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具体的
な方策

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

　県民各年齢層に配慮し
て電子媒体のみならず、
新聞広報の充実を図る。

　県内外に沖縄県をわか
りやすく紹介するために、
平成20年度に制作した
「沖縄県の概況」をリ
ニューアルする。

⑵　ホームページ等の
さらなる充実

　沖縄県ホームページ上
の「沖縄こどもランド」を更
新する。

　沖縄県ホームページ上
の「沖縄県はやわかり」の
ページを更新する。

⑶　ホームページ
チェックの実施及び各
課への助言・指導

　障がい者や高齢者にも
使いやすいホームページ
にするため、ウェブ・アク
セシビリティについて、引
き続き文書で注意喚起を
行う。
　また、各課ホームページ
の担当ページ一覧の整理
を行う。

　各課ホームページの随
時更新やリンク切れ、親
ページの適切な設定等に
ついて、文書で注意喚起
を行う。

⑴　実態把握及び課題
等の整理

  施設所管課を集めた担
当者会議を開催するとと
もに、他都道府県に対し
指定管理者制度運用調
査を実施する。

  運用方針やモニタリング
マニュアルの改正に向
け、課題の整理に取り組
む。

⑵　運用方針等の見直
し

  指定管理者選定時の評
価項目の見直しなど、運
用方針の改善に向け、先
進事例視察などの調査研
究を行う。

　運用方針の改正に向け
た作業を行い、施設所管
課や指定管理者から意見
を聴取する。

⑶　モニタリングの充
実

  モニタリングシートの見
直しなどモニタリングの充
実について調査研究を行
う。

  モニタリングマニュアル
の改正に向けた作業を行
い、施設所管課や指定管
理者から意見を聴取す
る。

⑴　権限移譲に向けた
各種取組の推進

　市町村へ移譲希望調査
を実施
　市町村説明会・研修会
の実施
　単独での移譲が困難な
市町村に対し広域連携等
の取り組みを促進するた
め説明会を開催
　移譲事務ごとの進捗状
況調査及び課題の整理の
実施

　市町村において広域連
携に係る検討及び取組が
進むよう、意見交換、情報
提供等の支援を実施
　ホームページ等による
住民への広報
　移譲事務ごとの進捗状
況調査及び課題の整理の
実施を踏まえた取組の実
施

⑵　重点移譲項目を中
心に権限移譲を推進

　重点移譲項目の選定
　市町村説明会・研修会
の実施

　庁内関係課による市町
村との協議
　事務処理特例条例改正

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

　公社等が、その設立目的を達成するために必要な
事業、経営計画等を短中長期的な視点から策定した
ものを県ホームページで公表する。

　公社等への県職員派遣は、各公社等の行う事業の
実施状況を踏まえ、弾力的に実施する。

基本方針
実施項目

平成27年度実施項目実施計画一覧表

取組内容 下半期実施計画

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

総括課
所管課

上半期実施計画

１　県民への情
報提供の充実

広報交流課

２　指定管理者
制度に関する
運用の強化

行政管理課

３　市町村への
権限移譲の推
進

行政管理課

４　公社等外郭
団体への県関
与の見直し

行政管理課
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 下半期実施計画

総括課
所管課

上半期実施計画

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

　H26年度に行った委託事
業に係る県と公社等の随
意契約状況を県ホーム
ページで公表する。

－

⑷　各団体ごとの見直
しに向けた取組

⑴　県管理漁港の市町
村への移譲

　県管理漁港の移譲に向
けた課題を整理する。

　県管理漁港の移譲に向
けた課題への対応を検討
する。多良間漁港につい
ては平成28年度の移譲に
向けて、多良間村と調整
を行う。

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

　平和祈念資料館及び八
重山平和祈念館の設立・
運営に関する歴史的経緯
を改めて整理する。

  他県類似施設の状況を
踏まえつつ、運営協議会
委員の意見等を参考に運
営体制や管理方法につい
て検証を行う。

⑶　中央卸売市場にお
ける指定管理者制度
導入の検討

　部内のワーキングチー
ム等において、指定管理
者制度導入について意見
交換を行う。

　部内のワーキングチー
ム等において、指定管理
者制度導入について、意
見集約する。

６　組織の見直
し

行政管理課 　沖縄県組織ビジョン
に沿った組織編成

　各部等に対する調査
　ヒアリングの実施及び各
部等の課題抽出

　事務の迅速化、効率化
等に向けた組織編成

７　定数管理の
適正化

行政管理課 　定数管理の適正化 　各部等に対する調査
　ヒアリングの実施及び各
部等の課題抽出

　行政需要及び財政状況
を踏まえた適正な定数配
置

⑴　大学運営の改善 　外部委員導入による評
議会の実施に向け、①委
員像の確定、②候補者選
定、③規程整備等を行う。
　教員人事評価制度（案）
を策定する。

　外部委員を委嘱し、外部
委員導入による評議会を
実施する。
　教員人事評価制度を策
定し、平成28年度実施に
向けた規程整備を行う。

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

９　県立看護大
学の改革推進

保健医療政策課 　県立看護大学のあり
方を検討

　県立看護大学のあり方
を検討するための学内外
部委員会導入のため、規
程の制定や委員の選定を
行う。

　外部委員会を開催す
る。

　地域連携室（仮称）を学内に設置し、社会の大学に
対するニーズを検討する。
　産官学連携及び地域連携の活動を実施する。

　各部等において、公社等の見直しの取組及び公社
等の進捗進捗状況を管理

　独立行政法人化検討委員会による独立行政法人
化の方向性を検討する。

　音楽学部再編に向けたカリキュラム編成及び関係
規程の改正を実施する。
　平成27年度入試状況を分析し、入学志願者増に向
けた取組を実施する。
　重要文化財を含む芸術資料等の保管体制を整備
するため、附属図書・芸術資料館の空調更新工事
（設計及び一部工事）を実施する。

