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平成29年度 第２回 南風原町行政改革推進委員会 会議概要

日 時 平成29年10月２６日（木）午後２時～４時 南風原町役場３階会議室

出席状況 ９人（委員１０人のうち）

審議会の内容（次第）

１．開会

２．諮問

３．議事

南風原町中期財政計画（案）について

４．その他

次回推進委員会日程について

発言者 審 議 会 概 要

１．開会

２．諮問

町長から委員会に対して南風原町中期財政計画（案）の諮問

３．議事

南風原町中期財政計画（案）について

会長 先程町長から中期財政計画（案）が諮問されました。

事務局の方には委員会において審議ができるよう分かりやすく説明を

お願いしたいと思います。早速ですが、議事を進めたいと思います。

事務局よろしくお願いします。

事務局 事務局から南風原町中期財政計画（案）について資料を活用し説明。

計画（案）の内容は行政用語が多く使用されているため、わかりやす

く伝えるため、説明を複数回に分け、途中で委員からの質疑を受けな

がら行われた。

資料１ 南風原町中期財政計画（案）

資料２ 全会計決算一覧表

①行政用語について説明

計画（案）で使用されている項目名の意味を具体的な事例をあげなが

ら説明

会長 事務局の説明について質問はありますか。

資料３
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発言者 審 議 会 概 要

委員 積立金と基金の違いは何ですか。

事務局 基金とは、目的に沿っていずれ使うだろうということで貯めておく貯

金のことです。積立金というのは貯金（基金）の方に積み立てをする

ための項目です。役場庁舎を建てる時も庁舎建設基金という基金があ

りました。建設を行うため毎年の予算で積立金という項目に予算措置

を行い積立をしました。

委員 積立金として確保したものを基金に置いておくという形ですね。

事務局 はい。予算というものは必ず議会の議決が必要です。そのため、この

基金にこれだけ積みますということを予算として表すという項目が積

立金です。

会長 次の説明をお願いします。

事務局 ②中期財政計画（案）の財政シミュレーションについて説明

計画期間（平成３０年度～平成３４年度）の普通会計に係る町予算

（歳入・歳出）のシミュレーションを説明。計画期間中に行う国民健

康保険会計の赤字解消の目的も合わせて説明。

・国民健康保険会計の赤字理由

平成20年度から前期高齢者交付金という制度ができました。前期高

齢者の年齢幅は65歳～74歳までです。本制度はこの年代層が病院

に行ったときの医療費が交付金として入る制度なんですが、算定割

合は、国民健康保険の加入者全体に対する前期高齢者の割合です。

制度開始時はよかったんですが、平成24年度からは、前期高齢者の

中に戦前、戦中、戦後直近の生まれの人達が65歳になったときから

この年代層が著しく全国に比べて少なくなり、交付金の歳入が減り

国保の財政状況が著しく圧迫されました。その結果、平成２８年度

までに約１４億円の赤字が積み上がっております。

・赤字解消計画

平成30年度からは、国民健康保険の事業が県の一本化になります。

一本化にあたっては、平成３５年度までに赤字を精算することが県

の方針として示されています。今回の財政計画つくる大きな理由が

国民健康保険会計の赤字解消です。町にとってより良い解消方法を

検討した結果、平成２９年度から赤字を解消する計画となっており

ます。

資料３
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資料３

発言者 審 議 会 概 要

委員 国保の財政赤字の仕組みがよく分からなかったのですが今お話を聞い

て少し分かったような気がします。要するに国保の赤字というのは払

う側の人口が減った部分が一つの要因ということですか？

事務局 沖縄県にとっては大きな要因でございます。払う人が減った分という

よりは、前期高齢者支援制度で対象となる年代の方々が他府県と比較

すると少ないということですね。先の大戦で昭和19年、20年、21年

あたりの人口が極端に少ないです。これは沖縄の特殊事情ということ

で国にも訴えていますが、制度改正に至っておりません。しかし最近

はこの交付金も徐々に増えてきました。全国平均くらいの割合になる

見込はだいたい平成33年から35年くらいです。団塊の世代の方々が

前期高齢者になる時期です。

委員 なぜ昭和19年からの年代が沖縄は極端に少ないのですか。

事務局 第二次大戦の影響で、出生がない、死亡、生む親も戦争でたくさん亡

くなっている。そういったいろいろな条件が要因です。人口ピラミッ

ドで全国と比較すると分かりやすいです。その年代だけがポコッとへ

こんでいます。

委員 原因はそれだとはっきり分かっているんですね

事務局 交付金の仕組みが前期高齢者の加入率の割合のため、少なく算定され

ているという状況です。

委員 世間で言われている国保の加入率というので例えば、若い世帯がなか

