
 

 

 

令和 4年度 中部広域市町村圏事務組合 第 4回幹事会 

 令和 4 年 11 月 8 日（火）にて、第４回幹事会を開催しました。幹事会での報告及び議題につ

いては下記のとおりです。 

 

報告 

(1) 広域化事務専門部会（特定こども・子育て支援施設等の指導監査に関する事務）の検討 

状況について 

(2) 教育保育指導監査における経過報告について 

議題 

(1) 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい 

て承認 

(2) 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則について承認 
 

(3) 中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

の一部を改正する規則について承認 

(4) 令和 4年度ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算（第 1号）について承認 

(5) 令和 5 年度中部広域市町村圏事務組合負担金について（総務係、社会福祉法人指導監査

係、教育保育指導監査係、障がい福祉指導検査係）継続 
 

 

令和 4年度 中部広域市町村圏事務組合 第 3回理事会 

 令和 4 年 11 月 8 日（火）にて、第 3 回理事会を開催しました。理事会での議案及びその他事

項については下記のとおりです。 

 

議案 

(1) 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい   

   て承認 

(2) 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改 

正する規則について承認 

(3) 中部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

の一部を改正する規則について承認 

(4) 令和 4年度ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算（第 1号）について承認 

その他 

(1) 教育保育指導監査における経過報告について報告 
 

2022年 

12月  



 

中部広域市町村圏事務組合議会 議長及び副議長の選任 

 令和 4 年 9 月から 10 月にかけて、9 つの関係市町村のうち 8 市町村議会議員選挙が行われ、

これに伴い本組合議会議員の顔ぶれも大きく変わりました。 

新たに、議長として瑞慶山 良一郎 議員（沖縄市議会議長）、副議長として仲村渠 兼栄 議

員（嘉手納町議会議長）が選任されました。議長及び副議長の任期は、各市町議会の議長の任期

と同じです。 

 

令和 4年 第 97回 中部広域市町村圏事務組合議会（定例会） 

令和 4年 11月 7日（月）において、第 97回中部広域市町村圏事務組合議会を開催しました。

議会での認定及び議案については下記の通りです。 

 

認定 

(1) 令和 3年度中部広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算認定について可決 

(2) 令和 3年度ふるさと市町村圏基金特別会計歳入歳出決算認定について可決 

議案 

(1) 令和 4年度中部広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第 2号）について可決 

(2) 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について可決 

(3) 議会選出監査委員の選任につき同意を求めることについて同意 
 

 

中部広域市町村圏事務組合議会選出 監査委員の選任 

令和 4 年 11 月 7 日の第 97 回組合議会において、伊佐 則勝 議員（中城村議会議長）が監査

委員として選任されました。任期は、中城村議会の議長の任期と同じです。 

 

 

令和 4年 第 98回 中部広域市町村圏事務組合議会（臨時会） 

令和 4年 11月 25日（金）において、第 98回中部広域市町村圏事務組合議会を開催しました。

議会での認定及び議案については下記の通りです。 

 

議案 

(1) 中部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい  

   て可決 

(2)  令和 4年度ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算（第 1号）について可決 

  



令和 4年度「中部広域圏児童の派遣交流事業」の中止について 

令和 4年度「中部広域圏児童の派遣交流事業」について、当事業の実施に向けて関係各所との

調整を図ってまいりましたが、山形県において新型コロナウイルス感染症の流行が再拡大してお

り、児童の安全確保が困難との通知が最上広域市町村圏事務組合よりありました。これを受けて、

当組合としても派遣団の安全面を第一に検討した結果、「令和 4 年度中部広域圏児童の派遣交流

事業」については中止することといたしました。 

当組合では、派遣交流事業中止に伴い、代替事業を検討しております。 
 

中部広域市町村圏事務組合 審議会（第 1回、第 2 回）について 

中部広域市町村圏事務組合 第 1回審議会 令和 4年 11月 7日（月） 

中部広域市町村圏事務組合 第 2回審議会 令和 4年 11月 14日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 5 次中部広域計画を策定するにあたり、審議会へ基本構想（案）を諮問しました。第 1 回

審議会の開催にあたり、理事長より、「学識経験者をはじめとした中部圏域内の各種団体から選

ばれた各委員より中部広域圏の発展に資する意見をご答申いただきたい」と挨拶がありました。 

審議会の会長に宮平 栄治 氏（名桜大学教授）、副会長には名嘉座 元一 氏（沖縄国際大学

特任教授）が選出されました。 

第 2回審議会の開催では、第１回で行われ

た意見・要望を踏まえ、答申（案）を基に審

議を行いました。各委員より専門的な知見や

課題など活発なご意見を元に、各分野におけ

る、答申を作成しました。 

なお、作成した答申は、会長（宮平 栄治氏）

から理事長へ手交されます。 

「第 10回中部広域 花と緑のまちづくりコンクール」の再延期について 

「第 10回中部広域 花と緑のまちづくりコンクール」について、新型コロナウイルス感染症の

影響を鑑み、同コンクール表彰式を例年の 4 月開催から 12 月の開催に延期して準備を進めて

きましたが、コロナ禍により活動が制約される中、自治会・団体の花木の育成状況が思わしく

ない状況となっております。 

よって、主催 3 団体で協議した結果、「第 10 回中部広域 花と緑のまちづくりコンクール」

は、次年度の 4月に再延期することといたしました。 



第 4 回広域化事務専門部会（特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について） 

 令和 4年 11月 21日（月）に、第 4回広域化事務専門部会が

開催されました。 

今回の会議では、共同処理の人員体制について、再度検討が

必要であると意見がありました。各市町村は各関係部署と再

度調整・協議することとなり、次回の広域化事務専門部会で、

令和 5 年度からの共同処理実施に向けた最終確認をすること

になりました。 
 

令和 4年度 第 32回 島クトゥバし語やびら大会 

令和 4年 11月 5日（土）に、宜野湾

市社会福祉センターにて中部地区婦人

連合会が主催（後援：中部広域市町村圏

事務組合）する「令和 4年度第 32回島

クトゥバし語やびら大会」が開かれま

した。同大会は、古くから、語り継がれ、

生活の中で使われてきた「島クトゥバ」

を地域の無形文化財として再確認し、

地域住民が島クトゥバの良さを改めて

理解し継承発展を図ることを目的に行

われています。 

 各代表の発表者達がユーモアあふれ

る発表を行い、会場は大いに盛り上が

りました。中部地区婦人連合会及び発表者の皆様大変お疲れ様でした。 

 

発表者 演題 市町村 

新川 美津留 産まり島や 大東島 沖縄市 

渡慶次 育恵 
頑張らんぐとぅ・焦がかんぐぅ 

・わった～家族ぬあり方 
北中城村 

島袋 美智子 

伊佐 ちえ美 

仲尾次 裕子 

ニャンタの自転車 

（紙芝居） 
読谷村 

中村 順子 

仲本 光子 

岸本 恒子 

寸劇「仲直り 三良小」 宜野湾市 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月の監査及び検査実績件数🖋 
 

社会福祉法人指導監査係 教育保育指導監査係 障がい福祉指導検査係 

監査件数 3件 監査件数 21件 検査件数 5法人 15事業 

 

中部広域市町村圏事務組合  TEL：098-929-1685 FAX：098-934-7470 

【〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦 2丁目 9番 35号 中部市町村会館 2階】                 

[構成：沖縄市/うるま市/宜野湾市/北谷町/嘉手納町/西原町/読谷村/北中城村/中城村]          


