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平成29年度第１回沖縄県行財政改革懇話会議事要旨

日 時：平成29年６月15日(木) 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28年度推進状況及び平成29年度実施計画について⑴

⑵ 新たな行財政改革に係る計画の策定方針について

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 田中 美幸 委員

平良 菊 委員 城間 幹子 委員

計14名（高良文雄委員欠席）

〔冒頭あいさつ〕

副知事 富川 盛武

〔事務局〕

総務部長 金城 武 総務統括監 嘉手納 裕 財政統括監 宮城 力

行政管理課長 茂太 強 ほか

配布資料：

・平成29年度第１回沖縄県行財政改革懇話会 次第

・資料１ 第７次沖縄県行財政改革プラン実施項目

平成28年度推進状況及び平成29年度実施計画

・資料２ 第７次沖縄県行財政改革プランの主な財政効果

・資料３ 新たな行財政改革に係る計画の策定方針

・資料４ 過去のプランにおける主な財政効果の推移

・資料５ 平成28年度沖縄県行財政改革懇話会における意見等及び対応一覧

・資料６ 行財政改革懇話会各委員からの質問等一覧
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議事要旨：

○ 冒頭、富川副知事による挨拶があった後、佐藤学会長の進行により議事に入った。

議事の進行は議題ごとに行い、はじめに事務局が議題の概要並びに各委員から事

前に提出された質問及びその回答を説明した。

その後、事務局の回答等に係る検討、委員及び事務局による自由討議を行った。

各委員の議論質問・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。

【議題１ 第７次沖縄県行財政改革プラン平成28年度推進状況及び平成29年度実施計画

について】

事務局の概要説明○

「資料１」及び「資料２」により、平成28年度の推進状況が「やや遅れ」の実施項目等を

中心に概要を説明した。主な内容は以下のとおり。

・平成28年度の推進状況

「資料１」１ページの一覧表のとおり、「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３「市町村への権限移譲の推

進」、実施項目８「県立芸術大学の改革推進」及び実施項目26「県立病院改革の推進

（｢病院経営安定化計画」の実施）」となっている。

・実施項目３「市町村への権限移譲の推進」（「資料１」４ページ）

前回（平成27年度）は「順調」であったが、平成28年度は移譲実績が少なく、目標達成

率が75.8％（1,137件/1,500件)となっていることから、「やや遅れ」としている。

なお、平成27年度の調査結果によると、進捗が遅れている主な要因として、小規模離島

町村や行財政基盤の脆弱な市町村が多いことなどから、市町村の受入れ体制整備が進んで

いないこと、市町村において事務が移譲されることのメリットへの理解が十分でなく移譲

の必要性を感じていないこと、移譲済みの事務において県からの引き継ぎが十分ではなく

今後の移譲に不安を感じていること、などが挙げられている。

以上の調査結果を踏まえ、市町村に対し、住民サービス及び住民の利便性の向上に係る

権限移譲の必要性について、引き続き丁寧に説明を行うとともに、移譲事務に係る説明強

化、マニュアルの提供、移譲後のフォロー等、支援の充実を図ることで、移譲を推進して

いきたいと考えており、さらに、単独での移譲が困難な市町村に対しては、広域連携等の

取組を促進するため、引き続き、市町村課とも連携し、関係市町村との意見交換等を実施

していきたい。

・実施項目８「県立芸術大学の改革推進」（「資料１」９ページ）

県立芸術大学においては、大学運営や教育研究体制に係る改善方策の設定・実施、進捗

管理、結果検証等に取り組むこととしている。

しかしながら、具体的な取組項目１の「大学運営の改善」において、県立芸術大学基本

計画の実施状況に係る大学評議会への報告が遅れたこと、具体的な取組項目２の「独立行

政法人化の検討」において、検討委員会の開催を実施できなかったことなどから、推進状

況は「やや遅れ」となっている。

今年度は、引き続き県立芸術大学基本計画に基づく取組を進め、独立行政法人化につい

ては、検討委員会を開催して方向性を決定していくこととしている。
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・実施項目26「県立病院改革の推進 」（「資料１」32ページ）（「病院経営安定化計画」の実施）

