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報告書の趣旨

県においては、地方分権改革が進展する中で、県の役割と責任を明確にし、県政運営に対

する県民理解の促進や透明性の確保を図るとともに、職員の意識改革及び資質向上、持続

力ある財政基盤の確立を目的に「県民視点による事業棚卸し」（以下「事業棚卸し」という。）

に取り組んできた。

事業棚卸しは、平成21年度の試行実施を含め、「新沖縄県行財政改革プラン」（実施期間：

平成22年度～平成25年度）の推進項目の一つとして位置づけられ、平成21年度から平成24

年度までの計４年間で259事業を対象に、事業がそもそも必要かどうか、必要ならばどこがや

るか（官か民か、国か地方か）等の視点により実施してきた。

この４年間、事業棚卸しを実施する中で、「不要」「国」等の判定が少なく判定区分が十分に

機能していない、事業棚卸しへの県民の関心の低下、職員の負担が大きい等の課題が明ら

かとなってきた。

本報告書は、試行実施を含む4年間の事業棚卸し実績を取りまとめるとともに、事業棚卸し

に関する職員アンケート調査、事業棚卸し委員会※による検証を踏まえ、今後の取組に活用

していくことを目的に作成するものである。

※ 事業棚卸し委員会

大学教授や弁護士、公認会計士などの学識経験者（12名）、NPO関係者（４名）、産業・経済・労働界の関係
者（12名）及び公募委員（４名）の合計32名で構成される委員会。

4班（各8名）に分かれ、県の担当職員と直接意見を交わし、実際に事業を事業棚卸しする作業を行う。
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１．事業棚卸しについて

（（（（１１１１））））事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しのしのしのしの実施手法実施手法実施手法実施手法

（（（（２２２２））））事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しのしのしのしの目的目的目的目的・・・・位置位置位置位置づけづけづけづけ

① 外部（県民）視点の導入

事業に対する客観的な視点を取り入れることで、職員自らの事業に関する問題意識を

高める「内部改革」のきっかけとする。

② 公開で実施

事業担当職員が県民（評価者や傍聴者）へ事業内容を説明し、評価者からの質問に答

えることで、県民が事業の具体的な内容を知るきっかけとする。

③ 事業そもそもの必要性から議論

事業の必要性、県の役割を考えるきっかけとする。

（（（（３３３３））））事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しのしのしのしの特徴特徴特徴特徴

① 沖縄県が行っている事業（行政サービス）を予算事業ごとに「そもそも」必要かどうか、必

要ならばどこがやるか（官か民か、国か地方か）を担当職員と事業棚卸し委員会が議論

して、最終的に「不要」「民間」「国」「県」「市町村」などに事業棚卸ししていく作業を実施。

② 県では、事業棚卸し委員会の事業棚卸し結果について、事業所管課による一次検証、

総務部（財政課、行政管理課）による二次検証を行い、総務部長及び三役調整を経て検

証結果を取りまとめ、沖縄県行財政改革推進本部において評価を最終決定する。

【目的】

・県の役割と責任を明確にし、その機能の再構築を図る。

①事業の具体的内容の県民視点による検証（県民とともに考える）

②職員の意識改革・資質向上（事業実施における成果重視の姿勢への転換）

③持続力ある財政基盤の確立（ムダの排除）

【位置づけ】

事業棚卸しは、「新沖縄県行財政改革プラン」における32の推進項目の一つとして位置づけ
られている。
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（（（（１１１１））））実施日時等実施日時等実施日時等実施日時等

①平成21年度（試行実施）

１）日時：平成21年10月14日（水）～15日（木）

２）場所：沖縄県庁（14日）、沖縄県南部合同庁舎（15日）

３）対象事業数：25事業

４）傍聴者数：112名

②平成22年度

１）日時：平成22年7月21日（水）～23日（金）

２）場所：沖縄県庁

３）対象事業数：100事業

４）傍聴者数：910名

③平成23年度

１）日時：平成23年7月14日（木）～16日（土）

２）場所：沖縄県産業支援センター

３）対象事業数：84事業

４）傍聴者数：699名

④平成24年度

１）日時：平成24年7月21日（土）、30日（月）～31日（火）

２）場所：イオン南風原ショッピングセンター（21日）、沖縄県庁（30日、31日）

３）対象事業数：50事業

４）傍聴者数：531名

５）インターネットライブ中継アクセス数：1,983件

※平成24年度は県民の参加を促すため、7月21日（土）にイオン南風原ショッピングセンター

においてプレ本番を実施。傍聴者数198名。インターネットライブ中継アクセス数167件。

２．実施概要
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（（（（２２２２））））対象事業対象事業対象事業対象事業のののの選定選定選定選定

① 平成21年度（試行実施）
平成20年度の包括外部監査の対象となった63の補助金を含む事業から、監査報告で示
された以下の項目のうち、複数の項目において指摘がなされた25事業を選定した。

１）目的の公益性

２）交付先団体の公益上の必要性

３）妥当性

４）効果

１） 事業実施期間が長期に及ぶ事業

２） 平成21年度予算において100万円以上の事業で予算規模の大きい事業
３） 各部等の対象事業数のバランスを配慮

平成22年度

１） 事業実施期間が長期に及ぶ事業を優先

２） 平成22年度予算において500万円以上の事業で予算規模の大きい事業を優先
３） 特別会計事業や公社等外郭団体への補助金等について一括して選定

４） 各部等の対象事業数のバランスを配慮

平成23年度

１） 過去に事業棚卸しの対象となった事業

２） 各種返還金や積立金、予備費等

３） 「新沖縄県行財政改革プラン」の実施期間（平成22年度～平成25年度）において、廃止等、
一定の方向性が確定している事業

除外要件

１） 事業実施期間が長期に及ぶ事業を優先

２） 平成23年度予算において500万円以上の事業で予算規模の大きい事業を優先
３） 特別会計事業や公社等外郭団体への補助金等について一括して選定

４） 未収金が発生している事業

５） 各部等の対象事業数のバランスを配慮

平成24年度

② 平成22～24年度
県の果たすべき役割を検証するためには県の実施している事業のうち、政策的に実施さ

れている事業を中心に行うことがもっとも実効性があることから、原則として前年度の政策的

経費の中から、過去に事業棚卸しの対象となった事業等を除外し、各年度ごとのテーマ等に

沿って対象事業の選定を行った。
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（（（（３３３３））））実施手法実施手法実施手法実施手法

①事業棚卸し委員会は、対象事業について下図の視点により、7区分（「拡充」は平成23年度
に追加）で事業棚卸し作業を実施する。

②事業棚卸し委員会による事業棚卸し結果を踏まえ、県内部において以下の手順で検証を行

う。
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県県県県（（（（要改善要改善要改善要改善））））
行政実施行政実施

国が実施国が実施

県が実施県が実施

市町村が実施市町村が実施
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３．実施結果

０

０

国

０

１

市町村

22

20

県

（要改善）

０１３事業棚卸し結果

００３検証結果

県

（現状）

民間

不要

（廃止）

２）事業棚卸し結果が「不要」「民間」「市町村」となった事業と県の検証結果

１）対象事業数：２５

① 平成21年度（試行実施）

（（（（１１１１））））各年度各年度各年度各年度ごとのごとのごとのごとの実施結果実施結果実施結果実施結果（（（（※※※※事業事業事業事業ごとのごとのごとのごとの実施結果実施結果実施結果実施結果はははは参考資料参照参考資料参照参考資料参照参考資料参照））））