なか国保に入らない世帯がいるというわけではなく人口構成によるも

のですね。

事務局 はい。そうですね。国保加入者の中の前期高齢者の割合です。

委員 分かりました。

委員 南風原だけが国保赤字が厳しいということではないということです

か。

事務局 はい。県内市町村ほとんどです。離島のいくつかの市町村では影響が

少ないところはありますが、ほぼ全体です。

委員 南風原だけが赤字に転落するという特殊な事情はないということです

か。
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資料３

発言者 審 議 会 概 要

事務局 はい。毎年ほぼ県内全市町村の国保赤字額は100億前後発生していま

す。南風原町の単年度で2億。大きい時は4億でした。全市町村ですと

80億から100億積み上がっています。それぞれの市町村で累積赤字を

かかえています。その間、沖縄の特殊時事情を考慮して、特別な対策

を要請してきましたがなかなか改善ができない状況です。

会長 よろしいでしょうか。国保の赤字については報道されていますよね。

できれば、各市町村の赤字一覧表みたいなものが資料提供いただけれ

ば、参考になると思いますので提供お願いします。

事務局 わかりました。

会長 次に進めます。次は財政シミュレーションを文言化したものですね。

お願いします。

事務局 ③持続可能な財政運営に向けた取り組み

財政需要に対して会計全体で取り組んでいく内容について、各項目毎

の具体的な事例を紹介しながら説明

会長 質問のある方はお願いします。

委員 企業誘致の促進とありましたが、土地的に大丈夫なんですか。

事務局 インターチェンジ付近など南風原町は需要は多いです。しかし全部個

人有地のため難しい状況もありますが、企業からの相談もあるため、

町が協力できる事は行いたいと考えています。

委員 企業誘致は必要だと思いますが、土地の確保が難しいと聞いたもので

すから。

委員 南風原町に移ってきたいけど土地の確保が難しいと、断念している企

業があることは聞きます。那覇広域都市計画についてですが、抜け

る、抜けないという部分。南風原町の今後の方向性、予定とかありま

すか。

事務局 首長達の中では南風原が抜けるという声はあるようです。今年、喜屋

武と照屋と本部は市街化区域になりました。積極的に都市計画変更を

出していますが認可がされない現状です。今は業種に合致した土地を

個別で対応しているのが現実です。
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資料３

発言者 審 議 会 概 要

委員 企業誘致とか町有財産の有効活用について、町民からのいろんなアイ

ディアがあると思いますが、そういったものの対応はどうなっていま

すか。例えば、これは県の所有ですけど工芸指導センターの跡地利用

や旧社会福祉センターをホテルにしたら人が来るのではないかという

話についてです。そういった町民からのアイディアについて役場の人

が真摯に向き合っているかというのがあります。もう一つは高速の桁

下の活用についてです。あそこは側道があるので人の出入りがなかな

か難しいと思うのですが、そこを巨大な倉庫群にして物流企業に貸し

出すとかですね。町民のアイディアをもっとひろく集めればいろんな

のがでてくると思います。

事務局 委員からあったような事は、一括交付金を活用する上で町民アイディ

アを募集しています。またインターネットの提案箱等で提案を行う事

ができます。やはりいい意見というのは当然反映できるように対応す

る考えはあります。

事務局 先程事例をあげていただいた件についてですが、まず社会福祉センタ

ーをホテルにするアイディアについてですが、当該施設は、アルミ戸

も閉まらず歪みが生じており、安全上大変難しいところで、改築して

宿泊施設にするという案は断念した経緯があります。照屋区内の工芸

センターについては、ほとんどが個人の土地です。また、建物も耐震

以前の建物でそのまま活用するのは厳しい、土地利用計画の部分の問

題など超えなければいけないハードルも複数あります。桁下のアイデ

ィアについてですが、桁下を管理する国道事務所に桁下の利用につい

て要請にいったんですが、国の考えでは桁下を貸すことができない、

安全保障上無理だと言われております。町民からの意見・提案は協議

する場で検討を行っております。

委員 東京とかは土地が無いのでそういったところを使う所がどんどん増え

ています。桁下、高速下にコンビニとかが入っています。

事務局 鉄道の下は確かにそうですね。しかし、国道事務所としては桁下利用

については難しいという回答でした。
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資料３

発言者 審 議 会 概 要

委員 財政状況は歳入面では自主財源である町税は人口増等により順調に推

移しているとなっていますが、それからすると財政状況、収入、歳入

状況は良くなっていると理解していいんですかね。

事務局 はい。町税に関しては、実際の額として毎年1億数千万円程伸びていま

す。特に個人住民税の増え方が、人口の伸びより納税義務者が増えて