県立病院においては、平成24年度から平成28年度までを実施期間とする「経営安定化計

画」を策定し、今後も地域において必要な医療を適切かつ安定的に提供していくために持続

的な経営の健全化を図ることとしている。

平成28年度の推進状況は、具体的な取組の１「経常収支の黒字維持」及び取組の２「手元

流動性の確保」において、診療報酬に関する各種加算取得や算定漏れ防止に努めるとともに、

適正な入退院管理を行うなどの収益確保、価格交渉等により医療材料購入単価の低廉化を図

るなどの費用縮減に取り組んだものの、目標である「経常収支比率100％以上の維持」の達

成が困難な状況であるため、「やや遅れ」としている。

また、今年度は、新たに策定した「沖縄県立病院経営計画」に沿って取組を進めるととも

に、地域医療構想で位置づけられる県立病院の役割を果たし、県民が求める良質な医療を安

定的かつ継続的に提供していくため、今後も経営の効率化等に取り組み、より一層安定した

経営に努めることとしている。

なお、新たに策定した「沖縄県立病院経営計画」に基づく第７次沖縄県行財政改革プラン

における取組については、次の「資料１」33ページに記載しており、平成29年度は、診療報

酬改定への対応、個人負担分医業未収金の縮減、医療材料等の適正化等に取り組み、収益の

改善及び費用の縮減を図ること、病院事業全体の資金状況を把握し、効果的で効率的な設備

投資に取り組むこととしている。

・「公社等外郭団体への県関与の見直し」における各団体の推進状況（「資料１」37ページ）

対象の30法人のうち、取組が「順調」の法人は27法人で、割合は90.0％となっており、

「やや遅れ」は、４番の「沖縄県社会福祉事業団」、14番の「沖縄県産業振興公社」、24番

の「石垣空港ターミナル株式会社」の３法人で割合が10.0％となっている。

「やや遅れ」等の要因としては、４番の「沖縄県社会福祉事業団」については、事業団へ

の支援と出捐金の取扱いについて調整に時間を要したことなどから、平成28年度に県の方針

を決定できなかったため、14番の「沖縄県産業振興公社」については、アジア経済戦略構想

推進計画の策定等により、法人の外部環境に変化が生じ、平成29年度に予定していた県派遣

職員の１名減を据え置いたため、24番の「石垣空港ターミナル株式会社」については、国際

線増改築事業の遅れ等により、県職員の派遣協議が整わなかったため、となっている。

平成29年度は、「沖縄県社会福祉事業団」については、県の方針を決定し県関与の見直し

を進め、「沖縄県産業振興公社」及び「石垣空港ターミナル株式会社」については、県派遣

職員について協議し、県の人的関与の適正化に努めることとしている。

・「未収金の解消」における各債権の推進状況（「資料１」69ページ）

対象の８債権のうち、取組が「順調」の債権は５債権で、割合は62.5％となっており、

「やや遅れ」は、２番の「生活保護費返還金」、３番の「児童扶養手当返還金」、７番の

「県営住宅使用料」の３債権で割合が37.5％となっている。

「やや遅れ」等の要因としては、２番の「生活保護費返還金」は、所要の届け出をしない

等により、過払いとなった保護費の返還金債権となっており、その債務者は生活保護受給者

であるか、受給者でなくてもそのほとんどが生活困窮者であるため、返還金の徴収が進んで

いない状況となっていることから「やや遅れ」となっている。３番の「児童扶養手当返還

金」も生活保護費返還金と同様に、過払いとなった手当の債権となっており、時効の完成日

を特定する作業に時間を要しているため、不納欠損処理が遅れていることから、「やや遅

れ」となっている。７番の「県営住宅使用料」は、県営住宅から退去した者の未収金が回収
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困難となっており、債権回収代行会社へ委託しているものの、状況は改善していないこと、

また、退去者からの時効援用が１件しかなく、不納欠損処理が進んでいない状況から「やや

遅れ」としている。

これら３債権については、債権管理に関する県方針及び標準マニュアルを踏まえ、平成28

年度に改定した各債権の管理マニュアルに基づき、債権の適切な管理に努め、回収の強化及

び回収不能債権の整理を行うとともに、債権の保全や滞納発生の抑制等に努めていくことと

している。

・「特別会計事業の運営適正化」における各特別会計の推進状況（「資料１」87ページ）

対象である11会計のうち、取組が「順調」の特別会計は10会計、割合が90.9％で、10番の

下地島空港特別会計の１会計のみが「やや遅れ」で割合が9.1％となっている。

下地島空港特別会計については、利活用候補事業の提案者との事業実施条件協議が長期化

したことで、利活用実施計画の策定が遅延したため、「やや遅れ」となっている。

平成29年度は、「中期見通しの策定及び公表」を行い、新たな提案募集を行うなど、引き

続き周辺用地も含めた利活用の拡大に取り組みながら、歳入予算の増大を目指すとともに、

あわせて、管理運営の民間委託も含めて歳出予算の縮減に努めることとしている。

・「主な財政効果」（「資料２」）

第７次プランにおける平成28年度の目標額は15億9,900万円であるが、県税収入の確保

や未利用財産の売却促進等により、実績額は約31億5,400万円となっており、これは目標

額を約15億5,500万円上回るものとなっている。

なお、実績額は、決算見込みに基づくものであるため、今後、変動する可能性がある。

次に、平成26年度から28年度までの３年間の合計では、目標39億2,800万円に対し、実

績は約81億4,700万円となり、既に４年間の目標額である約58億円を上回っている。

この要因としては、実施項目18の「県税収入の確保」において、３年間の目標の７億

6,500万円に対し、実績は37億9,100万円になっている。なお、資料末尾の「参考」の表の

とおり、平成28年度の計画目標値97.2％に対し、実績値は1.2ポイント上回る98.4％とな

っており、財政効果の増加に大きく寄与している。

・その他（配布資料の説明）

資料５の「平成28年度沖縄県行財政改革懇話会における意見等及び対応一覧」について

は、昨年の沖縄県行財政改革懇話会において、委員からの指摘等に対し、その後どのよう

な取組が行われたのか報告してもらう必要があるとの意見を踏まえ、まとめたものである。

○各委員から事前に提出された質問及びその回答の説明

各委員から事前に提出された質問及びその回答をまとめた資料６「行財政改革懇話会各委

員からの質問等一覧」の１ページから７ページまでについて、事務局から内容を説明した。
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【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」２ページ）