これまで実施してきた事業棚卸しについて、事業棚卸し委員会による事業棚卸し結果が県に

よる検証結果にどう反映されたのか、次年度予算への反映状況はどうだったか等について実

施年度ごとに整理した。

３）平成22年度予算への反映状況
・歳出拡充 １事業（91,229千円）
・歳出削減 14事業（△119,987千円）

財団法人雇用開発推進機構への人件費補助

金について、平成24年度限りで廃止した。
なお、同機構は平成24年３月に解散し、同年9
月に清算結了した。

廃止

（一部）

不要雇用開発推進事業費

平成23年度に補助事業終了廃止不要

（独）福祉医療機構借

入金利子補給金（青少

年・児童家庭課）

平成23年度に補助事業終了廃止不要

（独）福祉医療機構借

入金利子補給金（高齢

者福祉介護課）

国の事業廃止に伴い、平成21年度末で廃止要改善市町村

農業経営構造対策事

業費

事業執行にあたっては県、委託先である沖縄

観光コンベンションビューロー、観光関連事業

者との間でお互いの役割分担を認識しつつ、

連携した取組を実施している。

要改善民間観光誘致対策事業費

検証結果

事業棚卸し

結果

見直し状況事業名
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１）対象事業数：100

０

０

国

２

２

市町村

82

82

県

（要改善）

６３７事業棚卸し結果

６３７検証結果

県

（現状）

民間

不要

（廃止）

② 平成22年度

関係機関からなるフィルムオフィスのあり方研究

会を立ち上げ、事業効果や運営主体について検討

を行なった。

その結果、フィルムオフィスの役割が沖縄の魅力

を発信していく上で極めて重要であるとの認識に

至った。

廃止・

再構築

不要

フィルムオフィス推進

事業

海外留学生受入事業は、「ウチナーンチュ子弟留

学生受入事業」として再構築。

アジア諸国の留学生受入、私費留学生奨学金給

付事業、沖縄地域留学生推進協議会負担金につ

いては平成24年度より廃止。

一部廃止・

一部再構

築

不要海外留学生受入事業

平成23年度より廃止
廃止・

再構築

不要

臨時河川等整備事業

費（砂防等）

平成23年度より廃止廃止不要

高齢者祝金等支給事

業費

平成23年度に廃止及び事業の再構築を行った。

・「沖縄・ハワイ協力事業」については、実施団体へ

の補助金を廃止し、県が直接実施。

・「宇宙技術及び国際シンポジウム支援事業」につ

いては、平成23年度に実施完了。

・国連大学グローバルセミナーについては、平成23
年度から予算未計上。

一部廃止・

一部再構

築

不要学術研究推進事業費

検証結果

事業棚卸し

結果

見直し状況事業名

２）事業棚卸し結果が「不要」「民間」「市町村」となった事業と県の検証結果
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３）平成23年度予算への反映状況
・歳出拡充 ５事業（43,386千円）
・歳出削減 42事業（△268,767千円）

平成23年度に一旦事業を中止。

学校におけるニーズを把握し、緊急性や必要性

を考慮した上で、平成24年度より事業を再構築。

廃止・

再構築

不要

学校施設整備単独

事業費

現入居者の今後の人事異動状況を勘案しながら、

廃止していく。

廃止不要

教職員住宅借上げ

事業費

宜野湾港マリーナの管理運営については、これ

まで以上に民間の経営ノウハウを取り入れるよう

に努め、一般会計繰入金の抑制を図る。

今後の宜野湾マリーナのあり方や財政負担の軽

減策等について、民間への売却を含めて検討して

いく。

民間等民間

宜野湾港機能施設

整備費（宜野湾港整

備事業特別会計）

市町村との協議の場を設け、移譲の具体化に向

けた工程の検討を行う。

また、移譲後の施設整備の支援については、市

町村への応分の負担を求め、適切な補助率とする

等の検討を行う。

市町村市町村

自然公園施設整備

事業費（単独事業）

国の要綱上、市町村が実施主体となることは不可

能であることから、事務手続において市町村との

連携を強化している。

市町村市町村

ふるさと農村活性化

基金事業費

民間等民間

宜野湾港管理運営

費（宜野湾港整備事

業特別会計）

民間等民間

宜野湾港整備事業

特別会計繰出金

検証結果

事業棚卸し

結果

見直し状況事業名
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０

０

国

５

５

県

（拡充）

０

０

市町村

68

67

県

（要改善）

７２３事業棚卸し結果

７１３検証結果

県

（現状）

民間

不要

（廃止）

３）平成24年度予算への反映状況
・歳出拡充 15事業（138,926千円）
・歳出削減 24事業（△106,101千円）

１）対象事業数：84

③ 平成23年度

市町村（地域）が自主性・主体性をより発揮し、地

域で継続的な取組が出来るような仕組みに改める。

廃止・

再構築

不要

学校・家庭・地域の

連携協力推進事業

民間のノウハウを可能な限り活用する視点から、

県と指定管理者との連携・役割分担のあり方を見

直していく。

要改善民間

博物館・美術館指

定管理費

平成23年度廃止
関係機関との調整を踏まえ、新たに3ヵ月間の企
業実習を中心とした「若年無業者職業基礎訓練事

業」を平成24年度から開始。

廃止・

再構築

不要

ニート等若年者自

立支援事業

平成24年度より廃止廃止不要

沖縄GIX等活用ビ
ジネス支援事業

民間で可能な品質試験から早期に移管を実施し、

事業の効率的な執行に務める。

民間民間

建設資材品質試験

管理費

検証結果

事業棚卸し

結果

見直し状況事業名

２）事業棚卸し結果が「不要」「民間」となった事業と県の検証結果

９



１）対象事業数：50

３）平成25年度予算への反映状況
・歳出拡充 ９事業（16,115千円）
・歳出削減 ７事業（△109,344千円）

④ 平成24年度

０

０

国

０

５

県

（拡充）

１

２

市町村

43

35

県

（要改善）

６１１事業棚卸し結果

６００検証結果

県

（現状）

民間

不要

（廃止）

県民の利便性向上を図るため、沖縄県内全市町村

へ旅券事務の移譲を進めていく。

市町村市町村旅券事務費

貸付業務については、民間ニーズを的確に踏まえ、

事業のあり方を検討する。

回収業務については、サービサーを積極的に活用

することで効率的な回収を行う。

要改善民間貸付業務運営費

費用対効果等を踏まえ、家賃水準や既存施設の廃

止スケジュ－ル等を含めた職員住宅のあり方に関す

る基本方針を平成25年度中に決定する。
要改善不要

職員住宅管理事業

費

港湾施設使用料等の増収に向けた取組を行い、維

持管理財源（特定財源）の増収を図る。

また、港湾の移管について、市町村の意向を確認

する。

要改善市町村

港湾維持管理事業

費

検証結果

事業棚卸し

結果

見直し状況事業名

２）事業棚卸し結果が「不要」「民間」「市町村」となった事業と県の検証結果
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１）全対象事業259事業

２） 次年度予算への反映状況 ※平成21年度試行分も含む
・歳出拡充 30事業（289,656千円）
・歳出削減 87事業（△604,199千円）

０

０

国

1910204５７14事業棚卸し結果

５

県

（拡充）

３

市町村

215

県

（要改善）

19４13検証結果

県

（現状）

民間

不要

（廃止）

⑤全実施結果まとめ

成果

課題

・事業の廃止、改善により、87事業において約６億円の歳出削減がなされた。
・30事業において約2.9億円の歳出拡充がなされ、事業の充実が図られた。
・事業棚卸しの結果、一定の歳出削減が図られるとともに事業の充実が図られ、

適正な予算配分に寄与することができた。

・「不要」「民間」「市町村」の判定が259事業中20事業（約7.7％）と少なく、県の実
施している事業においては、「そもそも事業が必要かどうか」「必要ならどこがやる

か」という議論が深まらず、判定区分が十分に機能しなかった。

・「県（要改善）」「県（拡充）」「県（現状）」の判定が259事業中239事業（約92.3％）
と、多くが県内部の事業見直しを求める判定となっていたが、事業改善の具体的

な方策について提言する仕組みが十分でなかった。

・事業棚卸し後の改善状況について、次年度予算への反映状況については把握

することになっていたが、その後の進捗管理を継続的に行う仕組みが不十分で

あった。

11



４．職員アンケート調査

（（（（１１１１））））職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査についてについてについてについて

平成21年度から平成24年度までの事業棚卸しの実施効果や実施手法等について、職員意
見を把握することを目的に職員アンケート調査を実施した。

調査では、①事業棚卸しの効果、②事業棚卸しの実施手法、③今後の取組の３つの視点か

ら調査項目を設定した。

調査にあたっては、事業棚卸し経験者と未経験者で回答が異なることを想定し、両者を分類

して調査を実施した。

調査結果からは、事業棚卸しは職員の意識改革に一定の効果があったが、「効率的・効果的

な事業の実施」につなげる手法としては課題があること等が浮き彫りとなった。

（（（（２２２２））））職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート実施実施実施実施概要概要概要概要

