして、

効率化や集中化を図る取組として、前のプランから引き続き取り組むこととして

おります。平成27年の１月に沖縄県では総務事務センターを設置しまして、業務

を開始しておりますが、平成27年度は、給与支給事務の集中化のため、人件費の

集約化や手続き関係等の課題整理を行ってですね、下半期には、勤務管理システ

ムとの連携の検証、それから、28年度の給与支給事務の集中化に向けた具体的な

作業を進めたいというふうに考えております。また、平成26年度に一部の機関で

試行実施した航空券法人契約につきまして、これをですね、本庁知事部局各課へ

対象を広げて実施したいというふうな計画になってございます。
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次に４頁をお開きください。基本方針「２１世紀ビジョンを実現する財政基盤

の確立」に係る取組の中から、実施項目の19「未収金の解消」について、ご説明

したいと思います。これまで、各債権ごとの徴収強化に取り組んできたところで

ございますが、更なる推進を図るため、抜本的な解消策について、検討を行って

おります。27年度は、５頁にあるようにですね、債権の回収の強化というのはも

ちろんでございますが、さらにその債権管理の方針なるものを策定してですね、

それを踏まえて、また、債権管理条例なるものを、こういったものの制定を通し

て、より効率的に債権管理を実現して、未収金残高の解消に努めていくというふ

うにしております。

以上が、今年度の実施計画について、３つの項目の説明でございますが、これ

以外の26の実施項目につきましても、平成26年度の取組状況を踏まえ、各部局等

が策定した実施計画に沿って取り組むこととしております。

以上、簡単ではございますが、議題１及び議題２に関する事務局からの説明で

ございます。よろしくお願いします。

佐藤会長 ありがとうございました。ただ今、事務局からご説明頂きましたので、ご意見

ご質問ございましたら、よろしくお願いいたします。

はいどうぞ。

鈴木委員 税理士の鈴木です。資料１－２の81頁の国際物流拠点特別会計の件ですけれど

も、経済特区は、沖縄は、非常に目玉の事業になっていると思っておりまして、

全国に先駆けて、先行して企業立地の推進が進められているところだと思います。

国際物流特区については、これはまだ、新しいと思うんですけれども、以前の特

自貿から引き継いできています。その検証のところで、未収金について、破産手

続というのがありますが、これはその家賃とかの収入のことでしょうか。それか

ら、検証のところで、発生から相当年数経っているということですが、先程申し

上げましたように、国際物流拠点になってから、まだ数年しか経っていないと思

いますが、いつ頃の話で、どのくらいの件数で、内容がどうだったのかというこ

とをちょっとお教え頂きたいと思います。

砂川総務統括 発生から相当年数経っているというのはですね、平成の初めくらいに作った特

監 別自由貿易地域の建物の使用料等がございまして、その未収金がまだ整理されず

に残っているというような状況になっているということでございます。

鈴木委員 特自貿時代の入居者ということですね。

砂川総務統括 はい。

監

佐藤会長 鈴木委員、よろしいでしょうか。
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はい、お願い致します。

佐喜真委員 説明の中でですね、やや遅れの説明の中で多いのが、外郭団体を中心に情報公

開ですね、短中長期計画の策定の遅れ等がかなりあるような印象なんですけども、

企業あるいは色々な組織団体の場合ですね、いかに中長計を策定して、いかに迅

速に公表するかというのが今大きな課題ですけれども、例えば外郭団体等ではそ

の辺の中長計の策定の歴史というか、取組というのは少しまだ間もないのかどう

かですね、その辺を教えて頂いて、是非、県の指導ということが書いてますので、

その辺でですね、迅速な情報公開ができるようにしていただければと思います。

説明の中ではそれぞれの事情があるという風にありましたので、これからもう、

あるいはもう既に改善かとは思いますけれども、その辺を教えて頂ければと思い

ます。

砂川総務統括 県と公社の適切なパートナーシップを構築するという意味での情報公開は非常

監 に大切だと思っております。また外郭団体のですね、具体的に県の補完業務とし

てどんなことをこれからやろうとしているのか、県民も関心があるというふうに

考えておりますので、その辺はですね、遅れているところは早急に策定して公表

するように指導助言していきたいというふうに思います。

佐藤会長 よろしいでしょうか。今のお答えで。

佐喜真委員 県の外郭団体を含めて、個々の事情があるだけで、取組はかなり早い時期から

行われているという理解でよろしいのかということですね。

砂川総務統括 中長期計画のですね、策定、公表が今回のプランから初めて位置づけられたも

監 のでございまして、以前、経営診断みたいなことをやっていたんですけれども、

それに替わるものとして今回新しく取り組んでおりますので、早急に策定、公表

できるように指導助言していきたいと思います。

佐藤会長 今のご質問ご指摘は、要するに、内部の努力で解消できる、解決できる話では

ないかというご指摘だったと思いますが、やや遅れで済ませる話ではなく、なん

で遅れるのかというご指摘だったと思います。これの結果としてどうなるかが大

事である、というところかと思いますが、よろしくお願いいたします。

城間委員 評価の項目で唯一、大幅遅れとなっている項目について質問させて頂きます。

資料１－２の４ページになります。市町村への権限移譲の推進について、２点質

問させて頂きます。先程の説明によりまして、平成26年度において大幅遅れとい

うことの要因として共通課題ということで、２点挙げられているんですけれども、

その他にはどのようなものがあったかということを教えて頂きたいと思います。

二つ目の質問なんですが、取組目標、先程の説明によりますと延べ2，000件の
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事務移譲を４年間に亘って按分をして、単年度500件ということだったように聞き

