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１１１１ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの組織編成組織編成組織編成組織編成

これまで沖縄県は、地方自治法制定時の法定局部制（部の名称

や分掌事務を地方自治法で定めること）を受け継ぎ、地方分権一

括法制定以前の機関委任事務に代表される国の政策をその方針

に沿って適正に執行することを重視した組織編成を行ってきた。

また、基地対策、離島振興、雇用対策など本県独自の課題への

対応、さらに観光産業や情報産業の育成など本土との格差是正や

自立的発展の基礎条件整備を主要目標とし、国の政策や高率補

助予算に沿って施策を適正に執行することを重視した組織編成を

行い、県民福祉の向上に努めてきた。

このような高率補助等国の政策に適応した組織編成は、社会資

本の整備をはじめ時代環境に適合的であった。

２２２２ 環境変化環境変化環境変化環境変化とととと課題課題課題課題

（（（（１１１１））））環境変化環境変化環境変化環境変化

グローバル経済の進展、アジア諸国の経済成長など本県を取り

巻く環境は大きく変動し、アジアに近い沖縄の特性を発揮し、発展

可能性を顕在化させることが求められている。

また、社会経済状況の変化や少子高齢化の時代趨勢を受け

て、環境保全、産業振興、雇用、福祉、医療分野への県民ニーズ

が高まり、これに対応することが求められている。

加えて、自立型経済の構築に向けた社会資本の整備、駐留軍

用地跡地の計画的な整備及び地域特性に応じた生活基盤の充実

・強化などの課題があり、これに対応することが求められている。

こうした状況の中、県民が願い描いたはじめての長期構想であ

る沖縄２１世紀ビジョンを策定し、これを実現するための新たな沖

縄振興計画を県計画である「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」とし

てスタートさせた。この計画の着実な実施が求められている。

さらに、新たな沖縄振興特別措置法の中に設けられた沖縄振

興特別交付金を自らが企画立案し、自立型経済の構築を基軸と

する施策の展開及び沖縄らしい優しい社会の構築を基軸とする施

策展開が求められている。
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（（（（２２２２））））課題課題課題課題

本県を取り巻く環境が大規模かつ急速に変化する状況におい

て、国の政策への適応を重視する従来の組織では、自然環境の

保全・再生と最適利用、沖縄らしい風景・景観とまちづくり、子育て

支援の充実、健康・長寿の復活、安全・安心な暮らしの実現、様々

な危機事象への対応、地域に根ざした産業の振興、新たな産業

の創出、雇用対策、交流と共生、人材の育成など新たな課題や部

局横断的な対応が求められる課題に迅速かつ的確に対応するこ

とは困難になりつつある。

また、これまでの全国画一的な組織では、基地返還と跡地利

用、地域・離島振興、交通ネットワークの再構築、地方自治拡大

への対応、小規模町村支援といった沖縄の地域特性に起因する

課題に柔軟に対応し解決を図ることは困難である。

さらに、昨今の不適切な財務事務に見られるように、意思決定

の迅速性や効率性を重視した組織編成を行ってきた結果、内部

統制機能の低下が顕在化しつつあり、その回復を図ることが求め

られている。

これら課題の解決に加えて、県民が期待する組織機能を発揮

するためには、企画立案能力及び問題解決能力を備えた人材を

育成するための人事管理のあり方についても検討する必要があ

る。

３３３３ 組織組織組織組織ビジョンビジョンビジョンビジョンをををを策定策定策定策定するするするする意義意義意義意義

環境変化と課題に対応し戦略・政策領域が設定されれば、組織

構造は、その戦略・政策領域に従い見直す必要がある（組織構造

は戦略に従う）。

加えて、自ら企画立案し事業を執行することが主要な業務となる

ため、企画立案機能、チェック機能を強化する組織構造に見直す必

要がある。

このことを踏まえると、新たに設定された戦略・政策領域の体系

である沖縄２１世紀ビジョン基本計画に沿った組織のあり方を示す

ことが喫緊の課題である。
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組織と２１世紀ビジョン基本計画との対応関係を適切に取り結ぶ