①調査対象： 知事部局の全職員（3,911名）

②調査期間： 平成25年１月31日(木)～平成25年２月15日（金）

③調査手法： 電子申請システムを活用したアンケート調査

④回答者数： 600名

⑤調査項目： １）事業棚卸しの「効果」について

問１ 事業が効率的・効果的なものへ改善されたと思うか

問２ 事業の実施主体を見直す契機になったと思うか

問３ 事業の改善等に対する問題意識が高まったと思うか

問４ 組織（職場）の活性化が図られたと思うか

問５ 県民の関心が高まったと思うか

問６ 県民への説明責任を果たす機会になったと思うか

２）事業棚卸しの「実施手法」について

問７ 事業の改善を図る方策として有効であったか

問８ 事業棚卸しの判定等は妥当であったか

問９ 事業棚卸しの委員構成は妥当であったか

問10 事業棚卸しの事務負担をどう考えるか

３）「今後の取組」について

問11 事業棚卸しを継続実施すべきと考えるか

12



（（（（３３３３））））職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果

問１ 事業が効率的・効果的なものへ改善されたと思うか？

100%198合計

47%93どちらともいえない3

41%81思わない2

12%24思う1

割合人数回答

思う

12%

思わない

41%

どちらともい

えない

47%

回答者全体

事業棚卸しを経験した職員

100%600合計

59%356どちらともいえない3

25%151思わない2

16%93思う1

割合人数回答

思う

16%

思わない

25%

どちらともい

えない

59%

事業棚卸しを経験していない職員

100%402合計

65%263どちらともいえない3

17%70思わない2

17%69思う1

割合人数回答

思う

17%

思わない

17%

どちらとも

いえない

65%

１）回答者全体（事業棚卸し経験者、未経験者含む全体）において、

・事業棚卸しにより「事業が改善されたと思う」との回答は16％にとどまった ・・・問１

・「県民の関心の高まり」に対しては「高まったと思う」「思わない」との回答がそれぞれ31％で

ほぼ同数となった ・・・問５

・事業棚卸しは「県民への説明責任」の契機になったとの回答が50％を占めた ・・・問６

２）事業棚卸しを経験した職員において、

・「事業の実施主体を見直す契機になったと思う」との回答が27％なのに対し、「思わない」は

45％であった ・・・問２

・事業の改善等に対する「問題意識が高まったと思う」との回答が48％となった。（「そうは思

わない」は29％であった） ・・・問３

①事業棚卸しの効果について
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（問２） 事業の実施主体を見直す契機になったと思うか？

100%198合計

28%56どちらともいえない3

45%89思わない2

27%53思う1

割合人数回答

事業棚卸しを経験した職員

思う

27%

思わない

45%

どちらともい

えない

28%

（問３） 事業の改善等に対する問題意識が高まったと思うか？

100%198合計

23%46どちらともいえない3

29%57思わない2

48%95思う1

割合人数回答

事業棚卸しを経験した職員

思う

48%

思わない

29%

どちらともい

えない

23%

（問４） 組織（職場）の活性化が図られたと思うか？

事業棚卸しを経験した職員

100%198合計

35%69どちらともいえない3

42%83思わない2

23%46思う1

割合人数回答

思う

23%

思わない

42%

どちらともい

えない

35%
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（問５） 県民の関心が高まったと思うか？

回答者全体

事業棚卸しを経験した職員

100%198合計

36%72どちらともいえない3

44%87思わない2

20%39思う1

割合人数回答

どちらとも

いえない

36%

思う

20%

思わない

44%

100%402合計

32%128どちらともいえない3

14%56思わない2

54%218思う1

割合人数回答

事業棚卸しを経験していない職員

思う

54%

思わない

14%

どちらとも

いえない

32%

思う

31%

思わない

31%

どちらとも

いえない

38%

100%600合計

38%227どちらともいえない3

31%187思わない2

31%186思う1

割合人数回答

（問６） 県民への説明責任を果たす機会になったと思うか？

回答者全体

100%600合計

31%188どちらともいえない3

19%115思わない2

50%297思う1

割合人数回答

事業棚卸しを経験した職員

事業棚卸しを経験していない職員

100%198合計

30%60どちらともいえない3

30%59思わない2

40%79思う1

割合人数回答 思う

40%

どちらとも

いえない

30%

思わない

30%

100%402合計

39%155どちらともいえない3

25%100思わない2

37%147思う1

割合人数回答

思う

50%

思わない

19%

どちらとも

いえない

31%

思う

37%

どちらとも

いえない

39%

思わない 25%
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１）回答者全体（事業棚卸し経験者、未経験者含む全体）において、

・事業棚卸しは事業改善に「有効と思う」が41％、「思わない」も40％でほぼ同じ割合であるが、
事業棚卸し経験者では「有効と思わない」、未経験者では「有効」との回答が多数となってい

る。・・・問７

２）事業棚卸しを経験した職員において

・判定等の妥当性について、「妥当であった」との回答が35％、「妥当ではなかった」との回答
が42％となっており、評価が分かれている。・・・問８
・事業棚卸しを受ける際の事務について、「負担がある」との回答が87％に達している。

・・・問10

②事業棚卸しの実施手法について

（問７） 事業の改善を図る方策として有効であったか？

回答者全体

事業棚卸しを経験した職員

事業棚卸しを経験していない職員

100%600合計

19%114どちらともいえない5

12%72そうは思わない4

28%165あまりそうは思わない3

39%235概ねそう思う2

2%14大いにそう思う1

割合人数回答

100%198合計

12%24どちらともいえない5

20%39そうは思わない4

36%72あまりそうは思わない3

31%61概ねそう思う2

1%2大いにそう思う1

割合人数回答

概ねそう思う

31%

そうは思わ

ない

20%

あまりそうは

思わない

36%

大いに

そう思う

1%

どちらとも

いえない

12%

100%402合計

23%90どちらともいえない5

8%33そうは思わない4

23%93あまりそうは思わない3

44%174概ねそう思う2

3%12大いにそう思う1

割合人数回答

概ねそう思う

39%
そうは思わない

12%

どちらともいえ

ない

19%

あまりそうは

思わない

28%

大いにそう思う

2%

概ねそう思う

44%

大いにそう思う

3%

あまりそうは

思わない

23%

どちらとも

いえない

23%

そうは

思わない

8%
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（問８） 事業棚卸しの判定等は妥当であったか？

事業棚卸しを経験した職員

100%198合計

23%46どちらともいえない5

13%26妥当でなかった4

29%58あまり妥当でなかった3

30%58概ね妥当であった2

5%10妥当であった1

割合人数回答

概ね妥当で

あった

30%

あまり妥当

でなかった

29%

妥当でな

かった

13%

どちらともい

えない

23%

妥当で

あった

5%

（問９） 事業棚卸しの委員構成は妥当であったか？

事業棚卸しを経験した職員

（問10） 事業棚卸しの事務負担をどう考えるか？

事業棚卸しを経験した職員

妥当であった

3%

概ね妥当で

あった

41%

どちらともい

えない

29%

妥当で

なかった

7%

あまり妥当で

なかった20%

100%198合計

29%57どちらともいえない5

7%14妥当でなかった4

20%39あまり妥当でなかった3

41%82概ね妥当であった2

3%6妥当であった1

割合人数回答

やや負担があ

る

39%

負担が非常に

大きい

48%

負担は

全くない

1%

わからない

8%

それほど負担

になっていない

4%

100%198合計

8%16わからない5

1%1負担は全くない4

4%9

それほど負担になって

いない

3

39%77やや負担がある2

48%95負担が非常に大きい1

割合人数回答
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１）回答者全体（事業棚卸し経験者、未経験者含む全体）において、

・ 「そのままの形で継続すべきである」との回答は12％にとどまっている。
・一方で、「見直しが必要」、「廃止すべき」との回答が過半数を占めている。

２）事業棚卸しを経験した職員について、

・ 「そのままの形で継続」は、７％にとどまっている。

・一方で、「見直しが必要」、「廃止すべき」との回答が、71%となっている。

③今後の取組について

（問11） 事業棚卸しを継続実施すべきと考えるか？

回答者全体

事業棚卸しを経験した職員

事業棚卸しを経験していない職員

100%600合計

37%226どちらともいえない4

24%141廃止すべきである3

27%161見直しが必要である2

12%72

そのままの形で継続

すべきである

1

割合人数回答

見直しが必要

である

27%

どちらともいえ

ない

37%

廃止すべきで

ある

24%

そのままの形

で継続すべき

である

12%

100%198合計

22%44どちらともいえない4

38%76廃止すべきである3

33%65見直しが必要である2

７%13

そのままの形で継続

すべきである

1

割合人数回答
そのままの形

で継続すべき

である

7%

見直しが必要

である

33%

廃止すべき

である

38%

どちらともい

えない

22%

100%402合計

45%182どちらともいえない4

16%65廃止すべきである3

24%96見直しが必要である2

15%59

そのままの形で継続

すべきである

1

割合人数回答

見直しが必

要である

24%

どちらとも

いえない

45%

廃止すべき

である

16%

そのままの

形で継続す

べきである

15%
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成果

課題

・事業棚卸しを経験した職員において「事業の改善等に対する問題意識が高まっ

た」との回答が48％を占め、職員の意識改革には一定の成果があった。

・回答者全体において「県民への説明責任を果たす機会になった」との回答が半

数を占め、県民への説明責任の確保にも一定程度寄与できたと考えられる。

・事業棚卸しの事業の改善を図る方策としての有効性について、「有効である」と

の回答は、経験した職員で32％であるのに対し、未経験職員では47％となってい
る。経験した職員において有効性があまり実感されておらず、職員全体が有効性

を実感できる取組としては課題がある。

・事業棚卸しを経験した職員の87％が、資料作成等の事務負担を感じており、負
担の軽減を図る必要がある。

・事業棚卸しを経験した職員において、事業棚卸しを「そのままの形で継続すべ

き」との回答は７％、回答者全体においても12％にとどまっており、事業棚卸しの
手法について見直す必要がある。

（（（（４４４４））））職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のまとめのまとめのまとめのまとめ