組織体制の見直し
２１世紀ビジョンを実現する行政体制の確立

５　公の施設の
あり方見直し

行政管理課

８  県立芸術大
学の改革推進

文化振興課
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 下半期実施計画

総括課
所管課

上半期実施計画

⑴　総務事務の効率化
及び集中化に向けた
調査及び検討

　給与支給事務の集中化
のため、人件費の集約化
や手続き関係等の課題整
理を実施する。

　勤務管理システムとの
連携の検証等、平成28年
度の給与支給事務の集
中化へ向けた具体的な作
業を進める。

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）

　達成済
　（平成27年１月に総務事
務センターを設置し、業務
を開始した。）

　達成済
　（平成27年１月に総務事
務センターを設置し、業務
を開始した。）

⑶　旅費事務手続きの
見直し

　航空券法人契約につい
て、本庁機関へ対象を広
げ実施する。

　次年度の航空券法人契
約に係る契約方法等につ
いて検討する。

11　事務事業
の見直し

行政管理課 　見直しの着実な実施

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 　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

　大規模システムは、運用
フェーズへ移行
　番号関連仮想基盤の構
築・試行

　８つのシステムを仮想環
境等へ移行する。

⑴　リスク管理体制の
構築

　職場毎のリスクマネジメ
ントプロセス（リスク及びリ
スク対応策の見直し等）の
実施

　職場毎のリスクマネジメ
ントプロセスの実施及び
H28年度リスクマネジメン
ト実施体制の検討

⑵　職員の法令遵守の
徹底及び職場環境の
整備

　リスクマネジメントに関
する職員研修の企画

　リスクマネジメントに関
する職員研修の実施

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

　テーマの選定
　行政考査の実施

　考査結果報告書の策定
及び考査結果報告に基づ
く措置の実施

14  契約事務
の情報公開の
推進

財政課 　統一的なルールに基
づく透明性の確保

　ホームページ上におけ
るアップロードの方法等、
諸手続きについて整理を
行い、1/4半期分について
８月末までに公表を行う。

　2/4半期分は11月末ま
で、3/4半期分は２月末ま
でにそれぞれ公表を行う。

⑴　職員研修等の効果
的な実施

　沖縄県職員人材育成基
本方針に基づく研修等を
実施する。

　次年度の研修計画策定
のため関係機関と協議等
を行う。

⑵　人事評価結果の活
用

⑶　特別支援プログラ
ムの実施

　特別支援プログラムを策
定する。

　プログラムを試行する。

16　美ら島アイ
ディアコンペの
実施

行政管理課 　職員提案制度の実施
 （美ら島アイディアコン
ペ）

　提案の募集・集約、一次
審査（行管課）と二次審査
（所管課）を行い、入選提
案を決定する。

　行財政改革推進本部幹
事会において最終審査・
賞決定を行う。
　入選提案者のうち研修
希望者については、研修
担当課へ推薦を行う。
　また、次年度の実施に
向け、募集を開始する。

　各課における見直しの実施及び各部等行財政改革
推進委員会による進捗管理

　人事評価結果活用のための評価制度を試行し、あ
わせて制度の検証を行う。また、活用方法の検討を
行い、関係機関との意見交換を行う。

業務効率化及び統制機能の強化
10　総務事務
の効率化及び
集中化

行政管理課

13  内部統制
機能の強化

行政管理課

15   ２１世紀ビ
ジョンの実現に
資する人材の
育成

人事課
職員の意識改革及び人材の育成

3



具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 下半期実施計画

総括課
所管課

上半期実施計画

⑴　保有総量縮小の推
進

　公共施設等総合管理計
画策定に向けた関係部局
との調整。
　委託業務の公募及び契
約締結。

　公共施設等総合管理計
画の素案を作成。
　施設アセスメントの試
行。

⑵　長寿命化の推進 　計画保全工事の設計。
　県有施設の保全関係マ
ニュアルの検討。

　計画保全工事の実施。
　県有施設の劣化度調査
の実施。
　県有施設の保全関係マ
ニュアルの作成。

⑶　効率的利活用の推
進

⑷　未利用財産の売却
促進

　県有地管理・処分業務
企画提案公募の実施及び
委託契約締結。
　民間委託による売却促
進。
　随意契約による貸付
地、未利用地の売払い。

　民間委託による売却促
進。
　随意契約による貸付
地、未利用地の売払い。
　一般競争入札の実施（１
回を予定）

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

　各地区個人住民税徴収
対策協議会定期総会の
開催及び年間事業計画、
徴収目標等策定。
　ワーキンググループによ
る活動、税務職員研修会
の開催、個人県民税徴収
対策チームによる併任、
直接徴収の実施、合同公
売の検討。

　個人県民税徴収対策
チームによる実務研修、
併任、直接徴収、共同催
告の実施及び特別徴収の
適正実施。

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

　納期内納付率促進のた
めの広報活動
　自動車税コールセンター
設置による現年分の早期
着手。

　早期徴収に取り組み、
滞納処分の強化を行うこ
とで、収入率97.8％以上を
目指す。

⑶　徴税吏員の技術向
上

　各県税事務所職場内研
修等の実態把握。
　県外先進事例の調査・
研究

　各県税事務所職場内研
修の実施
　県外研修への参加
　県外研修参加者による
県内担当者への研修会
の実施

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

　全国の先進事例調査 　先進事例の導入等の検
討

　維持管理費適正化の検討。

　平成24年度末の収入未済額が概ね１億円以上の
債権を対象。
　①県税、②生活保護費返還金、③児童扶養手当返
還金、④母子寡婦福祉資金貸付金、⑤農業改良資
金貸付金、⑥小規模企業者等設備導入資金貸付
金、⑦県営住宅使用料、⑧損害賠償金（県営住宅）
　プランで明記された目標値達成のため、庁内連携を
強化して進捗管理する。