ことにより、沖縄２１世紀ビジョンで掲げる５つの将来像の実現と４

つの固有課題の解決を図ることができる。

新しい組織構造の下、新たな発想、新たな組合せ、そして、新た

な解決策が期待できる。

ここに、今後の組織編成の基本的な指針となる「沖縄県組織ビジ

ョン」を策定する意義がある（新しい酒は新しい革袋に盛る）。

４４４４ 基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

（（（（１１１１））））政策実現型組織政策実現型組織政策実現型組織政策実現型組織のののの編成編成編成編成

これまでの省庁相似型・事務執行型組織から、真に必要な施策

を県独自の判断と責任で打ち出し、それを推進していく政策実現

型組織への転換を図る。

21世紀の環境が激変することを踏まえ、沖縄２１世紀ビジョン基

本計画の戦略に沿う政策領域の下、関連する部等を「部門」として

大括り化し、各部門内に部長等で構成する「部門戦略会議」を設

置する。部門戦略会議においては、新たな政策領域を見据えた課

題を抽出するとともに、政策の着実な実現のための部門ごとの戦

略を立案する。

関連する政策課題を一体的かつ効率的に解決するための新た

な経路を設けることにより、知事のトップマネージメントを強化す

る。

また、特に喫緊の課題となっている子育て支援や交通政策を強

化する。

（（（（２２２２））））内部統制機能内部統制機能内部統制機能内部統制機能のののの再構築再構築再構築再構築

組織における意思決定の迅速性とチェック機能のバランスを考

慮し、予算執行手続などに係る内部統制機能の見直しを行い、県

民の信頼を保持する。

（（（（３３３３））））職制及職制及職制及職制及びびびび権限権限権限権限のののの見直見直見直見直しとしとしとしと職員職員職員職員のののの能力能力能力能力のののの最大限発揮最大限発揮最大限発揮最大限発揮

人事管理の見直しと併せて、組織編成においても職制及び権
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限の見直しを行うことにより、職員が能力を最大限発揮できる体

制を追求する。

アアアア 職制職制職制職制のののの見直見直見直見直しししし

これまでの全庁一律の職制の効果と課題を踏まえ、所掌する

業務に応じて係長制を復活するなど人材育成の観点を含めた

柔軟な対応を行う。

また、試験研究機関の職制については、各試験研究機関の

実態を踏まえながら、より成果が期待できるあり方を検討する。

イイイイ 権限権限権限権限のののの見直見直見直見直しししし

部門戦略会議の議長（部門内の部長を充てる。）は会議を主

催し、部門の戦略立案をリードする。部長は、部門の戦略の

下、各部が所掌する施策を展開する。

また、より合理的で能率的な事務の処理を図るとともに、職

員の自律的な行動を促すため、統括監級以下の職員へさらな

る権限の委譲を行う。

（（（（４４４４））））２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況等をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた見直見直見直見直しししし

組織構造は、環境変化と課題に対応し設定される戦略・政策領

域にしたがい見直す必要があることから、沖縄２１世紀ビジョンの

実現の進捗状況等を踏まえ、効果的な組織となるよう、適時の見

直しを行うものとする。

５５５５ 今後今後今後今後のののの組織編成方針組織編成方針組織編成方針組織編成方針

政策実現型組織の編成及び内部統制機能の再構築を基本的な

考え方として、部局横断的な課題に連携・協働し対応するため、部

等の大括り化を実施し、トップマネージメントやチェック機能等の強

化を図るとともに、多様化、高度化する県民ニーズに対応するた

め、重要政策等に係る組織機能の整備を行うものとする。

なお、部等の大括り化については、次の考え方を踏まえることと

するが、これまでの事務執行体制の継続性等を勘案し、柔軟に対
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応するものとする。

（（（（１１１１））））２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンにににに沿沿沿沿うううう構造構造構造構造（（（（部門制部門制部門制部門制のののの導入導入導入導入））））