１）評価等に関すること

・ 各事業担当による自己評価について、外部委員に検証させる仕組みを検討できないか。

・ 短い時間で何らかの判定を下す方式が本当に適正なのか検証が必要なのではないか。

・ 委員評価について、本質的に改善すべき論点まで突っ込みきれていない。

・ 事業棚卸し後の進捗管理もすべきである。

２） 事業選定に関すること

・ 予算額が小さな事業にこそいらない事業が多いのではないか。

・ 県に裁量のある県単事業や一括交付金事業をメインに実施したほうがよい。

・ テーマを絞る等して、深く掘り下げる方向での取組も必要である。

３） 委員選定に関すること

・ 外部委員への事前勉強会等の対応が大きな負担。対象事業の内容を把握した関係団

体等からの外部委員に絞るなど、委員選定のあり方を見直すべきである。

・ 事業棚卸し委員は、県議会議員とわずかな学識経験者で構成すべきものと思う。

４） 事務負担に関すること

・ 事務の負担が大きすぎる。事業棚卸し対応と議会対応の重複対応は予算の無駄。

・ 職員の事務負担を減らせるよう、様式を見直してもらいたい。

・ 継続実施するためには、手続、実施期間や規模等の大幅な簡素化・簡略化が必要。

５） よりわかりやすい実施に関すること

・ 事業がどのような効果をもたらし県民の福祉向上につながるのかというプレゼンの方法

をわかりやすくしたほうがよい。

・ 県民視点の位置づけが弱い。県民が参加しやすい日時、場所に意識を向けるべき。

④見直しに関する職員意見（自由意見抜粋）
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５．事業棚卸し委員会による検証

（（（（１１１１））））事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しししし委員会委員会委員会委員会によるによるによるによる検証検証検証検証についてについてについてについて

平成21年度から平成24年度までの事業棚卸しの実施効果や実施手法等について、事業棚
卸し委員会の委員長及び副委員長から提言をいただいた。

本提言内容を踏まえ意見交換を実施し、事業棚卸し委員会による検証として取りまとめた。

事業棚卸し委員会からは、事業棚卸しが公開の場で行われたことが評価されたが、職員の

意識改革が不十分、事業の要否ではなく改善の中身について議論すべき等の課題があげられ

た。

（（（（２２２２））））事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しししし委員会委員会委員会委員会によるによるによるによる検証概要検証概要検証概要検証概要

・現状での事業棚卸しの継続実施は困難だが、発展的に終了して次の段階に行く必要がある。

・公開の場での議論は継続して、県民への説明責任を果たすとともに県事業への関心を高め

ていく 必要がある。

・事業の検証・改善に対する職員の意識改革を図っていく必要がある。

・内部評価にとどまらず、外部視点の導入は必要である。

・現行の判定区分はやめ、県の取組に対する具体的な提言を行うものとすべきである。

今後の取組についての提案

成果

・「不要」「民間」「要改善」等の判定区分・基準に対する委員間の認識の共有が十分

でなく、判定にばらつきがあった。

・判定が「要改善」に集中し、「国」「民間」等の判定区分が十分に機能しなかった。

・事業棚卸し結果は県の検証結果の判断材料となるとの位置づけであったが、個々

の事業棚卸し委員においては、今後の影響等を考慮し、「不要」等の思い切った判

定を下すことに躊躇が見られた。

・県の多くの事業は、制度の運用・規制等を行うもので、「事業仕分け」の手法はな

じまないのではないか。

・県民の県事業への関心を高めることについては一定の役割を果たしたが、事業棚

卸しに関する県民の関心は低下してきている。

・棚卸し結果の判定のみが注目され、事業棚卸し委員会での議論の内容が事業改

善に十分生かされてない。

・マスコミにも棚卸し結果のみが注目され、議論の中身が十分伝わらなかった。

・事業棚卸しに県職員・県議会議員という当事者の参観が少なく、事業改善の取組

の必要性が十分に認識されていないのではないか。

課題

・事業棚卸しが公開の場で実施されたこと。

・事業棚卸し結果が県の検証結果の判断材料として利用される仕組みとなってい

たこと。
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６．事業棚卸し総括

（（（（１１１１））））事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しのしのしのしの成果及成果及成果及成果及びびびび課題課題課題課題

事業棚卸しについて、これまでの実施結果や職員アンケート調査、事業棚卸し委員会による

検証により総括を行った結果、下表のような成果・課題が明らかとなった。

県民への説明責任や歳出削減の面で一定の成果が得られたものの、事業改善の取組として

の有効性や職員の事務負担など、さまざまな課題が浮き彫りとなっている。

・判定区分・基準に対する委員間の認

識の共有が十分でなく、判定にばらつ

きがあった。

・判定区分が十分に機能しなかった。

・個々の事業棚卸し委員においては、

今後の影響等を考慮し、「不要」等の思

い切った判定を下すことに躊躇が見ら

れた。

・県事業の多くが「事業仕分け」の手法

になじまないのではないか。

・棚卸し結果の判定のみが注目され、

事業棚卸し委員会での議論の内容が

事業改善に十分生かされていない。

・マスコミにも棚卸し結果のみが注目さ

れ、議論の中身が十分伝わらなかった。

・県職員・県議会議員に事業改善の取

組の必要性が十分に認識されていない。

・公開の場で実施されたこと。

・事業棚卸し結果が県の検証結

果の判断材料として利用される仕

組みとなっていたこと。

事業棚卸し

委員会によ

る検証

・職員において期待したほど事業改善

への有効性が実感できていない。

・対応する職員が事務負担を感じてお

り、負担軽減を図る必要がある。

・事業棚卸しをそのまま継続することに

は否定的な意見が多数を占め、事業棚

卸し手法の見直しが必要。

・事業改善に対する職員の問題

意識の改革には一定の成果が

あった。

・県民への説明責任の確保にも

一定程度寄与することができた。

職員アン

ケート

調査

・「不要」「民間」「市町村」等の判定区分

が十分に機能せず、県の実施している

事業においては、事業の必要性や実施

主体についての議論はなじまなかった。

・事業棚卸し後の改善状況について、

継続的に進捗管理する仕組みが十分

でなかった。

・事業棚卸しの結果、約6億円の
歳出削減、約2.9億円の歳出拡充
がなされた。

・一定の歳出削減が図られ、適正

な予算配分に寄与することができ

た。

実施結果

課題成果
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（（（（２２２２））））事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しししし実施実施実施実施のののの目的目的目的目的はははは達成達成達成達成されたかされたかされたかされたか

・外部視点を導入し、公開の場で県の事業について議論を行った手法については、県事業への

客観性及び透明性の確保、県民への説明責任を果たすという点で一定の成果があった。

・一方で、県事業に対する県民の関心を高めるまでには至らなかった。

①事業の具体的内容の県民視点による検証（県民とともに考える）

・職員からは、事業改善に関する問題意識の向上が図られたとの意見が半数近くあるにもかか

わらず、事業棚卸し委員会からは、職員の意識改革が十分でないとの指摘があり、ギャップが

生じている。

②職員の意識改革・資質向上（事業実施における成果重視の姿勢への転換）

・一定の歳出削減が行われ、持続力ある財政基盤の確立に寄与することができた。

・「不要」「民間」「市町村」等の判定が少なく、そもそもの事業の必要性から議論し、県の役割と

責任を明確にするという目的の達成は限定的であった。

・職員にとっても事業改善につながる実感が乏しく、事業の効率化等につなげる取組としては課

題がある。

③持続力ある財政基盤の確立（ムダの排除）

事業棚卸しは、県の役割と責任を明確にするという観点から、

①事業の具体的内容の県民視点による検証（県民とともに考える）

②職員の意識改革・資質向上（事業実施における成果重視の姿勢への転換）

③持続力ある財政基盤の確立（ムダの排除）

を目的に実施してきた。

ここまでの総括で明らかとなった成果・課題を踏まえ、事業棚卸し実施の目的は達成された

のか、次のとおり検証を行った。

その結果、県民への説明責任や歳出削減の面で一定の目的を達成できたと考えられるが、

そもそもの事業の必要性から議論し、県の役割と責任を明確にするという当初の目的自体の

達成は限定的なものとなっている。

事業事業事業事業のののの検証検証検証検証・・・・改善改善改善改善にはにはにはには継続継続継続継続してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、事業棚事業棚事業棚事業棚