≪県税情報の充実≫（「資料６」１ページ）

鈴木和子委員： 納税者に対して税金の情報を不足なく見やすく提供するということを追求し

てほしい。課税免除条例についてはリンクを検討するとのことだが、課税免除

条例だけでなく、県税に関する条例全体に対してリンクを検討してほしい。

事 務 局： 他の条例のリンクについても早速検討したい。

○実施項目３「市町村への権限移譲の推進」（「資料１」４ページ）

≪市町村へのフォロー≫（「資料６」２ページ）

大城紀夫委員： 平成27年度の懇話会でも指摘したが、市町村の担当者からすると、権限移譲

されてくるのは良いが、他の市町村に呼びかけて会議を開催する必要があった

り、広報等も単独で行う必要もあったりすると思う。県の担当部署を残して年

に何回かの担当者会議のようなものを作らないと、権限移譲を受けたくても将

来不安で仕方ないということがある。移譲された１年間は県が担当者会議等を

開催して面倒を見るが１年したら手放してしまうので、市町村の担当者は、自

分たちの近くで行政サービスできるので権限移譲をやりたいと思っても不安な

のではないか。県と市町村とで信頼関係を構築して、市町村へ移譲された後も、

アフターサービスをやれば権限移譲が進むと思うので、権限移譲したことで市

町村が困っていることはないか等、過去の事例を調べてから、それぞれの部署

にフィードバックしてほしい。そうすれば権限移譲のスピードも速まるかと思

うので、お願いしたい。

佐藤 学 会長： 住民に近いところで仕事をするという大きな流れの話と、実際に滞りなく行

政サービスを行われるようにするという話、移譲を受ける側である市町村の準

備ができているかという話、数値目標で移すということで無理はないかという

指摘は前もあったと思うが、移行期間に関しての手立てをという意見だと思う

のでよろしくお願いしたい。

○実施項目４「公社等外郭団体への県関与の見直し」（「資料１」５ページ）

≪中長期的な課題≫（「資料６」２ページ）

大城郁寛委員： ほとんどの外郭団体について、現行の第７次プランを作ったときから５年く

らい経過しているのに今後の方向性はそのままでいいのか。５年間の中で、そ

の団体において何が中長期的な課題なのかという見直しはなかったのかどうか。

事 務 局： 指摘については、公社等外郭団体のあり方の見直しが必要と考えているので、

各部局と意見交換しながら検討していきたいと考えている。

○実施項目６「組織の見直し」（「資料１」７ページ）

≪中小・小規模企業のＩＴ化支援専門部署の設置≫（「資料６」３ページ）

新城恵子委員： 事前に提出した意見では、中小・小規模企業のＩＴ化支援専門部署の設置を

希望することを求めている。大企業にはできるが中小企業には特に難しく、Ｉ

Ｔができないことによって生産性を上げる環境にないというのが中小企業の一

番弱いところである。観光産業は関連収入が6,000億円あるが、生産性は日本

の中でも最低になっており、ＩＴの活用は避けては通れない。県にＩＴ専門部

署があれば、中小企業もコミュニケーションが取れるようになるということで
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希望したところである。

事 務 局： 質問の内容については、関係部署と一緒になって検討していきたいと考えて

いる。

○実施項目７「定数管理の適正化」（「資料１」８ページ）

≪定数管理について≫

前田貴子委員： 今回、189名の削減を提案し、うち86名は撤回で、61名を削減、42名を継続

配置、平成29年度の最終内示案は前年比結果プラス９人の3,884人とある。そ

の61人の削減の具体的な内容を聞きたいと思っていたが、「取組の効果」に、

増員の主な内容として記載されている人数が、時限的なものも含めて30名、こ

の30名は、削減した61人の中に配置換えや組織再編、あるいは部署の強化とし

て人を厚くしたというものも含まれているという理解でよいのか。単純計算と

して残りの30名はどうなったのか。定年退職や新規採用の増減も含めて、結果

前年度比９人増えていることを教えてほしい。民間企業は、最近の深刻な人手

不足とか求人と求職のミスマッチがあり、今いる経営資源である人材をどうや

って生かして力をつけて生産性を上げていくのかがとっても重要な課題となっ

ているので、無駄を省いて必要な分野に人を集中させていくという内容につい

て教えて欲しい。

事 務 局： 組織・定数の見直しをする場合には、まず各部局にヒアリングし、特に平成

28年度はゼロベースで各部局査定して、課、事業ごとに見直して、削減できる

ところは削減している。一方、県民ニーズや貧困等の政策課題など重要である

所にどうやって配置するかという視点でスクラップアンドビルドを徹底してや

ってきている。

前田貴子委員： 一括交付金の執行体制の強化とか、ＭＩＣＥの準備・整備事業、そしてＩＴ

産業戦略センターあたりが増員されたというのは関心あるし、心強いので、ぜ

ひ頑張っていただきたい。

○実施項目11「事務事業の見直し」（「資料１」12ページ）

≪指導監督事務費、介護職員等の医療行為実施研修事業≫（「資料１」15ページ№３、４）

高宮城克委員： 指導監査について、今後の方向性で、現場に県の職員が同行して、現場で指

導していくということなので、継続してできるようにしてもらいたいと思う。

介護職員等の医療行為実施研修事業について、介護保険法に基づく地域包括

ケアシステムの構築が各市町村とも遅れていると思うので、市町村に働きかけ

て進めていくように指導してもらいたい。

○実施項目15「２１世紀ビジョンの実現に資する人材の育成」（「資料１」19ページ）

≪民間企業との人事交流≫（「資料６」４ページ）

小林文彦委員： 今年度から民間企業との交流を始めているということで、私の会社も官公庁、

民間企業から研修を受け入れているが、派遣期間は大抵が１年間であり、２年

という期間設定が長過ぎるのではないかと思った。

また、受け入れ先５社について、業種に偏りがあるのではないか。依頼しや

すい大企業に頼むのではなくて、地元の企業などにも派遣するということを考

えても良いのではないか。

また派遣期間が２年間であれば、その成果報告を行うと思うが、例えば１年

なり半年なりで成果報告など聞き取り調査をして、その上で派遣期間を見直す、
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成果によっては派遣先を見直すなど臨機応変に考えていただきたいと思う。