ましたが、この2,000件の業務、権限移譲ですね、この2,000件はどのように選定

され、設定されたのか、まず伺いたいということと、二つ目に、前提として、目

標設定は非常に必要なものであるというふうに捉えてはいるんですが、単年度の5

00件の達成目標の目安は、数値達成に重きを置いてしまって、処理件数が低いも

のや専門性を特に有する事務など、移譲事務としての受入が困難なものも含まれ

ていなかったどうかという、そこのあたりの検証もなされているか。その点をお

伺いしたいと思います。

佐藤会長 会長が質問してはいけないのかもしれないんですけれども、これやっぱり大幅

遅れということで非常に気になるところでして、今のご質問に追加で伺いたいこ

とがありまして、小規模離島町村や財政基盤の脆弱な市町村が多いというのはあ

らかじめ分かっていることですよね。それが大幅遅れの理由になるというのはど

ういうことなのか。こういう市町村が多いということは、始める段階で分かって

いるはずのことだと思います。それでどうするかというご指摘だと思うのですけ

れども、今、含めてお答え頂けたら幸いですが、よろしくお願いします。

真鳥行政管理 まず、2,000件の出し方なんですけれども、これについてはですね、市町村への

課長 権限移譲推進指針というのがありまして、県知事が権限として持っている事務の

うち、市町村が担えそうな事務というのを、まずは整理をいたしまして、それに

ついて、市町村に意向を確認するという作業を行なっております。それに基づい

てですね、部局の方で、この行革プランの期間中に移譲にふさわしい事務という

のを出してもらって、それを集約したのが2,000件という形になります。

個別の500件というのはですね、その権限移譲については、市町村の希望でもっ

て移譲するという形になりますので、単年度ごとの計画というのはなかなか難し

いのもございますので、期間中に2,000件なので、年度ごとに割ると１年度あたり

500件という数字で出してきております。

あともう一点ありまして、推進状況が遅れている要因ということで、共通課題

ということで挙げている以外のことについてなんですけれども、基本的に希望で

とっているということもございまして、市町村がなぜ希望しないかというところ

までは、詳細な把握はしておりません。

具体的には、それ以外のことについてですね、困難な理由の分析をしようとい

うことで、今、調査を入れているところです。

城間委員 今、それを申し上げようと思っておりました。なぜ受けられなかったかという

のは、次の平成27年度にあったんですが、その時にもう一度意見として、申し述

べたいと思います。以上です。

佐藤会長 わかりました。ありがとうございました。

はい。お願いします。



- 18 -

古荘委員 私からは、主な財政効果という１枚の紙があったと思うんですけれども、こち

らの用紙の項目と第７次沖縄県行財政改革プランの実施項目を照らし合わせた時

に、両者の照合がなかなか難しくて、例えば、歳入関係の一番上、県有財産の総

合的な利活用の推進であったり、行財政改革プランの歳入の確保の21番について

も、実施計画の方では、数字の取組状況とか金額もあるんですけれども、それが

財政効果の表の実施項目には見あたりません。行財政改革プランの実施項目と財

政効果の実施項目の関連を教えて頂けたらと思います。

池田財政統括 財政統括監の池田です。財政効果とです

監 ね、実際の取組の実施項目ですが、きれい

にリンクをしているものではないんです

が、まずですね、例えばということですが、

歳入関係のですね、県有財産の総合的な利

活用の推進という項目につきましてはです

ね、資料の１－２のですね、18ページの財

政効果、５億2,671万３千円というのが、

その金額になってございます。というふうにひとつひとつお答えした方がよろし

いですかね。

古荘委員 財政効果の金額が行財政改革プランの実施項目の数値目標を全部含んでいると

いうことであれば結構です。最終的な進捗状況を評価されるときも、金額であら

わされる定量的なものと、それ以外の定性的な部分と総合的に判断すると思うん

ですけれども、定量的な部分については、目標額の全体を総括する財政効果の表

上でも、実績額を見れた方がいいのかなというところで、今後もし補正できるも

のなのであれば、そのような取組もお願いしたいと思います。

池田財政統括 なるほど、色んな取組の中で包括して数字が出せるものについては、どの項目

監 が財政効果がいくらですよといふうに表記をした方が分かりやすいということで

しょうか。

古荘委員 そうです。これとこれが、全体的に分かるように。

池田財政統括 はい、それでは、そういう工夫をしたいと思います。

監

佐藤会長 今のご指摘は、例えばこの「県有財産の総合的な利活用の推進」が、「実施項目

番号17番」が資料１－２の同じ表に付されていれば分かりやすいというご指摘か

と思いますので、そんな大変なスペースを取るものでもないので、変えて頂くよ

うに、ということでよろしいですか。
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古荘委員 はい、ありがとうございます。

佐藤会長 はい、他に。はい、お願いいたします。

前田委員 今のご質問と少し関係するんですが、今回、目標額と実績額ですごく実績が倍

以上に達成されていたりするものがいくつかありますよね。県有財産の総合的な

利活用の推進であったり、あと事務事業の見直しであったりとか、これは何か特

別な要因があって大きく達成なさったのか、あるいは元々の目標立てがちょっと

甘かったのかというのを教えて頂きたいのが一つ。

あともう一つは、いままでに行財政改革プランを実行することによって、たく

さんの財政効果を積み上げていらっしゃっていると思います。この４年間で、ま

た目標が58億円、これを達成することで、県全体の収支バランスというか、財政

バランスはどういうふうになる予定なのかを教えて頂けませんか。

平敷総務部長 総務部長の平敷と申します。財政効果が目標を上回った今回の26年度の分で９

億8,500万円から14億あまりということになっていますけれども、目標よりも４億

8,000万あまり上回っているかと思いますけれども、要因としてはですね、県有財

産の利活用の部分がありますけど、２億に対して５億2,000万、３億2,000万ほど

ですか、上回っていると、これも民間への委託による財産の売払いの促進等とい

う方策もとったということになろうかと思います。目標が低かったのかと言われ

ると、概ねだいたい当初、平均的な努力目標みたいなものを打つんですけれども、

個別に特に頑張ったということ、何と言うんですかね、目標が低かったとは申し

上げませんけれども、色んな方法を活用ができたということで歳入を確保できた

のかなというふうに考えております。

県税の方はですね、１億8,000万に対して３億あまりということなんですけれど

も、これは色んな徴収率上げるためにですね、取組やっていますけれども、例え

ば市町村と連携して個人住民税の徴収対策、市町村の方に赴いてですね、いろん

な対策をとったりすることもありますし、あと収納機会を拡大するためにですね、

昔は銀行でしか納められなかったものが、今ではコンビニでも、銀行だと３時ま

でしか開いてないんですけれども、コンビニですから24時間そういうことができ

る、特に自動車税とかですけれども、クレジットカードを使ってネットで納付で

きるという方法も今あります。そういうことで、銀行以外の納付割合がどんどん

増えてきている状況もありまして、以前は九州でも最下位あたりの徴収率、納付

率だったのが、かなり上位の方に、全国でも上がってきているということもあり

まして、そういういろんな取組が功を奏したのかなと考えております。あとは歳

入の確保もそうですが、事務事業の見直しという意味で、歳出の効率化というこ

とも取り組んだ結果ですね、そういう９億8,500万という目標に対して、14億あま

りの結果になったんではないかと、ちょっとざっくりして分かりにくいかもしれ

ませんが、そういう諸々の取組であったかと考えております。
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あともう一つは、取組で全体の行革が県の収支にどういうふうな影響するのか

