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平成29年度 第３回 南風原町行政改革推進委員会 会議概要

日 時 平成29年1１月１０日（金）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．議事

南風原町中期財政計画（案）について

３．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．議事

南風原町中期財政計画（案）について

会長 前回に続き財政計画（案）について質疑のある方はお願いします。

委員 ８ﾍﾟｰｼﾞの15番「運営費及び３歳以上児主食費」というのはどういう

事業ですか。

事務局 町内の認可保育園に対する補助金の項目となっております。

委員 町内の認可保育園は何園ありますか。

事務局 11月１日開園も含めて現在は14園です。

委員 ７ページの（５）事務事業の見直しについてです。事務事業の点検評

価の手伝いをしたことがあります。ほとんどそこに出てくる事務事業

についてはAランク評価で、継続を前提としたような内容の評価しか

できない評価でした。本来事務事業の評価見直しの趣旨目的というの

は、ここに記載されているように削減できるものを削減するというの

が前提だと思います。評価を何もせずに予算がつかなかったから無く

なった事業もたくさんあると思いますが、本来は事務事業の評価点検

で、継続を前提とした評価ではなく、スクラップする事業について

も、第三者の評価が必要ではないかと思います。事業の廃止、削減を

前提としたものについてはどのような経緯で削減していくのですか。

ただ予算がつくかつかないからという判断だけなのですか。
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発言者 審 議 会 概 要