歳入の確保

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

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

18　県税収入
の確保

税務課

19　未収金の
解消

行政管理課
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 下半期実施計画

総括課
所管課

上半期実施計画

⑶　新たな解消策の実
行

⑴　料金の定期的（３
年毎）な見直しの実施

　関係部局への照会及び
ヒアリング

　見直しを要する使用料・
手数料について調整

⑵　適正な料金設定の
実施

　指定管理者制度関連条
例の改正

　使用料及び手数料条例
や関係個別条例の改正

⑶　見直し結果の県民
への公表 -

  料金見直し結果の調整
及び公表

⑴　新税の創設など新
たな自主財源の検討、
新設

　実現可能性のある方策
に係る調査・検討・関係課
調整の実施

　平成27年度内に実現可
能な方策の実施
　次年度以降の実現に向
けて取り組む方策に係る
関係課との調整等

⑵　県有施設へのネー
ミングライツ導入の検
討

　ネーミングライツ導入の
可能性が高い施設につい
て、関係課と調整を実施

　ネーミングライツ導入の
可能性が高い施設につい
て、関係課と調整を実施

⑶　既存の広告収入等
のさらなる拡充

　実現可能性のある方策
に係る調査・検討・関係課
調整の実施

　平成27年度内に実現可
能な方策の実施
　次年度以降の実現に向
けて取り組む方策に係る
関係課との調整等

22　県単補助
金の見直し

財政課   見直しの実施 　第7次沖縄県行財政改
革プランに向けて見直し
た内容の確実な実施

　第7次沖縄県行財政改
革プランに向けて見直し
た内容の確実な実施
  見直し内容の次年度当
初予算への適切な反映

⑴　中期見通しの策定
及び公表

　特別会計所管課による
中期見通し案の作成

　特別会計所管課におい
て、中期見通しをホーム
ページ等にて公表

⑵　運営適正化に向け
た取組

　11会計所管課による取
組の実施
　未収金の解消に取組む
べき４債権については、平
成26年度行政考査結果
報告書で示した方策の検
討及び実行

　11会計所管課による取
組の実施
　11会計所管課による平
成28年度実施計画の作
成
　未収金の解消に取組む
べき４債権については、平
成26年度行政考査結果
報告書で示した方策の検
討及び実行

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

　分譲地の販売促進、
元利金債発行の抑制、
事業計画の見直し等

20　使用料及
び手数料の見
直し

財政課

21　新たな自主
財源の確保

行政管理課

　平成26年度行政考査結果報告書で示した方策の検
討及び実行
　　・指針の策定
　　・業務マニュアルの改訂
　　・整理強化期間の導入
　　・県税事務のノウハウの活用
　　・定例研修会の開催
　　・債権管理条例の制定

23　特別会計
事業の運営適
正化

行政管理課

歳出の見直し

【中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会
計】
　目標値（75.5%）を達成するため、国際物流拠点産業
集積地域制度のPRなど企業誘致に努める。
【中城湾港マリン・タウン特別会計】
　住宅用地Ｂブロック(集合住宅区画)の平成26年度
分譲未売払区画(５区画)を公募後、売却することで、
早期の土地売払収入の確保を図る。
　住宅用地Ｂブロック(集合住宅区画)の沿道区画(11
区画)に誘致する商業施設について与那原町と協議
の上公募案を作成する。公募後、売却することで土地
売払収入の確保を図る。
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 下半期実施計画

総括課
所管課

上半期実施計画

⑴　通常債の毎年度の
発行額は概ね210億円
以内

　補正予算編成における
抑制

　補正予算編成における
抑制
　次年度当初予算編成に
おける抑制

⑵　金利動向等を踏ま
えた県債の発行

　５月借入における金利
動向等を踏まえた借入条
件（償還期間等）の設定

　３月借入における金利
動向等を踏まえた借入条
件（償還期間等）の設定

⑴　経常収支の黒字維
持

　診療報酬改定への対
応、ＤＰＣ分析の強化、患
者数の確保、医療材料の
低廉購入等により、収益
の確保及び費用の縮減を
図る。

　診療報酬改定への対
応、ＤＰＣ分析の強化、患
者数の確保、医療材料の
低廉購入等により、収益
の確保及び費用の縮減を
図る。

⑵　手元流動性の確保 　診療報酬改定への対
応、ＤＰＣ分析の強化、患
者数の確保、医療材料の
低廉購入等により、収益
の確保及び費用の縮減を
図る。

　診療報酬改定への対
応、ＤＰＣ分析の強化、患
者数の確保、医療材料の
低廉購入等により、収益
の確保及び費用の縮減を
図る。

⑶　長期債務の縮減 　一般会計借入金2億円、
公立病院特例債約３億円
を約定償還する。

　産業振興基金借入金４
億円、公立病院特例債約
３億円を約定償還する。

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

　県立病院の実施する安
定化計画の中間取組状
況の検証

　県立病院の実施する安
定化計画の取り組み結
果、自己評価の検証

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

　現経営形態での一般会
計負担の考え方及び経営
の効率化に関する病院事
業局の検討等踏まえた関
係部局の調整

　現経営形態での一般会
計負担の考え方及び経営
の効率化に関する病院事
業局の検討等踏まえた関
係部局の調整

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

　地域医療確保における
県立病院運営への市町
村等の関わりなどに関す
る協議検討（地域医療連
携拠点病院に指定されて
いる県立病院と市町村と
の協議への参加など）

　地域医療確保における
県立病院運営への市町
村等の関わりなどに関す
る協議検討（地域医療連
携拠点病院に指定されて
いる県立病院と市町村と
の協議への参加など）

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

　地域医療構想策定を背
景に、南部保健医療圏に
おける医療体制の現状等
の情報共有、意見聴取等

　南部保健医療圏におけ
る地域特性、課題等の分
析等

⑴　民間委託の推進 　久志浄水場運転管理業
務の民間委託に向けた事
務手続きを実施する。
　名護浄水場、石川浄水
場、西原浄水場における
運転管理業務の民間委
託後の業務状況等を検証
する。

