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平成 24年度の一般会計及び特別会計予算に計上された各革務事業は、総 じて順調な成

果を収めているものと認められた。今後とも次の点に留意 し、なお一層道正な事務処理を

行い、業務の適正かつ効率的執行に努められるよう望む t)の である。

.予算の執行について

(1)調定について

年度末の出納整理期間中に一般会計において、201件 301,906千円 (対前年度 57件増

194,806千 円減)と なり、特別会計において、58件 666,353千 円 (対前年度 25件増

493,504千 円増)の調定行為がなされているが、大部分が、国・県からの交付金等の稚

定通知の遅れ及び歳入側からの通知の遅れによるものであるが、依然 として一部には、

調定の遅延、数値の錯誤、訂正等によるものが見受けられた。

調定は、歳入を収納 しようとする場合において、その内容を調査 して収入金額を決定

する内部的意思決定行為である。まだ大部分に調定の遅延、錯誤等が見られるので、今

後とも調定の手続きにあたつては規則の定めに則つて、時機を失 しないよう適切な事務

処理に努められたい。

(2)収入未済額について

収入未済額は、一般会計で 881,905千 円で、前年度に比べ 146,950千円 (200%)の

増加 となっています。特別会計で、459,599千円で、前年度に比べ△ 46,323千 円 (92

%)の減少 となつています。

国・県からの交付金等以外の収入未済額は、次表のとお りです。
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収入木済額の解消については、関係部で法的措置などを含め各種の努力がなされてい

るが、収入未済額は、依然として多額である。景気の低迷等から徴収業務の環境は、厳

しさを増 していると思われるが、納税者の負担の公平と財顔確保の観点から引き続き収

入未済の実態把握に努め、督促や滞納処分等、それぞれに応 じた適切な債権管理を行 う

ことにより、収入未済額の解消と新たな発生防上についても取 り組みを強化されたい。

(3)不 納欠損額について

本年度の不納欠損額は、一般会計で個人 M丁民税 57件 2,578千 円 (前年度 64件 2,354

千円)、 法人町民税 1件 64千円 (前年度 5件 239千 円)、 固定資産税 59件 2,399千 円

(前年度 58件 12,457千 円)、 H墾 自動車税 88件 537千円 (前年度 79件 378千円)

となっている。

特別会計では、国民健康保険税 163件 8,041千 円 (前年度 148件 5,899千 円)と

なっている。

これ ら不納欠損処分は、滞納者が行方不明、不在がちで面接できない者、倒産、生活

囚窮者等の理由があるとして、地方税法第 18条 (5年時効 )、 地方白治法第 236条
(5年時効)に基づくものが大半を占めている。また収入未済額の中には、今後、不納

久損に結びつ くものが相当程度含まれているものとみられる。債務者個々の実態把握に

努め、滞納処分等関係法令に基づく措置については、十分に調査・検討及び滞納処分時

期等に注意 し、債権の適切な管理及び処分に努められたい。

財政事情の厳 しい折、税収等の自己財源の収納には鋭意総力を結集 して極力不納欠損

額の減少を図られたい。

(4)予算の流用、充用について

(ア )予算の流用は、一般会計 29件 12,184千 円 (前年度 31件 19,091千 円)、 国民健康

保険特別会計 1件 1,035千円 (前年度 12件 5,860千 円)、 合わせて 30件 13,219千

円 (前年度 43件 24,951千 円)と なっている。

予算の流用については、予算内の検討を十分に行い執行 されるよう努められたい。

(イ )予備費の充用は、一般会計 13件 4,562千円 (前年度 26件 29,621千円)国民健康

保険特別会計 6件 4,000千円 (前年度 4件 1,530千円)、 合わせて 19件 8,562千円 (前

年度 30件 31,151千円)と なっている。

予備費の充用については、必要性や充用時期等に留意 し、執行 されるよう努められ

たい。

(5)不 用額について

不用額は、前年度に比ベー般会計は、53,965千円の増、特別会計は、国民健康保険で

60,521千 円の増、下水道事業で 769千 円の増、土地区画整理事業で 1,710千 円の増、農

業集落,F水事業で△ 809千 円の減、後期高齢者医療で△ 464千円の減、各会計合計で前

年度の 198,467千 円より H5,692千 円 (583%)増 の 314,159千円となっている。



年度末まで執行残の把握が難 しい費用もあるものの、予算の効率柳行の観点から極力

款項 日ごとに執行状況の把握に努め、早期の財政調整により財源の有効活用を図られた

い .