事務局 事務事業については、計画－実行－検証－検証結果を活かして再度実

行していくというようなPDCAサイクルで進めています。しかし、行

政はなかなか始めた事業を終了しにくいという実状があります。その

辺を継続するという前提ではなく、シビアなフラットな目で見て、目

的の達成状況もしっかりと考えて事務事業の点検、予算の要求をして

くださいという考え方が（５）事務事業の見直しです。要求をしたけ

ど予算がつかないという事と、町民の意見や事業の進捗状況によって

担当課が判断するのとではかなり差があると思います。事務事業の考

え方について効率的で効果的な事務の処理、対応について見直しを行

うということです。

委員 １ページ真ん中辺りで「本町の財政状況～インフラ整備にともなう町

債の発行が・・」とあります。インフラ整備というのは必要だと思い

ますが、今後、大きなインフラ整備というのがあるのですか。

事務局 ９ページを確認ください。こちらの方に中段あたりに普通建設事業

５千万円以上の事業ということで表記しております。

委員 同じく、１ページの下の部分ですけど、国保の事です。「さらに制度

的な問題による・・・・」とありますが、制度的というのはどういう

ことですか。

事務局 平成20年度から始まった前期高齢者支援制度の事です。沖縄県が前

期高齢者の加入率が低く、国からの交付金が少なくなっているという

状況を「制度的」と表現しています。前期高齢者支援制度が始まった

事で沖縄県の各市町村の国保の財政状況が厳しくなっているというこ

とです。

委員 計画案は公開されますか。そのときに「制度的」という表現では一般

の方は分からないと思います。どういう制度なのかというのを付け加

えたほうがいいと思います。

事務局 制度の事とか用語についても説明を追加したいと思います。

委員 インフラ整備というのはずっと継続することだと思いますが、それ以

外の赤字の要因となっているものがあれば解消する方法があるのでし

ょうか。

事務局 ６ページ（３）町債発行の抑制です。毎年返す元金より少なく借りれ

ば後々償還金は減っていくという理屈で、この年度はこれだけ元金返

すからこれ以上の事業対応はしないという考え方をもって事業に取り

組むということがあります。
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発言者 審 議 会 概 要

委員 ２ページの中期財政計画の基本方針３．課題と目標ということで１～

３まであって説明されています。その計画の中で国民健康保険の累積

赤字の解消とありますが、今年度含めると約16億8,700万円の赤字が

でてくるとあります。それを計画的に解消するということで、財政シ

ミュレーションの中で今年10億円、30年、３１年に残った６億

8,700万円を財政調整基金を取り崩し、土地開発基金を取り崩して国

保の赤字解消にあてるということで計画しているようです。それから

すると本町の財政調整基金17億５千万に匹敵するくらいの赤字を埋め

るための計画ということがみてわかります。今回の赤字を解消するた

めにかなり厳しい財政の状況が続くだろうなということが心配です。

国保の赤字については３年で解消するということですが、今年度まで

赤字だったわけですから今後も厳しい状況で赤字が続くのではないか

と危惧しています。そこで気になっているのは国保税です。各市町村

どうか分かりませんが、おそらく同じような状況で足並みをそろえて

くるのではないでしょうか。それからすると町民負担というのがでて

くるのでしょうか。その辺りを少しお聞きしたいです。また、30年４

月からは県が経営主体となることが決定していますが、市町村で今ま

での取り組んでいた事務はどのようになるのでしょうか。

事務局 30年度からは国保が県単位化となります。県が国保の財政主体の責任

者となります。市町村がこれまで行っていた事務はほとんどそのまま

です。ただし、国から直接市町村に入っていた交付金が県に全部入っ

て、県が各市町村毎に配分するということになります。病院に支払う

医療費の支出は県が各市町村に100％交付します。支出する分は県か

ら配分されてきますから支出できます。ただ市町村はそれぞれの市町

村の医療費水準、所得水準、そういったものを加味して、県がそれぞ

れの市町村に事業費納付金という毎年県に納める金額を割り当ててき

ます。これを現在試算している段階です。毎年事業費納付金というの

が発生し、それを納めることができれば基本赤字は発生しません。収

納した税額と市町村の一般財源に入ってくる国の補助、そういったも

のを合わせて県に事業費納付金を納めることができれば、赤字は発生

しません。しかし、ほとんどの市町村の仮計算時点では、事業費納付

金をまかなうには現在の税率では厳しいという状況がでてきていま

す。今全市町村で県に対して、県事態が国保の財政主体の責任者です

から県が国保に対する一般財源からの支援を要請しているという段階

です。この辺りについての県の考え方が示されていません。県がある

程度の財政支援することで市町村が納める事業費納付金の額が抑えら

れ、結果税率に反映されてきます。ですが、そうしてもやはりいくら

かの税負担、税の改定というのは本町の場合行う必要があると我々は

みています。と申しますのは南風原町は平成12年度に税率を改正し
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発言者 審 議 会 概 要

事務局 て以降ずっとこのままです。そのため税の負担率というのが南風原町

は低い方になっています。国も県も県単位化をする目的の一つにそれ

ぞれの県ごとに税率を一本化するという目標があります。その為に

は、徐々に市町村が県での標準保険税の税率に近づけていくようにと

いうことがあります。この標準保険料率というのも県から示されてき

ています。これに少し離れている部分が本町あるため、近づけていか

ないといけないというのがあります。これがどの程度になるのかとい

うのは今後の事業費納付金を確認したうえで決めていかなければいけ

ません。事業費納付金を納めることができれば、新たな赤字は発生し

ません。国はこのような制度を作って、すぐ負担を求めているかとい

うとそうではなく、平成27年度に全国で1,700億円国保への財政支援

が新たに始まっています。30年度からはプラス1,700億円。合計

3,400億円が決定されて動いています。3,400億円を入れることによ

って国保の赤字は発生しないというのが国の見方です。全国では一人

あたり１万円の赤字で、この3,400億円の国の財政支援によって解消

されます。しかし、沖縄県の場合は２倍の赤字があるため足りませ

ん。そのため、前期高齢者の制度改正による赤字部分と沖縄の所得状

況の低さに対する財政支援を要請していますがなかなか解決には至ら

ない状況です。今現在のこのような状況ですので、30年度以降の赤字

については、税率や県に納める事業費納付金が決まってこないと、現

時点では赤字が発生しないとはいいきれません。これまでも、常に国

保の特別会計はたいへん厳しい。どこの市町村も一般財源から財政支

援を受けながらかろうじて運営しています。この制度改正が無かった

時でも同じです。これが南風原町の場合ですと、国保の運営方針とい

う中で国保の医療費の毎年度３％～５％の範囲内で一般会計の財政状

況をみながら繰入しましょうということで運営しています。ですから

30年度以降については、事業費納付金がきまる。南風原町がどれくら

い足りないかというのがおおよそでてきて、その後近隣市町村とかの

均衡をみないといけませんが、税率をあげるのか残り足りない分は

３％～５％の範囲内で収まるのであれば、一般会計から繰り入れする

のかの話になると思います。また、県が財政支援するというのがでて

きましたらこの辺はどんどん縮小されてくるかもしれません。そのた

め、現時点でははっきりこうなりますというのが、いえないというと

ころです。

委員 分かりました。30年度以降は県が主体となって、その辺は全県的に

財政運営が安定していくのかなという感じはしますけど、いずれにし

てもいくらか負担増はやむを得ないという感じですね。
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発言者 審 議 会 概 要

