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割合
23 項目 79.3% …計画通り又は前倒しで取組んでいる（概ね90%以上）
5 項目 17.2% …計画と比較して若干の遅れがある（概ね60%以上90%未満）
1 項目 3.4% …計画と比較して大幅に遅れている（概ね60%未満）
0 項目 0.0% …計画に示した取組に着手していない

29 項目 100.0%

推進状況 項目数

16　美ら島アイディアコンペの実施
２１世紀ビジョンを実現する財政基盤の確立

県有財産の有効活用

19　未収金の解消
20　使用料及び手数料の見直し
21　新たな自主財源の確保

歳出の見直し

県債発行の抑制と金利負担の軽減
25　県債発行の抑制と金利負担の軽減

公営企業の経営健全化及び一般会計繰入金の適正化

28　水道事業及び工業用水道事業の経営基盤強化
29　一般会計繰入金の適正化（公営企業会計への繰出）

役割分担の明確化及び協働体制の構築

総括課・所管課
推進
状況

３　市町村への権限移譲の推進
４　公社等外郭団体への県関与の見直し
５　公の施設のあり方見直し

10　総務事務の効率化及び集中化

基本
理念

歳入の確保
18　県税収入の確保

７　定数管理の適正化

２１世紀ビジョンを実現する行政体制の確立

組織体制の見直し

８  県立芸術大学の改革推進
９　県立看護大学の改革推進

６　組織の見直し

14  契約事務の情報公開の推進
職員の意識改革及び人材の育成

15   ２１世紀ビジョンの実現に資する人材の育成

11　事務事業の見直し
12  行政情報システムの高度化及び効率化
13  内部統制機能の強化

業務効率化及び統制機能の強化

平成26年度実施項目進捗管理一覧表【総括】

推進状況別実施項目数

基本方針

１　県民への情報提供の充実
２　指定管理者制度に関する運用の強化

２１世紀ビジョンを実現する行政連携の確立

「
美
ら
島

」
お
き
な
わ
を
実
現
す
る
行
財
政
運
営

実施項目

17　県有財産の総合的な利活用の推進
　　（ファシリティマネジメントの導入）

26　県立病院改革の推進
　　（｢病院経営安定化計画」の実施）
27　県立病院改革の推進
　　（「県立病院のあり方に関する基本構想」の推進）

22　県単補助金の見直し
23　特別会計事業の運営適正化

24　埋立事業による土地造成地の売却推進

順調
やや遅れ
大幅遅れ
未着手
計
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具体的
な方策

１　県民への情
報提供の充実

広報交流課 順調 ⑴　県民各年齢層や障が
い者等に配慮した広報の
あり方の検討・実施
⑵　ホームページ等のさら
なる充実
⑶　ホームページチェック
の実施及び各課への助
言・指導

　電子チラシや動画サイト等の新たな
媒体を展開することにより、県民が県政
情報に触れる機会が広がった。
　自動翻訳システムの導入により、国内
外の外国人が県政情報を入手しやすく
なった。
　県ホームページの更新頻度が向上
し、アクセシビリティが適切に改善され
たことにより、利便性が高まった。

２　指定管理者
制度に関する
運用の強化

行政管理課 順調 ⑴　実態把握及び課題等
の整理
⑵　運用方針等の見直し
⑶　モニタリングの充実

　施設所管課や指定管理者からのヒア
リングにおいて、５年の指定期間設定を
求める意見が多かったことから、平成
26年度に指定期間満了を迎える25施
設について指定期間の見直しを行い、
うち20施設で指定期間を５年ないし４年
に変更し運用改善が図られた。
　指定管理者制度導入施設に勤務する
職員の労働条件調査を実施し、現状を
確認することができた。

３　市町村への
権限移譲の推
進

行政管理課 大幅遅れ ⑴　権限移譲に向けた各
種取組の推進
⑵　重点移譲項目を中心
に権限移譲を推進

　平成26年度の各種取組みの結果、平
成27年４月に10法令に係る235事務（対
象：８市町村）を移譲することとなった。
事務移譲により住民サービスの向上に
寄与した。

４　公社等外郭
団体への県関
与の見直し

行政管理課 やや遅れ ⑴　公社等の短中長期計
画の公表
⑵　県の人的関与の適正
化
⑶　委託事業に係る随意
契約を県と締結した場合、
その契約状況を公表
⑷　各団体ごとの見直しに
向けた取組

　短中長期計画の公表や、県と公社等
の随意契約状況の公表に取り組んだ
結果、県と公社等の役割分担や透明性
の確保につながった。

５　公の施設の
あり方見直し

行政管理課 順調 ⑴　県管理漁港の市町村
への移譲
⑵　平和祈念資料館及び
八重山平和祈念館におけ
る指定管理者制度導入等
の検討
⑶　中央卸売市場におけ
る指定管理者制度導入の
検討

【漁港】
　嘉手納漁港においては、土砂の浚渫
にかかる維持管理費が、移譲の課題と
なっていることを嘉手納町と沖縄県で共
通認識できた。多良間漁港においては
平成28年度の移譲にむけて、計画どお
り取り組んでいる。
【平和祈念資料館】
　他県類似施設の状況を確認し、運営
協議会委員の意見を聴取することが出
来た。
【中央卸売市場】
　指定管理者制度の導入について、市
場協会等への情報提供を行い、今後、
市場活性化のためのワーキングチーム
などにおいて検討していくことを確認で
きた。