ということなんですけれども、これらの歳入の確保と経費の節減というのは、財

政上は当然プラスの要因に働きます。これがなければもっと悪化してたというこ

とではあるんですが、必ずしもそのまま財政効果分が黒字というふうになる訳で

はなくて、行革を進めることによって、この行革の目標は、新たな社会的なニー

ズに対応するための不断の行革をやって、その分を新たな需要、ニーズ、更に重

点的に取り組むべき、例えば社会保障関係だったり教育関係等に向ける財源を生

み出してきているという意味で、収支で明確にこの分が現れるということでは必

ずしもないんですが、この取組をやっていなければそういうものに充てることが

できなかったであろうという意味の数字だと理解して頂ければと思っています。

前田委員 例えばその削減した分がこういうふうにプラスの使われ方をしましたというも

のが何か見える形であったらいいなと思います。

平敷総務部長 その分が新たに使われたという見せ方は今できてないんですけれども、例えば

社会保障経費というのも、毎年10億とか20億という単位で膨らんでいくわけです

ね、着実に。介護だったり高齢者の医療とか、そういうものもこういう取組の一

環、あれは消費税の増税もありますけれども、様々な取組の中で財源が生まれて

きて、そういうふうに充てられているとような理解を頂ければ、ただその中に行

革分がいくらという見せ方には必ずしもできてないところがあるんですけれども。

砂川総務統括 行革をしなかったらですね、例えば50億ぐらい収支不足があるという時に、行

監 革をしなかったらこれが60億になってたよと、あるいはそれを補填するために基

金の取り崩していたよと、こういうことをしないで済んだ、少なくなるよと、い

うようなことで理解して頂ければなと思うんですけれども。

浮いたお金がどっかに行ったという訳ではなくて、行ってはいるけれども。

平敷総務部長 その分がそのまま貯金になるということではなくてということです。

新城委員 浮いたお金がどうなったかということよりも、貸したお金がちゃんと回収でき

たかというのが私達はすごく大切なことなんですけれども、目標達成されていて

すごくいいんですけど、やっぱり未収金というのはすごく大きな問題だと思って、

頂いたこの資料をちょっと見てたら、中小企業の高度化貸付金というのがあるじ

ゃないですか、これが金額の中でもかなり

なウェイトを占めています。71億3,500万

円という中小企業高度化貸付資金がまだ回

収できていない。回収できる見込みがある

債権と回収できないという２つに分かれて

いるんですけれども、この中小企業高度化

貸付資金というのが71億の約60％、正確に

言うと57％らしいんですが、60％が回収の
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見込みがないっていうふうに書かれているんですね、回収の見込みがなくて、そ

のそばに内訳があって、一番大きいのが１件で25億があるんですね、たった１件

で25億という債権があって、これが回収できないっていうふうになっていて、２、

３ページ後ろに、中小企業高度化貸付資金の適切な事務処理のところに、督促を

やらない、延滞金とか何とかはやらない、連帯保証人もやらないという形になっ

てきてるんですけど、こうなってくると、責任問題が全くないような状態になっ

ているんですけど、そんな感じに沖縄県なっていきませんかね、その辺いかがで

しょうか。

砂川総務統括 高度化資金の方はですね、コリンザ、１件30億、これが清算手続に入りました

監 ので最後は調停案を受け入れてですね、25億は放棄という形で処理していこうと、

これが一番大きいですね。

新城委員 今回の処理でなくなるってことですか。来年から。ずいぶん前ですよね、コリ

ンザが。

伊佐中小企業 中小企業支援課の伊佐と申します。高度

支援課金融班 化資金の中で、未収債権の中で一番大きい

長 のは、砂川統括監がおっしゃるように、沖

縄市のアメニティープラン、いわゆるコリ

ンザとなっておりまして、こちらについて

は、先程ご説明のありました平成26年度、

今年の２月議会におきまして、いわゆる特

別清算、複数の債権者がございまして、そ

の中での特別清算に伴う債権放棄の手続を議会の承認を得て取らせて頂いたと、

あと連帯保証人に関しては、裁判所を通した調停の申し立てがございまして、調

停の合意を議会の承認を頂きまして、取らせて頂いて、約31億の債権に対して、

６億あまりの回収を経て、残り差額約25億を債権放棄させていただいているとい

うことでございます。

なので、先程、いわゆる督促とかそういったところについては、このコリンザ

に関しては、いわゆる特別清算という枠組みで行っていたので、そういった手続

は、既にされていた部分もありますし、その後の手続についても特別清算に委ね

られていたということでございます。

新城委員 公的な街づくりというか、公的な利益を目的とした大きな投資の場合に、きっ

とおそらく、ここに書かれているように、連帯保証人とかってのがないんですよ

ね。連帯保証人とか督促とか適切な事務処理っていうのがないということですか。

砂川総務統括 高度化資金は貸付けする場合にですね、債務名義に至りうる公正証書を作成し

監 て、役員がですね、連帯保証人というふうになってはいるんですけれど、今回の
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裁判所の調停を受け入れるということでですね、公正証書を使った、債務名義を