事務局 今課税標準額、加入者の所得からの課税標準額に対する調定額という

ことで税の税率があります。これで負担割合というのを出しますが、

南風原町は今13.5％という負担割合です。近隣ですとだいたい14％

以上です。全国では18％とかがあります。やはりそういった部分では

少しづつ全国並にとはいかなくても九州とか類似県まではあげていく

べきではないかと県からは言われています。

委員 南風原町の全体の中で国保加入率、協会健保、組合健保とかあります

けど、その割合というのは分かりますか。

事務局 どの方が協会健保や組合健保に入っているかは市町村には分かりませ

ん。ただ、南風原町38,400の人口のうち約9,800人くらいは国保加

入者です。また、財政計画で、国保の累積赤字を３年間で解消したい

という部分についてですが、県の財政支援、特別交付金で市町村が赤

字解消した場合、解消した分の10％を県が交付する。さらに黒字化し

た場合は、黒字化した年度から税の収納した金額に対する５％を交付

する。という措置があります。ただし、平成35年度までの期限付きで

す。35年度までに早めに黒字化して、交付金を受け入れた方が一番

多く交付金を受け入れるパターンが３年間で赤字を解消する方法でし

た。なぜ県が35年度までの期限を設けているかというと、36年度に

沖縄県の国民健康保険税の税率を統一するという目標があります。

そのため市町村もそれに向かって標準の税率に合わせながら取り組ん

でくれ、赤字の解消してくれというのが県の考え方です。

委員 本来町がこれだけ厳しいわけだから、16億あまりの赤字を本当は５年

で３億くらいを返していくような体勢であればまだ、少しは余裕がで

きたのかなと思います。

事務局 当初、この計画を考えはじめたときは２億づつ解消するという計画で

した。しかし、県が最近になって財政支援を示したものですから現在

の計画となりました。県もいろいろ考えてやっている最中です。年明

け早々には各市町村の事業費納付金を確定した金額を示さないといけ

ないようです。

委員 国保の納付率はどれくらいですか

事務局 収納率は南風原町は、現年度分が97％くらいです。南風原町税もそう

ですが、国保税も県内ではトップクラスの収納率です。滞納繰越分と

合わせても88％くらいです。県内でもすごく高いです。こういった部

分も保険者努力支援制度ということで30年度からはそれぞれの市町村

が努力した部分には交付金があります。収納率を向上させたり、特定
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発言者 審 議 会 概 要

