
平成29年度の一般会計及び特別会計予算に計上された各事務事業は、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、なお一層適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ものである。

1 予算の執行について

審査意見

(D 調定について

出納整理期間中に一般会計において164牛(対前年度36件増)、特別会計において認件(対

前年度器件増)の調定行為がなされている。大部分が、国・県からの交付金等の確定通知の

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、歳入を徴収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。今後とも調定の手続きにあたっては規則の定めに則って、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、一般会計が585,843千円で、前年度と比較し器4、0四千円の減、特別会計が

詑4,8器千円で、前年度と比較い64,釘5千円の減となっている。

なお国・県からの交付金等以外の収入未済額は、次表のとおりである。

区

町

分

民生費負担金

教育使用料

学校給食費

平成29年度

税

国

下水道使用料

保

農排使用料

42,965

区画負担金

税

平成28年度

2,0舗

収入未済額が減少傾向にあることは、関係部署で法的措置など各種の努力がなされている

ためで、高く評価する。一方、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源確保の観点

728

朋,093

92,982

60,3飾

平成27年度

3,576

981

14

304

65,420

109,878

71,283

対前年度比較(29対28)

6,415

6船

(単位:千円、%)

増減

104

66,669

△ 17.400

122,606

△ 1,491

1,964

増減率

△ 2,認7

蝿,727

△ 28.8

諦

龍4

△ 16,896

△ 41.フ

139.5

318
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から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

い、引き続き収入未済額の解消と新たな発生防止についても取り組みを強化されたい。なお

学校給食収入 G帯納繰越分)において、収入未済額に長期間動きがないものがある。これに

ついては適宜対処されたい。

は)不納欠損額について

本年度の不納欠損額は、一般会計で個人町民税訂件能8千円(前年度34件町1千円)、法人

町民税2件1記千円(前年度6件586千円)、固定資産税17件442千円(前年度器件2,583千円)、

軽自動車税46件170千円(前年度能件157千円)となっている。

特別会計では、扇民健康保険税151件8,378千円(前年度144件8,田4千円)となっている。

これら不納欠損処分は、滞納者が行方不明、倒産、生活困窮者等の理由があるとして、地

方税法第18条(5年時効)、同法第15条の7第4項(3年時効)及び同法同条第5項偲Π滅)に

基づくものである。滞納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っい

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。また財政事倩の厳しい折、税収等の自主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25件14,850千円(前年度21件1,032千円)、国民健康保険特別

会計10件]53千円(前年度14件2,8認千円)で合わせて35件15,0船千円(前年度35件

3,915千円)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、一般会計が20件41,905千円(前年度24件27,806千円)、国民健康保

険特別会計が3件2,能5千円(前年度なし)となっており、士地区画整理事業特別会計(前

年度なし)及び農業集落排水事業特別会計(前年度なし)は、予備費の充用がなかった。

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。

伍)不用額について

不用額は、前年度と比較し一般会計は7Ⅱ,417千円減、特別会計は、国民健康保険で

6,540千円減、下水道事業で腿0千円増、士地区画整理事業で356千円増、農業集落排水事

業で108千円増、後期高齡者医療で264千円減、各会計合計で前年度の1,656,225千円より

717、127千円(△43.3%)減の939,098千円となっている。

一般会計における不用額866,483千円の内訳で主なものは、予備費720,095千円である。こ

の予備費の不用額は、連結実質収支額が赤字にならないための対応として、平成29年度南風

原町一般会計補正予算(第8号)にて、予備費へπ0,000千円の補正増額を行ったことが要因

である。

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

殉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。
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(6)繰越明許費について

平成29年度から平成30年度への繰越明許費は、一般会計14事業598,107千円(前年度15事

業945,2田千円)、下水道事業特別会計1事業152,898千円(前年度3事業209,052千円)、士地

区画整理事業特別会ぎ打事業腿.0如千円(前年度1事業366,715千円)、合計16事業釘4,045千

円(前年度19事業1,520,9駆千円)となっており、繰越額は大きく減少している。

主な繰越理由は、用地取得・物件補償の交渉難航や関係機関との協議に日数を要したこと、

また国の補助金交付が年度末に決定されたこと等となっている。

予算の執行については、細心の注意を払い、年度内執行されるよう努められたい。

(フ)税収等の徴収強化について

(ア)町税の収納状況の徴収率について、最近5力年を比較してみると、平成25年度(97.1%)、

平成26年度四7.8%)、平成27年度(98.1%)、平成28年度四8.5%)と推移しており、

平成29年度は、 98.9%で前年度比0.4ポイント増となっている。町税の徴収率は、平成16

年度(田.2%)に対前年度比が0.4ポイント減少した後、 12年続けて上昇しており、徴

収体制の強化が顕著に表れている。この間の町税の推移をみると、現年度分の徴収率が、

平成24年度以降99%以上の高水準を維持しており、不納欠損処理があるものの、収入未済

額が9年続けて減少し続けている。絶え間なく徴収強化に努めている成果である。

滞納者に対しては、十分なる実態胴査を行うとともに、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等、更なる徴収強化に努められたい。

