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平成３０年度 第１回 南風原町行政改革推進委員会 会議概要

日 時 平成30年11月５日（月）午後３時～５時 南風原町役場３階庁議室

出席状況 ８人（委員１０人のうち）

審議会の内容（次第）

１．開会

２．報告

①第四次南風原町行政改革大綱・実施計画の策定について

３．議事

①第三次南風原町行政改革大綱・実施計画の総合評価について

発言者 審 議 会 概 要

１．開会

２．報告

①第四次南風原町行政改革大綱・実施計画の策定について

事務局 事務局から、昨年度の行政改革推進委員会の開催状況を振り返りなが

ら、第四次南風原町行政改革大綱・実施計画を策定し、委員会での意見

や内容について、庁内組織である南風原町行政改革推進本部において、

３役、全部課長と情報共有を図ったことを報告。

資料１ 第四次南風原町行政改革大綱及び実施計画について（答申書）

資料２ 行政改革推進委員会であった主な意見

５．議事

①第三次南風原町行政改革大綱・実施計画の総合評価について

事務局 事務局から平成24年度～平成29年度の計画期間中の事業実績につい

て説明

資料３ 第三次南風原町行政改革大綱実施計画 総合評価

資料４ 具体的取組事項評価シート

会長 事務局からの説明について質問はありますか。



- 2 -

発言者 審 議 会 概 要

委員 町ホームページに「よくある質問Q＆A」の活用とありますが、これは

紙で印刷しているのでしょうか。それともホームページ上だけでしょう

か。これは紙とかホームページだけだと晴眼者の方しか見られないの

で、視覚障がい者の方にも情報を届けられるように工夫できませんか。

出来るのであれば、私たち音訳サークルとしても何かしらの協力が可能

になると思います。

事務局 ホームページにも音声読み上げ機能はついておりますが、分かりやす

いかと言われると難しいところです。紙やホームページ上での掲載に限

定せず、視覚障がい者の方にどういった対応が出来るか検討していきた

い。

委員 ホームページに直接意見を述べたりも出来ますよね？そのあたりの説

明もお願いします。

事務局 町では、役場庁舎１階の町民ホールや各施設に町政提案箱を設置し、

紙に質問や意見を書いて投函できるようにしております。またホームペ

ージ上にも同様の仕組みがあり、紙の質問の場合も町民ホールに回答を

張り出しますし、ホームページにも同様に回答しておりますので、音訳

サークルの方にも活用いただけるかと思います。

委員 児童館の民間委託はまだされていないですよね？

事務局 はい、現在は直営で運営しております。しかし、利用者がもっと利用

しやすい時間帯に解放して活用したり、子どもの居場所づくり等の支援

にも活用できるだろうという意見もありますので、民間委託等を検討し

ております。実際に他市町村では指定管理者制度を導入し、良い取組を

されているところもございますので、そのような方法を検討中です。

委員 そうですね。今は直営で行政が運営していて、利用した時間に児童館

が開いていないとか、子どもたちが行きたい時間に開いていないとか、

行政と利用者の兼ね合いが上手くいっていない部分も感じます。民間委

託にし、利用者のニーズに沿った運営が出来れば、学習支援やボランテ

ィアなども連携でき、子どもの居場所づくりや親の憩いの場所などにも

活用できるかなと思います。

事務局 委員からありましたように、現在社協とも調整しているのですが、社協

では地域を回って様々な相談対応をしており、そういう方々に関わって

もらい、児童館の場を活用することは有効じゃないかという意見もあり

ます。そういうのも含めてこれからの方向性を検討しているところで

す。
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発言者 審 議 会 概 要

委員 「町民等の意見を取り入れる仕組み」の総合評価のところに、「公募

可能な審議会等を検討し、実施している」とありますが、公募しても中

々集まらないという声も聞きます。これは行政も非常に悩みだと思いま

委員 すが、もっと公募の内容などが広く町民に分かりやすい様に伝わるよう

に、仕組みや体制づくりをしっかりした方がいいと思います。例えば区

長さんにもしっかり説明して地域におろしてもらう等ですね。公募の内

容に興味のある方はいると思いますが、そういう人に情報が届くかどう

かだと思います。