使った強制執行手続は執らないとしたところです。

新城委員 一応は、そういうふうなのはあるってことですか。

砂川総務統括 はい。

監

新城委員 私たちは、第三者保証でもピーピーしているようなものですから、このような

責任の所在を明確にしておくということが、非常に必要なことのかなと思いまし

た。

新城委員 先程の市町村への権限移譲の件なんですけれども、実態としては、2,000件やら

ないといけないところの約１割しかできなかったという話なんですけど、それで

どうするのって話よねという話が出ましたけど、この間、南城市の市長さんとお

話をしていたときに、南城市は、職員の能力を上げるために、県か国にインター

ンシップを送っていて、これがすごい効果的だというお話をされていました。お

そらく、ここでいう市町村への権限移譲の推進というのは、ノウハウが既にあっ

て、それをどんどん権限移譲していくことだと思うので、そういうインターンシ

ップだとかというのを積極的に取り組まれてみてはどうでしょうかねという意見

です。

砂川総務統括 権限移譲を行う際にはですね、研修とか、あるいは受ける先の市町村職員がで

監 すね、県に来てそういったノウハウ、スキルをですね、身につけるための研修と

いうような形を今でもやってはいるんです。移譲した方がメリット受けるんです

よというようなアナウンスですね、これにもうちょっと力を入れていくべきかな

というふうに今考えておりますので、委員のご提言も受け入れてですね、もっと

充実させたいと思います。

新城委員 先程、会長がおっしゃっていたように、これは内部の努力でできることですよ

ねということの典型的な、一番効果的な項目ではないのかなというふうに思いま

した。

佐藤会長 一言付け加えさせて頂くと、小さい自治体だと、インターンシップや研修に職

員を出す余裕がないという実態があります。ですから、小さい、特に離島自治体

で、職員を長期的な研修に出すということが、不可能という状況があります。そ

れらの自治体がどのような権限の移譲を望むのか、何を望めるのかというところ

まで含めて、協議、検討した上で臨まないと、500件という目標を掲げるだけでは

実施できない部分が多々あると思います。
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大城紀夫委員 関連してちょっと、私自身は、2010年までは、宜野湾市の職員でしたから、あ

の権限移譲の関係で言うとですね、私の経験で言うと、県の行政側と市町村の行

政側と一つは信頼関係が必要と思うんですよ。僕の経験で言うと、狂犬病の予防

注射の関係は以前は県の業務だったんですね、保健所を中心にして。それが権限

移譲の段階で、法律上、市町村の業務に移ったときに、県が今まで県庁や各保健

所で説明会をやったりしていたものが、法律上市町村の業務に移ったときにサポ

ートをする協議会自身が作られなかったんですよ。県の業務の時は、市町村が保

健所と一緒になって狂犬病の予防注射をしてください、獣医師も契約をしてくだ

さい、そうしたこともサポートしていたのに、市町村の業務に法律上移してしま

うとそのサポートが１年もしないうちになくなってしまった訳です。犬の鑑札と

注射済票の手続だったり、県の獣医師会との契約であったり、それぞれ個別市町

村がそれぞれでやらなければいけなくなったということがある訳ですね。

もう一つは、住民サービスですよという説明もするんですけども、この間、県

がやった業務、これは市町村が受託をするという賛成しないとできない業務があ

るんですね、そうするとその時に、一方的に県の主張といいますかね、県から移

りますと住民サービスがよくなるんですよ、市町村にプラスになるんですよと言

うけれども、そのキャッチボールをして、県の実際、業務しているものの中で財

政上はどのくらいかかったんですかと、担当職員はどこどこに何名いるんですか

と、それが市町村に下りてくると、これは、１人増員が必要なんですかと、10分

の１の職員の増員なんですかと、２分の１なんですかという、そういった事細か

な説明が担当者の方から僕はキャッチボールしたくてもできなかったんですよ。

なぜかっていうと、担当部署は、県の行革方針に基づいて、法律上、移譲できる

ものについては移譲しなさいと、そして、県の側からすると、当然行革方針に則

って、市町村が賛成するとできますので、その説得に費やすわけですね。市町村

の職員の希望であったり、いや、こういったことだったら、今後も協議会は続け

るんですよねと、いや、１年はサポートするけれども、その後、行革方針ではそ

の担当部署はなくなりますと、担当者もいなくなりますと、そうするとそれぞれ

の市町村が連携するためには誰が音頭を取るんですかと、それは、市であると那

覇市さんが取ってくださいと、中部だと沖縄市が取ってくださいということにな

ってくると、市町村ごとに協議会を作ってくれとなってくる訳。県がサポートし

ないという状況が見えてくると、権限移譲取りたくないんですよ。財政の問題と、

今後、県がサポートするかの問題が、実際は、市町村担当職員とか市町村のトッ

プも含めて、行政サービスに一生懸命、尽

力したいんだけれども、単独市町村だけで

できない業務もいっぱいある訳ですね。県

がやったもので言うと。だから、そのこと

から、執拗に信頼関係が取れるようにキャ

ッチボールしないと、いくらこの行革の中

で、色んな素晴らしいプラン入れたりして

も、信頼関係が作りきれないとどうしよう
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もないんですよ。だから担当部署を県がなくすんじゃなくて、一定程度サポート

するということをずっと持っとかないと、移譲された後、サポートなかったら返

納せいと僕は言っているわけ。サポートしなければ、本来は、法律上は県の業務

なんですから、県の業務を市町村に移譲するわけですよ、サポートするのは義務

だと思うけど、そのことの担保が取れないんです。そこまで面倒見ないと、移譲

は非常に難しいと思いますよ。県の担当部署がなくなったら、誰もサポートしな

いんですから。そこも含めて具体的なプランを見せないと、権限移譲って非常に

難しいと思いますよ。

城間委員 先程、後程、意見を述べますと言った内容が、今のやりとりの中で私も出てき

たかなというふうに思っています。権限移譲業務っていうのは、まさに地方分権

の推進を担うもので、市民に近いサービスを行政が提供できるということなので、

非常に重要な施策の一つであると、私も捉えています。しかし、今、お話にもあ

りましたように、移譲するにあたって、業務が来たらそれをこなす人が必要であ

ると、人が必要なら、今度は財政も必要であると、財源措置であるとか、あるい

は人の担保が十分に、今、脆弱な市町村というお話がありましたけれども、そう

いう懸念を抱えながらの市町村への権限移譲になっている項目がないかってこと

なんですね、先程、27年度はそれを検証していくということがあったので、少し

は、溜飲が下がった気はするんですけれども、今後、是非、今お話もありました

ように、市町村との意見交換、逆に言うと、逆移譲っていうのもあり得るんじゃ

ないかということも考え合わせて、うちは、これは取れるけど、これは逆に返し

ますというようなことも、市町村によって

は、状況によってはあるかと思うんです。

ですから、実態に沿った権限移譲というの

を、500、500ということではなくてですね、

できるところからできることを、是非とも、

そういう血の通った市町村とのやり取りの

中で権限移譲を進めていただきたいという

ふうに思います。

砂川総務統括 総務部としてはですね、ここの移譲業務、作業には携わっていないんですけど、

監 総括する立場としてですね、委員の皆様からこういう意見がございましたという

のをきちんと取り組んでいる課にフィードバックして、県と市町村でよりよい関

係ができて、更にその住民サービスが向上すると、いうような形で検討させて、

取り組んでいきたいというふうに思います。

大城郁寛委員 ２点ほど。一つはですね、平成26年度から29年度までの４年計画ですね、26年

度では、短中期計画の策定というのが多いというのはしょうがないことかなとい

うふうに思ったんですけれども、27年度の中にも、計画の策定というのが入って

いるのが結構あるんですが、それはどういうことなのかという、要するに、26か
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ら29の中で、26年度に計画を立てて、27年