アアアア 公室企画部門公室企画部門公室企画部門公室企画部門

知事の政策の具現化に向けて、迅速・柔軟な展開方向を見

いだすとともに、県全体の政策の調整・進行管理を行い、２１世

紀ビジョン実現の司令塔としての機能を担うため、知事公室及

び企画部を「公室企画部門」として大括り化する。

２１世紀ビジョン基本計画の調整・進行管理を総合的に行うこ

とや、基地問題の抜本的解決、外交における沖縄の役割発揮、

国際交流と共生のネットワークづくり、科学の振興と世界への協

力・貢献などの実現を図る。

イイイイ 福祉保健部門福祉保健部門福祉保健部門福祉保健部門

沖縄らしい優しい社会の構築を基軸とする施策等を推進する

ため、環境生活部の生活関連部署と福祉保健部を、こども生活

福祉部と保健医療部に再編した上で、「福祉保健部門」として大

括り化する。

県民生活に密接に関係する施策を総合的に推進することに

より、健康・長寿おきなわの復活、子育て・福祉セーフティネット

の充実、安全・安心な暮らしなどの実現を図る。

ウウウウ 環境交通県土部門環境交通県土部門環境交通県土部門環境交通県土部門

環境生活部の環境関連部署、農林水産部の緑化関連部署、

企画部の交通及び跡地関連部署、そして土木建築部を、環境

部と交通県土部に再編した上で、「環境交通県土部門」として大

括り化する。

環境関連部署と県土整備部署の連携を強化することにより、

環境の保全・再生・最適利用、交通ネットワークの再構築、災害

に強い県土づくり、駐留軍用地跡地整備、地域・離島基盤整備

など、２１世紀ビジョン実現の舞台を整える。
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エエエエ 産業振興部門産業振興部門産業振興部門産業振興部門

希望と活力にあふれる豊かな島の実現に向け、強くしなやか

な自立型経済を基軸とした施策を効果的かつ効率的に展開す

るため、農林水産部、商工労働部及び文化観光スポーツ部を

「産業振興部門」として大括り化する。

産業振興に係る施策を総合的に推進することにより、21世紀

の「万国津梁」、地域に根ざした産業の振興、沖縄を牽引する

新しい産業の育成、雇用創出と人材の確保などの実現を図る。

（（（（２２２２））））重要政策等重要政策等重要政策等重要政策等にににに係係係係るるるる組織機能組織機能組織機能組織機能のののの整備整備整備整備

アアアア 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの強化強化強化強化

保育所入所待機児童解消等に向けた地域における子育て支

援、母子保健の充実、仕事と生活の調和やひとり親家庭への

支援、子ども・若者の育成支援、要保護児童等への支援など、

子育てセーフティネットを充実させるための組織を整備する。

イイイイ 交通政策交通政策交通政策交通政策のののの強化強化強化強化

那覇空港拡張整備事業の推進、離島交通体系の確保、維持

及び改善、新たな公共交通システムの導入、道路に係るインフ

ラ整備など交通関係の施策を着実かつ効率的に実現するた

め、交通政策部門を強化するための組織を整備する。

ウウウウ 全体戦略会議全体戦略会議全体戦略会議全体戦略会議のののの設置設置設置設置

部門制の導入に伴い、部門を横断する総合戦略の策定や重

要事項に係る意思決定等を連携・協働の下、適確に行うため、

知事、副知事、部門戦略会議議長等で構成する全体戦略会議

を設置する。

（（（（３３３３））））定数定数定数定数のののの適正管理適正管理適正管理適正管理

定数管理基本方針を別途策定し、適切な定数管理を行うとと

もに、組織としての政策立案能力を高め、新たな行政課題にも迅

速かつ的確に対応できるよう、無駄を省き必要な分野に集中的
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に定数を配置する仕組みを構築する。