それと、町民大学の応募状況についても教えてもらえますか。

事務局 各種委員会の公募についてですが、現在３９の審議会等のうち８つの

審議会等について公募の委員がおります。審議会等には有識者や資格が

限定された委員もおります。現在はホームページや広報誌で募集してお

りますが、もっと早い段階から公募出来るように取り組んでいきたいと

考えております。

事務局 町民大学校につきまして、広報誌とホームページ、新聞、区長会を活

用して募集しております。２０名の定員に対し、２０名集まっておりま

して、近々３回目の講義が行われる予定です。

委員 町民大学校は、町としてどういう内容でどういう人材を育成したいの

か説明いただけないでしょうか。

事務局 南風原町の事をよく知ってもらい、好きになってもらい、その後グル

ープディスカッションなどを通して、これからの南風原町について議論

し、その考えなどをフィードバックしていただきたいと考えておりま

す。内容としては、１、２回目は町長の講話や町の歴史などを学び、３

回目が歴史の部分からの町内視察、４回目が自治会や行政のこと、以降

は財政や産業などについても学び、合計で１０回の内容となっておりま

す。

委員 １０回終われば、来年に引き継いだりもあるのですか？

事務局 一旦は卒業という形になりますが、それだけだと中途半端になってし

まうこともありますので、今後は参加者が自主的に学びを継続出来るよ

うにサポートしていく形になるかと思います。

委員 町民大学というのは、いわゆるかりゆし長寿大学のようなものでしょ

うか。また他市町村でも福祉協力員の要請を兼ねた、あるいはそういう

のを目指したことを目的とした大学があったりしますが、そういう感じ

のものでしょうか。
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発言者 審 議 会 概 要

事務局 はい、その通りです。ただ重たいテーマを扱うという訳ではなく、学

ぶ機会を提供するということと、南風原町のことを知ってもらおうとい

うのが今回のテーマとなっております。

委員 災害時要支援者避難支援計画の素案作成とありますが、現状の進捗状

況と、いつ頃完成する予定なのでしょうか。

事務局 計画自体は策定済みでございます。これは全体計画ですので、後は要

支援者の方々の個別計画で一人一人の計画を立てます。これは個人情報

の提供と承認なども貰いながら、様々な情報を個別化していきます。現

在は、医療的ケアが必要な障がい者を優先に、社協と連携しながら地道

に取り組んでいるところでございます。災害時における公的支援もあり

ますが、自助、共助、公助という形になっていきます。

委員 私たち一般人からすると、自助と言っても何をどうすればいいのか分

からない事もあると思うんですよ。専門的な対応は消防や救急だと思い

ますが、そういう教育も地域に対しては必要だと思います。全員にとい

うのは難しいかもしれませんが、字の審議員などへの啓蒙というのも必

要かなと思います。

委員 定員管理の適正化についてですが、定年退職者と同数の採用を見込ん

だシミュレーションをしているのですよね。それだと人員計画の改善に

繋がるのでしょうか。そうするとずっと同数が続くわけで、例えば３名

退職したら２名採用して、一人分は他の人員で分担するということなら

人件費削減にも繋がると思うのですが。

事務局 現在南風原町の人口は右肩上がりに増えており、量の対応、質の対

応、新たな業務も増えてきておりますので、削減ありきだと住民サービ

スの低下が懸念されます。人員を維持しながら、民間活力等の導入も検

討しながら、質を落とさずにさらに質の高い行政にしていきたいと計画

しております。増やすということはありませんが、現行の数字をこの計

画期間である４年間は今の人員数で進めていく予定でして、その中で例

えば社会福祉士や幼稚園、保育園の教諭等の職種の採用を増やした場合

は、その分行政職の採用を減らすといった感じで、内部で職種を調整し

ながら人員数は増やさないということですので、決して何もせずにとい

う訳ではありありません。

このシミュレーションは要するに人件費のことですよね。例えば一人

委員 で月50万の給料の方が退職したら、その分で二人分採用が出来ることも

ありますよね。そういう意味での調整であれば、社会のニーズに対応し

た仕事が出来るのかなと思いますけど。
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発言者 審 議 会 概 要