事務局 検診の取り組みで一人あたりの医療費を減らしたり等、努力した保険

者を支援しますという制度が30年度から始まります。市町村が努力し

て交付金がたくさん入れば税率もその分おさえきれるということで、

いろいろな計画を立てているところです。

会長 今後の取り組み次第でいろいろな財政状況が変わってくる。頑張り具

合ですね。

委員 事業一覧の33番、町体協補助金というのがありますが、地域でもたま

に話がでます。体協というのはどういう組織で、どういうものなのか

を教えてください。

事務局 南風原町の体育協会というのがありまして、各支部というのが自治会

単位であります。県体協の下部組織のようになっています。

委員 補助金自体は妥当な額ですか。多い、少ないの声はありますか。

事務局 実はこの半分は島尻郡体協への負担金です。以前は島尻郡といっても

たくさんありましたが、合併後は本島内では３つの町しかないです。

負担割合が高くなっているという実状があります。

委員 適正に使われていますか

事務局 はい。

委員 インフラの問題と関わってきますが、南風原町いろんな道路工事をし

ていますが、例をあげると南風原十字路最近だんだんと見えてきまし

たが、20年、30年もかけているのはなぜかなと思いました。そこら

辺は毎年の予算がつくかつかないか、その工事の進捗状況でしょうが

素人考えからすれば、工事を早く行えばコストも下げられるのではな

いかと思います。やっはり公共工事は年数がかかるものですか。

事務局 これは国道329号と県道82号。国道と県道が交差する交差点ではあり

ますが、非常に時間がかかっています。工事を進めていく中で用地買

収、物件補償をしていくんですけど、その辺がやはりポイントでしょ

うね。もしこれがスムーズにいくのであれば、工事も予定通り進むで

しょうが、虫食いのような状況で買収が進んでいくため、やはり公共

工事というのは時間がかかっていくということではないかと思いま

す。
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発言者 審 議 会 概 要

委員 地域の公民館、30年くらいたっていますが、各地域では老朽化のた

め立て替えを考えると思いますが、その時に町がどれくらい負担する

等は決まっていますか。それとも話があったときに考えるのですか。

事務局 決まっています。地域の公民館というのは、例えば用地は地域がと

か、造成も地域がやるとか、仮に既存のものがあれば取り壊しもそう

です。建物に対して何％というのが決まっています。

委員 いずれにしても地域からの持ち出しがあるということですね。（はい

そうです）だから積み立てをしているんですね。

委員 ６ページの歳入確保に向けた取り組みの中でここには載っていないの

ですが、ふるさと納税がありますよね。結構商品が大きすぎて３割程

度に抑えるようにといろいろでてきましたが、南風原町は今まであま

り取り組みはおこなっていないため、県内でも低い方だったと思いま

すが、確か商工会との関連でＰＲしてやっていたんじゃないですか。

（はいはじめました）。かなり上がってきていますか（はい）ふるさ

と納税についてはもう１０何年くらいたつと思いますが、本来の対象

は、南風原町で生まれ育って大学とか就職とかを他の地域で行って、

そのまま税金を居住している地域に納める。そうすると、せっかく育

ったところなのに、ふるさとのために何かできないかということでが

始まったのが経緯だと思います。それが町のＰＲに繋がるということ

で、結構いろんなところでＰＲ合戦でやってきていますよね。その時

に思い出したのが、竹富町の取り組みです。竹富町は職員のほとんど

が石垣に住んでいる。ということは町の職員は全部石垣市に納めてし

まうということがあって、竹富町役場全体が取り組みし始めて、竹富

町に寄付して結構県内でもパッとふるさと納税が上がった経緯があり

ます。今回南風原町もＰＲするとありますが、議論したかは分かりま

せんが、取り組めば取り組むほどおそらくふるさと納税は上がってい

くと思います。職員たいへんだと思いますが、南風原町で仕事をして

いる人とか職員も結構隣市町村から通っている人も多いし。その辺り

を少し、取り組んでもらったら少しでも財政がよくなるのではないか

と思いました。議論はしていますか。

事務局 ６月からインターネットで「ふるさとチョイス」という所に本町もの

せています。これまで何十万だった年間寄付額が400万円後半にな

っています。

委員 取り組みは、商工会とかＪＡとかいろいろな所とタイアップしながら

南風原町のＰＲをしているわけだよね。その辺からするといい制度で

すよね。
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発言者 審 議 会 概 要

委員 ふるさと納税に私は批判があります。もともとは寄付で始まったの

に、よくよく聞いてみると、今住んでいるところの税金が控除され

る。東京なんかは逆にどんどん地方に税金が流れて区の財政を圧迫し

ている。これ逆効果もあります。そこは見直すべきじゃないかな。寄

付なら税金と考え方を変えてちゃんと住んでいるところに住民税を払

うべきだし、そこら辺の基準を見直すべきだと思います。本来の趣旨

と違う。

委員 生まれ育って南風原町に、学校もここで通って、それがスタートだっ

たと思います。確かにオーバーになっている所もありますよね。提案

したのは。庁内でも取り組めればと思いました。

事務局 ふるさと納税は日々あります。平均１日１件はあります。これを利用

した地域商品PRかもしれないです。そういう観点からすれば、いいの

かなと思います。お金を使わずPRしているような状態です。商工の振

興の考え方ということもあります。伝統工芸品の広告費用を使わずで

きるというわけです。

委員 企業誘致も計画にありますが、観光についてはどういうふうになって

いますか。それはあまり資源がないような気がしますが。以前ひまわ

り畑がありましたよね。結構最初は広かったのですが、最近尻すぼみ

になっていて今年は寂しい感じになっていますね。土地の所有者との

関係があると思いますが、その辺は何か工夫してやることによって南

風原をPRできるのではないでしょうか。黄金森辺りから見ますと非常

にきれいですよ。

事務局 南風原町はこれまであまり観光には力を入れていませんでした。観光

資源が無いだろうということでした。しかし平成25年度に観光協会を

設立しまして、寝ているものは起こそう、ないものは作っていこうと

いう形で南風原町も観光に力をいれてきました。観光協会がいろいろ

事業を考えて各字めぐりや綱引きツアー等イベントを作って南風原町

をPRしています。また中央公民館に瓦屋根の販売所をつくって南風原

町の物産を紹介しながら観光協会が頑張っているところです。ひまわ

り畑については農業との関連があって、地主さんが緑肥のためにひま

わりを植えて花を咲かせて、畑の土壌改良をしていますが、すごく丁

寧に植えていただいているため見学できるようになっています。年年

で状況がかわります。ああいう方を探して観光の資源にするなど観光

協会もいろいろ、メニューを考えている状況です。少しづつ増えてい

くかと思います。これまでとにかく素通りする、だからここにどうに

か止まって、という形で取り組んでいる状況です。
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町の物産を紹介しながら観光協会が頑張っているところです。ひまわ