６６６６ 人事管理人事管理人事管理人事管理のののの見直見直見直見直しししし

組織が期待された機能を安定的に発揮するためには、それを構

成する職員一人ひとりの働きが特に重要である。

課題の解決に際し、上司の指示のみに頼ることなく自ら問題意

識を持って仕事を進めていくことができる「セルフ・マネジメント型の

職員」が多ければ、その組織は活力のある組織となり得る。

問題解決能力を備えた人材を育成し、適材適所の配置を行い、

組織を活性化させていくためには、組織・人材育成を含む人事管理

のあり方についても検討していく必要がある。

（（（（１１１１））））職員採用職員採用職員採用職員採用のののの見直見直見直見直しししし

複雑化する行政需要に柔軟かつ的確に対応し、政策を着実に

推進していく組織を構築するためには、幅広い層から多様な人

材を確保する必要がある。このため、職員の採用については学

歴別の採用割合及び採用職種の構成を見直すとともに、任期付

職員制度等を活用し、専門的知識、経験を有する人材の確保に

努める。

（（（（２２２２））））複線型人事制度複線型人事制度複線型人事制度複線型人事制度のののの導入導入導入導入

ゼネラリスト養成型のジョブ・ローテーションだけでなく、優れた

政策立案能力と専門性を有する人材の育成、また、職員の職業

観の多様化に応えつつ活力ある組織を維持していくため人材育

成のあり方を見直すとともに、職員個々の適性や専門性を最大

限に発揮できるような複線型人事制度（職員の適性と希望を見

極めた上での特定分野に特化した配置や勤務地域を限定した配

置などキャリアコースが複数存在する制度）の導入を図る。

（（（（３３３３））））人事交流人事交流人事交流人事交流のののの推進推進推進推進

高度化、複雑化する県民ニーズに柔軟かつ的確に対応するとと

もに、組織の活性化を図り相互発展の契機等とするため、国、市
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町村及び民間との人事交流を推進する。

（（（（４４４４））））給与制度給与制度給与制度給与制度のののの見直見直見直見直しししし

職員の職務に対する士気を高め、活力ある組織を実現するた

め、職制との連携が図られた給与制度を構築する。

（（（（５５５５））））人事評価制度人事評価制度人事評価制度人事評価制度のののの実施及実施及実施及実施及びびびび評価結果評価結果評価結果評価結果のののの活用活用活用活用

職員のやる気と能力を引き出し、組織の活性化を図るため、職

員の能力及び業績を的確に把握する人事評価制度を実施し、評

価結果を踏まえた任用、給与、分限その他の人事管理を行う。

（（（（６６６６））））分限処分分限処分分限処分分限処分にににに関関関関するするするする指針等指針等指針等指針等のののの整備整備整備整備

公務の能率の維持及びその適正な運営を確保するため、分限

処分に関する指針を整備し、職員がその職責を十分に果たすこ

とができない状況が認められる場合は、同指針に基づき分限処

分を行う。

７７７７ 組織組織組織組織ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた工程工程工程工程

今回策定した組織ビジョンについては、概ね、次のとおり取組

み、その実現を目指すものとする。

なお、人事管理の見直しについては、速やかにその立案作業に

着手し、勤務条件の変更を伴うものについては、職員団体を含む

関係機関との調整が整い次第、逐次実施するものとする。
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組織組織組織組織ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた工程工程工程工程

項目項目項目項目 25252525年度年度年度年度 26262626年度年度年度年度 27272727年度年度年度年度 28282828年度年度年度年度

１１１１　　　　２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン

にににに沿沿沿沿うううう構造構造構造構造（（（（部門制部門制部門制部門制

のののの導入導入導入導入））））

実施実施実施実施

２２２２　　　　重要政策等重要政策等重要政策等重要政策等にににに係係係係

るるるる組織機能組織機能組織機能組織機能のののの整備整備整備整備

実施実施実施実施

３３３３　　　　定数定数定数定数のののの適正管理適正管理適正管理適正管理

４４４４　　　　人事管理人事管理人事管理人事管理のののの見直見直見直見直しししし

新新新新たなたなたなたな定数管理基本方針定数管理基本方針定数管理基本方針定数管理基本方針のののの期間期間期間期間

関係法規関係法規関係法規関係法規

のののの整備整備整備整備

関係法規関係法規関係法規関係法規

のののの整備整備整備整備

立案立案立案立案・・・・調整後調整後調整後調整後、、、、逐次実施逐次実施逐次実施逐次実施