度に具体的にこうこうしていくという、仕

事を進めていくというのであればよく分か

るんですけども、27年度にも計画を策定と、

場合によっては、去年作った計画の見直し

をやるというのが、27年度の仕事というよ

うな項目もありますし、それから、例えば、

２－２の47ページはですね、沖縄観光コン

ベンションビューローの場合、目標は何かというと、定員適正化計画の実施とい

うのがあって、27年度の計画で何をするのかというと、平成26年度にもう策定済

んだと、これが計画になるのかどうかということですね、その辺少しよく分から

ないなあと。それが１点ですね。

それから、もう一つは、公社等外郭団体の県関与の見直しを見てみると、ほと

んど、人を減らすというのが目標になっているようなんですけれども、そういう

外郭団体というのは、ある仕事をやってもらうために、県がお金を出して設立し

たと思うんですね。そうすると、人を引き上げていった時に、この機関が仕事を

できなくなっちゃえば、何も行革にはならんじゃないのかなあという気がする訳

ですね。だけど、場合によっては、こういうのもあって、例えば、１－２のです

ね、38ページの沖縄県保健医療福祉事業団の方にですね、進捗状況は順調なんで

すけれども、定年で２人、県職員１人引き上げたと、そのかわりプロパー３人、

職員を採用するということで、たぶん、お金の面で総務部と調整を行っていると

いうのを、ただ外郭団体が給料を払うのか、県が給料を払うかの違いでしかない

と思うんですけれども、こういうことが、行政改革の順調というふうに言えるの

かどうかですね、その辺、外郭団体を見ると、だいたい人を減らすという話が多

いんですけど、人を減らして、その外郭団体の機能がどうなるかということと、

機能が落ちるんであれば、たぶん、人を雇うはずですから、そうすると、結局は、

何も行革にはならないんじゃないのかなぁという気がしますが、その辺どうなん

でしょうか。

砂川総務統括 まず、県関与の見直しということですね、今、派遣法に基づいて、県の職員を

監 公社外郭団体に派遣している例がございます。ところが、派遣先の公社において

はですね、自立性が高いとかいうような場合には、別に県から職員を送らなくて

も自前のプロパー職員でやっていけるだろうということで、そういう団体におい

てはですね、県から派遣している職員を縮小していこうという方向にあります。

これが、保健医療福祉事業団でありまして、仕事ができなくなるのかというとそ

うじゃなくて、県からは派遣しないけれど、その分必要であれば、公社等の方で

ですね、プロパー職員を雇用してやるというような形になるということで、公社

の職員を減らせと言ってる訳ではなくて、県から派遣している職員をちょっと見

直していきましょうというような位置づけで取り組んでいるということです。



- 26 -

大城郁寛委員 ということは、結局は、一種の民営化とは言いませんけれども、そういう形で

県の関与を減らしていくというのが、外郭団体の県の見直しというふうに理解し

ていいと、そうするとお金の問題ではないということですか。

砂川総務統括 そうですね。

監

真鳥行政管理 今、お手元にですね、行革プランがあるかと思うんですけれども、こちらの166

課長 ページをお願いします。こちらの166ページにですね、公社等派遣の職員の人的管

理表ということで、行革プランの期間中の人数がありまして、例えば、例で申し

上げますと、13番の沖縄観光コンベンションビューローはですね、観光の事業も

いっぱいあるということもありまして、人を増やしましょうとかですね、それと

か、18番、石垣空港ターミナルは、一人配置しましょうとか、あとは、７番です

ね、農業振興公社とか、そういった形で、中身に応じて人の配置も計画している

ということでございます。

大城郁寛委員 要するに、県の経費をどう節約するかと、繰り返しになっちゃうんですが、と

いうことではなくて、よりプロパーの職員で仕事をやってもらおうというのが、

外郭団体に対する県の関与の見直しという内容だということでよろしいですか。

砂川総務統括 そうです。

監

大城郁寛委員 それと、27年度に計画があるというのはどういうことなのかなと、一番目立つ

のが、２－２の47ページの沖縄観光コンベンションビューローで、27年度の計画

が、計画の策定と、27年度上半期は、平成26年度に策定済みというふうになって

いるんですけれども、こういうのが計画になるのかなあという気もするんですが、

どうなんですか。

真鳥行政管理 同じくプランの42ページをお願いします。42ページのですね、取組項目の６番

課長 が、定員適正化計画の策定というふうになっていますけど、実際、27年度は実施

ということになりますので、本来でしたら、実施に関わる部分を書くべきところ

でありますけど、今、計画というふうになっておりますので、修正したいと思い

ます。

佐藤会長 今のご説明でよろしいでしょうか。

大城郁寛委員 計画を立てて、次の年度は計画の見直しとなるとですね、何かすごく、仕事と

しては楽なんでしょうけれども、あまり進捗はしないんじゃないかなあと思いま

すので。
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佐藤会長 はい。鈴木委員お願いします。

鈴木委員 鈴木です。やはり予想どおり時間がなくなってしまいましたので、簡単に一枚

もののペーパーで準備しております。