次に、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力年の現年度課税分の

収納状況を比較してみると、平成25年度(96.6%)、平成26年度四7.0%)、平成27年度

四7.3%)、平成28年度四7.1%)と推移しており、平成29年度は、 97.9%で前年度比

0,8ポイント増となっている。また滞納繰越分を含めた平成29年度徴収率は、 86.9%で前

年度比2,2ポイント増となっている。

県内の他市町村もかなり厳しい状況にあり尚一層、調査、研究、工夫、関係部署間との

連携強化等を実践し、現在の高水準を維持しながら、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収納率は、平成20年度以降95%以上を維持しており、平成29年

度は、 98.4%(前年度比較0.3ポイント増)となっている。平成29年度は、給食費の収入

額214,郭9,895円に対し、給食賄費222,679,820円で、その差額8,119,925円は一般会計か

ら繰入している。
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学校給食費と給食賄費は、次表のとおりである。

年度
翻定額

閉年度

飴年度

1不納欠扱類を除くj

訂年度

201,254,000

器年度

如4,890,513

29年度

206,313,190

収入済額(a)

嵯付夫済額を除く}

212,909,800

学校給食費は、平成25年度から幼稚園給食が開始されたことで、調定額が増の傾向にある。

給食賄費が平成26年度から大幅増となった要因に、①平成26年4月から消費税率力巧%から8

%に引き上げられたこと。②円高による輸入食材の価格値上げ。③台風・大雨被害による県

外産野菜の価格高騰等との説明があった。また平成器年度から開始された町立幼稚園の2年

保育により調定額が大幅増となっている。

平成羽年度分の滞納繰越分は、収入額が5,7卯千円で対前年度比488千円増となった。今後

とも継続して徴収強化に努められたい。

一方、学校給食の収入未済額は依然多額(平成29年度開,093千円)であり、学校給食費負

担の公平、公正を欠いているといえる。この収入未済額に長期問動きがないものがあるので、

滞納処分等関係法令を十分に調査・検討し、適宜対処されたい。また収入未済額の中には、

不納欠損に結びつくものがみられる。滞納者個々の実態把握、債権の適切な管理及び処分に

努められたい。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

体制の強化に鋭意努力されたい。

217,956,147

194,133,託8

200,981,665

2促,991,4認

収納率

208,906,643

還付
朱済額

96.5%

214,559,895

98.1%

98,鯛

収入未済額

98.1%

98.鯛

フ,120,6噐

給食賄費山)

3,908,848

0

3,321,7開

(単位:円、%)

4,0鵬,157

201,123,746

収入済額

給食賄費

(a)ー(b)

3,396,252

211,729,583

(8)下水道使用料の徴収について

平成玲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、平成29年度は現年度分の収納率99,5%紋寸前年度比△0.2ポイント)となっている。

収入未済額について、平成嬰年度から平成器年度までの滞納繰越分は、74件78千円であ

り、平成29年度分においては、 498件9船千円で、合計"2件9別千円となる。未納者の実態把

握及び徴収強化に努められたい。

217,7認,駆9
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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、次の事項にっいては、

正・改善の必要があると認められた。

(D 公有財産台帳の整備について

公有財産は、公有財産規則の公有財産台帳(様式第24号)、公有財産現在額調書(様式第

舒号)等が作成されておらず連結財務諸表の作成にも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。
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(2)基金について

基金については、引き続き有利な運用を行うよう努められたい。

財政調整基金は、町財政の健全な運営のため、年度間の財源の不均衡を調整し、将来の財

政負担に備えることを目的としているが、平成25年度末時点で、 1.971,9認千円あった財政

調整基金残高が平成29年度末時点では、認4,794千円となっている。また本町が平成器年度

に定めた「南風原町の基金運用方針について」では、標準財政規模に対する財政調整基金の

割合を20.0%前後の数値となるよう基金の確保に取り組むとあるが、本町の標準財政規模

フ,066,217千円(平成29年度)に対する財政調整基金残高の割合は4,フ%である。

一方、近年赤字決算を続け、平成30年度に都道府県単位化が決定された国民健康保険特別

会計の累積赤字に対しても対処する必要があることから財政調整基金を積み立てていく財政

運営に鋭意努力されたい。

(3)有価証券について

有価証券については、

定められていないため、

されたい。

(4)出資・出損金による権利について

出資・出掲金については、その権利等を適切に管理するため、主管課は、当該法人の合

併・解散等の動向を注視し、適宜対応でき得る体制で引き続き取り組まれたい。

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

主管課は今後の社会情勢を注視し引き続き保有すべきかどぅか検討

是



3.財政運営について(別表16参則

財政運営について、その概要を例年にならって、財政指数(普通会ミ"を参考にしながら

総合的に捉えてみた。

住)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、Ⅱ.8%で前年度器.8%から前年度比較Ⅱ,0ポイントの減である。

今後も適度の収支額の確保に努めることが望まれる。

(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3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