事 務 局： 派遣期間については、これまでも民間企業への派遣は原則２年としている。

平成29年度に５社に広げた中では、企業からも沖縄県に派遣してもらう人事交

流としてやっているため、企業からの派遣も２年間としている。相手企業の希

望も聞きながら、今後検討していきたい。

地元企業への派遣については、体力のある大きな企業だけではなく、小さな

企業であっても、研修を受け入れたいといった企業に対しては、今年度、積極

的に意見を聞きながら交流を拡大していきたいと考えている。

成果報告については、現在、業務報告は受けているが、半年、１年後の成果

を図る形で今後の交流（派遣期間、業種など）に活かしていくことも検討して

いきたいと考えている。

小林文彦委員： 民間企業の空気を肌で感じてもらうのは、行政にも非常に大事なことであり、

民間と行政で風合いも違うので、そのあたりの勉強としても交流事業は進めて

いただきたい。ただ、民間企業の空気を吸いにいくだけではなくて、それで何

が学べるのかという効果・成果が大事なので、成果等をどのように測って次の

交流に活かしていくかをしっかりと評価してやっていただきたい。

佐藤 学 会長： 研修成果の共有は永遠の課題になっていて、研修に参加した職員は技能が向

上するとしても、それを組織にどう広げていくかというのはなかなかうまくい

かないのではないか。何か良い方法を探っていただきたいと思う。

また、民間の委員からコスト感覚が欠如しているとの意見が出たりするので、

中小企業に行って、どういう環境で仕事をしているのかを知ることは大きな意

味があると思うので、研修の活用について、有効な手段を継続して模索して頂

きたい。

○実施項目18「県税収入の確保」（「資料１」22ページ）

≪電子納税等≫（「資料６」５ページ）

鈴木和子委員： 自動車税等について電子収納に取り組むということだが、法人税関係、事業

税のシステムについても早急にできないか。徴収率アップや事務の効率化に繋

がると思うので総合的に検討いただきたい。

事 務 局： 法人事業税のシステムについては、費用が掛かるということもあり、費用対

効果についてさらに検討を進める必要があると考えている。

≪財政効果≫（「資料２」主な財政効果）

大城郁寛委員 第７次沖縄県行財政改革プランの主な財政効果で、「県税収入の確保」が目

標を数倍も上回る効果がありかなり貢献しているが、目標額よりも実績額が多

かったのは徴収率によるものなのか、それとも景気が良くて自然税収が多かっ

たのか。つまり、自然税収による増加であれば何も努力しなくても景気が上が

れば税金が増えるので、その自然税収の部分なのか、それとも徴収率を上げ、

だからこれだけ税収が増えたのか。

事 務 局： 質問の件については、プラン策定時に財政効果を試算する際に、税制度や徴

税額が毎年変わるため難しい作業であった。財政効果を算出するにあたっては、

平成26年度の計画当時の想定額に、徴収率が伸びた分、改善した部分をかけて

出している推計の数字になる。実際には、この５年間で税率アップ等もあり、

それ以上に税収は増えており、資料２で示しているのは当時の想定額で徴収率

がアップした、改善した分でいくらという数字となっている。
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○実施項目19「未収金の解消」（「資料１」24ページ）