　名護浄水場、石川浄水
場、西原浄水場における
運転管理業務の民間委
託後の検証結果を踏ま
え、課題への対策を講じ
る。

⑵　定員管理の適正化 　久志浄水場運転管理業
務委託の夜間・休日の民
間委託に伴う久志浄水管
理事務所の組織見直しを
検討する。

　各所属の次年度の定員
等の意向を調査し、組織・
事務事業の見直しを検討
する。

県債発行の抑制と金利負担の軽減

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

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

25　県債発行
の抑制と金利
負担の軽減

財政課

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

公営企業の経営健全化及び一般会計繰入金の適正化
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具体的
な方策

基本方針
実施項目 取組内容 下半期実施計画

総括課
所管課

上半期実施計画

⑶　経費節減等の財政
効果

　経営計画推進委員会に
おいて進捗管理を行う。
　第９次計画（平成26年
度）の実績とりまとめ及び
ホームページでのパブリッ
クコメントの実施
　経営評価委員会におけ
る外部評価

　経営計画推進委員会に
おいて進捗管理を行う。
　平成27年度上半期実施
状況のとりまとめ及び
ホームページでのパブリッ
クコメントの実施
　経営評価委員会におけ
る外部評価

⑴　経営の健全化 　各公営企業における経
営健全化への取組状況
の確認、意見調整等

　左記を踏まえた次年度
予算の検討

⑵　一般会計繰入金
（税負担）の適正化

　「独立採算の原則」及び
地方公営企業繰出基準を
踏まえた繰出金の適正化
に向けた部局調整等

　左記を踏まえた次年度
予算の検討

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
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⑴　短中長期計画の
策定

⑵　公益財団法人へ
の申請

⑴　短中長期計画の
策定

　法人と調整し、現行計画(案)
を見直したうえで、再度、理事
会へ提案する。
　理事会での承認後、県及び
財団ホームページで公表する。

　－

⑵　県の人的関与の
適正化

　平成29年度の目標達成に向
け、当該法人と調整を進める。

　平成29年度の目標達成に向
け、当該法人と調整を進める。

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度に行った県委託
事業に係る随意契約内容につ
いて公表する。 －

⑴　短中長期計画の
策定

　短期計画ついては、事業年
度毎に事業計画を策定し、理
事会において承認を得る。
　中長期計画については、事業
調査委員会において検討を
行ったうえで、策定し、ホーム
ページで公表する。

　策定した中長期計画に基づく
法人運営を行う。

⑵　助成事業の見直し 　前年度に見直した助成事業
を着実に実施し、事業調査委
員会において、新規事業の検
討を行う。

　事業調査委員会の検討結果
を踏まえ、新規事業を策定す
る。

⑶　移行後の円滑な組
織運営

　公益社団法人として円滑な法
人運営を行う。

　公益社団法人として円滑な法
人運営を行う。

⑴　短中長期計画の
策定

⑵　公社のあり方の検
討

　県と当該団体における関わり
方について、事業団の意向を
踏まえ、県の考え方を整理す
る。

　上半期において決定した県と
当該団体との関わり方につい
て、必要な対応を行う。

⑴　短中長期計画の
策定

⑵　契約内容等の公
表

　県と締結したH26随意契約に
ついて、契約内容等を公表 －

⑴　短中長期計画の
策定

⑵　契約内容等の公
表

　Ｈ26年度に行った県委託事業
に係る随意契約内容について
公表する。

－

⑶　ネットワークの拡
充

①賛助会員の増加を図るた
め、企業向けの講座等の準備
を行う。
②連絡会議を開催する。
③講座開催に向け、準備作業
を実施する。

①賛助会員の増加を図るた
め、企業等の訪問を行う
③出前講座を実施する。

⑴　短中長期計画の
策定

　平成26年度で実施済み

　平成26年度で実施済み

　平成26年度で実施済み

　平成26年度に公表済み

1 一般財団法人
沖縄県私学教
育振興会

総務私学課

上半期実施計画

　平成26年度に達成済み

　平成28年度設置予定の法人制度改革検討委員会に向けて、
全国の同種団体の動向について情報収集

平成27年度公社等外郭団体への県関与の見直し（実施項目４）各団体の実施計画一覧表

法人
番号

下半期実施計画法人名 所管課 取組内容

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

3 公益社団法人
沖縄県対米請
求権事業協会

地域・離島課

4 社会福祉法人
沖縄県社会福
祉事業団

福祉政策課

5 一般財団法人
沖縄県セルプ
センター

障害福祉課

6 公益財団法人
おきなわ女性
財団

平和援護・男女
参画課

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
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上半期実施計画
法人
番号