行革の今回のテーマというは、財政の話がどうしても中心にありますけれども、

組織の改革とか、市民サービスの改善とかというのも大きなテーマの一つだと思

います。それで、サービス面の点から、私どもの専門分野から、実施計画には書

かれていないので、意見と言いますか、要望と言いますかですね、それを出させ

ていただきたいと思います。

税金に関してはですね、県だけではなくて、市町村も含めて、地方行政は情報

の開示、情報提供が少ないです。ですので、専門家からみても、市民ベースから

みてもですね、理解をすること、それから、手続きをすることが非常にわかりに

くいという点があります。情報開示のツールとしては、ホームページが重要だと

思っておりまして、それの改善提案のペーパーを準備しました。県のホームペー

ジは、とても良くなりました。良くなったんですけれども、もっとリンクしてほ

しい、もっと載せていただきたい情報というのを書かせていただいております。

それと合わせてですね、前回も要望を出したんですけれども、納税の方法という

ことで、国税のように電子納税とか、ダイレクト納付ということを、法人側の要

望は、非常に強いです。今回の実施項目でも、個人の納付に関しては書かれてお

りますけれども、法人は、徴収できているからいいや、というふうに思われてい

るのかもしれませんが、企業はそれなりの負担をして足を運んで納税をしている

というのが実態ですので、やはり納税者の利便性ということも、もう少し思いを

馳せていただきたいというふうに思っております。以上です。

佐藤会長 はい、分かりました。ということで、独自の提案を出していただいている訳で、

はい、どうぞ。

佐次田税務課 税務課長の佐次田と申します。今のご意見を聞いてですね、一部、ホームペー

長 ジもですね、前は、組織の方、税務課からしか入れなかったところが、今はです

ね、トップページから、暮らし・環境、そ

こから、税金という項目で、見やすくなる

ように努力しているところです。あとは、

税の制度についても、沖縄振興特区ですか、

特区の制度についてもですね、ホームペー

ジに載せるとか、今からですね、税制改正

とかもありますけども、そういうのに合わ

せた形で、税の情報も拡充していきたいと

いうことで考えております。
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鈴木委員 よろしくお願いします。

佐次田税務課 電子納税についてはですね、これについては、システムの導入においてですね、

長 かなりの経費がかかるということで、他府県も保留しているところでありまして、

システム改修とか費用対効果とか、そういう課題もありますけど、おっしゃった

ように、利便性の向上というのは、将来的にも必要と思っておりますので、今後、

また検討していきたいと思います。

佐藤会長 はい、平良委員お願いします。

平良委員 私は、生活者の立場での参加ということであります。広報と滞納金についてで

すが、広報のホームページについて、60代前半の方たちにはよく利用されている

と思いますが、70代後半となると果たしてどうでしょうか。ホームページに関心

のない人が多いのではないでしょうか。先日、パソコン教室に誘ったら、60代の

人は「いや、今更使わないし」ということでした。最近、70代から80代の人たち

が、オレオレ詐欺に引っかかっています。高齢者に向けた広報がほしい。高齢者

にもっと分かるような広報があってほしい。高齢者が、老後のために貯めたもの

をと思うと、胸が痛くなります。交通安全のための高齢者家庭訪問事業をしまし

たが、その中で、オレオレ詐欺防止のチラシも説明しながら配布しました。分か

りやすく、多くの人に知らせる方法（広報）はないでしょうか。

あと一点は、滞納金の督促について、事業所では、よく職員が変わったりする

と、引き継ぎがうまくできていなくて、延滞のことを知らず、何年かして、県か

ら督促が来てびっくりするということがあります。県は、一生懸命、滞納の取組

をやっておられると思いますが、１年に１度とか、２年に１度とか、督促の頻度

を考えてほしい。滞納者が多くて、事務も大変だと思いますが、自分が当ってみ

て、感じました。

佐藤会長 今のご質問、督促に関しては、定期的にやられているんではないんですか。

平敷総務部長 今のは、未収金の絡みだと思いますけど、滞納の分はですね。今、債権という

か、お金の種類によっては、実はやり方がばらばらだったところもかなりあるよ

うで、その辺のですね、統一的な方針といいますか、指針の策定をして、たとえ

ば、未納があったときに何カ月目にどういうことをしましょうとか、あとは、納

めていない方がですね、いざ納められる状態なのか、そうじゃないのかと、その

辺も分類をして、処理はこういうふうにしましょうという、取組の方法を定型化

するといいますか、その辺の方針をはっきり決めて、その方針のもとに、お金の

貸付とか、いろんなお金の出し入れが発生する部署でですね、細かいマニュアル

を作っていこうということで、その辺を作業を進めていこうというところでござ

いますので、この辺でまた改善していきたいと。要するに、定期的に、督促と言

いますか、催告と言いますか、その辺の手続を適切にやって、あとは調査をして、
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できない方は放棄するのか、どうするのか、どういう手続きをとるのか、この辺