事務局 確かに御意見の通り、ベテランと若手二人だと、額的には軽減されま

すが、職員は毎年昇級していつかは追いつくので、額ではなく人数で計

画をしております。

委員 町民活動を支援する体制の構築という部分で、色んな団体等が活性化

するために、助言したり支援したりするという項目がございますが、女

性会とか青年会なども加入する人も少なくなっており、連合会でも女性

会は字にはたくさんあるのに２支部しか加盟していないなど、非常に危

機感を覚えています。そのあたりの支援などはどうでしょうか。。

事務局 おっしゃる通り、連合会へは現在女性会が２支部、青年会が７支部加

盟しております。支部自体がなくなりつつある中で、生涯学習文化課か

ら支援員を派遣し活性化を促すような取り組みをしておりますが、まだ

実績はございません。活動しにくくなっている原因についての調査研究

もしていますが、社会的に色々複雑な要因が絡んできているのも要因と

してはありうると思います。その辺りにテコ入れするために現場では対

策等の話し合いを持ち始めていますが、まだ始めたばかりですので、こ

れから期待していきたいと思います。

委員 老人会とかもそうなんですけどそういう傾向がありまして、それこそ

自治会活動をしっかりしていれば、自ずとそこから色んな人材が出てく

ると思いますけどね。

委員 女性会にしてもですね、支部で頑張っている地域はたくさんあって、

それをいかに町まで引き上げるかなんですが、過去に、賛助会員という

形でも構わないというやり方で、女性連合会に入っても怖くないし忙し

くないよと伝えたりもしました。昔ながらの婦人会のような形を崩して

いかないと持続していかないから、改善・改革したり地道な活動を現在

も続けているところです。南部地区でも、八重瀬と南風原の２町だけだ

ったのが、去年に糸満市と与那原町が１０年ぶりに加盟して、また今は

粟国村も入って、１市３町１村で南部地区女性連合会として活動してい

ます。南風原町でも、下火になっている支部をまた引っ張ってきて、大

きな組織に創り上げられたらいいなと思っています。

委員 地域リーダーの育成と書いてあるわけですから、キーマン、キーパー

ソンになる人たちをどのように育成していくのかというのが大きな課題

の様な気もしますけどね。
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発言者 審 議 会 概 要

委員 去年もこの話が出ましたが、年に一回程度でも、各種団体、青年会、

子ども会、女性会、老人会などのリーダーが一同に会して、南風原を盛

り上げるためにはどうしたら良いのか等の何かテーマを持った研修のよ

うな、バズセッションでも良いのですが、年一回のリーダー研修のよう

なものを復活してもらいたいなという要望があります。

委員 私は、今まで行政におんぶに抱っこだったかた地域が廃れてきたと思

うんですよ。昔は地域や各字で色んなことをしていたから色んな人材が

出てきたりしましたが、今は行政に直接電話すれば何でも出来る。だか

らそういう意識になってしまったと思います。

最近いい話を聞いたのですが、喜屋武はこれまで班が無かったのです

が、新しく班を作ったらしく、班長も割り当てでやると。こうやって地

域で積み上げていく。これまでは行政が入りすぎていたので、もっと自

分たちの地域で頑張って、行政はあくまで助言者やバックアップしなが

らやっていく、行政がリードするのではなく、地域から発信して行政に

協力してもらう。地域から声が上がらないと、行政も動きにくいと思い

ますよ。

委員 意識を持たせるという面でいうと、中城の花咲か爺さんとかは自主的

に発生してきていますけど、南風原で自主的にやったというのが中々見

えないものですから。

委員 喜屋武の事例とかをみんなで共有して話し合えばいいと思うのですが

ね。

委員 確かに行政が今までやってきたからこうなったかもしれません。しか

し、この状況を立て直さないといけないですよね。それにはやっぱり地

域リーダーやキーマンがいるはずなので、そういう方を育てていって、

何名もリーダーがいれば行政も助かると思うんですよね。ですので立て

直すという意味では、サポートという形で行政に関わってもらうのは必

要じゃないかなと思います。

委員 本部とかはカンナ作りとか自主的に頑張っていて、いつも感心してい

ますけどね。
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発言者 審 議 会 概 要

委員 地域活動あるいは地域リーダーのお話ですが、地域で一番困っている

のは各種団体の加入者が少ないことだと思います。自治会とかは、アパ

ートがどんどん出来て人口は増えているが、人間関係が希薄化してきて

いるのもあり、中々自治会自体の加入者が少ない。これは他にも影響し

てPTAも今では希望者のみが加入するようになっていますし、老人会も

本当に会員がいなくて困っています。先程の話で、町民大学が出来たと

いうことなので、その辺りから素晴らしいリーダーが育成されて地域活

動を活性化してくれるかなと思うので、町民大学の今後に興味を持って

おりますし、また期待もしております。南風原町でも自治会加入促進の

横断幕を掲示したりして加入促進に向けて取り組んでおりますが、もち

ろん自分たちの地域は自分たちでという思いはありますが、やはり支援

も必要だと思います。

事務局 南風原町では、新しく転入してきた方々に自治会加入促進のパンフレ

ットを渡しております。また、近年は災害も大規模になってきているた

め、各自治会に区長さんを通して、自主防災組織の結成を促しておりま