江」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、 0,631で前年度Φ.釘5)より0.016高くなっている。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、町税、

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って、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、概ね餌%~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、 87.6%で前年度四0.2%)より2.6ポイント低くなっており、今後とも財政の

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ーつで、一般財源が起債発

行経費を含む公債費に充当された割合を示し、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、玲%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987,621千円、士地区画整理事業181,4認千円の

公債費合計額で算出される。本年度の公債費負担比率はⅡ,0%となり、前年度Ⅱ.2%より

0.2ポイント減少している。

このほか特別会計において、国民健康保険1,377千円、下水道事業玲9、394千円、農業集落

排水事業5,606千円の公債費がある。

なお、債務負担行為で翌年度以降の支出予定額は、5,355千円となっている。
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内容は、次表のとおりである。

区 分

債務負担行為の内容

物件の購入等に係るもの

1町県民税納税通知作成及び封入封織業務委託料
2 軽自動車税納税通知業務委託料

3農業振興地域整備計画委託料

4町県民税納税通知作成及び封入封鰔業務委託料

5軽自動車税納税通知業務委託料

債務保証、損失補償に係るもの

その他

1固定資産士地評価見直委託料

2土地改良施設維持管理適正化事業負担金

平成29年度

支出額

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

れ、町民の多様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、公債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。

以上、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。

上記実質収支比率にも見られるように、本年度の実質収支比率は、Ⅱ.8%で前年度器.8%

と比較してn.眺の減となっている。その要因として、平成29年度南風原町一般会計補正予

算(第8号)にて、連結実質収支額が赤字にならないための対応として財政調整基金を取崩

して予備費へπ0,000千円の増額補正を行ったが、前年度は1,435,000千円を増額補正してお

り、対前年度比較715,000千円の減であったことが挙げられる。実質収支比率は、高いほど

よいわけでもないことから今後とも適度の収支額の確保に努められたい。一般会計性質別経

費の状況(別表8)をみると、義務的経費の増加が著しく、扶助費の対前年度比9.フ%の伸

び率が主な要因として挙げられる。投資的経費では、普通建設事業が555,787千円の増とな

り、対前年度比37,3%の大幅増となった。また地方債は器,918,573千円で、そのうち一般会

計等繰入見込額が16,655.2羽千円で、基金残1,156,0舗千円を差し引いた残高は、

15,499,184千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。

平成30年度以降

支出予定額

(単位:千円)

升

2,213

672

2,400

5,982

1,920

2,249

6貌

1 1,267

504

5,355
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地方債は、次表のとおりである。

地方債

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

厳しい財政事清のなかで、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。

本町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、財政基盤の強化に努めること。また事務事業の執行の際には、

「選択と集中」や「スクラップ&ビルド」等を図り、とく1て公債費の増の要因となる普通建

設事業の実施に当たっては充分検討をし、また財源の確保に一層努め、健全な財政運営を図

ること。今後とも、最小の経費で最大の効果を挙げるという行財政運営の基本原則に則り、

様々な取り組みを通して、より一層確かな事業管理及び適切な事務処理に努められたい。

現在高の状況

・1

14' 056,259

2,864,267

脚,792

4討,7訟

3,740,玲5

1,179,355

5舗.9船

(単位

左のうち一般会計
等繰入見込額

千円)

M,056,259

1.735,745

54,6認

156,892

381.玲7

212,048

駆,5船

22,918,573 16,6翁,器9
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なお、次のことに適切な措置を執られるよう要望する。

(1)事務処理等について【区画下水道課・全部署を対象】

事務処理等にっいては、移転補償費の算定において、公共補償基準等の取扱いにおける錯

誤があった。適切な事務処理を図るため、管理職員等においては、法令等を遵守したより適

正な事務執行に向け、職員が担う業務の進捗管理や情報の共有等、日常のチェック業務を徹

底されたい。また、複数職員による業務のチェック体制の強化や事務指導体制の充実に努め

られたい。全庁的な取り組みとして職員一丸の体制で事務処理等のミスを防ぐよう要望する。

(2)沖縄振興特別推進交付金事業(一括交付金)にっいて【全部署を対象}

沖縄振興特別推進交付金事業は、自由度の高い事業実施が可能であるが、完了後は国の会

計検査の対象となることや県の交付要綱に基づく成果目標の設定と事業成果の公表が要求さ

れており予算執行能力を厳しく問われることになる。制度の趣旨・目的を踏まえ、効果的な

事業として完了されるよう要望する。

(3)保険給付費の抑制について【保健福祉課・国保年金課】

国民健康保険特別会計が10年連続赤字を計上している主な要因は、保険給付費が右肩上が

りで増大していることにあり、保険給付費は今後も増加していくことが予想される。保険給

付費の抑制にっいては、現行の保健活動をさらに創意工夫し、町民への健康増進対策を一層

強化し、保険給付費の抑制に努められたい。なお、国民健康保険の財政基盤強化を図るよう

前期高齢者交付金制度の是正に関して引き続き国に強く要望されたい。
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