下半期実施計画法人名 所管課 取組内容

⑵　兼務職員の解消 　専任職員を採用し、組織体制
を強化する。

　県の人的関与の適正化を図
る。

⑴　短長期計画の策
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

　今後の組織体制のあり方に
ついて検討を行う。

　前期の検討結果を踏まえ、今
後の組織体制のあり方につい
て、県関係課を含めた検討を
行う。

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度の契約状況を公
表する。 －

⑷　公益社団法人沖
縄県糖業振興協会と
の統合

　今後の組織体制のあり方に
ついて検討を行う。

　前期の検討結果を踏まえ、統
合等の検討及び短中長期計画
の見直しの検討を行う。

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

　今後の組織体制のあり方に
ついて検討を行う。

　前期の検討結果を踏まえ、統
合等の検討及び短中長期計画
の見直しの検討を行う。

⑷　出納事務体制の
強化

　経理事務について、職員及び
臨時雇員の業務分担の見直し
を行う。

　臨時雇員を含む全職員を対
象とした公益法人会計の実務
研修及びコンプライアンス研修
を実施する。

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

　平成26年度の契約状況を公
表する。 －

12 沖縄県土地改
良事業団体連
合会

村づくり計画課 　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

　平成26年度の契約状況を公
表する。 －

⑶　資産の進捗管理 　公益目的支出計画が適切に
履行されるよう監督する。

　公益目的支出計画が適切に
履行されるよう監督する。

⑷　泊市場の移転合
意形成

　水産物流通問題検討会又は
関係団体との調整会議を3回
開催し、市場移転の合意形成
を行う。

　水産物流通問題検討会又は
関係団体との調整会議を3回
開催し、市場移転の合意形成
を行う。

⑴　短期・中長期計画
の策定

　平成26年度に作成した計画
を県HPで公表する。 －

　平成28年度までに目標を達成する。

　平成26年度に公表済み

　平成26年度に公表済み

　平成26年度に達成済み

　短中長期計画（上記取組項目）も含めて、平成29年度までに
目標達成する。

　平成26年度に公表済み

　平成26年度で実施済み8 公益財団法人
沖縄県保健医
療福祉事業団

健康長寿課

9 公益財団法人
沖縄県農業振
興公社

農政経済課

10 公益社団法人
沖縄県糖業振
興協会

糖業農産課

11 公益財団法人
沖縄県畜産振
興公社

畜産課

13 一般財団法人
沖縄県水産公
社

水産課

14 公益財団法人
沖縄県産業振
興公社

産業政策課
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上半期実施計画
法人
番号

下半期実施計画法人名 所管課 取組内容

⑵　県の人的関与の
適正化

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度の契約状況を公
表する。 －

⑷　自主事業の拡充

15 那覇空港貨物
ターミナル株式
会社

国際物流商業課 　契約内容等の公表 　H26年度県委託事業に係る
随意契約内容の沖縄県ホーム
ページ上での公表 －

⑴　短期計画の策定 　短期計画（H27年度）の策定・
公表
　中期計画（H27～H31年度）の
公表

－

⑵　県の人的関与の
適性化

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度に行った県委託
事業の随意契約について公表
する。 －

⑷　行うべき事業の検
証

　ＯＣＶＢが行うべき事業につい
て、進捗管理を行う。

　上半期に続き進捗管理を行う
とともに、ＯＣＶＢが行うべき事
業に係る次年度計画の策定を
行う。

⑸　自主事業の拡充 　OCVBの中長期計画に示され
た自主事業の拡充についての
進捗管理を行う。

　上半期に続き進捗管理を行う
とともに、自主事業の拡充に係
る次年度計画の策定を行う。

⑹　定員適正化計画
の策定

⑺　財政的関与のあり
方の検証

　観光危機管理担当職員への
人件費補助を実施する。 －

⑴　短中長期計画の
策定

【短期】H27年度の事業計画を
公表する。
【長期】長期計画について、策
定・公表する。

－

⑵　県の人的関与の
適正化

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度に行った県委託
事業の随意契約について公表
する。

－

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

【短期】平成27年度の事業計画
を公表する。 －

⑵　県の人的関与の
適正化

　国との調整をH27年度で整
え、専門知識が蓄積される仕
組みを構築する。

　国との調整をH27年度で整
え、専門知識が蓄積される仕
組みを構築する。

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

17 公益財団法人
沖縄県文化振
興会

文化振興課

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

19 公益財団法人
国立劇場おき
なわ運営財団

文化振興課

　平成29年度からの派遣職員数の削減（1人減）に向けて法人と
調整

　多角的な収入の取組を実施

　平成26年度に達成済み

　平成26年度に策定済み

　文化部門は派遣職員を４人とし、公文書管理部分について
は、適正な派遣職員数を検討する。

　平成26年度に公表済み

　基金運用について、より安定した運用及び利息収入の向上を
図る。
　寄附金等依頼の機会を増加し、寄附金による収入強化を図
る。
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上半期実施計画
法人
番号

下半期実施計画法人名 所管課 取組内容

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度に行った県委託
事業の随意契約について公表
する。 －

⑴　短中長期計画の
策定

　県ホームページにおいて、長
期計画の公表 －

⑵　県の人的関与の
適正化

　県派遣職員数3人引揚
　【17人(平成26年度)→14人(平
成27年度)】

－

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度の県との委託事
業にかかる随意契約の内容を
県ホームページで公表する。 －

⑴　短中長期計画の
策定

　中期計画案を年度初め（６
月）で策定し、８月までに公表
する。

－

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

　６月に策定する中期計画及び
平成26年度に実施した全国調
査を踏まえ、今後の公社の方
向性を検討する第三者委員会
の設置について部内で検討す
る。

　今後の公社の方向性を検討
する第三者委員会を設置す
る。

⑴　短中長期計画の
策定

　県と法人において連携して改
正「収支改善5カ年計画」の進
捗管理を行うとともに、平成28
年度の短中長期計画の策定に
向けて、課題等の整理を行う。

　法人と調整し、短中長期計画
案を策定するとともに、取締役
会において承認を得た後に公
表する。

⑵　多角的な収入の検
討

　法人において短中長期計画
に位置づける収入確保の方策
及び目標数値を検討

　収入確保の方策を短中長期
計画案に反映させ、取締役会
の承認を得る。

23 宮古空港ターミ
ナル株式会社

空港課 　CIQ施設の整備 　事業スキームの合意形成(4
月～5月)
　実施設計着手(7月)