す。これまでゼロだったのが、現在は４自治会で自主防災組織が出来て

おります。こういう取り組みも少しずつ活性化に繋がればと期待してお

ります。

事務局 地域の活動としては、新川で月に一度は公民館に集まって夕食会を開

いていますが、自主運営なんですね。行政支援としても、社協を通して

財政的な貧困対策の予算を活用して支援しております。また買い物支援

事業も自分たちで発案しての取組が始まっておりますので、我々として

も嬉しい情報ですし、これがどんどん他の自治会にも波及していけるよ

う情報提供とかもしていけたらと思いました。

委員 広報誌を活用してPRしてもいいかもしれませんね。

委員 転入者に対しては自治会加入促進のチラシなどを渡していると思いま

すが、自治会は誰が引っ越してきたかは個人情報の関係もあり把握でき

ないんですね。自主的に入ろうかなと思わせる何かがないと厳しいと重

いので、字のパンフレットや字誌は張らせてもらっていますが、そうい

う情報も知る人は少ない。一方的な案内だけなので、自治会はどう把握

していいか分からないんですよね。

委員 情報が途中で途切れているのもあると思います。行政は区長会などを

活用して自治会へ情報提供をしておりますが、そこから地域に伝わって

いない部分もあります。その仕組みを改善して、地域での情報共有がち

ゃんと出来る仕組みを作る必要があると思います。
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発言者 審 議 会 概 要

委員 保育園・幼稚園の子育て支援なんですが、近年非常に充実してきてい

ますが、少し気になるところもあります。専任園長の件ですが、小学校

の校長先生が兼任なさっているところがあり、本来なら保育の専門であ

る幼稚園教諭の中から園長にあげていかないといけない状況もあるんじ

ゃないかと思います。町としてはどのように取り組んでいくのか教えて

いただけないでしょうか。

事務局 専任園長の件につきましてはこちらも検討中でして、小学校の先生で

幼稚園からの方も何名かいらっしゃるのですが、保育所、幼稚園、小学

校との連携も含めて、こども課ともどういった形がスムーズに運営でき

るか調整していきます。またもう一つ課題なのが人員の確保ですが、先

生の人員不足も深刻でこの辺りも含めて検討会を開いていく予定です。

職員養成についてですが、資質向上に向けて積極的に参加を促すとあ

委員 りますが、読み方によっては積極的でないとも読めるんですけど、例え

ば県外研修にしても庁内でやる研修にしても、研修時間を業務内にする

と自身の業務もあって中々参加しづらいかもしれませんが、他の職員と

もお互いに調整しあえば参加しやすくもなるだろうし、また研修した後

にどのようにフィードバックして今後の業務に活かして、改善の提案を

する機会もあるのか、報告書を上司が読んでそれを共有したりするとい

う仕組みがあるのか、その辺り教えてもらえませんか。

まずフィードバックがあるのかという部分ですが、研修ごとに複命書を

事務局 作成しています。ただ職員との共有について行っているのは、例えば総

合事務局や熊本地震にかかる職員派遣、それと地方公共団体金融機構に

派遣し、戻ってきた際にそこで学んだことを研修会という形で職員全員

対象に報告会を開いていますが、個別の自主研修などに関しては足りな

い部分だと認識しています。市町村アカデミーの研修や国際文化研修と

いった組織での研修は例年ほぼ同数参加していますが、自主研修につい

ては年々減ってきており、理由としては業務過多によりそこまで余裕が

ないのかなと思います。これも含めて自主研修に皆がいけるように雰囲

気づくりをしていきたいと考えております。

事務軽減もそうですが、例えば複命書の中に研修を終えての感想とか

委員 提案を書く部分があって、その部分を上司が読んで職員に一声かけてく

れるだけでも、研修に行って良かった、また行きたいと思えるように意

欲を高めていければなと思います。

専門的知識や経験を積んだ人材の活用の部分ですけど、人生の先輩に

委員 学ぶというフレーズがありますが、公的な表現としていかがなものかと

思ったのですが。
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事務局 なるべく分かりやすい表現をと心がけておりまして、やはり先輩方の

経験というものは大変参考になるものですので、分かりやすい表現をと

いうことで、このような表現になっています。

委員 下水道の接続環境についてですが、広報誌でも何度も下水道に接続し

ましょうと出ていますが、取組が悪いという訳ではありませんが、他に

も方法はないのかなと。助成金が出るというのもありましたが、それだ

けだといつまでたっても同じ事の繰り返しじゃないかなと思います。何

らかのプロジェクトをつくってでも、いつまでに100％にするという数

値目標を掲げて取り組んだ方がいいのじゃないかと思いますね。

事務局 要因としては、接続する際にかなり費用的な負担が生じることだと思

いますが、この補助金も最近からでして、また無利子の貸付補助であっ

てりなどホームページでも紹介はしているのですが、やはり個別に訪問

して繋げない原因を把握してという地道な取り組みになりますね。

会長 以上で質疑を終了いたします。。

事務局 ありがとうございました。本日いただいた意見は内部組織の推進本部

会議でも共有させていただき、ホームページ等でも公表してなるべく町

民の目に触れられるように取り組んでいきたいと思います。引き続き宜

しくお願いいたします。

～ 閉会 ～