６　組織の見直
し

行政管理課 順調 　沖縄県組織ビジョンに
沿った組織編成

　新たな行政課題や重要政策等に対応
するための組織機能を整備した。（本庁
各課及び出先機関の改廃はなく、内部
組織の再編や職の改廃等を行った。）

基本方針
実施項目

組織体制の見直し

平成26年度実施項目進捗管理一覧表

取組内容 取組の効果

２１世紀ビジョンを実現する行政連携の確立
役割分担の明確化及び協働体制の構築

２１世紀ビジョンを実現する行政体制の確立

総括課
所管課

推進
状況
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 取組の効果

総括課
所管課

推進
状況

７　定数管理の
適正化

行政管理課 順調 　定数管理の適正化 　新たな課題や組織横断的な課題等を
着実に解決するための執行体制を整備
するため、スクラップ・アンド・ビルドを徹
底しながら定数を再配置した結果、平
成27年度の配置定数は平成26年度と
同数の3,868となった。

８  県立芸術大
学の改革推進

文化振興課 順調 ⑴　大学運営の改善
⑵　独立行政法人化の検
討
⑶　教育の質の向上
⑷　社会の変化に対する
対応、適応

　評議会への外部委員導入に向け、大
学における重要事項の審議体制が見
直された。
　大学認証評価の検証により、教員人
事評価に係る標準職務遂行能力が策
定された。
　漆芸分野等における施設整備等によ
り教育研究環境が改善された。
　（財）沖縄美ら島財団及び南城市と包
括連携協定を締結したことにより、社会
連携機能の強化が図られた。

９　県立看護大
学の改革推進

保健医療政策課 順調 　県立看護大学のあり方
を検討

　課題の整理が行われ、今後取り組む
べきことが絞られた。
　大学の概要把握について関心が高
まったことと、大学の組織的な改善点が
明確になり、大学の進むべき方向性を
検討・議論し、中期目標･中期計画（案）
としてとりまとめたことにより、課題及び
改善策を整理した。

10　総務事務
の効率化及び
集中化

行政管理課 順調 ⑴　総務事務の効率化及
び集中化に向けた調査及
び検討
⑵　総務事務の集中化（総
務事務集中センター〈仮
称〉等の設置）
⑶　旅費事務手続きの見
直し

　先進地調査や関係課等との調整を行
い、８月に「総務事務集中化に関する基
本方針」（総務部長決裁）を策定した。
同方針に基づき取組を進め、平成27年
１月に本庁機関における総務事務集中
化のため、総務事務センターを設置し
た。また、平成27年度から本庁機関に
引き続き、出先機関の業務も集中化す
る。
　航空券法人契約について、３者契約
を締結したことにより、10月から試行を
開始することができ、同契約に基づく航
空券手配等の効果を検証する環境を整
えることができた。検討の結果、次年度
は対象を広げ実施する。

11　事務事業
の見直し

行政管理課 順調 　見直しの着実な実施 　53件の事務事業を見直したことによ
り、103,603千円の財政効果が発現し
た。

12  行政情報
システムの高
度化及び効率
化

総合情報政策課 順調 　情報化共通基盤（仮想
サーバー等）構築・運用と
外部人材の確保

　文書管理システムや税務システム等
の比較的大規模なシステムは、個別シ
ステム単位で仮想環境を構築すること
により、調達費用の削減に成功した。
　番号制度の導入に伴い、特定個人情
報を取り扱う仮想化基盤を構築する必
要性が生じた。このため、平成２７年度
に特定個人情報を取り扱う仮想基盤を
構築し、番号制度対象事務である未電
算化事務および小規模システムを仮想
環境へ統合化を検討した。個別調達と
の比較では調達費用の削減と管理運
用の効率化が見込まれる。
　任期付きのＩＴ専門職員を配置し、ＩＴガ
バナンスの強化を図った。

業務効率化及び統制機能の強化

3



具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 取組の効果

総括課
所管課

推進
状況

13  内部統制
機能の強化

行政管理課 順調 ⑴　リスク管理体制の構築
⑵　職員の法令遵守の徹
底及び職場環境の整備
⑶　特に改善が必要と思
われる事務事業について
行政考査を実施

　各所属毎にリスクの洗い出し⇒分析・
評価⇒対応策の策定を実施し、リスク
管理体制を整備することができた。
　所属長等を対象に研修を実施し、リス
クマネジメントにおける管理職に求めら
れる意識の醸成を図ることができた。
　未収金に関する事務を対象に行政考
査を実施し、必要な改善策を行政考査
報告書としてとりまとめた。

14  契約事務
の情報公開の
推進

財政課 順調 ⑴　随意契約の現状把
握、分類・整理および検証
⑵　随意契約に係る統一
的なルールの策定

　随意契約の点検を行った結果、全て
の随意契約について、法令に則り適正
に契約が締結されていることを確認す
ることができた。一方、随意契約とした
理由の説明に改善の余地があると認め
られる場合や、再委託のルールが統一
されていないなどの課題を明らかにす
ることができたため、併せて所要の見
直しを行った。