　実施設計完了(1月)

⑴　県の人的関与の
適正化

　平成27年度から本格化するこ
とが見込まれる国際線増改築
事業の進捗状況を踏まえ、県
職員の派遣について協議を継
続

　建設工事に着手することが見
込まれる平成28年度に県職員
を派遣できるよう法人との合意
形成を図る

⑵　国際線施設の利
便性の向上

　法人において、国際線増改築
に係る実施設計業務に着手(7
月)
(県は、ターミナル社が設置す
る設計行政会議等において適
切に関与していく)

　法人において、国際線増改築
に係る実施設計業務を完了(3
月)
(県は、ターミナル社が設置す
る設計調整会議等において適
切に関与していく)

⑴　短中長期計画の
策定

　平成27年3月に策定した新し
い計画を県ホームページで公
表する。

－

⑵　県の人的関与の
適正化

　平成26年度に目標達成済
－

20 一般財団法人
沖縄県建設技
術センター

技術管理課

21 沖縄県土地開
発公社

用地課

22 久米島空港
ターミナルビル
株式会社

空港課

24 石垣空港ターミ
ナル株式会社

空港課

　平成27年度は３名の職員を引き揚げる予定であったが、モノ
レール延長整備事業の進捗状況により、平成28年度まで３名の
職員派遣を延長する。

25 一般財団法人
沖縄美ら島財
団

都市計画・モノ
レール課

11



上半期実施計画
法人
番号

下半期実施計画法人名 所管課 取組内容

⑶　多角的な収入の検
討

①多角的な収入確保につい
て、検討を行う
②多角的な収入に係る方策の
実施
・物品販売による店舗出店
（H27年4月予定）
・H26年4月に開店した店舗の
経営強化を図る
・利用者満足度の高いサービ
ス提供による売上増

①多角的な収入確保につい
て、検討を行う
②多角的な収入に係る方策の
実施
・物品販売店舗の経営強化を
図る
・利用者満足度の高いサービ
ス提供による売上増

26 沖縄都市モノ
レール株式会
社

都市計画・モノ
レール課

　契約内容等の公表 　前年度の県との委託事務に
係る随意契約の内容を県ホー
ムページで公表する。 －

⑴　短中長期計画の
策定 － －

⑵　県の人的関与の
適正化

　派遣にかかる協定の締結
  県職員1名を派遣する。 －

⑶　契約内容等の公
表

　平成26年度県委託事業に係
る随意契約内容の沖縄県ホー
ムページ上での公表

－

⑷　公社の方向性につ
いての検討

⑴　短中長期的計画
の策定

　短中長期計画案について、法
人と所管課との調整（4月～7
月）
　短中長期計画の策定・公表
（8月）

－

⑵　契約内容等の公
表

　平成26年度の契約状況を公
表する。 －

⑶　未収金解消の取
組体制

　返還が滞った際に財産調査
を行う同意書の義務化につい
て検討
(未収金解消に向けて、サービ
サー及びコールセンターへの
委託業務実施済)

　返還が滞った際に財産調査
を行う同意書の義務化につい
て検討
(未収金解消に向けて、サービ
サー及びコールセンターへの
委託業務実施済)

⑴　短中長期計画の
策定

　平成26年度に公表済み
－

⑵　契約内容等の公
表

　平成26年度の契約状況を公
表する。 －

⑴　短中長期計画の
策定

　平成26年度に公表済み
－

⑵　契約内容等の公
表

　公表に向けて法人と所管課と
の調整
　H26年度の契約内容等の公
表

－

⑶　普及啓発活動の
強化

　一般講習の実施（12回） 　一般講習の実施（11回）

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

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

　類似団体との統合等全国の公社の実態調査

27 沖縄県住宅供
給公社

住宅課

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
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⑴　総合的な徴収対策 　広報活動や納税機会の拡充
による自主納付の促進。

　財産の差押やタイヤロック、
捜索、インターネット公売など
の滞納処分の強化。
　「特別滞納整理班」による高
額滞納・徴収困難事案の集中
的処理。

⑵　個人県民税の徴
収対策

　各地区個人住民税徴収対策
協議会定期総会の開催及び年
間事業計画、徴収目標等策
定。
　ワーキンググループによる活
動、税務職員研修会の開催、
個人県民税徴収対策チームに
よる併任、直接徴収の実施、合
同公売の検討。

　個人県民税徴収対策チーム
による実務研修、併任、直接徴
収、共同催告の実施及び特別
徴収の適正実施。
　県税、市町村税徴収強化月
間（11月～12月）によるタイヤ
ロック及び合同公売等の実施。

⑶　自動車税の徴収
対策

　納期内納付率促進のための
広報活動
　自動車税コールセンター設置
による現年分の早期着手。

　早期徴収に取り組み、滞納処
分の強化を行うことで、収入率
97.8％以上を目指す

2 生活保護費返
還金

福祉政策課 　生活保護費返還金
の解消

　平成24年に作成した生活保
護費返還金等債権管理マニュ
アルに沿って、適正に処理を行
う。

  各福祉保健所（歳入担当班）
は11月末までに、返還金に係
る債権のうち不納欠損の対象
となったものを福祉政策課へ報
告し、適宜処理を行う。

⑴　債権発生の未然
防止

　市町村担当者事務説明会お
よび現況届事務説明会の開催
時に債権発生の未然防止につ
いて指導する。
　手当支払期前に市町村へ受
給者の異動状況確認を行う。
　年金事務所へ受給者等の年
金受給確認を行う。