卸卸卸卸しのしのしのしの手法手法手法手法によるによるによるによる取組取組取組取組はははは終了終了終了終了するするするする。。。。
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７．今後の方向性

平成21年度の試行実施から平成24年度までの４年間実施した事業棚卸しにおいては、歳出
削減や県民への説明責任に対して一定の成果があったが、検証手法等に課題が残る結果と

なった。

これらの課題や、平成25年度から２１世紀ビジョン実施計画の進捗管理を行う沖縄県PDCA
等の事業の検証・改善の取組が実施されている現状を踏まえ、事業棚卸しは、一定の役割を

終えたものと判断し、平成25年度をもってこの事業棚卸しは一旦終了する。

県が行う事業について、検証・改善を継続していくことは、行財政改革の推進にとって不可欠

な取組である。

今後は、新たな行財政改革プランにおける事務事業の見直し等により、無駄のない事業費の

執行に努めるとともに、２１世紀ビジョン実施計画を着実に推進するため、沖縄県PDCAによる
事業の検証・改善を実施し、県民への説明責任や職員の意識改革に継続して取り組んで行く。

（（（（１１１１）「）「）「）「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県PDCA」」」」によるによるによるによる事業事業事業事業のののの検証検証検証検証・・・・改善改善改善改善のののの実施実施実施実施
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県民視点による事業棚卸し実施に関する要綱

〔平成21年７月28日総務部長決定〕

１ 趣 旨

この要綱は、県民視点による事業棚卸し（以下「事業棚卸し」という。）の実施に関

し必要となる事項を定め、その実施にあたっての手順及びその他必要な事項を定める

ものとする。

２ 事業棚卸しの基本的考え方

事業棚卸しを行うに当たっては、各種の制約及び国、市町村等他の主体の意向など

の問題は前提とせず、対象事業そのものの趣旨・目的・内容・コストをもとに、その

効果性や民間での実現可能性等の観点から、事業の必要性、適切な実施主体のあり方

及び効果的な実施手法等について判断するものとする。

事業棚卸しの区分及び事業棚卸しを行うにあたっての主な視点は、別紙のとおりと

する。

３ 実施対象事業及び対象事業の選定に係る手続き

⑴ 対象事業

一般会計及び特別会計に属する事業から、新沖縄県行財政改革プラン期間中、毎

年度選定するものとする。ただし、次のアからイに該当する事業、既に事業棚卸し

を実施した事業並びに事業の性質上、事業棚卸しに馴染まないと解される事業につ

いては除外することとする。

ア 新沖縄県行財政改革プランの期間において事業の廃止等が決定されている事業

イ 予算額5,000千円未満の事業

⑵ 対象事業の選定に係る手続き

ア 総務部長は、長期間継続している事業、予算規模の大きい事業並びに事業間に

関連性を有する複数事業を対象事業候補と定め、当該事業に係る棚卸し作業を担

当する事業棚卸し委員会（以下「委員会」という。）に置かれる４つ班に割り当て

る。

イ 班は、前項の規定により割り当てられた対象事業の候補となる事業のうち、対

象事業とすることが適当でないものがある場合は、その旨の意見を委員会に報告

することができる。
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ウ 委員会は、前項の規定による報告が適当であると認める場合には、その旨の意

見を総務部長に対し報告するものとする。

エ 総務部長は、前項の規定による報告を考慮して、対象事業を決定する。

４ 実施方法

事業棚卸しは、委員会による棚卸し作業により行われ、次に県内部でのの検証によ

り行われることとする。

５ 委員会による棚卸し作業

⑴ 事業棚卸しの資料として、事業所管課は、別に定める事業棚卸し対象事業シート

（以下「事業シート」という｡）を事業ごとに棚卸し作業に先だって作成するものと

する。

⑵ ⑴により作成された事業シートを行政改革推進課は、とりまとめた上、事前に委

員会委員へ送付するものとする。

⑶ 棚卸し作業は、予算事業単位で行うものとする。ただし、事業の中に複数の細事

業が含まれており、一体として棚卸し作業をすることが困難な場合は、分割して行

う。また、複数の事業を一括して棚卸し作業をすることが効率的・効果的な場合は、

併合して行うことができる。

⑷ 棚卸し作業は、委員会に置かれる４つの班毎に実施され、それぞれの班に進行役

たるコーディネーターを置き、行われる。

⑸ 棚卸し作業は１事業あたり概ね40分で行い、次のア～エの工程に沿って行われる

こととする。

ア シートに基づく事業所管課による説明（概ね５分）

イ シートの内容について委員の質疑・議論（概ね25分）

ウ 各委員による評価（概ね５分）

エ 各委員による結果・解説（概ね５分）

⑹ ⑸ウに掲げる各委員による評価は、別に定める評価調書に、棚卸しの区分とその

理由を記載することにより行うものとする。

⑺ ⑸エに掲げる棚卸し作業における結果（以下「棚卸し結果」という）は、委員会

各班に属する委員が選ぶ、棚卸し区分の多数決の結果とする。

⑻ ⑺に係わらず、異なる棚卸し区分を選択した委員数がそれぞれ同数の場合であっ

て、多数決の結果とならないときには、コーディネーターが同数であった棚卸し区

分のいづれかを棚卸し結果とする（コーディネーター判断）。

⑼ 委員会に結果は、県ホームページ等により公表するものとする。

６ 棚卸し結果の内部検証手順

⑴ 第一次検証

事業の所管部等は事業棚卸し委員会による棚卸し結果を踏まえ、棚卸し区分が「現

状」以外の事業について実施する。

ア 対象事業について事業所管課の結果検討
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イ 各部等ごとに対応検討・各部等主管課によるとりまとめ

⑵ 第二次検証

第一次検証の結果を踏まえ、財政課長及び行政改革推進課長の所見を付して、知

事、副知事、総務部長による協議を踏まえ、行政改革推進本部において検証結果を

示すこととする。

７ 検証結果の公表及び活用

⑴ 検証結果の公表

検証結果は、県ホームページ等により公表するものとする。

⑵ 検証結果の活用

検証結果は、次年度以降の予算及び定員管理への反映を行うものとし、その反映

状況を「新沖縄県行財政改革プラン」の期間中の進捗管理において行財政改革推進

本部及び行財政改革懇話会に報告するものとする。

８ その他

この要綱に定めるもののほか詳細については、行政改革推進課長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年７月28日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。
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別 紙