15   ２１世紀ビ
ジョンの実現に
資する人材の
育成

人事課 やや遅れ ⑴　職員研修等の効果的
な実施
⑵　人事評価結果の活用
⑶　特別支援プログラムの
実施

　班長級以下の職員に係る人事評価結
果の任用面以外での活用方法につい
て、継続して検討や意見交換を行う体
制が整備された。

16　美ら島アイ
ディアコンペの
実施

行政管理課 順調 　職員提案制度の実施
 （美ら島アイディアコンペ）

　24名の職員から応募があり、職員の
政策立案能力の向上に寄与した。さら
に、入選提案者は人事課が海外研修
に参加し、アメリカで、大学、研究機関
等における学生を対象とした夏季講座
プログラムの調査を行った。
　また、入選提案事業については、所
管課（企画部科学技術振興課）で平成
27年度から新規事業として実施するこ
ととなり、沖縄２１世紀ビジョンの推進に
貢献した。

17　県有財産
の総合的な利
活用の推進
　　（ファシリ
ティマネジメン
トの導入）

管財課 順調 ⑴　保有総量縮小の推進
⑵　長寿命化の推進
⑶　効率的利活用の推進
⑷　未利用財産の売却促
進

　ファシリティマネジメント（以下「ＦＭ」と
いう。）取組の初年度である今年度は、
施設評価手法やライフサイクルコスト試
算手法の開発などにより、ＦＭ推進のた
めの基盤整備が進んだ。また、計画保
全工事の試行等、先行取組の一部実
施により、ＦＭ本格運用に向けた課題
等の抽出・整理ができた。
　 また、売却促進では、売払いによる
歳入が526,713千円(うち、民間委託に
よる売払い歳入約95,000千円。）であっ
た。

職員の意識改革及び人材の育成

２１世紀ビジョンを実現する財政基盤の確立
県有財産の有効活用
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 取組の効果

総括課
所管課

推進
状況

18　県税収入
の確保

税務課 順調 ⑴　個人県民税の各市町
村との連携強化及び個人
県民税徴収対策チームの
併任派遣等による徴収対
策の強化
⑵　自動車税の自主納付
の推進及び徴収対策の強
化による収入率の向上
⑶　徴税吏員の技術向上

　個人県民税徴収対策は、未収額の大
半を占める市部対策を重点的に実施
し、かつ市町村と意見交換を行うなど、
市町村との連携強化等を行い、H26年
度末の収入未済額は、前年比で
224,409千円圧縮する見込みである。
（H25：1,896,426千円、H26見込：
1,672,017千円）
　自動車税の徴収対策については、広
報活動やコンビニ収納、クレジット収納
を行うなど、納税機会を拡大する取り組
み効果等により、H26年度末の収入未
済額は、前年比で36,450千円圧縮する
見込みである。（H25：297,295千円、H26
見込：260,845千円）
　職場内研修の実施や県外研修へ参
加することにより、徴収吏員の技術向
上を図ることができた。
　滞納額の圧縮については、滞納整理
強化月間などの集中的な滞納整理に
取り組み、目標を達成した。
　総じて、収入率は、全国平均がH24：
96.5、H25：96.9、沖縄県はH24：96.8、
H25：97.3、H26見込み：97.6となってお
り、全国並に達している。

19　未収金の
解消

行政管理課 順調 ⑴　　各未収債権ごとの数
値目標の設定
⑵　　課題の把握と分析、
全庁的な解消策の検討
　行財政改革推進本部等
による検証
⑶　新たな解消策の実行

　行政考査によって、各債権ごとの課題
だけでなく、全庁に共通して存する課題
を共有することができ、課題解決のた
めに全庁的な視点で取り組むべき事項
や方向性を示すことができた。

20　使用料及
び手数料の見
直し

財政課 順調 ⑴　使用料及び手数料の
定期的（３年毎）な見直し
⑵　使用料及び手数料の
適正な料金設定の実施
⑶　使用料及び手数料の
見直し結果の県民への公
表

　前回の見直しから３年を経過している
使用料及び手数料1,807件全てについ
て、計画どおり、各部へのヒヤリング調
査等を通じて適正な金額が設定されて
いるか確認を行った。
　また、そのうち料金の改定が必要と認
められた132件については条例を改正
し、適正な使用料及び手数料の設定を
行うとともに、これらの結果について
ホームページで公表を行った。

21　新たな自
主財源の確保

行政管理課 やや遅れ ⑴　新税の創設など新た
な自主財源の検討、新設
⑵　県有施設へのネーミン
グライツ導入の検討
⑶　既存の広告収入等の
さらなる拡充

　県有施設内自動販売機の公募制によ
る設置料：83，695千円
　納税通知書封筒広告掲載：410千円
　広告マット取扱業者による無地マット
設置に伴うマット設置経費削減額：348
千円
　広告マット設置による広告料、使用料
収入：148千円
　ホームページバナー広告料：4,989千
円
  ふるさと納税：31,171千円

22　県単補助
金の見直し

財政課 順調   見直しの実施 　終期設定補助金及び負担金75件のう
ち、24件を廃止（H26当初予算にて前倒
し廃止した2件を含まない）し、19件を整
理縮小した。（影響額238,339千円）
　また、縮小補助金及び負担金36件の
うち、10件を縮小（H26縮小した１件を含
まない）した。（影響額10,200千円）