り畑については農業との関連があって、地主さんが緑肥のためにひま

わりを植えて花を咲かせて、畑の土壌改良をしていますが、すごく丁

寧に植えていただいているため見学できるようになっています。年年

で状況がかわります。ああいう方を探して観光の資源にするなど観光

協会もいろいろ、メニューを考えている状況です。少しづつ増えてい

くかと思います。これまでとにかく素通りする、だからここにどうに

か止まって、という形で取り組んでいる状況です。

委員 観光のからみでいいますと、民泊事業です。南風原も取り組みたいと

いうことで観光協会ががんばっていますが、これだけ交通の便がいい

南風原町ですから自動車道も2カ所インターチェンジもありますから、

でっかいホテルを誘致していただいてそれを南北への拠点にしてやっ

ていくというような一大観光産業をですね町として計画できないかな

と思いますが、そういう考えはないでしょうか。

事務局 以前から町長は観光協会の方にいろんな事を働きかけはしています

が、土地利用の規制というのがありますので、この辺が高い壁になっ

ているのが実状です。また、ひとかたまりの用地をどういうふうにま

とめるかという事も一つのハードルだと思います。すべては地権者

のみなさんの意志です。

委員 幼稚園での4歳児保育が始まっている関連で待機児童の質問をしたら

対象児童の待機児童はゼロだということでしたが、今の話だと保育園

の待機児童はまだいるわけですね。今一つ問題になっているのが空調

施設の問題があると思います。子供達が勉強する環境の中で、空調の

問題がでてきたように、学校で快適に勉強するための施設をどう維持

するかというのは大切な問題だと思います。その中で一つ疑問に感じ

たのは今までオープン型の教室で特別教室には空調つけるけど、普通

教室は自然の換気という形でやってきて、津嘉山にしても南風原にし

ても最近できた教室はすべてオープン教室の現状があって、空調する

ためにさらに施設に莫大なお金がかかるという話ですよね。将来を見

据えたそういう建設事業という事がなされていないのではないでしょ

うか。空調を入れるにしてもそういったことも含めて、教育委員会の

予算か分かりませんが、例えばその分そちらに予算がいったら減らさ

ないといけない予算がでてくるので、サービスが低下するのかなとい

う懸念があります。もう一つは子供がたくさんいればいいという発想

ですけど例えば、南風原に住んでよかった、南風原がふるさとでよか

ったということと、子供がたくさんできるというのは別の問題で、先

程観光の問題もありましたけれども、やっぱりここに住んで良かった
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ということをこども達を育てる上で、貧困の問題もありますけれど、