も具体的にマニュアルというか、その辺で定めていこうという考えを今進めてい

るところでありますので、その辺で改善させて頂きたいと思います。

それと先程の１番目に広報、これは具体的には詐欺の話ですけれども、あまり

細かいところは私では申し上げにくいのですが、担当の福祉になるのかな、福祉

とかあの辺になるんですが、確かに高齢の方にホームページで周知してもなかな

か分からないというのがあります。その広報の方法は、その辺の対象者にですね、

応じていろんな手法は考えていくべきかなと思います。それで、チラシを配った

り、新聞に載っけたり、ラジオの県の広報でやったりとか、方法は考えていると

は思いますけれども、どういう方法がより届くのか。ニュース等で間接的に見た

話では、警官の方が、実際にどこかの施設で劇をやったりとか、いろんな分かり

やすい手法で周知っていうか、危ない点をPR、周知したりすることがあるような

んですけれども、どのような方法が可能かというのを部の方でですね、今の意見

もお伝えしながらですね、適切にやって頂きたいなと思っております。以上です。

佐藤会長 はい、では最後、お二人どうぞ。お願いします。

若松委員 時間が無いので、いろいろと伝えたかったのですけれども、短くしますね。

未収金の話、ちょっと言っておかないといけないで、申し上げます。折角、こ

の行政考査結果報告書ということで、かなりいろいろ検証して頂いて、いろんな

部局に課題をあげて頂いたということで、あまり細かくは見れていないんですけ

ど、ざっと見るかぎり、債権管理の事務により課題が発生する要因とか、けっこ

う分析がしっかりなされていらっしゃるなというふうな印象を、ある程度受けて

いるんですけど、ただ、最後のページに入って課題解決のための方策というとこ

ろとの繋がりが、ちょっと残念に思うところがけっこう見受けられる。ただ、先

程、マニュアルをというふうなことをおっしゃっていたので、具体的には、かな

り考えて頂いているところもあるとは思うんですけれども、基本的に、この未収

金の処理っていうのは、不納の欠損の問題と、回収の問題と、予防の問題、大き

く三つくらいに分けられるのかなというふうに思います。この三つの問題が、有

機的に上手く噛み合わさって動いていかないと、システム自体が、いくら個別の

マニュアルを作ったところで、また発生するだけの話になってしまう。また、担

当者がどんどん変わられるとか、いろいろご指摘がありましたけれども、督促の

処理が、誰がやったって定期的に出るよう

な仕組みをどう作るのかとか、結局、仕組

み作りなんですね。人が変わる、どんどん

人が変わることによって、ノウハウが蓄積

されないという問題が、大きな状態になっ

てしまうというところでもあるので、もっ

と組織的な、根本的な考え方、全庁的なと

いうことでいろいろ入れ込んでは頂いてい
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るんですけど、結局、研修だったりとか、マニュアルだったりというとこに留ま

っているわけですね。定期的に会議しましょうという程度に留まっている。それ

ではちょっとどうなのかなと。本当に専従でやっていただいて、外部からも。債

権回収というのは、実を言うと非常にテクニックで、民間の方は、たくさんのテ

クニックを持っていることで、何を県はやっているんだというところで、厳しい

目でみれば、何をやっているんだと状態であるので、今までも何度も何度も指摘

させて頂いてきたところなんですね。分析自体が、結局、例えば、個々の方の意

欲の低さって書いていますけど、個々の職員さんが悪いわけじゃないんですよね。

それに取り組めるだけの組織としての仕組みがない、ちゃんとできていないとい

うことに尽きるんですよね。それだけの時間は割けないし、やらなきゃならない

他にも山ほど業務がある中で、前の人からの引継のことをやっている暇なんか、

実際のところ無いわけですから、皆さんがこれを取り組むことによって、次に繋

げていける、そしてまた、新たな未収金の発生を防げると、そういう先のことも

見えてくる仕事をやらない限りは、やる気が起きないのは当たり前の話なので、

ただ会議を繰り返して頂くというよりは、もうちょっと組織としてしっかり取組

を示して頂きたいなというのが、行革３年間見させていただいて思ってます。分

析自体は本当にきちんとやっていただいていると思うので、これをどう活かして

いくかっていうことは、今回の、実際に進んでいた、進んでいないというところ

の取組の効果の部分、遅れの要因とかいうところを見ていると、結構バラバラだ

ったりするわけですよ。ある程度のノウハウが横断的に話ができていれば、こう

いうバラバラな話はないのかなというような気はします。やっぱり、全体として、

こういった問題をどういうふうに取り組んでいくかっていう、もっとこうガチッ

とした筋みたいなものが、そんな難しい話では、本当にないと思うので、ぜひと

も、もう少し、これからの要望という視点を含めていただいて。不納欠損の処理

に関しては、本当のこと言うと、切り離せると思うんですね。これはお分かりに

なっていないからできないという部分、基準が決まっていないからできないとい

う部分があって、これが一番大きいんではと思うので、早くそこを全庁的に決め

ていただいて。不納欠損で処理した分と、未収金を回収できた分と、実績の部分

もそうですけれども、やはり分けて出していただかないといけないと思いますし、

目標としても、不納欠損でこれだけは処理しようねと、未収金を本当に回収しよ

うという部分での目標と、別々に分けて頂くのがいいのかなというふうに思いま

す。

佐藤会長 ありがとうございました。それから、田中委員からもありましたので。

田中委員 別のところなんですけど、資料１－２の17ページにある「美ら島アイディアコ

ンペの実施」についてなんですけれども、24名の職員から応募があったというこ

とがあったんですが、対象職員は全職員なのかということと、採択された案件一

件が、今年度、新規事業として実施予定というふうにあるんですけれども、具体

的にその新規事業の内容、あと、進捗状況などをお伺いしたいと思います。
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真鳥行政管理 まずですね、今回の新規事業なんですけれども、採択されたのがですね、「大学

課長 院大学を活用した生命科学講座事業」ということでして、こちらは、県内の中学、

高校、大学生、県内の学生を対象としてですね、40名を一週間、大学院大学で「子

供科学人材育成事業」ということで、予算を確保して、新規事業ということで、

昨年度実績に入れていますね。それから応募資格についてなんですけれども、昨

年度まではですね…。

田中委員 すみません、27年度に実施予定というふうになっているんですけれども、昨年

度ではないんですか。

真鳥行政管理 今年度ですね、所属を限定せずにですね、臨任とか非常勤の方は除くんですけ

課長 れども、それ以外の方は全て応募できるということにしております。ただ、県立

学校の職員と警察本部の職員以外になりますけれども。

田中委員 行政職の方で、私が調べたところですと、4,430名いるということなんですけど、

24名からしか企画立案がなかったというのが、課題解決に向けて進める県職員に

関しては意識が低いのかなと個人的に感じたんですね。この募集方法であるとか、

募集期間とか、皆さんそれぞれ通常業務をやりながらというのはあると思うんで

すけれども、民間の企業の場合、通常業務をしながら新規事業立案しているので、

そのあたりでは、もう少し意識高くやってもらいたいなというのと、先程、昨年

度、事業実施した大学院大学のものでも、グッジョブの中でもそういった事業を

やっていたのかなと思うんですけれども、あまり新規性がないのかなと思うんで

すね。そのあたりどんなふうに考えているのかなということです。

真鳥行政管理 まずは、今のお話を踏まえてですね、応募する方がどれだけ増やせるかという

課長 のが一つ挙がったと思いますので、広報の仕方も含めて、工夫していきたいと思

います。個別な事業に関しては新規性がだんだん難しくなってきているところも

あったりしてですね、新しいアイディアをどういうふうに出せるかというところ

も一つあると思いますので、そこら辺、少しまた研究したいと思います。

佐藤会長 いいでしょうか。では最後に宮城委員お願いします。

宮城委員 簡単に言います。私は、県立病院のことです。経営安定化計画は、順調に進ん

でいるということで、努力に対しては、敬意を表したいと思います。ただ、その

次の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ということ

で、これは南部医療圏を問題にしているんですが、前回の懇話会でも、私は、こ

れは北部に問題があるということで提案をしました。平成26年度上半期では、北

部地域の医療の問題が取り上げられています。27年度の計画では、やはり南部医

療圏しかないということですが、今、問題になっているのは北部医療圏ですから、
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南部を北部に入れ替えて実施したらどうですかという提案をします。南部医療圏