歳入の確保

歳出の見直し
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 取組の効果

総括課
所管課

推進
状況

23　特別会計
事業の運営適
正化

行政管理課 やや遅れ ⑴　中期見通しの策定及
び公表
⑵　運営適正化に向けた
取組

　中期見通しをホームページで公表す
ることにより、県民の県財政の状況に
対する理解促進を図った。
　11会計所管課全てにおいて、取組を
推進することにより、指定管理者の指
定や資金規模の適正化に向けた国へ
の原資返還、県の一般会計への操出
等の進展が見られた。
　未収金の解消に取組むべき４債権に
ついては、行政考査の対象として現状
及び課題を明らかにし、取組むべき方
向性を示した。

24　埋立事業
による土地造
成地の売却推
進

企業立地推進課
港湾課

順調 　分譲地の販売促進、元
利金債発行の抑制、事業
計画の見直し

【中城湾港（新港地区）臨海部土地造成
事業特別会計）】
　企業誘致セミナーや視察ツアー、各種
展示会への出展のほか、台湾におい
て、現地企業に対しての企業誘致セミ
ナーや商談会を開催し、国内外の企業
に、本県の国際物流拠点産業集積地
域制度等の投資環境をPRすることがで
きた。　また、用地については、目標の
分譲率74.2%（単年度目標2.8haの分譲）
に対して、2.9haを分譲したことで、分譲
率74.3%を達成した。
【中城湾港マリン・タウン特別会計】
　マリンタウンベイサイドビスタの集合
住宅地を公募（１６区画の募集）し、11
区画が契約済である。残り区画も再度
公募をかけ募集している（５月より受付
開始）。アパ－ト等のニ－ズが強く、販
売も好調に推移している。

25　県債発行
の抑制と金利
負担の軽減

財政課 順調 ⑴　通常債の毎年度の発
行額は概ね210億円以内
⑵　金利動向等を踏まえ
た借り換え等の実施

　通常債の発行を抑制し、併せて金利
動向等を踏まえた借入条件を設定する
ことにより、将来負担の軽減を図ること
ができた。

26　県立病院
改革の推進
　　（｢病院経営
安定化計画」
の実施）

病院事業局
県立病院課

順調 ⑴　経常収支の黒字維持
⑵　手元流動性の確保
⑶　長期債務の縮減

　診療報酬改定に合致した施設基準の
取得等の取組みにより、経常収支比率
は100%以上となる見込みである。また、
一般会計借入金等の約定償還により、
長期債務の縮減が図られた。

27　県立病院
改革の推進
　　（「県立病院
のあり方に関
する基本構想」
の推進）

保健医療政策課 やや遅れ ⑴　病院事業局の安定化
計画の取り組み状況等の
確認・経営形態の判断
⑵　県立病院が提供する
政策医療の内容・範囲の
整理及びそれにかかる財
政負担の基本方針策定の
調整
⑶　県立病院運営への関
わりに関する市町村及び
関係機関等との協議
⑷　南部保健医療圏にお
ける医療資源の効率化に
関する公的病院及び関係
機関等との協議

　病院事業局の経営安定化計画に基
づく経営全般の取り組みや一般会計か
らの繰入により、県立病院経営の安定
化が図られ、地域医療の確保が図られ
た。

公営企業の経営健全化及び一般会計繰入金の適正化

県債発行の抑制と金利負担の軽減
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 取組の効果

総括課
所管課

推進
状況

28　水道事業
及び工業用水
道事業の経営
基盤強化

 企業局総務企画課 順調 ⑴　民間委託の推進
⑵　定員管理の適正化
⑶　経費節減等の財政効
果

  事務事業の見直し等の実施により、
平成27年４月１日時点の職員数につい
ては、平成26年度職員に比べ２人減の
237人となった。
　また、定員管理の適正化等による人
件費の縮減や省エネルギー対策の推
進による動力費の縮減、企業債の抑制
等の推進施策を実施することにより、平
成26年度は、節減効果目標額7,348千
円に対し19,306千円（達成率262.7%）の
実績となった。

29　一般会計
繰入金の適正
化（公営企業
会計への繰
出）

財政課 順調 ⑴　経営の健全化
⑵　一般会計繰入金（税負
担）の適正化

　平成27年度当初予算編成において、
「独立採算の原則」等を踏まえつつ、地
方公営企業繰出し基準に基づき適切に
対応した。
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推進状況 割合
順調 22 法人 73.3% …計画通り又は前倒しで取組んでいる（概ね90%以上）
やや遅れ 8 法人 26.7% …計画と比較して若干の遅れがある（概ね60%以上90%未満）
大幅遅れ 0 法人 0.0% …計画と比較して大幅に遅れている（概ね60%未満）
未着手 0 法人 0.0% …計画に示した取組に着手していない
計 30 法人 100.0%

1 一般財団法人
沖縄県私学教
育振興会

総務私学課 順調 　公益財団法人への移行検討についても情報
収集に努めている。

2 公益財団法人
沖縄科学技術
振興センター

科学技術振興課 やや遅れ 　理事の意見等を踏まえた計画（案）の見直し
により、有益な計画となることが期待される。

3 公益社団法人
沖縄県対米請
求権事業協会

地域・離島課 順調 　公益社団法人へ移行して１年が経過したが
諸規程の見直しも順調であり、円滑な法人運
営を行うことができた。
  事業調査委員会の検討結果を踏まえ、見直
した助成事業については、平成27年度より実
施する。