≪不能欠損処理等≫

若松恭子委員： 全体の推進状況としては「順調」になっているが、数値を見ていくとそれほ

ど大幅に解消されているように思えないので、他の要素とまとめて評価してい

ると思うが、やはり評価は「やや遅れ」とした方が良いのではないか。

県営住宅使用料（「資料１」83、84ページ）について、回収困難と判断され

た債権の不納欠損処理がなかなか進んでいないので、「やや遅れ」の評価とな

っているが、改善していない理由が定かでない。当初から不納欠損処理が進ん

でおらず、債権管理マニュアルが整備できなかったのか、ずいぶん古い債権で

回収が難しいというケースなのかと思うが、現行の第７次プラン当初から問題

になっていたにも関わらず、最後まで結局解消されないまま終わってしまうの

かと感じるので、平成28年度に改定したマニュアルにこれに対する方針の記載

などしっかり記載しているのか。

生活保護返還金（「資料１」73、74ページ）については、先ほどと意見の視

点が異なるが、「取組の効果」の部分に「世帯主だけでなく未成年であっても

収入申告が必要であることを周知した」とある。個別のケースで申し訳ないが、

世帯内に定時制高校に通学する子がいたとき、その子にアルバイト収入があっ

たことが判明して保護費の一部停止などが行われ、結果的に収入が途絶えてし

まい、学校を休むなり辞めるなりして仕事を増やすということが起きている。

具体的な運用の問題や目標に向けて適切にやらなければいけないということで、

全て同じような扱いをすることは必要なことかもしれないが、一方で貧困の連

鎖を止めようとやっているので、丁寧な対応をしていただきたい。保護費の部

分に関しては、非常に複雑な問題だと分かってはいるが、不正な受給は是非と

も止めてほしいところではあるので、数値目標を掲げるとしたら、もう少し細

やかな枠組みを持ってほしい。

事 務 局： 推進状況の評価については、委員の指摘のとおり総合的に評価したもので、

昨年度から全体的な未収金が減ったのか、あるいは平成28年度の目標額に対し

てどうだったのか、各債権の個別マニュアル整備等の取組状況等を勘案して、

総合評価で「順調」としたところである。現行の第７次プランでは、未収金残

高１億円以上の８債権に取り組んでいるため、例えば８債権のうち１債権でも

「やや遅れ」になると、８分の７で推進状況が90％以下になり、全体として

「やや遅れ」となってしまうので、判断するときは総合的に評価している。

県営住宅使用料については、関係課が不在なので、後ほど対応したい。

生活保護費返還金については、１億円以上の債権ということでピックアップ

して、それを回収していくという目標で取り組んできたところであるが、貧困

対策が注目されているので、委員の指摘については、関係課と検討していきた

いと考えている。

若松恭子委員： 銀行等の回収と違い、やはり行政サービスを行う県による回収なので、援助

とセットでやっていただきたい。ただ回収して数値目標を達成したから良かっ

たという評価にしないように、次のプランの中で考えてほしいと思う。

○実施項目21「新たな自主財源の確保」（「資料１」26ページ）

≪新税について≫（「資料６」６ページ）

城間幹子委員： 事務局の回答内容を確認したい。平成26年３月に宿泊税が適当であるが観光
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への影響を十分に考慮し判断する必要があるとまとめられているが、一方で、

平成25年度の時点で新たな観光目的税の導入は難しいとの結論に至ったとなっ

ているのはなぜか。

また、新税については、ホテル業界など観光への影響を十分に考慮する必要

があるのは確かだと思うが、課題解決のための具体的な検討が進んでいるのか。

事 務 局： １点目については、分かりづらい表記で申し訳ないが、平成26年３月と平成

25年度は同じ時期であり、平成26年３月に関係部長が協議し、結論に至ったと

いうことである。

次に検討状況については、その当時の社会情勢の中では観光業界の理解が得

られないとのことであり、その後、文化観光スポーツ部等の関係部署と調整し

ながら議論をしているところだが、なかなか導入に踏み切れていないのが実情

である。

○実施項目24「埋立事業による造成地の売却推進」（「資料１」29ページ）

≪交通アクセス≫（「資料６」６ページ）

鈴木和子委員： もう少し具体的に事前質問を書けば良かったが、中城湾港地区から高速入口

までの道路事情の評判が悪く、進出をためらうということを聞くので交通網に

ついて聞きたかった。

事 務 局： 交通関係ということなので、関係部局に意見があった旨を伝え、対応したい。

○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」32ページ）

≪事務の強化≫

安里哲好委員： 病院経営安定化について、数年前も病院経営が不安定ということで、改善検

討委員会を開いて改善したが、また厳しい状況にある。恐らく外的要因と内的

要因があって、外的要因は診療報酬のマイナス改定、控除対象外消費税の問題

等があると思うが、これはもう国の施策の一環なのでなかなか難しい。次に内

的要因としては、病院の管理者は、内部から優秀な医者が年功序列で経営者に

なっていくと思うが、これから経営をやっていくという段階で代わっていくの

も大きな要因じゃないかと思う。もう一点は、経営トップは２、３年で代わる

かもしれないけど、それを支える事務の強化を配慮いただきたい。

事 務 局： 事務の強化については、昨年度の県立病院経営評価委員会の中で各委員から

同様な意見があり、評価が必要ではないかという意見があったので、研修等を

含めて強化を図っているところである。

○その他

≪最低賃金について≫（「資料６」７ページ）

大城紀夫委員： 資料６の回答について納得できない。昨年８月の新聞報道では、回答内容の

ような説明ではなく、最低賃金が上がって企業は負担増になっているのに、県

は契約金額を変更しないと疑義があるかのように報道されており、ビルメンテ

ナンス協会からの契約変更の申し出が県の方にあるものだと受け取っていた。

県が、きちんとした基準で単価は決められているので、最低賃金は保障されて

いるという説明をマスコミに説明していたらこのような疑問は出ないし、一般

県民も誤解するようなことはなかったのではないか。県の公共工事も含めて、

県が本来果たすべき公共サービスをどう高めていくかの視点からすると、県は

公共サービスを委託しておきながら、受託業者にひどいことをしていると一般
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県民は感じるのではないか。マスコミに対しきちんと説明し、誤解があるので

あれば、受託業者とは双務契約であり対等関係なのだから、基準単価で最低賃

金は保障されていると説明すれば良かった。受託業者、県民をほったらかしに

せず、丁寧に説明すべきではないか。

事 務 局： 丁寧な説明が必要ではないかという指摘については、徹底して努めていきた

いと思う。

新城恵子委員： 説明責任が最近取り沙汰されており、丁寧に説明していくというのは当然だ

と思うが、報道された内容が実際と違っていたとすると、訂正してもらうこと

が丁寧な説明の一つだと思うが。

事 務 局： 指摘のとおり、実際と違うような報道がされた場合、当然やるべきだと思っ

ている。この件は議会でも質問があり、庁舎清掃や警備委託等の実際の積算単

価について説明をしたところである。時間的な差がありタイムリーな情報発信

とはなっていなかったかもしれないが、今後は指摘を受けてしっかり改善して

いきたいと考えている。

【議題２ 新たな行財政改革に係る計画の策定方針について】

事務局の概要説明○

「資料３」及び「資料４」により、新たな行財政改革に係る計画の策定方針の概要を説明

した。主な内容は以下のとおり。

この策定方針については、平成29年５月22日に開催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ある。