棚卸し作業の区分ごとの視点・考え方

棚卸し区分 考え方 棚卸し理由（例）

① 不 要 ○県の事業としての要不要ではなく、 ・趣旨、目的に妥当性なし

事業で実施する内容自体の必要性 ・目的達成の手段として不適当

を判断する。 ・効果がない、薄い

○事業の趣旨・目的・手段の適切性 ・サービス受給者の自助努力、自己負

や効果について検証する。 担が適当

② 民間実施が適当 ○行政が関与しなければならない理 ・行政の役割終了

由が適切かどうかを検証する。（サ ・民間を圧迫または競合

ービスの水準やサービス自体の確 ・民間の方が効果的・効率的

保の必要性等） ・サービス水準の違い

必 ○民間で実施できるものは積極的に ・採算が悪化すればなくなってもよい

民間活動に委ねる。

行 ③ 国実施が適当 ○全国的に統一した基準・水準に基 ・効果が国全体に波及

政 づいて実施されるべきものかどう ・全国一律（同程度）のサービス水準

で か、都道府県域を超える受益があ が必要

実 るかどうか等について検証する。 ・国の方が効果的・効率的

施

す 地 ④ 市町村実施 ○基礎的自治体として、市町村単独 ・効果が地域に限定

る 方 が適当 あるいは複数市町村の共同で処理 ・継続的需要があり地域住民に密着

こ 自 可能なものは優先的に市町村に委 ・市町村間のサービス水準に違いがあ

と 治 ねる。 っても良い

要 が 体 ○全県的な統一性や専門性が必要か ・市町村の方が効果的・効率的

適 で どうか、市町村域を超え、県域に ・市町村の実情に応じた取り組みが必

当 実 及ぶ受益があるか等について検証 要

施 する。

す

る 県 ⑤ 改 善 が ○事業の実施手法や事業効果などの ・事業の長期化等で抜本的見直しが必

こ で 必要 観点から、改善すべき点を幅広く 要

と 実 意見出しする。 ・事業規模が過大

が 施 ・財源確保の余地がある

適 す ・税源委譲が必要

当 る ・数値目標や終期設定が必要

こ ・ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ等手法の工夫が必要

と ・事業内容が重複

が

適 ⑥ 現状 ○現在の内容で引き続き実施するこ

当 とが適当なもの

⑦ 拡 充 が ○事業の実施手法や事業効果などの ・事業規模が過小

必要 観点から、改善すべき点を幅広く ・財源確保して拡充する必要がある

意見出しする。 ・予算はそのままの規模で、数値目標

を拡充

・マンパワーの拡充が必要



棚卸し結果 総合評価

1 海外事務所管理運営事業 産業政策課 要改善 要改善

2 産業振興公社運営費 産業政策課 要改善 要改善

3 産業振興基金事業費 産業政策課 要改善 要改善

4 県営畑地帯総合整備事業費 農地水利課 要改善 要改善

5 県営かんがい排水事業費（補助事業） 農地水利課 要改善 要改善

6 土地改良調査計画費（補助事業） 村づくり計画課 要改善 要改善

7 畜産担い手育成総合整備事業 畜産課 要改善 要改善

8 小規模事業経営支援事業費 経営金融課 要改善 要改善

9 組織化指導事業費（補助事業） 経営金融課 要改善 要改善

10 観光誘致対策事業費 観光振興課 民間 要改善

11 農業経営構造対策事業費 園芸振興課 市町村 要改善

12 高齢者・障害者等雇用対策事業 雇用労政課 要改善 要改善

13 雇用開発推進事業費 雇用労政課 不要 廃止(一部)

14 児童健全育成補助事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

15 特別保育事業等助成事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

16 （独）福祉医療機構借入金利子補給金（青少年・児童家庭課） 青少年・児童家庭課 不要 廃止

17 （独）福祉医療機構借入金利子補給金（高齢者福祉介護課） 高齢者福祉介護課 不要 廃止

18 乳幼児医療費助成事業費 国保・健康増進課 要改善 要改善

19 運輸振興助成事業費 交通政策課 要改善 要改善

20 離島航路補助事業費 交通政策課 要改善 要改善

21 沖縄科学技術振興センター支援事業費 科学技術振興課 要改善 要改善

22 青少年文化活動事業費 文化課 要改善 要改善

23 社会教育活性化事業 生涯学習振興課 要改善 要改善

24 人材育成補助事業費 県立学校教育課 要改善 要改善

25 沖縄県国際交流・人材育成財団運営補助事業 交流推進課 要改善 要改善

評価

県民視点による事業棚卸し  対象事業一覧（平成21年度）

事業名 事業所管課
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棚卸し結果 総合評価

1 広報活動事業費 広報課 要改善 要改善

2 人事給与費 人事課 要改善 要改善

3 地域開発推進事業費 企画調整課 要改善 要改善

4 離島空路確保対策事業費 交通政策課 要改善 要改善

5 バス路線補助事業費 交通政策課 要改善 要改善

6 学術研究推進事業費 科学技術振興課 不要 一部廃止・一部再構築

7 農業研究施設整備費（単独） 科学技術振興課 要改善 要改善

8 畜産研究施設整備費（単独） 科学技術振興課 現状 ―

9 水産海洋研究費（補助） 科学技術振興課 現状 ―

10 全庁共通システム整備費 情報政策課 要改善 要改善

11 離島フェア開催支援事業費 地域・離島課 要改善 要改善

12 沖縄県文化振興会運営費 文化振興課 要改善 要改善

13 平和の礎事業 平和・男女共同参画課 要改善 要改善

14 平和祈念資料館展示活動事業費 平和・男女共同参画課 要改善 要改善

15 計量検定取締費 県民生活課 要改善 要改善

16 大気汚染物質測定機器整備事業 環境保全課 要改善 要改善

17 水質測定機器整備事業費 環境保全課 現状 ―

18 産業廃棄物対策費 環境整備課 要改善 要改善

19 産業廃棄物処理業者優良化促進事業 環境整備課 要改善 要改善

20 自然公園施設整備事業費（補助事業） 自然保護課 要改善 要改善

21 自然公園施設整備事業費（単独事業） 自然保護課 市町村 市町村

22 地域福祉推進事業費 福祉・援護課 要改善 要改善

23 地域福祉基金補助事業 高齢者福祉介護課 要改善 要改善

24 老人福祉施設指導監督事業費 高齢者福祉介護課 要改善 要改善

25 高齢者祝金等支給事業費 高齢者福祉介護課 不要 廃止

26 青少年健全育成啓発事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

27 青少年交流体験事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

28 施設職員退職共済助成事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

29 青少年育成県民運動推進費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

評価

県民視点による事業棚卸し  対象事業一覧（平成22年度）

事業名 事業所管課
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棚卸し結果 総合評価

評価

事業名 事業所管課

30 精神障害者自立支援事業 障害保健福祉課 要改善 要改善

31 心身障害児（者）歯科診療等事業費 障害保健福祉課 要改善 要改善

32 身体障害者更生援護事業費 障害保健福祉課 要改善 要改善

33 県身体障害者スポーツ振興費 障害保健福祉課 要改善 要改善

34 通院患者リハビリテーション事業費 障害保健福祉課 要改善 要改善

35 感染症発生動向調査事業費 医務課 要改善 要改善

36 医学臨床研修事業費 医務課 現状 ―

37 看護大学教育費 医務課 要改善 要改善

38 看護大学教員研究費 医務課 要改善 要改善

39 看護大学施設等整備費 医務課 要改善 要改善

40 看護大学運営費 医務課 要改善 要改善

41 先天性代謝異常等検査事業費 国保・健康増進課 要改善 要改善

42 妊婦乳児健康診査事業費 国保・健康増進課 要改善 要改善

43 県民健康・栄養調査事業 国保・健康増進課 要改善 要改善

44 生活衛生営業指導センタ－育成事業費 薬務衛生課 要改善 要改善

45 食品表示適正化等推進事業 流通政策課 要改善 要改善

46 農業委員会等助成費 農政経済課 要改善 要改善

47 病害虫総合防除対策事業費 営農支援課 要改善 要改善

48 果樹産地総合整備事業費 園芸振興課 要改善 要改善

49 種苗対策事業費 糖業農産課 要改善 要改善

50 肉用牛群改良基地育成事業費 畜産課 要改善 要改善

51 ふるさと農村活性化基金事業費 村づくり計画課 市町村 市町村

52 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（農地水利課） 農地水利課 要改善 要改善

53 県営ため池等整備事業費（単独事業） 農村整備課 要改善 要改善

54 森林病害虫防除費 森林緑地課 要改善 要改善

55 資源管理型漁業対策費 水産課 要改善 要改善

56 漁港漁場計画調査費 漁港漁場課 要改善 要改善

57 産業振興計画推進事業費 産業政策課 現状 ―

58 経営革新等支援事業 新産業振興課 要改善 要改善

59 後継者育成事業費 商工振興課 要改善 要改善
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棚卸し結果 総合評価

評価

事業名 事業所管課

60 企業訪問等特別誘致活動事業費 企業立地推進課 要改善 要改善

61 金融特区推進事業 情報産業振興課 要改善 要改善

62 労働相談体制強化事業 雇用労政課 要改善 要改善

63 技能向上普及対策事業費 雇用労政課 要改善 要改善

64 観光統計実態調査事業 観光企画課 要改善 要改善

65 コンベンション振興対策事業費 観光振興課 要改善 要改善

66 フィルムオフィス推進事業 観光振興課 不要 廃止・再構築

67 観光振興事業費 観光振興課 要改善 要改善

68 海外技術研修員受入事業 交流推進課 要改善 要改善

69 海外留学生受入事業 交流推進課 不要 一部廃止・一部再構築

70 電子入札推進費 土木企画課 要改善 要改善

71 公共事業支援統合情報システム事業 技術管理課 要改善 要改善

72 道路橋りょう調査費（道路街路課） 道路街路課 要改善 要改善

73 県単道路新設改良事業費 道路街路課 要改善 要改善

74 地域活力基盤創造交付金事業費（補助） 道路管理課 要改善 要改善

75 地域活力基盤創造交付金事業費（単独） 道路管理課 要改善 要改善

76 自然災害防止事業（河川） 河川課 要改善 要改善

77 急傾斜地崩壊対策事業費 海岸防災課 要改善 要改善

78 自然災害防止事業費（砂防等） 海岸防災課 要改善 要改善

79 臨時河川等整備事業費（砂防等） 海岸防災課 不要 廃止・再構築

80 宜野湾港整備事業特別会計繰出金 港湾課 民間 民間等

81 宜野湾港管理運営費(宜野湾港整備事業特別会計)　　 港湾課 民間 民間等

82 宜野湾港機能施設整備費 (宜野湾港整備事業特別会計)　　    港湾課 民間 民間等

83 道路整備・都市モノレ－ル事業基金積立金 都市計画・モノレール課 要改善 要改善

84 都市モノレール建設推進事業費 都市計画・モノレール課 要改善 要改善

85 警察庁舎等整備事業費（補助事業） 警務部　会計課 要改善 要改善

86 警察庁舎等整備事業費（単独事業） 警務部　会計課 要改善 要改善

87 文書管理システム運用事業 警務部 広報相談課 要改善 要改善

88 交通安全施設整備事業費（補助事業） 交通部　交通規制課 要改善 要改善

89 交通安全施設整備事業費（単独事業） 交通部　交通規制課 要改善 要改善
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棚卸し結果 総合評価