4 社会福祉法人
沖縄県社会福
祉事業団

福祉政策課 やや遅れ 　沖縄県社会福祉事業団の公社等外郭団体
としての位置づけ等について、管財課及び行
政管理課との調整を行い、県と当該団体の関
わりに関する様々な課題を継続して検討する
こととなった。

5 一般財団法人
沖縄県セルプ
センター

障害福祉課 順調 　経営計画及び随意解約の内容等の公表に
より、当法人に対する県の支援に関する県民
の理解や行政の公正性、透明性の確保につ
ながった。

6 公益財団法人
おきなわ女性
財団

平和援護・男女
参画課

やや遅れ 　中長期計画を策定することにより、当財団の
課題と今後のあり方が明確になり、具体的な
方針が明らかになった。
　市町村や他の男女共同参画センターと情
報・意見交換が実施できたことにより、　ネット
ワークが広がり、出前講座等の事業が展開で
きた。

7 一般財団法人
沖縄県看護学
術振興財団

保健医療政策課 やや遅れ 　短中長期的な視点で財団のあり方を検討し
計画を策定したことで、今後の方向性が明確
になった。

8 公益財団法人
沖縄県保健医
療福祉事業団

健康長寿課 順調 　今後の事業の実施方針等を整理し、中長期
計画を作成するとともに、県派遣職員の引き
上げを行い、県の人的関与の適正化を図っ
た。

9 公益財団法人
沖縄県農業振
興公社

農政経済課 順調 　短中長期計画の策定に取り組んだことによ
り、公社の目標の明確・共有化が図られた。
　新規事業である農地中間管理事業を推進し
てきた結果、平成27年度以降、業務量の大幅
な増加が見込まれている。事業の目標を達成
するため、事業実施体制の強化の検討が早
期に必要となった。
　契約内容等の公表により、事業執行の透明
性が図られた。

※推進状況総括を「やや遅れ」とした理由：各法人の進捗管理表において、短中長期計画の公表の遅れ等の理由によ
り、8法人が「やや遅れ」と評価しているため、全体としても「やや遅れ」と判断した。

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表

⑴　短中長期計画の策定
⑵　助成事業の見直し
⑶　公益社団法人への移行

⑴　短中長期計画の策定
⑵　公社のあり方の検討

⑴　短中長期計画の策定
⑵　契約内容等の公表

⑴　短中長期計画の策定
⑵　契約内容等の公表
⑶　ネットワークの拡充

⑴　短中長期計画の策定
⑵　兼務職員の解消

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表
⑷　公益社団法人沖縄県糖業
振興協会との統合

⑴　短中長期計画の策定
⑵　公益財団法人への申請

推進状況
総括

やや遅れ

平成26年度公社等外郭団体への県関与の見直し（実施項目４）各団体の進捗管理一覧表

法人
番号

法人数

取組の効果法人名 所管課
推進
状況

推進状況別法人数

取組内容
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法人
番号

取組の効果法人名 所管課
推進
状況

取組内容

10 公益社団法人
沖縄県糖業振
興協会

糖業農産課 順調 　経営計画（短中長期計画）の策定により今
後、事業で取り組む方向性が明確に出来た。
　出納事務体制の強化に向けた体制整備が
出来た。

11 公益財団法人
沖縄県畜産振
興公社

畜産課 順調 　短中長期計画を策定し、適正な人員配置及
び事業実施等が図られた。

12 沖縄県土地改
良事業団体連
合会

村づくり計画課 順調 　当該法人の短中長期的計画が明瞭となっ
た。

13 一般財団法人
沖縄県水産公
社

水産課 順調 　短中長期計画の策定に取り組んだことによ
り、公社の目標の共有化が図れた。
　委託事業に係る随意契約内容を県のホーム
ページで公表することで、契約の公正化が図
れた。
　関係団体との調整会議を行うことで、移転に
対する相互理解が深まった。

14 公益財団法人
沖縄県産業振
興公社

産業政策課 順調 　短中長期計画の見直しにより公社の方向性
を再確認するとともに、随意契約の公表の実
施により委託契約の透明性が図られた。ま
た、多角的な収入の取り組みが開始され、財
源収入のある程度の目処がついた。

15 那覇空港貨物
ターミナル株式
会社

国際物流商業課 順調 　中長期的な視点から会社の方向性について
検討することができた。

16 一般財団法人
沖縄観光コン
ベンション
ビューロー

観光政策課 順調 　各項目において順調に進捗しており、目標
達成に近づいた。

17 公益財団法人
沖縄県文化振
興会

文化振興課 順調 　当財団の現状や課題について整理し、今後
を見据えた長期計画の作成を行う等、全ての
項目において積極的に取組んでおり、適正な
財団運営がなされている。

18 公益財団法人
沖縄県立芸術
大学芸術振興
財団

文化振興課 順調 　規程類の見直しを行った結果、当財団に必
要と判断された規程を新たに制定した。
　県立芸術大学生の新入生に対して寄附の
依頼を行ったことで、寄付金収入について前
年度比に対して増となる見込み。

19 公益財団法人
国立劇場おき
なわ運営財団

文化振興課 順調 　劇場各課への聴取調査をきっかけに、各個
人が業務バランスを意識することで時間外勤
務の全体量が減少し、適正化への一歩を踏
み出していると分析できる。