(6)税 収等の徴収強化について

(ア )町税の収納状況の最近 5カ年を比1変 してみると、20年度 (931%)、 21年度 (935

%)、 22年 度は (9390/0)23年 度 (953%)、 と推移 してお り、 24年度は、961%

で前年度比 08%増 と伸びになっているのは、徴収強化を図つた成果である。

滞納者に対 しては、十分なる事前調査を行 うとともに、地方税法に定めのある滞納者

の財産差押え等を含めて債権の管理及び滞納処分の更なる徴収強化に努められたい。

また、国民健康保険税の収納状況も厳 しい状況にあるが、最近 5カ年の現年度課税分

を比較 してみると、 20年度 (949%)、 21年 度 (944%)、 22年度 (951%)、

23年度 (952%)、 24年度 (956%)と 推移 してお り、滞納繰越分を含めた 24年

度は、785%(前年度比較 01%減)と なつている。

県内の市町村もかな り厳 しい状況にあり尚一層、調査、研究、工夫等をして徴収体制

の強化を図 り、効率的な徴収事務に努められたい。

(イ )学校給食費現年度分の最近 5カ 年の収納状況は、 20年度 952%か ら増減を繰 り返

してお り、 24年度では、951%(前 年度比較 04%減)と なっている。 24年 度は、

給食費の収入額 176,712千 円に対 し、給食賄費 185,996千 円で、9,284千円の持ち出しと

なっている。

学校給食費 と給食賄費は、次表のとお りです。

給食費の収入については、過去の収納状況を勘案 して的確に見積 りをされたい。滞納

繰越分の増加が続き学校給食費負担金の公平、公正を欠いているといえる。滞納者に対

しては、十分なる事前調査を行 うとともに、債権回収について、法的手段を含めた新た

な方策等の調査研究を図 り、徴収体制の5負化に鋭意努力 されたい。
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(7)下水道使用料の徴収について

平成 13年度から南部水道企業団に下水道使用料計算及び収納事務を一括 して委託 し

たことにより、今年度は現年度分の収納率 994%、 前年度 993%で前年度比 01%増
となっています。平成 18年度から平成 23年度までの汁納繰越分は、 25件 243千円

の収入未済額があるが、平成 24年度分においては、木納者が 342件 1,040千円と増

えてお り、未納者の実態把握をし、徴収強化に努められたい。

2 財 産 の管 理 につ い て

財産の管理については、おおむね適正に管理がなされているが、次の事項については、

是正・改善の必要があると認められた。

(1)公有財産台帳の整備について

公有財産は、公有財産規則の有価証券出納簿 (様式第 23号 )、 公有財産台帳 (様式

第 24号 )、 公有財産現在額調書 (様式第 27号)等が作成 されておらず連結財務諸表

の作成に k)関係することから速やかに台帳の整備を行い、適切な事務処理を図られたい。

(2)基金について

基金については、 1年定期から2年定期 として改善されているが、 3年～ 5年定期や

国債等の活用を検討するなど有利な運用を行 うよう努められたい。

また、規則に定めのある基金管理簿及び基金運用状況調書等を作成 し適切な事務処理

を図られたい。

(3)有価証券について

有価証券については、沖縄電力株式会社 他 5社の株券を保有 しているが、目的及び

方針が定められていないため、今後の社会情勢を注視 し引き統き保有すべきかどうか検

討されたい。

3.財 政 運 営 につ い て 鰯可表 17参照)