・行財政改革の取組と課題について（「資料３」１ページ）

本県では、昭和60年11月に策定した「沖縄県行政改革大綱」以降、７次にわたり、事務

事業の見直しや定員管理の適正化、県単補助金の見直し、県税収入の確保など行財政改革

に取り組み、簡素で効率的な行財政運営を推進してきた。

また、第５次の「沖縄県行財政改革プラン」からは、「財政効果」を設定して取り組ん

でいるところであるが、資料４「過去のプランにおける主な財政効果の推移」のとおり、

定員管理の適正化、給与の見直し、公の施設の管理のあり方見直し等については、過去の

プランで見直しが進み、大幅な削減を目標とする取組が終了しており、他の項目について

も、取組を進めたことにより、表下段の計（Ⅰ＋Ⅱ）のとおり、目標額、実績額ともプラ

ンごとに減少している。

このことから、「量」の削減で評価する取組はほぼ終えているとしているが、「行政改

革」は、ここまできたら終わりというものではなく、多様化する県民ニーズや社会経済情

勢等の変化に的確に対応していく必要がある。

このため、下段の「課題」としてまとめているとおり、「質」の高い行政サービスの提

供、働き方改革、財政基盤の確立などへの対応が求められていると考えている。

・新たな計画を策定するにあたっての基本的な考え方について（「資料３」２ページ）

１点目が「県民本位の『質』の高い行政サービスの提供」として、各部局が業務の課題

等の解決に自ら取り組み、県民ニーズに対応した行政サービスの提供に努めること

２点目が「行政運営の『質』と『効率』の向上」として、先ほど説明した「量」の削減

に重点を置いた取組から、効率的な組織体制の構築、事務処理能力の向上など、「質」の

向上に重点を置いた取組にシフトすること
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３点目が「歳入と歳出のバランスがとれた持続力のある財政基盤の確立」として、歳入

・歳出の適正化を図り、税源を増やしていくこと

４点目が「取組の効果等評価方法の数値化及び活用」として、進捗状況を数値で評価で

きるよう客観的な目標を示し、成果等を予算編成等に反映すること

としており、これらの考え方に基づき、新たな計画の策定を進めたいと考えている。

・新たな計画の位置づけ、名称について（「資料３」３ページ）

第６次プランは、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」の策定の際、「個別計画」と位置

付けられ、現行の７次プランは「沖縄２１世紀ビジョンを支える」と位置づけられている。

これらを踏まえ、新たな計画についても、図のとおり、２１世紀ビジョン基本計画等を

推進するプラットフォーム（基盤）として位置付けたいと考えている。

また、新たな計画の名称は、多様化する県民ニーズに対応した質の高いサービスの提供

等、行政の「質」の向上に重点を置いた『行政運営の充実』に向けた取組を推進するため、

従来からの名称を変更したいと考えており、案として「沖縄県行政運営プログラム（第８

次計画）」などを検討している。

・新たな計画の基本理念等について（「資料３」４ページ）

基本理念については、現行第７次プランの基本理念である「美ら島おきなわを実現する

行財政運営」が、「美ら島」と「行財政運営」（行財政改革）との関係がイメージしにく

いとの指摘があったため、新たな計画では、地方公共団体の事務処理の原則である「住民

の福祉の増進」を踏まえ、「県民（住民）本位」の取組がイメージできるものとしたいと

考えており、案として「県民ニーズに対応し、県民福祉の増進を目指す行政運営の『質』

の向上」などを検討している。

また、基本的な考え方は、「住民の福祉の増進」の基となる「最少の経費で最大の効

果」、「組織及び運営の合理化」、「法令遵守」とし、基本方針は、「県民視点」、「組

織運営」、「財政運営」の３つの分野で定め、それぞれ、県民への情報提供の充実・多様

な主体との役割分担の推進、能率的で活力に満ちた職員一人ひとりが輝く組織・職場づく

りの推進、収支のバランスがとれた持続可能な財政マネジメントの強化としたいと考えて

いる。

・新たな計画の実施項目及び実施期間について（「資料３」５ページ）

実施項目については、これまで各実施項目を一律に進捗管理していたため、取組内容の

違いによって進捗管理の報告に濃淡が生じていたことから、新たな計画では、取組を重点

的かつ効果的に実施し、進捗管理の効率化を図るため、実施項目を３つに分類し、取組に

メリハリをつけることを考えている。

また、新たな計画の実施期間については、平成30年度から平成33年度の「４年間」とし

ている。

・新たな計画の実施体系（案）について（「資料３」６ページ）

以上で説明した内容を図案化したもので、基本理念を頂点に、各実施項目を進める上で

の３つの基本的な考え方を定め、新たな計画の方向性を３つの基本方針としてまとめ、そ

の下に各実施項目を位置づけていくこととしている。

また、見込まれる主な効果については、計画全体の財政効果の目標額は設定しないこと

としているが、各実施項目の指標等を評価してまとめていきたいと考えている。
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・新たな計画の実施体系（案）について（「資料３」７ページ）