20 一般財団法人
沖縄県建設技
術センター

技術管理課 順調 　長期計画を策定し、平成27年度に公表する
予定である。

21 沖縄県土地開
発公社

用地課 やや遅れ 　土地開発公社の運営が、公社のあり方も含
めて適正に計画的に行うことが可能となる。

⑴　短期・中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表
⑷　自主事業の拡充

⑴　短中長期計画の策定
⑵　契約内容等の公表

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適性化
⑶　契約内容等の公表
⑷　行うべき事業の検証
⑸　自主事業の拡充
⑹　定員適正化計画の策定
⑺　財政的関与のあり方の検
証

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表

⑴　短中長期計画の策定
⑵　公益事業の安定的継続実
施

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　公益財団法人沖縄県農業
振興公社との統合
⑷　出納事務体制の強化

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表

　短中長期計画の策定

⑴　短中長期計画の策定
⑵　契約内容等の公表
⑶　資産の進捗管理
⑷　泊市場の移転合意形成

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　今後の公社の方向性につ
いての検討
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法人
番号

取組の効果法人名 所管課
推進
状況

取組内容

22 久米島空港
ターミナルビル
株式会社

空港課 やや遅れ 　短中長期計画の策定には至っていないが、
平成26年12月に、現行計画の課題等の検証
結果を踏まえ、平成27年度を最終年度とする
現行「収支改善5カ年計画」を改正しており、平
成28年度を開始年度とする新たな計画にすみ
やかに反映することが可能となっている。

23 宮古空港ターミ
ナル株式会社

空港課 やや遅れ 　CIQ機関からの意見を踏まえた施設規模、
施設配置計画の検討を行うことが出来た。

24 石垣空港ターミ
ナル株式会社

空港課 やや遅れ 　国際線施設の増改築設計に着手することが
できたことから、空港利用者の利便性･快適性
の確保、観光振興及び地域産業の活性化に
期待されている。

25 一般財団法人
沖縄美ら島財
団

都市計画・モノ
レール課

順調 　短中長期計画について、平成27年度から開
始する次期計画の策定を進めることが出来
た。
　また、県の人的関与の適正化を図るため、
派遣職員を3人から2人とした。
　一般財団法人という新たな視点から、これま
での管理技術等を活かして、公園以外の指定
管理等に応募するなど、事業の多角化を推進
するとともに、収益性の高い新規事業の創出・
展開を図った。

26 沖縄都市モノ
レール株式会
社

都市計画・モノ
レール課

順調 　透明性の確保

27 沖縄県住宅供
給公社

住宅課 順調 　平成27年度から公社に県職員を１人派遣す
ることが決まり、公社賃貸住宅建替の取組に
対する推進体制が構築できた。

28 公益財団法人
沖縄県国際交
流・人材育成
財団

教育庁教育支援
課

順調 　県委託事業に係る随意契約内容等を公表
することにより、県と財団の関係について、県
民等へ広く説明することができた。
　コールセンター及びサービサーへ業務委託
を行なうことにより、未収金解消の取組体制
強化が図られた。

29 一般財団法人
沖縄マリンレ
ジャーセイフ
ティービュー
ロー

警察本部地域課 順調 　随時、中長期計画の見直しを検討すること
で、時代に即した計画とすることができた。

30 公益財団法人
暴力団追放沖
縄県民会議

警察本部暴力団
対策課

順調 　全ての目標を達成し、法人の自主性及び計
画性が高まった。

⑴　短中長期計画の策定
⑵　契約内容等の公表
⑶　普及啓発活動の強化

⑴　短中長期計画の策定
⑵　契約内容等の公表

⑴　県の人的関与の適正化
⑵　国際線施設の利便性の向
上

⑴　短中長期的計画の策定
⑵　契約内容等の公表
⑶　未収金解消の取組体制

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　契約内容等の公表
⑷　公社の方向性についての
検討

⑴　短中長期計画の策定
⑵　多角的な収入の検討

　CIQ施設の整備

⑴　短中長期計画の策定
⑵　県の人的関与の適正化
⑶　多角的な収入の検討

　契約内容等の公表
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推進状況 割合
順調 5 債権 62.5% …計画通り又は前倒しで取組んでいる（概ね90%以上）
やや遅れ 3 債権 37.5% …計画と比較して若干の遅れがある（概ね60%以上90%未満）
大幅遅れ 0 債権 0.0% …計画と比較して大幅に遅れている（概ね60%未満）
未着手 0 債権 0.0% …計画に示した取組に着手していない
計 8 債権 100.0%

1 県税 税務課 順調 　収入未済額は、昨年度実績2,488,568千円か
ら、329,114千円減の2,159,454千円を見込ん
でいる。
　　個人県民税　H25：1,896,426千円　 →
H26見込み：1,672,017千円　　 224,409千円減
　　自動車税　　 H25：   297,295千円　 →
H26見込み：  260,845千円　　　 36,450千円減
　市町村との連携や広報活動、コンビニ収納
等の納税機会の拡大や滞納処分強化の取り
組みにより、県税収入未済額の圧縮が図られ
ている。