評価

事業名 事業所管課

90 県立学校インターネット推進事業 教育庁総務課 要改善 要改善

91 高等学校コンピュータ整備事業費 教育庁財務課 要改善 要改善

92 学校施設整備単独事業費 施設課 不要 廃止・再構築

93 教職員住宅借上げ事業費 教育庁福利課 不要 廃止

94 高等学校奨学事業 教育庁県立学校教育課 要改善 要改善

95 スク－ルカウンセラ－配置事業（県立） 教育庁県立学校教育課 要改善 要改善

96 特別支援学校特別非常勤講師配置事業 県立学校教育課 要改善 要改善

97 スク－ルカウンセラ－・ソーシャルワーカー等配置事業 教育庁義務教育課 要改善 要改善

98 競技力維持・向上対策事業費 教育庁保健体育課 要改善 要改善

99 文化財補助事業費 教育庁文化課 現状 ―

100 史料編集事業費 教育庁文化課 要改善 要改善
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棚卸し結果 総合評価

1 危機管理・国民保護対策事業費 防災危機管理課 要改善 要改善

2 那覇空港整備促進事業 交通政策課 要改善 要改善

3 インターネット利活用推進事業 情報政策課 要改善 要改善

4 産業廃棄物排出抑制・リサイクル等推進事業 環境整備課 拡充 拡充

5 啓発活動事業 平和・男女共同参画課 要改善 要改善

6 ＤＶ対策事業 平和・男女共同参画課 要改善 要改善

7 生活福祉資金貸付事業費 福祉・援護課 現状 ―

8 介護実習・普及センター運営費 高齢者福祉介護課 要改善 要改善

9 社会参加促進事業 高齢者福祉介護課 要改善 要改善

10 女性相談所運営費 青少年・児童家庭課 拡充 拡充

11 児童虐待防止対策事業費 青少年・児童家庭課 拡充 拡充

12 こども未来ゾーン運営費補助事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

13 新すこやか保育事業 青少年・児童家庭課 拡充 拡充

14 母子家庭等医療費助成事業費 青少年・児童家庭課 現状 ―

15 母子家庭等自立促進事業 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

16 全国障害者スポーツ大会派遣費 障害保健福祉課 要改善 要改善

17 自立生活・社会参加促進費 障害保健福祉課 現状 ―

18 医師確保対策事業 医務課 現状 ―

19 看護師等修学資金貸与事業費 医務課 現状 ―

20 離島医療組合対策事業費 医務課 要改善 要改善

21 健康増進計画推進事業費 健康増進課 要改善 要改善

22 中央卸売市場管理運営費（中央卸売市場事業特別会計） 流通政策課 要改善 要改善

23 中央卸売市場事業特別会計繰出金 流通政策課 要改善 要改善

24 卸売市場対策事業 流通政策課 要改善 要改善

25 沖縄県園芸農産物販売促進事業 流通政策課 要改善 要改善

26 農村地域農政総合推進費（担い手総合支援事業） 農政経済課 要改善 要改善

27 農地保有合理化促進対策事業費 農政経済課 要改善 要改善

28 野菜価格安定対策事業 園芸振興課 要改善 要改善

評価

県民視点による事業棚卸し  対象事業一覧（平成23年度）

事業名 事業所管課
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棚卸し結果 総合評価

評価

事業名 事業所管課

29 農業共済加入促進支援事業 糖業農産課 要改善 要改善

30 中山間地域等直接支払事業 村づくり計画課 要改善 要改善

31 漁港管理事業費 漁港漁場課 要改善 要改善

32 中小企業総合支援事業 産業政策課 要改善 要改善

33 物産振興対策事業 商工振興課 要改善 要改善

34 中城湾港臨海部土地造成事業費 企業立地推進課 現状 ―

35 特別自由貿易地域対策事業 企業立地推進課 要改善 要改善

36 沖縄GIX等活用ビジネス支援事業 情報産業振興課 不要 廃止

37 新みんなでグッジョブ運動推進事業 雇用政策課 要改善 要改善

38 就職困難者総合支援事業 雇用政策課 拡充 拡充

39 インターンシップ拡大強化事業 雇用政策課 要改善 要改善

40 緊急委託訓練事業費 労政能力開発課 要改善 要改善

41 障害者能力開発事業費 労政能力開発課 要改善 要改善

42 母子家庭の母等の職業的自立促進事業 労政能力開発課 要改善 要改善

43 浦添職業能力開発校運営費 労政能力開発課 要改善 要改善

44 具志川職業能力開発校運営費 労政能力開発課 要改善 要改善

45 ニート等若年者自立支援事業 労政能力開発課 不要 廃止・再構築

46 沖縄観光コンベンションビューロー運営事業費 観光政策課 要改善 要改善

47 沖縄観光コンベンションビューロー補助事業費 観光政策課 要改善 要改善

48 ＭＩＣＥ誘致・開催推進事業 観光振興課 要改善 要改善

49 万国津梁館管理運営費 観光振興課 要改善 要改善

50 沖縄型ニューツーリズム形成促進事業 観光振興課 要改善 要改善

51 海外観光魅力発信強化事業 観光振興課 要改善 要改善

52 戦略特化型観光客誘致重点事業 観光振興課 要改善 要改善

53 観光人材育成事業 観光振興課 要改善 要改善

54 沖縄観光受入体制充実強化事業 観光振興課 要改善 要改善

55 外国青年招致事業費 交流推進課 要改善 要改善

56 ジュニアスタディーツアー事業 交流推進課 要改善 要改善

57 伝統芸能公演支援事業 文化振興課 要改善 要改善

58 県立芸大設備整備事業費 文化振興課 要改善 要改善
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棚卸し結果 総合評価

評価

事業名 事業所管課

59 県立芸大管理運営費 文化振興課 要改善 要改善

60 教育研究事業費 文化振興課 要改善 要改善

61 博物館・美術館費 文化振興課 要改善 要改善

62 博物館・美術館管理運営費 文化振興課 現状 ―

63 博物館・美術館指定管理費 文化振興課 民間 要改善

64 建設資材品質試験管理費 技術管理課 民間 民間

65 リサイクル資材評価認定システム運営事業 技術管理課 要改善 要改善

66 道路橋りょう調査費（道路管理課） 道路管理課 要改善 要改善

67 道路台帳整備費 道路管理課 要改善 要改善

68 駐車場管理運営費 道路管理課 要改善 要改善

69 駐車場事業特別会計繰出金 道路管理課 要改善 要改善

70 中城湾港機能施設整備費 港湾課 要改善 要改善

71 中城湾港（新港地区）整備事業特別会計繰出金 港湾課 要改善 要改善

72 那覇港開発推進事業費 港湾課 要改善 要改善

73 中部流域下水道維持管理費 下水道課 要改善 要改善

74 中城湾流域下水道維持管理費 下水道課 要改善 要改善

75 中城湾南部流域下水道維持管理費 下水道課 要改善 要改善

76 再生水利用下水道維持管理費 下水道課 要改善 要改善

77 下水道事業特別会計繰出金 下水道課 要改善 要改善

78 県営住宅管理費 住宅課 要改善 要改善

79 県営住宅管理費（指定管理） 住宅課 要改善 要改善

80 外国青年招致事業 県立学校教育課 要改善 要改善

81 就職活動支援事業 県立学校教育課 要改善 要改善

82 巡回教育相談員配置事業 義務教育課 要改善 要改善

83 スポーツ振興事業費 保健体育課 要改善 要改善

84

学校・家庭・地域の連携協力推進事業

(細事業)放課後子ども教室推進事業(細事業)学校支援地域本部事業

生涯学習振興課 不要 廃止・再構築
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棚卸し結果 総合評価