財政運営について、その概要を例年にならつて、財政指数 (普通会計)を参考にしな

がら総合的に捉えてみた。

(1)実質収支比率

財政運営の健全性の確保の点からは、実質収支額が黒字であるということが必須の要

件 となるが、その黒字額は標準財政規模の 3%～ 5%程度であることが望ましいとされ

ている。

本年度の実質収支比率は、53%で前年度 28%(前 年度比較 25%増 )同様で黒字決

算 となつている。今後 とも適度の収支額の確保に努められることが望まれる。



(2)財政力指数

この指数は、地方交付税交付金の算定に使われる基準財政収入額を基準財政需要額で

除して得た数値の過去 8箇年の平均値をいい、標準的な行政活動を行 うのに必要な財源

をどのくらい自前で調達できるかとい う財政基盤の強さを表す指標 として用いられる。

この指数は 「 1」 に近いほど、財政力が強いとみることができる。

本年度の財政力指数は、0571で前年度 (0602)よ り 0031下がつている。今後とも

自主財源の確保に一層努められるよう望むものである。

(3)経常収支比率

この比率は人件費、扶助費、公債費等の容易に縮減することができない経費に対 し、

町軌、地方交付税、地方譲与税等の一般財源がどの程度充当されているかを見ることに

よつて、財政構造の弾力性を判断しようとする指標である。この比率の目安としては、

概ね 65%～ 75%の 間に分布することが望ましいとされてお り、比率が低いほど弾力

性があって、一般財源に余力があることになる。

本年度は、829%で前年度 (930%)よ り 101%低 くなつている。今後は義務的経

費、物件費、補助費等の経常経費の抑制に努め、財政の硬直化防止 と弾力性の確保に努

めることが求められる。

(4)公債費負担比率

この比率は、公債費に係る財政負担の度合いを判断する指標の一つで、現実に歳入の

あつた一般財源 と起債発行経費を含む公債費に充当された一般財源等の割合を示 し、税

の徴収率の高低、地域総合整備事業債等事業補正対象事業の多寡など、団体の事情が反

映される指標で、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。公債費は、一

般会計 965,851千円、十地区画整理事業 124,214千 円の公債費合計額で算出される。

本年度の公債費負担比率は 148%と な り、前年度 150%よ り 02%減少 している。

このほかに特別会計において、国民健康保険 l,297千円、下水道事業 177,630千 円、

農業集落排水事業 8,824千 円の公債費の償還がある。

なお、債務負担行為で翌年度以降の支出予定額は、8,422千 円となつています。



内容は、次表のとお りです。

今後は、特別会計 (下水道事業、土地区画整理事業)への繰出や負担金等の増加 も予想

され、町民の旺盛な行政需要に対応 し事務事業を推進するには、必然的に地方債に依存す

ることになる為、公償費の動向には特に留意 して、健全財政に努めることが望まれる。

メ上申し述べた基本的要素となる観点から財政運営について検討を試みた。

上記財政力指数にも見られるように、公債費負担比率が 02%減少 しているが、地方債は

24,718,305千 円で、その内一般会計等繰入見込額が 16,056,169千 円で、基金戎 2,702,067

千円を差 し引いた残高は 13,354,102千 円を超える状況であり、今後とも経常収支比率、公債

費負担比率等に、特に留意 し健全財政の保持に努められるよう望むものである。

地方債は、次表のとお りです。

厳 しい財政事情のなかで、積極的に行政需要に対処して財政運営がなされたことは評価さ

れるところである。

地方財政の極めて厳 しい状況下にあることを踏まえて、人件費、扶助費及び公債費等の義

務的経費の動向に特に配慮し財政基盤の強化と事務事業の健全化や公債費の増の要因となる

普通建設事業の実施に当たつては充分検討をし、また財浜の確保に一層努め、健全な財政運

営を図られたい。

(単位 :千円)

区 分

債務負担行為の内容

平成 24年度

文出額

平成25年度以降

支出予定額
その他

1土地改良施設維持管理適正化事業
2震災被害農家経営支援資金利子補給事業
3オーサリング人材育成事業委託料

4南風原町観光まちづくり推進事業委託料
5固定資産土地評価見直委託事業
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合  計 23,887 8,42彦

(単位 :千円)

地方債 現在高の状況
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普通会計 (一般会計及び土地区画整理事業特別会計)

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

東部消防組合

那覇市・南風原町環境施設組合

南部広域市町村圏事務組合 (南斎場建設)

東部清掃施設組合

13,639,471

2,590,236

138,505

55,498

7,281,819

279,400

738376

13,639,471

1,686,243

123,546

19,424

530,615

50,236

6.634

合  計 24,718,30〔 16.05616C