2 生活保護費返
還金

福祉政策課 順調 　生活保護費返還金等債権管理マニュアルに
基づき、督促状の送付や電話・訪問による指
導を行い、納付困難な債務者に対しては履行
延期申請による分割調定等を進めるととも
に、当課と各福祉保健所の担当者会議の開
催等を通して課題を共有して解決を図り、ま
た、分割納入で一部時効が未完成の債権等
を除き、消滅時効の完成した債権について不
納欠損処理を行うなど、各福祉保健所との連
携を密にし、より適正に処理を行うことができ
た。

3 児童扶養手当
返還金

青少年・子ども家
庭課

やや遅れ 　未然防止に向けた市町村説明会の開催や、
年金事務者への照会、分割納付への移行等
の取り組みについては、予定どおり実施でき
た。

4 母子寡婦福祉
資金貸付金

青少年・子ども家
庭課

順調 　平成26年度末未収金残高目標215,448千円
に対して、実績171,490千円となっており、目標
を達成することができた。

5 農業改良資金
貸付金

農政経済課 順調 　債務者や連帯保証人との面談や催促を行う
とともに、一部未収金の回収を民間委託する
ことにより、未収金残高を目標額より減らすこ
とができた。

⑴　総合的な徴収対策
⑵　個人県民税の徴収対策
⑶　自動車税の徴収対策

　生活保護費返還金の解消

順調

平成26年度未収金の解消（実施項目19）各債権の進捗管理一覧表

推進状況
総括

推進状況別債権数
債権数

※推進状況総括を「順調」とした理由：行政考査によって、各債権ごとの課題だけでなく、全庁に共通して存する課題を
共有することができ、課題解決のために全庁的な視点で取り組むべき事項や方向性を示すことができたことと、８債権
合計で未収金残高目標を達成したことから、全体として「順調」と判断した。

債権
番号

債権名 所管課
推進
状況

取組内容 取組の効果

⑴　債権発生の未然防止
⑵　時効到来債権の整理
⑶　償還率の改善

⑴　償還率の改善
⑵　時効到来債権の整理
⑶　債権回収会社の活用

⑴　借受者本人のみならず連帯
保証人に対しても面談・督促し、
債務者の実情を把握して分割返
済等を促す。
⑵　誠意の示されない一部ケー
スについて、民間債権回収会社
に回収を委託し、県・民間委託の
両輪で回収を強化していく。
⑶　民間委託を行った中で、返済
余力がありながら返済に応じない
債務者に対しては、法的措置を
行った方が効果が大きいと判断
されるケースについては法的措
置を検討する。
⑷　不納欠損すべきケースにつ
いては速やかに処理を行い、未
収金残高がより実態にあったも
のとなるよう取組を行っていく。
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債権
番号

債権名 所管課
推進
状況

取組内容 取組の効果

6 小規模企業者
等設備導入資
金貸付金

中小企業支援課 やや遅れ 　債権管理マニュアルに基づく債権管理の実
行及びサービサーの活用等により回収業務
の強化に努めており、一定額の過年度未収金
の解消につながっている。

7 県営住宅使用
料

住宅課 やや遅れ 　平成26年度の使用料徴収率は、87.9％程度
（平成25年度87.5％）になる見込み。滞納防止
取り組みが功を奏し、現年度徴収率は98％と
高くなっているが、過年度未収金の徴収率は
20％程度と低い状態が続いている。

8 損害賠償金
（県営住宅）

住宅課 順調 　民法724条の規定により、20年経過した不法
行為による損害賠償金を消滅債権とみなし、
整理した。

　債務者の状況の把握に努
め、回収が極めて困難である
と判断される債権を洗い出し、
不納欠損処理を行う。
　主債務者や連帯保証人の所
在が確認できた場合は、未納
住宅使用料と併せて督促等を
再開する。

⑴　【高度化事業】
①貸付先企業に対する運営診断等
による経営面でのアドバイスを行い
収益を高め、延滞先については償還
金の増額を図る。
②債権マニュアルに基づき、企業訪
問及び督促の強化、連帯保証人との
面談を実施する。
③民間債権回収会社（サービサー）
へ債権回収業務を委託し、回収の強
化を図る。
④回収の困難な貸付先については、
担保権の実行や不動産、預金等の
債権に対する強制執行等を行うなど
の法的処理を行う。
⑤回収不能債権については、不納欠
損処理を検討する。
⑵　【設備近代化資金貸付事業】
①現在、償還が行われている貸付先
については、償還が途切れないよう
適宜状況を把握する。
②民間債権回収会社（サービサー）
へ債権回収業務を委託し、回収の強
化を図る。
③回収の困難な貸付先については、
法的措置による回収可能性を検討
し、実施する。
④既に債務者及び連帯保証人から
時効の援用が申し立てられている債
権について、不納欠損処理を実施す
る。
⑤債務者が行方不明及び無資産に
より回収不能と判断される債権につ
いて、債権放棄を検討し実施する。

⑴　入居者に対する家賃早期
納入及び滞納防止の意識啓
発の取組
⑵　長期・高額滞納者（滞納６
か月以上又は20万円以上）に
対する法的措置の対応
⑶　債権回収会社へ集金代行
業務委託
⑷　債務者の状況把握、不納
欠損処理を含めて適正な債権
整理
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推進状況 割合
順調 9 会計 81.8% …計画通り又は前倒しで取組んでいる（概ね90%以上）
やや遅れ 2 会計 18.2% …計画と比較して若干の遅れがある（概ね60%以上90%未満）
大幅遅れ 0 会計 0.0% …計画と比較して大幅に遅れている（概ね60%未満）
未着手 0 会計 0.0% …計画に示した取組に着手していない
計 11 会計 100.0%