現在のところ、重点実施項目が10項目、進捗管理項目が９項目、個別推進項目が６項目

となっており、新たな実施項目として、「ＢＰＲの手法を活用した業務プロセスの見直

し」、「働き方改革と勤務環境の整備」、「県財政状況の公表」などに取り組むこととし

ている。

なお、表題の横に「※関係部局と調整中」とあるように、現行プランの取組状況やこれ

までの沖縄県行財政改革懇話会での議論、国や他の地方公共団体の動向等を踏まえて検討

している段階であり、今後、部局等との調整や県民意見等を反映・集約しながら決定して

いくこととしている。

今後、実施計画を具体化していく中で、項目の名称や内容が変更する可能性があり、ま

た、新たな実施項目の追加等も検討したいと考えている。

・新たな計画の構成（案）について（「資料３」８ページ）

２編構成とし、第１編は、従来の計画と同様に、行財政改革のこれまでの取組、行財政

改革の必要性、計画の概要、基本理念、基本的な考え方、実施期間等を記載し、第２編は

実施期間内で具体的に取り組む実施項目の内容及び目標値（指標等）を明示することとし

ている。

また、個別計画や方針等に基づき進捗管理する「個別推進項目」については、行財政改

革に関係する取組として、「資料編」に個別計画等の一覧及び所管課等を記載することと

している。

・新たな計画の策定スケジュール（案）について（「資料３」８ページ）

本日の会議は、表の中ほどの「懇話会に報告（６月）」となっており、今後、各部局等

と協力して実施計画の策定作業に入ることとしている。

そして、実施計画（案）を取りまとめ、10月に開催予定の行財政改革懇話会に報告し、

いただいた意見等を踏まえ、11月の幹事会・推進本部で実施計画（案）を決定する予定で

ある。

その後、県議会への説明やパブリックコメントを実施し、県民からの意見等を反映・集

約しながら実施計画の最終案を作成、そして、来年１月に開催予定の懇話会に報告し、意

見聴取を経て、来年２月の推進本部において新たな計画を決定するスケジュールとなって

いる。

○各委員から事前に提出された質問及びその回答の説明

各委員から事前に提出された質問及びその回答をまとめた資料６「行財政改革懇話会各委

員からの質問等一覧」の８ページ及び９ページまでについて、事務局から内容を説明した。

【各委員からの質問・意見等及び事務局からの回答・対応等】

（「資料３」１ページ）○行財政改革の取組と課題

≪財政効果≫

安里哲好委員： 量の削減の取組はほぼ終えているとしているが、沖縄県の財政基盤は安定し

たということか。

事 務 局： 新たな計画においても「持続可能な財政マネジメントの強化」を基本方針と
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している。沖縄県は自主財源が不足しており、財政力指数は必要とする税収の

３割程度でまだまだ全国でも下位にある。持続可能な財政を可能にするために

は、収入の確保、歳出の見直しを徹底して、不断の見直しを行うということで、

随時取り組まなければならないと考えており、必ずしも量の削減が終わったか

らといって財政基盤が確立したということではなく、中長期的な目指すべき方

向性だと考えている。

佐藤 学 会長： 成果が非常に大きいという数字（財政効果）を示すことで、効果があったと

いうことになっているが、これで終わったわけではないということだと思う。

これまでの効果があったとしても、まだ全体の状況としてはまだ続ける必要

があり、財政効果があったと言い過ぎると、逆の印象になりかねないというこ

とかと思う。この二つはセットにして県民に発信していく必要があると思う。

（「資料３」２ページ）○新たな計画策定にあたっての４つの基本的な考え方

≪「質」の高い行政サービスの提供≫（「資料６」９ページ）

大城紀夫委員： 事前に質問した「資料６」９ページについて、公契約条例のことではなく

て、行財政改革の今後の方針を聞きたい。新たな計画の中でどういった位置づ

けがされているのか。

県から公共サービスを受託している事業者は、住民に対して質の高い行政サ

ービスを提供していくという役割（責任）を担っているということが分かるよ

うにしてほしい。

事 務 局： 委員指摘のような公共工事、指定管理、清掃等具体的には記述していないが、

「資料３」の２ページの「県民本位の質の高い行政サービスの提供」に含まれ

ていると考えている。

新たな計画は県民視点で考えているので、行政よりも民間企業のノウハウで

サービスを向上させる指定管理者制度など、行政サービスの質の向上に含まれ

ていると考えている。

佐藤 学 会長： これまで、指定管理者制度や民間委託はあくまでもコストを下げることが主

で、それに加えて民間のノウハウということがいわれていたが、これからはこ

れらを含めて、公共サービスを維持して、質を高める方策だという文言が欲し

いという委員の指摘だと思う。民間活力の利用がコスト削減だけに解釈されて

しまった経緯がある中で、公共のサービスの維持という観点で関わっていくと

いう意思表示が必要であろうという指摘と思う。

≪歳入と歳出のバランスが取れた持続力のある財政基盤の確立≫（「資料６」８ページ）

鈴木和子委員： 税収で支えられて運営するのが自治体であり、収支のバランスは関心を持っ

ている。資料６の事務局の回答で、退職手当等の支払基準は法律で決まってい

るとなると、財政のバランスをとるためには、収入の確保が安定的に行わなけ

ればならないと思う。

財政調整基金等で一定程度調整確保できるということだが、金額が示されて

いないのでどういうバランスになっているのか。財政調整基金からどの程度退

職手当等の人件費に充当すると考えているのか。

事 務 局： 財政調整基金の規模は、平成28年度末で約235億円の残高があるが、そもそ

も当該基金は何にでも充当できるので、退職手当等の人件費にいくら充当する

という決まりはない。

また、県では財政調整基金のほかに、退職手当基金が設置され、54億円程度
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確保しており、平成19年度に退職者のピークは過ぎたので、現行の水準を確保