には、むしろ問題がないということです。問題があるとすれば、北部の医療圏で

す。そういう提案をしたいと思います。以上です。

大城保健医療 保健医療政策課長の大城です。まずおっしゃるとおり、28ページのですね、具

政策課長 体的な取組の４番、「南部保健医療圏における医療資源の効率化に関する公的病

院及び関係機関等との協議」の部分が未着手で、３番については、ご指摘があっ

てですね、北部地域の医師確保に関してですね、研究会をもって検討いたしまし

た。課題は北部にあるということも認識しております。下の方にですね、「今後

の方向性及び改善策」という部分でですね、地域医療構想の策定が義務づけられ

ましたので、平成28年９月までに策定することとしております。南部、北部も含

めてですね、各医療圏の課題と、病床の機能分化、連携もですね、その新たな国

の地域医療構想を策定義務づけの中でですね、検討していきたいと、委員のご指

摘の部分も含めてですね、検討していきたいと考えております。以上です。

佐藤委員 はい、以上でしょうか。時間が…。

大城紀夫委員 時間がありませんので、あと、メールでちょっと、２、３、ちょっと質問と要

望を出しますから、簡単に言うと、指定管理者の関係で言うと、前回、ここに書

かれているように、実施した項目について、調査をするということ、書かれてい

るんですけど、これは、利用者の意見等も含めて調査するということになってい

るはずなんですね。だから、ぜひとも、経緯だけの問題で、指定管理者のあり方

を議論するんじゃなくて、実際、指定管理者に行く前にどうだったのか、サービ

スが。指定管理者になって、サービスがどうだったのかという、利用者について、

調査してほしいという話がありましたけど、そのことについては、載っていませ

んので、そこは、お願いしたい。あとは、水道事業の関係で言うと、確かに民間

委託をしたんですけれども、民間委託した結果というのが問題ではなくて、実際

そこの業務として、期間を含めて、実際の職員との昼間、夜間との引継はどうな

のか、そこのことの総括した検証をして、だから上手くいって、そこで新しいと

ころを実証するというところのものであるのかどうなのかについて、データが示

されていないので、そのことも含めて、できたら出していただかないと、皆さん

の評価の中で、すばらしいすばらしいすばらしい、だから民間委託をどんどん進

めるんだという話になってくるとね、そこは利用する側は、命に関わる話なので、

そこも含めて、そこは見せていただかないと、この委員会の中で、はい承認しま

したとなってくると、見えない中でね、承認したということになるので、そのこ

とは、委員会に公表するのかどうか、時間がなければ、そこはお互いの中で、見

せて頂く、県に見せて頂くということの方が、より効率的だと思いますから。あ

と、那覇空港のことですけど、そこは、あとでメール送りますので。できたら、

鈴木委員からもあったようにですね、今後もできたら、委員として、こういうと

ころについてはどうなのかという、皆さんとのキャッチボールがですね、できる
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ように、メールでやりとりもできてくれば、それは、本当に委員として、意見反

映ができることだし、皆さんの中で議論できることだと思ってますから、そこは

この会議だけではなくて、各委員の中からですね、こういったことについてはど

うなのか、これについて意見はどうなのかということを含めて、メールでやり取

りできるように是非お願いすれば、もっと時間を割くことができると思いますの

で、よろしくお願いします。

佐藤委員 二つだけ、言わせていただきたいことがあって、一つは、この会議の持ち方は、

このままではない方がいいと思います。私、今回初めて参加したので、多くの方

たちが専門性を持って来られて、これだけ

多くのことをやる中で、一時間あるないく

らいの時間で、懇話会の個別の問題から、

全体のことまでを議論するということは、

本来無理だと思うんですね。これが、アリ

バイ作りの委員会で、オッケイ出しました

ということで済んでしまうのであれば、あ

まりやってる意味がないのではないか。こ

の委員会で、委員の先生の皆さんからの意見がどのように出てくるのか、あるい

はどう反映されるのかということの道筋を、もう少しちゃんと、今の最後の話も

含めて、お忙しい委員の方々ですから、そんなに何度も会議できるわけじゃない

ですから、それは仕方がないとして、もう少しこの持ち方を考えた方が、工夫し

ないと、この辺でよろしくないまま終わってしまうと思うのです。それが一点で

す。

もう一点が、広報のお話しがありました。広報全般の話なんですけど、こうい

う行財政改革プランっていうのがあって、それを県がやっているんだっていうこ

とを、県民にどう伝えていくかどうかっていうこと。先程、申しました、この前、

事業棚卸しがありまして、これは県民の前で判断をするという、県民にその判断

を見て頂くということをやったんですが、なかなか当初の目的どおりにはいかな

かったんです。 ただ、それは、少なくとも県民に、それぞれの判断を見て頂く、

公開でやるっていうことが大目標だったんですね。それの試みはもうやらないわ

けですから、この場のこの結果をどうやって県民の皆さまに知って頂くかという

ことを考ねばならないと思います。議事録をポコッとホームページに載っけるだ

けでは済まない話だと思うんです。そこのところも考えていく必要があると思い

ます。ホームページの活用ということと、それからそれでよしとしないで 、他に

も何ができるのかを考えないと、せっかくやっていることが、県民の目に届かな

ければ、県民から見てどうなのかってことは、やっぱり考えないといけないと思

うんです。前回の事業棚卸しは、県民視点によるっていう冠がついておりまして、

それは、これからも行財政改革に関しては、その視点は必要なんだと自分は思い

ますので、それについても、今後ご検討お願いしたいと思います。

ということで、時間が超過しまして、申し訳ございませんという筋でもないと
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思うんですけれども、申し訳ございませんでした。

よろしいでしょうか。では、これをもちまして、本日の日程を全て終了させて

いただきます。委員の皆さま大変お疲れさまでした。ありがとうございました。