1 中央卸売市場
事業特別会計

流通・加工推進
課

順調 　未収金については、新たな未収金の発生は
なく、過年度分についても254千円を徴収し
た。
　繰入金については、経費の節減に努めてお
り、一般会計繰入額が総務省の基準内になる
見込みである。

2 林業改善資金
特別会計

森林管理課 順調 　償還期間中の債務者に対して、普及指導員
と連携し生産指導や経営状況を把握し、計画
的な償還を促した結果、借受者の納付意識が
高まった。
　長期延滞者への償還指導の実施により分割
納付(償還計画書受理）の手続きを行い、定期
的な返済が2件増加した。

3 沿岸漁業改善
資金特別会計

水産課 順調 　資金規模の適正化については、国・県へ返
納・一般会計への操出を実施し、貸付原資の
余剰の滞留解消に努めることができた。
　未収金の解消については、約定償還期日の
事前通知や督促、民間委託等の効果によって
借受者の納付意識が高まり、平成25年度末
未収金から1,742千円減少（△3.2％）に繋がっ
た。

4 沖縄国際物流
拠点産業集積
地域那覇地区
特別会計

企業立地推進課 やや遅れ 　平成26年度途中から２社の入居で97％の入
居率を達成したため、一定の使用料収入が確
保できた。
　未収金については、破産手続に基づき連帯
保証人から一部を回収した。

5 駐車場事業特
別会計

道路管理課 やや遅れ 　平成25年度の利用料金の増加により、平成
26年度には剰余納付金（３８０万円）が発生
し、繰入抑制に貢献したところである。
　その一方で、中央監視装置更新工事の起債
借入額の見直しにより、結果的に繰入金の増
加がみられた。

6 宜野湾港整備
事業特別会計

港湾課 順調 　指定管理者の努力により、３年間で5,199千
円の支出減となった。

7 中城湾港（新
港地区）整備
事業特別会計

港湾課 順調 　定期航路の就航により、入港船舶数や貨物
量が増加することから、使用料収入の増加が
期待される。

やや遅れ

平成26年度特別会計事業の運営適正化（実施項目23）各特別会計の進捗管理一覧表

推進状況
総括

推進状況別会計数
会計数

※推進状況総括を「やや遅れ」とした理由：関係各課と歳入・歳出の調整が進まなかったことや利活用計画が未策定で
あること、未収金対策を主とした事業に取組んでいることから中期見通しの公表の必要性を検討中であること等によ
り、20特別会計中、７会計において、中期見通しの公表ができなかったことから、全体として「やや遅れ」と判断した。

会計
番号

会計名 所管課
推進
状況

取組内容 取組の効果

⑴　未収金の解消
⑵　一般会計からの繰入抑制
（総務省繰出基準外の繰入抑
制）

　未収金の解消

⑴　資金規模の適正化
⑵　未収金の解消

⑴　一般会計からの繰入抑制
⑵　未収金の解消

　一般会計からの繰入抑制

　一般会計からの繰入抑制

⑴　効率的かつ効果的な管理
運営
⑵　一般会計からの繰入抑制
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会計
番号

会計名 所管課
推進
状況

取組内容 取組の効果

8 中城湾港マリ
ンタウン特別会
計

港湾課 順調 　マリンタウンベイサイドビスタの集合住宅地
を公募（16区画の募集）し、11区画が契約済で
ある。残り区画も再度公募をかけ募集してい
る（５月より受付開始）。アパ－ト等のニ－ズが
強く、販売も好調に推移している。
　マリーナ施設については、平成25年度まで
にボートヤードや管理棟など陸域の施設は概
成しており、平成26年度から海域の工事に着
手し早期供用に向けて事業を推進する。

9 中城湾港（泡
瀬地区）臨海
部土地造成事
業特別会計

港湾課 順調 　取組完了後の効果として、スポーツコンベン
ション拠点の形成が図られ、本島中部東海岸
地域の活性化が期待できる。

10 下地島空港特
別会計

空港課 順調 　選定された利活用候補事業をもとに、今後
の利活用に向けての基本的な考え方、目標
像、方向性等を定め、利活用事業者の決定、
その後の利活用事業の実施に至るまでの取
り組みを円滑に進めるための指針として「下
地島空港及び周辺用地の利活用基本方針」
を策定した。

11 下水道事業特
別会計

下水道課 順調 　平成26年度は、歳出を抑えつつ、一方で当
初予算を上回る歳入を確保することができ
た。
　現状の維持管理負担金の単価で当面、運営
できる見通しであるため、単価改定をする必
要がなかった。

　空港のあり方について整理
　（実現可能性のある持続的
な空港利活用の検討）

⑴　維持管理負担金の改定に
よる収入確保
⑵　一般会計からの適切な繰
入金の確保

　埋立の早期完了

⑴　【土地造成事業】
  起債借入額の抑制
　（一般会計からの繰入の抑
制に準じた扱い）
⑵　【港湾整備事業（マリーナ
整備）】
　起債借入額の抑制
（一般会計からの繰入の抑制
に準じた扱い）
⑶　【港湾整備事業（マリーナ
整備）】
　効果的かつ効率的な管理運
営
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