1 広聴活動事業費 広報課 要改善 要改善

2 旅券事務費 交流推進課 市町村 市町村

3 職員住宅管理事業費 職員厚生課 不要 要改善

4 徴収強化対策費（税務課） 税務課 要改善 要改善

5 賦課徴収費 税務課 要改善 要改善

6 公有財産管理運営費 管財課 要改善 要改善

7 庁舎維持管理費 管財課 要改善 要改善

8 航空運輸対策事業費 交通政策課 要改善 要改善

9 那覇空港国際物流拠点化推進事業 交通政策課 現状 ―

10 科学技術振興総合推進事業 科学技術振興課 要改善 要改善

11 地域づくり推進事業費 地域・離島課 要改善 要改善

12 動物適正飼養普及啓発事業費 自然保護課 拡充 要改善

13 消費者啓発事業費 県民生活課 要改善 要改善

14 生活保護援護費 福祉･援護課 要改善 要改善

15 在宅老人福祉対策事業費 高齢者福祉介護課 要改善 要改善

16 介護サービス事業者指導・支援事業 高齢者福祉介護課 現状 ―

17 児童福祉施設指導育成費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

18 児童扶養手当費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

19 母子福祉貸付事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

20 寡婦福祉貸付事業費 青少年・児童家庭課 要改善 要改善

21 地域生活支援事業（相談・生活支援） 障害保健福祉課 拡充 要改善

22 地域生活支援事業（社会参加） 障害保健福祉課 要改善 要改善

23 精神科救急医療システム整備事業費 障害保健福祉課 現状 ―

24 障害児施設給付費等事業費 障害保健福祉課 要改善 要改善

25 農業改良資金貸付事業費 農政経済課 要改善 要改善

26 野菜振興対策事業費 園芸振興課 拡充 要改善

27 さとうきび生産総合対策事業費 糖業農産課 要改善 要改善

28 森林計画樹立事業費 森林緑地課 要改善 要改善

評価

県民視点による事業棚卸し  対象事業一覧（平成24年度）

事業名 事業所管課
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棚卸し結果 総合評価

評価

事業名 事業所管課

29 緑化推進費 森林緑地課 要改善 要改善

30 漁業取締監督費 水産課 拡充 要改善

31 沿岸漁業改善資金貸付事業費 水産課 要改善 要改善

32 対外交流・貿易振興事業費 商工振興課 要改善 要改善

33 貸付業務運営費 経営金融課 民間 要改善

34  自由貿易地域管理運営費 企業立地推進課 要改善 要改善

35 沖縄ＩＴ津梁パーク運営事業 情報産業振興課 現状 ―

36 沖縄ＩＴ津梁パーク運営事業（指定管理料） 情報産業振興課 拡充 要改善

37 スポーツコンベンション振興対策費 スポーツ振興課 要改善 要改善

38 県単道路維持費 道路管理課 要改善 要改善

39 河川管理費  土木建築部河川課 現状 ―

40 景観形成推進事業   土木建築部都市計画・モノレール課 要改善 要改善

41 市街地再開発事業費   土木建築部都市計画・モノレール課 要改善 要改善

42 屋外広告物取扱費   土木建築部都市計画・モノレール課 要改善 要改善

43 中城湾港マリン・タウン土地造成事業  土木建築部港湾課 要改善 要改善

44 港湾維持管理事業費  土木建築部港湾課 市町村 要改善

45 空港管理運営費  土木建築部空港課 要改善 要改善

46  住宅企画費  （単独事業）  土木建築部住宅課 要改善 要改善

47 産業教育活性化事業   教育庁県立学校教育課 要改善 要改善

48 図書館管理費   教育庁生涯学習振興課 要改善 要改善

49 青少年教育施設管理運営費   教育庁生涯学習振興課 現状 ―

50 駐車対策事業  県警本部交通指導課 要改善 要改善
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委員名 役　職（委員就任当時の役職を掲載） 実施年度 備考

1 青山　喜佐子 オフィスあるふぁ代表 平成21年度～平成24年度 委員長

2 赤嶺　太一 市町村職員 平成22年度

3 安慶名　健 りゅうせき商事（取締役部長） 平成22年度

4 安里　和恭 公認会計士 平成23年度～平成24年度

5 安谷屋　智章 （有）東洋建設　代表取締役 平成23年度～平成24年度

6 天方　徹 弁護士 平成23年度～平成24年度

7 石原　絹子 ＮＰＯ　コミュニティおきなわ 平成21年度～平成22年度

8 伊志嶺　匡 （株）七和　専務取締役 平成24年度

9 稲嶺　秀信 琉球ガラス村　専務理事 平成23年度～平成24年度

10 上江洲　純子 沖縄国際大学准教授 平成23年度～平成24年度

11 上原　文一 NPO　カタンニュークラブ理事長 平成23年度 公募委員

12 大崎　正和 南風楽オフィス　主宰 平成23年度～平成24年度 公募委員

13 大濵　直之 UIゼンセン同盟（沖縄県支部長） 平成22年度～平成24年度

14 奥村　幸定 （株）幸　代表取締役 平成22年度～平成24年度

15 翁長　朝常 公認会計士 平成24年度

16 小野寺　明夫 NPO法人コンベンションシティ会　専務理事 平成23年度～平成24年度

17 金沢　信昭 公認会計士 平成21年度～平成23年度

18 岸本　政彦 － 平成23年度 公募委員

19 具志堅　興一 （有）浦添電材　代表取締役 平成23年度～平成24年度

20 小池　真由美 公認会計士 平成24年度

21 國場　和雄 － 平成23年度 公募委員

22 阪井　暖子 地域協働クリエイト・スタディチーム 平成21年度

23 崎山　正美 市町村職員 平成21年度～平成22年度

24 佐藤　学 沖縄国際大学教授 平成21年度～平成24年度 副委員長

25 座安　弘美 （株）琉球ファクトリー代表 平成22年度～平成23年度

26 島袋　秀光 元ニュースキャスター 平成23年度～平成24年度 公募委員

27 島袋　良晋 派遣社員 平成24年度 公募委員

28 城間　貞 公認会計士 平成21年度～平成23年度

29 平良　信孝 ＮＰＯ法人島尻体験ネットワーク　専務理事 平成24年度

30 高橋　崇行 連合沖縄　執行役員 平成24年度

31 高平　兼司 NPO調査隊おきなわ　理事 平成23年度～平成24年度

32 玉城　勉 沖縄経済同友会 平成21年度～平成22年度

33 知名　洋 リューセロ（株）代表取締役社長 平成23年度～平成24年度

沖縄県事業棚卸し委員会　委員名簿
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委員名 役　職（委員就任当時の役職を掲載） 実施年度 備考

34 照屋　寛之 沖縄国際大学教授 平成21年度～平成22年度

35 照屋　勉 市町村職員 平成21年度～平成22年度

36 照屋　隆司 （有）開発屋でぃきたん代表 平成22年度

37 當間　卓 （株）泉設計　代表 平成22年度～平成23年度

38 当山　恵子 税理士 平成21年度～平成22年度

39 冨原　秀朝 市町村職員 平成21年度

40 友利　果苗 税理士 平成24年度

41 野崎　聖子 弁護士 平成24年度

42 野原　健一 市町村職員 平成22年度

43 野原　雅彦 税理士 平成21年度～平成23年度

44 畑　知成 弁護士 平成23年度～平成24年度

45 濱元　盛任 連合沖縄副会長 平成23年度

46 林　優子 名桜大学准教授 平成23年度～平成24年度

47 比嘉　明 農業 平成24年度 公募委員

48 比嘉　忠男 NPO沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨ会相談役 平成22年度

49 藤原　政勝 南風原まちづくり未来塾　代表 平成24年度

50 細野　和寿 公認会計士 平成24年度

51 前城　充 市町村職員 平成21年度

52 前泊　肇 （株）沖縄都市モノレール（駅務員） 平成23年度 公募委員

53 前村　昌健 沖縄国際大学教授 平成21年度～平成24年度

54 宮城　千春 税理士 平成21年度～平成22年度

55 宮國　英男 弁護士 平成21年度～平成24年度

56 宮﨑　政久 弁護士 平成22年度～平成23年度

57 宮里　善博 公認会計士 平成21年度～平成22年度

58 宮平　栄治 名桜大学教授 平成21年度～平成22年度

59 森口　まり 市町村職員 平成22年度

60 森田　幸也 市町村職員 平成22年度

61 屋嘉比　あかり （株）日本デジタル　副社長 平成24年度

62 山城　貴司 auショップつかざん代表取締役 平成23年度

63 結城　和昭 （有）昭和興業　代表取締役 平成23年度

64 与那覇　正明 丸正印刷株式会社　常務取締役 平成24年度
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