　手当支払期前に市町村へ受
給者の異動状況確認を行う。
　年金事務所へ受給者等の年
金受給確認を行う。

⑵　時効到来債権の
整理

　時効到来債権の整理 　時効到来債権の整理
　不納欠損処理

⑶　償還率の改善 　市町村と連携し、償還指導を
行う。
　督促状の送付、電話・訪問に
よる催告の実施。
　時効間近な債権について時
効中断措置（債務承認、履行
延期承認等）をとる。

　市町村と連携し、償還指導を
行う。
　督促状の送付、電話・訪問に
よる催告の実施。
　時効間近な債権について時
効中断措置（債務承認、履行
延期承認等）をとる。

⑴　償還率の改善 　滞納期間の早いうちに連帯
保証人に対して接触をもつ。
　各福祉保健所へ三者（借受
人・連帯借受人・連帯保証人）
を呼び出し勧告する。
　督励月間の実施。

　滞納期間の早いうちに連帯
保証人に対して接触をもつ。
　各福祉保健所へ三者（借受
人・連帯借受人・連帯保証人）
を呼び出し勧告する。

⑵　時効到来債権の
整理

　時効到来債権の整理
　借受人、連帯保証人等の所
在調査
　時効援用等の確認

　時効到来債権の整理
　借受人、連帯保証人等の所
在調査
　時効援用等の確認
　不納欠損処理

⑶　債権回収会社の
活用

　委託債権の整理。
　債権回収会社との契約。

　債権回収会社への委託実
施。

平成27年度未収金の解消（実施項目19）各債権の実施計画一覧表

債権
番号

債権名 所管課 取組内容 下半期実施計画上半期実施計画

1 県税 税務課

3 児童扶養手当
返還金

青少年・子ども家
庭課

4 母子寡婦福祉
資金貸付金

青少年・子ども家
庭課

13



債権
番号

債権名 所管課 取組内容 下半期実施計画上半期実施計画

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。

　延滞状況が悪化傾向にある
ケースや返済誓約の履行が
滞っているケース等を中心に
面談・督促

　上期に引き続き面談・督促を
実施するとともに、年に1回の
全債務者、保証人（民間委託
は除く）へ通知を行う。

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。

　民間委託を継続 　民間委託を継続

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。

　法的措置が妥当なケースに
ついて、検討のうえ対応

　法的措置が妥当なケースに
ついて、検討のうえ対応

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。

　時効申立ケースについて、不
納欠損処理を行う

　時効申立ケースについて、不
納欠損処理を行う

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債権管理マニュアルに基
づき、貸付先の状況に応じ
た債権回収及び管理の方
針を定め、効果的な債権管
理を行う。
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、
法的措置を検討の上、実施
する。
⑤行政考査結果をうけ、回
収不能債権について債権放
棄等の検討を行う。

①運営診断等による経営面で
のアドバイスの実施。
②債権管理マニュアルに基づ
き債権分類を行い、貸付先に
応じた効果的な債権管理を実
施。
③サービサーへ債権回収業務
委託を実施。
④担保権の実行や不動産、預
金等の債権に対する強制執行
等の検討。
⑤債権管理に関する県の統一
的な指針策定を注視しつつ債
権放棄等へ向けた検討を行う。

①運営診断等による経営面で
のアドバイスの実施
②債権管理マニュアルに基づ
き債権分類を行い、貸付先に
応じた効果的な債権管理を実
施。
③サービサーへ債権回収業務
委託を実施
④担保権の実行や不動産、預
金等の債権に対する強制執行
等の検討、実施。
⑤債権管理に関する県の統一
的な指針策定を注視しつつ債
権放棄等へ向けた検討を行う。

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債権管理マニュアルに基
づき、貸付先の状況に応じ
た債権回収及び管理の方
針を定め、効果的な債権管
理を行う。
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、法的措置による回
収可能性を検討し、実施す
る。
⑤行政考査結果をうけ、回
収不能債権について債権放
棄等の検討を行う。

①貸付先への面談等による状
況把握。
②債権管理マニュアルに基づ
き債権分類を行い、貸付先に
応じた債権管理を実施。
③サービサーへ債権回収業務
委託を実施。
④不納欠損処理に向けた、回
収不能債権の整理。
⑤債権管理に関する県の統一
的な指針策定を注視しつつ債
権放棄等へ向けた検討を行う。

①貸付先への面談等による状
況把握。
②債権管理マニュアルに基づ
き債権分類を行い、貸付先に
応じた債権管理を実施。
③サービサーへ債権回収業務
委託を実施。
④不納欠損処理に向けた、回
収不能債権の整理。
⑤債権管理に関する県の統一
的な指針策定を注視しつつ債
権放棄等へ向けた検討を行う。

5 農業改良資金
貸付金

農政経済課

6  小規模企業者
等設備導入資
金貸付金

中小企業支援課
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債権
番号

債権名 所管課 取組内容 下半期実施計画上半期実施計画

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

　過去の議会において議決さ
れた対象者に対し、建物明渡
等請求訴訟を提起する。
　９月議会に長期・高額滞納者
を提訴するための議案を提出
する。

　過去の議会において議決さ
れた対象者に対し、建物明渡
等請求訴訟を提起する。
　２月議会に長期・高額滞納者
を提訴するための議案を提出
する。

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

8 損害賠償金
（県営住宅）

住宅課 　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。

　１年以上支払がない退去滞納者に係る債権を対象として、債
権回収会社に集金代行業務を委託する。

　滞納１か月以上の滞納者に対しては、指定管理者が納付指
導を継続して実施する。
　滞納３か月以上の滞納者に対しては、納付指導と併せて連帯
保証人に対しても通知を行う。
　全入居者に対しチラシ配布、ポスター掲示等を行い家賃滞納
防止意識の啓発を継続して実施する。