すれば、今後の退職手当も十分対応できるのではないかと考えている。

≪取組の効果等評価方法の数値化（指標等）及び活用≫

大城郁寛委員： 量から質の高い行政サービスの提供ということで、量であれば計測できるの

で効果を評価しやすいと思うが、「質」の高い行政をどのように評価するのか。

事 務 局： 指摘のとおり、量的なものは金額等で表すことができるが、ただこれまで評

価してきた財政効果が減ってきている現状があり、削減だけでは評価できない

ところがある。「質」をどのような効果で表すかは課題であるが、定性的にな

る部分も含めて。文字で表せられるような指標にしていきたい。

佐藤 学 会長： 質をどう評価するかの答えは簡単ではないが、取組の実態を見ていくことし

かないと思う。

（「資料３」４ページ）○新たな計画の基本理念、基本方針等

≪基本方針の「多様な主体との役割分担の推進」等≫（「資料６」８ページ）

小林文彦委員： 資料６のとおり事前に質問した趣旨は、資料の４ページの他の基本方針は素

直に理解できるが、「多様な主体との役割分担の推進」はどういう意味なのか

イメージしにくい。この部分だけ難しい言葉で表現されており、これを県民に

公表しても、誰も理解してくれないと思う。だから具体的に、市町村、外郭団

体、民間事業者との連携と素直に書いた方が理解できると思うので、表現方法

を見直していただきたい。

同様に、「ＢＰＲ」（「資料３」７ページ等）も難しい言葉だと思う。ＢＰ

Ｒを外部団体やコンサルタントを利用して実施するのであれば、委託費用に対

して財政効果として逆にマイナスになるのではないかとの危惧があったが、行

政管理課が主体となって、業務の効率化と県民の利便性の向上という目標であ

れば、納得できる。「ＢＰＲ」という言葉を使うことは構わないが、聞き慣れ

ない言葉なので、大上段に構えずに効率化を進めてほしい。

佐藤 学 会長： 行政学者の立場では、「多様な主体」は、ＮＰＯとか市民団体が想定される

ので、「多様な主体」が余計わからない表現になっていると思う。

ＢＰＲのような業務改革については、これまで５年10年おきにいろんな取組

が注目されては実際にはうまくいかない、不連続になっているということを踏

まえると、小林委員指摘のように大上段に構えた言い方をしなくても、取組内

容は業務改善等の良い内容だと思うので、表現を工夫してはどうか。

事 務 局： 県民に分かりやすいという点から、きちんと中身が分かるような解説を加え

るなり、検討をしていきたいと思う。

（「資料３」７ページ）○新たな計画の実施項目（案）

≪市町村への権限移譲の推進等≫

大城郁寛委員： 実施項目を３つに区分して、メリハリをつけるのはいいと思う。

重点実施項目に「市町村の権限移譲の推進」があるが、都市の大規模な団体

と離島の小規模な団体を一括りにして権限移譲というのは難しいと思うので、

一律に権限移譲をするのではなくて、現状を踏まえた移譲計画を作ってほしい。

また、進捗管理項目に「指定管理者制度の運用強化」があるが、運用強化だ

けではなく、ＰＦＩなど民間活力、資金、知恵を活用した手法が注目を集めて

いるので、その点についても検討していただきたい。
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佐藤 学 会長： 「市町村への権限移譲の推進」について、重点実施項目ということは、活動

指標を定め、これまでと同様な取組と考えられるが、懇話会での以前からの議

論で、そのような取組方法で大丈夫かという指摘があり、今の意見もそれを別

の観点から指摘していると思う。

事 務 局： 指摘のとおり、市町村の体制整備が進まず、なかなか取組を進め切れていな

い状況があるが、事務によっては、類似の離島、人口規模で、移譲できている

団体とできていない団体があり、そのような観点でも説明する必要があると感

じている。権限移譲によって業務量は特段増えないことやかえって住民との接

触が増え、行政サービスが良くなるような内容を伝える工夫など、計画を立て

てしっかり進めていきたいと考えている。

佐藤 学 会長： 現行の第７次プランでは、2,000件という移譲目標の達成だけの印象を受け

るので、今の回答や先ほど議論があったような移行措置、移行期間をどうする

かを含め、活動指標なり目標指標は少し慎重に考えた方がよいと思う。

≪県単補助金の見直し≫（「資料６」６ページ）

城間幹子委員： 「県単補助金の見直し」について、市町村の状況を踏まえた計画をお願いし

たいと意見を提出しているが、市町村において財政が厳しい例として、国民健

康保険について市町村で赤字を補てんしている現状があり、来年度以降の仕組

みがどうなるかわからないので、市町村の負担について関係課に伝えてほしい。

事 務 局： 実施項目の内容は県からの補助金の見直しであり、市町村の負担金のあり方

ではないが、意見の趣旨については関係課に伝えたい。

○その他

複数の委員： 現行の第７次プランの実施項目からなくなる取組等や新たな取組の内容の説

明はどうなるのか。

事 務 局： 実施項目について、調整している段階であり、案からも消えるものもあれば

追加されるものもあると考えている。実施項目については、部局と調整して次

回の懇話会までに提示して議論していただきたいと考えている。

【会議の持ち方等について】

鈴木和子委員： 会議資料等の行政用語がわかりにくいので、解説の用語集があると助かる。

佐藤 学 会長： わからない言葉は、懇話会などで聞くというのはいいことだと思う。また、

最終的には、県民に理解してもらう必要があるので、新たな計画を策定するど

こかの段階で、用語集作る作業を加えてはどうか。

事 務 局： 現行の第７次プランでも用語集を入れており、そういうところも加味して、

語彙を増やす方向で検討したい。

佐藤 学 会長： 次の懇話会は10月にあり、１月に新たな計画の最終案を決定するということ

であるので、今後も委員各位の協力をお願いしたい。

以上