将来的に子供達がここに戻ってきたり、ここの為に何かしたいという

子供達が育つ施策がないといくら子供が増えても、将来ここで南風原

の為に何かをするのではなく、でていってしまうというようなことに

ならないでしょうか。そこら辺を含めて、今の保育園がたくさん増え

ていくのはいい事ですが、現実の問題として待機児童の問題について

将来的な展望も持っているのか。学校の問題も含めて、そこら辺どう

でしょうか

事務局 委員がおっしゃったこの件は、教育委員会と長い時間議論しました。

オープン教室に対して空調の整備を行うことについて、方針転換する

のかということがありまして、教育委員会はそれはそういうふうにし

たいと方向を変えると、オープンにして自然の風で子供達ものびのび

とということがあったみたいですが、これもやはり全部に壁を作るの

ではなくワンフロアーといいますかこの階のこの部分だけに壁をして

コストの事も勉強してもらっています。また、子供が大きくなったら

南風原町から出て行くということになったら非常に残念です。南風原

に住んでよかったと思ってもらうためにいろんな意味で、利便性を確

保しながら住環境にも優れているというふうなことハード面、ソフト

面、もしくは規制の面、必要かなと思います。

会長 時間も迫りましたので確認したいと思います。スケジュールからする

と次回の11月22日に答申ということがありました。これまでいろい

ろとまちづくりに対する思いがでていますが、中期財政計画案に再度

絞ってまとめたいと思います。例えば文言に訂正があるとか、委員会

から諮問内容についてどういった意見をだすのかについてみなんさん

の意見を求めて整理しようかと思います。また、資料として用語集を

もらいましたが、それもわかりづらいとかありましたら聞いていくだ

さい。事務局に確認します。22日に答申するとその後の計画が決定し

たあとで、議会への議決事項ではないということですが議会への説明

とか住民、職員への説明とか今後の取り扱いをお願いします。

事務局 議会へは12月になんらかの場所で説明することになります。職員へは

平成30年度の予算編成説明会の中で計画案を町長から委員会へ諮問し

ているということを伝えています。

会長 中期財政計画の策定経緯にもあったように、これまでに部課長のみな

さんが議論し審議していますので、委員会から文言とかの訂正難しい

と思いますが。

事務局 難しすぎるから分かるように説明してといいうのでもいいと思います。
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委員 6ページの財政運営に向けた取り組みの文末で（1）ではさらなる徴収

率の向上を図りますとか、（2）では適時見直しを行いますと、（3）

では負担軽減に努めますとありますが、これはこの案が承認された時

点で具体的にどういうことをするとかが決まるのですか。それとも今

何か腹案があって、軽減をするという見込みはできているのですか。

例えば、さらなる徴収率の向上をはかりますとあることについて、ど

ういうことをして徴収率を上げるのか。じゃあ徴収率はどのくらいま

で見込んでいるのか。当然それはあるはずですよね。そういうものは

これが承認されてはじめてつくるのか。ある程度の素案ができていて

こうなっているのか。各項目に例えば5番目ですと町有財産を有効活

用することによって新たな財源確保につとめます。これは町有財産の

どういうものをどう活用するか等ですね、できているのですか。

事務局 それぞれに具体的な事業は行っています。これを直接財政に関わる職

員や町民のみなさんにむけて、こういう考えをベースにして今後5年間

は財政運営に取り組む事を文章化しているということです。1番目に具

体的にいえば、町税は99％を超しているものですから、それをキープ

続けますということですとか、受益者負担というのは例えば消費税率

が上がるときはそれぞれの○○費というものは上げないと行けない場

合は、そのタイミングに合わせて上げますという意思表示をしていま

す。町債発行というのは銀行から、国からお金を借りるのは後の年度

に返済を増やさないようにしましょうとかです。すべてこういったこ

とで取り組んでいますが、再度確認してこのルールは絶対守ろうとい

うのを表しているというふうにご理解いただければと思います。

委員 具体的にはそれはできているということですね。

委員 （2）受益者負担の適正化の文末に適時とありますよね。適時が妥当な

のか適宜が妥当なのか。どちらでしょうか。

事務局 適時です。タイミングという意味です。

委員 6ページの企業誘致の促進ですが、もっと大きな狙いというか、法人住

民税、固定資産税の徴収が見込めるといっていますが、最初にこうい

うふうな話がきているのでそれ以前にもっと大きな、企業誘致する町

全体の活性化を大きくうたっていたらいいなと個人的に思います。税

収面が増えるからいいというだけではもったいない気がします。利便

性というか土地の置かれている優れたところを最大限に活かしてそう

いう表現にしてもいいのかな。
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事務局 総合計画だったらそういうふうな書き方になったと思います。これが

財政の計画に特化している財政計画だからそういう表現になります。

委員 企業誘致の対局にあると思いますが、掘り起こしですね。今ある産業

とかはこれに入ってこないですかね。絣が低迷しているとかいろいろ

あるわけですよね。それを掘り起こすことによって、誘致より、考え

方によっては、投資が少なくてもできるのではないかなと。その辺に

対する力の入れ方というのは。

事務局 そうですね。企業誘致と既存企業の育成とかですね。確かに、それは

先程触れたように、財政運営に特化している計画だということでご理

解ください。

会長 総合計画関係の意見がでて若干財政計画からは離れたような気がしま

すので、再度集まって、文言にしたものをまとめたいと思います。次

回の審議がスムーズに進むように計画案に対する意見がありましたら

前もって事務局に出していただきたいと思います。

３．その他

次回推進委員会日程について

平成２９年１１月２２日（水）午後２時から