います。これは最近無かった傾向ですね。これは世の中の景気もあり

ますし、雇用が好調だという事もあるかもしれません。転入者の増も

あるでしょうね。また、土地が一時期ずっと下落だったんですが、3年

前くらいから上昇しはじめていますし、畑だった所が宅地になり家が

建つなど地目の変更等により固定資産税も増えています。

委員 最近流行のＩＴ機器とかホームページとかいろいろあります。それは

もちろん必要だと思います。費用対効果とか受益者負担も必要と思い

ますが、情報に弱い年齢層があると思います。高齢者や障がい者の方

とか、そういう人達が取り残されないような形での施策も必要じゃな

いかと思います。情報化で全部いくとどうしても弱い人がいるもので

すから、むしろ福祉向上というのはその辺の取り残されそうな人達に

対する思いが大事ではないかという気がしました。費用対効果、節減

も大事です。それを大前提としたうえで細かいところでは配慮する。

前回も同じ事を申しあげましたが、手数料、使用料の受益者負担につ

いて必要かもしれませんが、できればそういうものは最後にしていた

だきたい。ああいうものは福祉、生活保護とかそういう受けている人

達も必要な費用ですよね。100円、200円かもしれませんが、保護で

生活している人にとっては非常に大きいです。そういう意味では最後

の最後に、見直すという事が配慮できればと感じました。

事務局 受益者負担の適正化について具体的な事例を申し上げると保育料とか

について、世の中の状況を常に考えていきましょうということです。

保育料とかは国の基準がありまして、これを下回ると一般の税金で補

われることになります。そうではなく、国の基準には近づけて利用者

が相応の負担をしましょうという考え方です。さらに、物価の上昇に

同調して負担の見直しが必要な時には適時対応していきましょうとい

う考え方です。
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資料３

発言者 審 議 会 概 要

委員 補助金、扶助費についてですが、扶助費は必要だと思います。そんな

に削減できないと思います。一番削減しにくいのは補助金だと思いま

す。私は、自治会への事務委託費を見直すべきと思います。事務委託

費を人件費に使っている地域があるようです。本来、事務委託費は住

民のために使いなさいというものが含まれていると思います。地域に

よっては広報誌を配らず公民館に設置し、来た時に渡すという方法を

とっている地域があるようです。区長さんが配っていない。今、情報

弱者の話がでましたけれども、本来そういった情報弱者の方に町のお

知らせとかを届けるのが区長さんの仕事だと思います。そういう仕事

をやるなら事務委託費から払ってもいいと思いいます。自治会に入っ

ていようがいまいが地域住民のためにそういった防災活動、美化活動

いろんな行事に使ってくださいという趣旨が事務委託費には含まれて

いるはずです。事務委託費のあり方をもう一回見直していただいて、

適正なあり方を検討いただきたいです。さらに、地域活動をしている

人の手当のあり方を実情にあったものを考えて欲しいです。

事務局 民生委員のみなさん、音訳ボランティアの方々などボランティアのみ

なさんでなりたっている部分が非常に多いです。陰で支えていただい

ているおかげだと思っています。手当のあり方については、状況に応

じた対応が必要だと思います。また、自治会の事務委託費については

ある所では増額の要望もあります。委員がおっしゃたように町は区長

の給料として払っているわけではなく、世帯数の基本や人口に対する

割合等によって支払っています。

委員 今、区長さん達の中で事務委託費の公平化を図るための話し合いを行

っているところです。

委員 一つのアイディアとして、自治会によっては自己収益がある地域があ

ります。そういう地域は事務委託費からは減らすとかでもいいのでは

ないでしょうか。小さいところで頑張っているところにもう少しあつ

くしてもいいのではと思います。

委員 自治体の加入率の参考にしたらどうですか。数じゃなくて加入率です

ね。

会長 会議終了時刻となりましたので、財政計画（案）についてはこれで終

了したいと思います。次回も同じ議案となりますので質問がありまし

たら配付している質問書に意見をまとめて提出いただければと思いま

す。次回の日程について事務局から説明をお願いします。
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資料３

発言者 審 議 会 概 要

事務局 ４．その他

次回推進委員会日程について

平成２９年１１月１０日（金）午後３時から

第１回推進委員会報告事項の訂正

窓口に関する調査をしたことがあるかという委員からの質問に対し

て、調査を実施したことがないという回答したのですが、再度確認し

たところ平成24年度に南風原町民意識調査を実施しており、その中の

一つの項目として町職員の対応についてという項目がありました。そ

のため前回の回答を訂正させていただきたいと思います。資料として

アンケートの一部を抜粋したものを配付します。