　回収が極めて困難であると判断される債権について、不納欠
損処理を進めることにより適切な債権管理を実施する。

　主債務者及び連帯保証人の所在確認を行い、督促再開に努
める。
　回収が極めて困難と判断される債権については、不納欠損処
理に向けた整理を進める。

7 県営住宅使用
料

住宅課
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⑴　中期見通しの策定
及び公表

　中期見通しの策定作業を行
う。

　中期見通しを策定し、公表を
行う。

⑵　未収金の解消 　滞納者の経営状況の把握、
督促状の発行、文書による催
告及び納付指導を行い、未収
金の縮減を図る。
　また、新たな未収金が生じな
いようにする。

　滞納者の経営状況の把握、
督促状の発行、文書による催
告及び納付指導を行い、未収
金の縮減を図る。
　また、新たな未収金が生じな
いようにする。

⑶　一般会計からの繰
入抑制

　歳出について、執行管理を適
切に行うことにより、基準外繰
入が発生しないように努める。

　歳出について、執行管理を適
切に行うことにより、基準外繰
入が発生しないように努める。

2 林業改善資金
特別会計

森林管理課 　未収金の解消 　約定償還中の債務者に対す
る生産、経営指導の実施
　サービサーへの委託契約締
結
　債務者及び連帯保証人に対
する電話・面談による償還指導
の実施

　新規借受希望者への事前審
査
　サービサーによる未収金の
回収
　電話・面談による督促指導の
実施
　分割償還指導の実施

⑴　資金規模の適正
化

　国に対し、返納額・返納時期
を調整。
　財政課に対し、繰出金額・一
般会計
　への繰出時期を調整。
　※平成28年度分も前倒しで
実施する。

　国に対し、返納を実施する。
　一般会計へ繰出しを実施す
る。

⑵　未収金の解消 　電話、面談等による督促指
導。
　民間委託の継続。
　法的措置の検討。
　不納欠損整理の検討。

　電話、面談等による督促指
導。
　民間委託の継続。
　法的措置の検討。
　不納欠損整理の検討。

⑴　一般会計からの繰
入抑制

⑵　未収金の解消

5 駐車場事業特
別会計

道路管理課 　一般会計からの繰入
抑制

⑴　効果的かつ効率的
な管理運営

⑵　一般会計からの繰
入抑制

7 中城湾港（新
港地区）整備
事業特別会計

港湾課 　一般会計からの繰入
抑制

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）

　使用料収入の確保、経費節減に努め、可能な限り一般会計
繰入金を抑制する。

　分譲に向けた広報活動を強化し、分譲促進を図る。
　住宅用地Ｂブロック(集合住宅区画)の平成26年度分譲未売払
区画(５区画)を公募後、売却することで土地売払収入の確保を
図る。
　住宅用地Ｂブロック(集合住宅区画)の沿道区画に誘致する商
業施設について与那原町と協議の上公募案を作成する。公募
後、売却することで土地売払収入の確保を図る。

　企業誘致により施設の入居率向上を図り、収入を確保する。

　破産手続や民事再生手続中の未収金について、手続に基づ
き整理を行う。

　利用料金制により指定管理者から固定納付金を毎月安定的
に収受するとともに、指定管理者と連携して駐車場の利用料金
収入の増加に努め、可能な限り繰入額の抑制を図る。

　利用料金制を採用すること、マリーナ関係の使用料の見直し
検討を含め、より効果的効率的な運営が図れるよう課題の整理
を行う。

　自主事業の充実、施設使用料収入の確保、経費節減に努
め、可能な限り繰入金を抑制する。

平成27年度特別会計事業の運営適正化（実施項目23）各特別会計の実施計画一覧表

1 中央卸売市場
事業特別会計

流通・加工推進
課

3 沿岸漁業改善
資金特別会計

水産課

会計
番号

会計名 所管課 取組内容 下半期実施計画上半期実施計画

企業立地推進課

6 宜野湾港整備
事業特別会計

港湾課

8 中城湾港マリ
ンタウン特別会
計

港湾課

4 沖縄国際物流
拠点産業集積
地域那覇地区
特別会計
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会計
番号

会計名 所管課 取組内容 下半期実施計画上半期実施計画

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

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 　埋立の早期完了

10 下地島空港特
別会計

空港課 　空港のあり方につい
て整理

　関係機関や宮古島市と連携
しながら、利活用候補事業の
提案者との協議を重ね、事業
実施環境の整備に取り組む。
（4月～9月）

　利活用実施計画の策定（10
月）
　利活用候補事業の提案者と
の合意手続き（11月）
　利活用事業者の決定（12月）

⑴　維持管理負担金
の改定による収入確
保

　平成26年度決算や上半期の
維持管理負担金の歳入の状況
を踏まえ、収支計画を管理し、
改定時期について検討する。

　１年間の維持管理負担金の
歳入実績を踏まえ、収支計画
を管理し、改定時期について検
討する。

⑵　一般会計からの適
切な繰入金の確保

　総務省繰出基準を踏まえた
一般会計との適切な経費負担
区分に基づき、繰入金の確保
を行う。

　総務省繰出基準を踏まえた
一般会計との適切な経費負担
区分に基づき、繰入金の確保
を行う。

　マリーナ整備に係る起債の縮減を図るため、沖縄振興特別推
進交付金（一括交付金）を活用し、整備を行う。

　マリーナの整備状況を確認しながら、指定管理者制度の導入
に向けた検討や、与那原マリーナの利用料金基準額を定め、収
入の確保を図る。

　国と調整しながら、埋立の早期完了に努める。

11 下水道事業特
別会計

下水道課
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